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は最寄駅またはバスターミナルからの送迎です （時間が決められていたり、事前予約が必要な場合もあります）うれしいうれしい
無料送迎付

　　知床和牛と握り寿司の付いた会席料理食事

　　12/10～3/31（12/31～1/3
除く）／2月利用は1名様プラス500
円／1室1名様利用はプラス1,500
円／2日前まで要予約

10,830円10,330円

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

015-483-2643KKRかわゆ北海道
川湯温泉

是非召し上がっていただきたい特別メニュー

条件

和の味覚会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

●白鳥の飛来地 屈斜路湖（車15分） ●神秘の摩周湖
（車30分） ●天下の絶景 美幌峠（車40分） ●ダイヤモ
ンドダスト in KAWAYU（2月開催）

和の味覚会席和の味覚会席

効能豊かな北の名湯100％かけ流し

　　北海道の季節の素材にこだわった和食会席
をお部屋でゆったりとお召し上がりください 
★1室1名様はレストラン食でご予約可能

食事

　　12/10～
3/31（12/29
～1/3除く）

12,500円11,500円

北海道函館市湯川町2-8-14

0138-57-8484KKRはこだて北海道
函館･湯の川温泉

夕食はゆっくりお部屋食でお楽しみください

条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

14,450円12,750円
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

●はこだてクリスマスファンタジー（12/25
まで） ●はこだてイルミネーション（2/29
まで） ●函館海上冬花火（2/8～10）

美食会席　※日替わりのため一例です美食会席　※日替わりのため一例です

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

　　旬の和食会席or蔵王名物生ラムジンギスカン（お肉
たっぷり300g)から選択可 ★冬の味覚汁物付（きりたんぽ
汁、寒鱈汁、地元名物「カラカラ汁」など） ★蔵王牛小鍋会席に変更
は1名様プラス1,200円（2日前まで要予約）

食事

　　12/10～3/31（12/28～1/4除く）／1室1名様利用
はプラス2,000円／Tなし客室利用は1名様1,000円引 
※冬季のみ土・日・祭日、年末年始は駐車場料金1台500円

9,800円8,800円

山形県山形市蔵王温泉904-8

023-694-9187KKR蔵王 白銀荘山形県
蔵王温泉

ゲレンデが目の前★パウダースノーを満喫！

条件

冬蔵王満喫プラン
1泊2食 平日（2月以外） 土・休前日（2月以外）

10,800円
12/25～27と2月の全日

1室2名～

夜の樹氷ライトアップ
（12/28～2/29 限定47日間）

蔵王スキー場蔵王スキー場

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

　　赤城山麓牛をしゃぶしゃぶでご用意食事

　　12/10～3/31（12/29～1/3除く）／
1室1名様利用はプラス2,000円

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

0278-72-2345KKR水上 水明荘群馬県
水上温泉

美味しさ、ボリュームとも満足

条件

天然温泉100％＆白銀に包まれた静かな一軒宿

　　朝食は和食ビュッフェを無料サービス
（7:00～9:00）
食事

　　12/20～2/29（12/31～1/1
除く）／客室は階段利用の2階／前
日までの電話予約限定／他のプラ
ンとの併用不可

6,500円

東京都目黒区東山1-27-15

03-3713-8131KKRホテル中目黒東京都
中目黒

おしゃれな街 中目黒を散策しよう

条件

ダブルルーム格安プラン
1泊サービス朝食付 全日

1室2名（ダブルベッド）

ダブルルームダブルルーム

緑に包まれた都心のビジネスホテル

　　季節の食材を使用した月替わりの前菜、
メイン料理、デザートなど
食事

モーニング
コーヒーを
サービス

　　12/26～3/30（12/31～
1/2除く）／山側和室または1室
3・4名様利用は割引あり／3日
前まで要予約

13,500円11,500円

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

045-621-9684KKRポートヒル横浜神奈川県
横浜

客室・レストランから横浜の夜景が一望

条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

●みなとみらい：ライトアップ
「タワーズミライト」（12月～1
月） ●中華街「春節」（1～2月） 
●元町「チャーミングセール」
（2月） ホテルからの夜景ホテルからの夜景

港の見える丘公園の一角に位置するホテル

　　旬の食材を使った四季彩を食する特選会席
★1名様プラス1,000円で夕食をお部屋食に変更可（和室限定）
★1名様プラス2,000円でメインを選べるグルメ会席に変更可

食事 　　12/20～3/31（12/28
～1/4除く）／1室1名様利用
はシングルルーム

11,100円12,100円

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

0467-25-4321KKR鎌倉わかみや神奈川県
鎌倉

熱海の温泉と旬の会席料理が大人気

条件

　　●江ノ電１日乗車券「のりおりくん」付（大人650円
相当） ●おみやげ処「小町」500円割引券付（1部屋に1
枚） ●未就学で添寝のお子様は無料、ご飯＆ふりかけ
サービス ●駐車場はチェックイン前からOK

江ノ電物語プラン
1泊2食 12月の平日 1月～3月の平日

15,600円～
土・休前日

1室1名～

おすすめスポット・江ノ電の旅
鎌倉→由比ガ浜→長谷→極楽寺
→七里ガ浜→鎌倉高校前

江ノ電　鎌倉高校前江ノ電　鎌倉高校前

湘南鎌倉の和風リゾートホテル

　　海の恵み＆季節の美味いっぱいの江ノ島四季会席を
ご用意（約8品） ★小学生の夕食はメインを選べます（要予約）
食事

　　12/10～3/31（12/31～1/1除く）／1室1名様利用はプラス
1,000円、1室4名様以上はお1人様500円引、6畳利用時お1人様
500円引（いずれも大人のみ）／BT付客室は1名様プラス1,000円

11,500円9,500円

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

0466-23-7710KKR江ノ島ニュー向洋神奈川県
湘南

片瀬海岸

冬の「湘南の宝石」を見に、ようこそ江ノ島へ

条件

江ノ島四季会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

関東三大イルミネーション
「湘南の宝石」江の島ライト
アップ（2月中旬まで）

第75回 熱海梅園梅まつり
（1/4～3/1）

江の島ライトアップ江の島ライトアップ江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

　　●伊勢海老のお造り ●鮑の陶板焼き 
●金目鯛の煮付け（切り身） ●月替わりの釜飯 
●伊勢海老の味噌汁 ほか（全8品）

食事

　　12/10～4/5（12/29～1/12、2/22・23、3/20・21
除く）／1室3名様利用はお1人様500円引／1室4名様以
上はお1人様1,500円引 ※1名様利用はシングルルーム

20,700円17,700円

静岡県熱海市春日町7-39

0557-85-2000KKRホテル熱海静岡県
伊豆・熱海温泉

豪華海鮮３種スペシャル会席

条件

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～

伊勢海老＆鮑＆金目鯛会席伊勢海老＆鮑＆金目鯛会席

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

旬の味覚が満載♪

早春！いい旅鎌倉！

美食会席プラン

※北都交通が実施するもので、手配・
媒介・取次を行うものではありません

函館山夜景観光バス
大人　2,800円

当日予約
ＯＫ

ロープウェイまで徒歩1分！
全山共通リフト券の宿泊者割引
1日券 5,000円⇒4,800円
2日券 9,600円⇒9,000円
★館内レンタルスキーご用意あり

●ノルン水上スキー場（車10分）
●奥利根スノーパーク（車10分）
●宝台樹スキー場（車30分）
●たんばらスキーパーク（車60分）

赤城山麓牛赤城山麓牛

火曜日から土曜日の15:00から30分毎に中目黒駅近
く出発、最終22:00 中目黒駅正面口右バス停先
TSUTAYA横⇒ホテル ※ホテル公式HPにご案内あり又はお
電話ください ※折り返し中目黒駅に向かうバスにも乗車できます

シャトルバス運行

KKR12月号特別料金

語
一日乗車券
のりおり君付

うれしい
デザート付
うれしい
デザート付カジュアルフレンチプラン

特典

特典

お子様
（小学生まで）
全日 6,400円

　　駐車場は宿泊日と
翌日も終日無料！
特典

※12/28～30、1/2～4は1名様プラス4,500円（大人のみ）
※3/25～3/31は1名様プラス1,000円（大人のみ）

13,450円9,850円

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0460-87-2350KKR宮の下神奈川県
箱根

極上の味覚を箱根で愉しむグルメプラン

木賀会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

木賀会席 ※月替わりのため一例です木賀会席 ※月替わりのため一例です

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

お子様 （小学生）子ども膳　　全日　7,500円
（幼児）お子様ランチ　全日　6,300円

　　夕食は、彩り豊かな山海味覚の創作会席 食事

　　12/10～2/29（12/28～1/4、1/11・12除く） 
★1名様プラス5,000円で半露天風呂付客室に変更可 
※エレベーター改修のため階段利用となります

条件 徳川将軍家献上湯の木賀温泉
源泉掛け流しの露天風呂で日頃の疲れを
癒してください

赤城山麓牛
しゃぶしゃぶ鍋プラン

KKR12月号
平日特別料金

今から予約できる宿 直前の日程でご予約できる宿泊プランを拾い上げてホームページでご紹介しています kkr  今から

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/kawayu-akinomikaku-plan-20191126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/hakodate-bisyokukaiseki-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/minakami-syabusyabu-20191126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/zao-mankitsu-plan-20191126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/kkr12.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/yokohama-casualfranchplan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/kamakura-enodenmonogatari-plan-20191126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/enoshima-kaiseki-plan-20191126.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/atami-specialkaiseki-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/10/miyanoshita-kigakaiseki-plan-20191001.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/


（4）

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お
一
人
様
あ
た
り
の
組
合
員
料
金
で
す
。
組
合
員
証
等
の
ご
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
全
て
の
施
設
が
全
室
禁
煙
で
す
。

　●
写
真
は
全
て
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
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条件

和の味覚会席プラン
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をお部屋でゆったりとお召し上がりください 
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　　12/10～3/31（12/29～1/3除く）／
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0278-72-2345KKR水上 水明荘群馬県
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美味しさ、ボリュームとも満足

条件

天然温泉100％＆白銀に包まれた静かな一軒宿

　　朝食は和食ビュッフェを無料サービス
（7:00～9:00）
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ンとの併用不可
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東京都目黒区東山1-27-15
03-3713-8131KKRホテル中目黒東京都

中目黒

おしゃれな街 中目黒を散策しよう

条件

ダブルルーム格安プラン
1泊サービス朝食付 全日

1室2名（ダブルベッド）

ダブルルームダブルルーム

緑に包まれた都心のビジネスホテル

　　季節の食材を使用した月替わりの前菜、
メイン料理、デザートなど
食事
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コーヒーを
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1/2除く）／山側和室または1室
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神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園
045-621-9684KKRポートヒル横浜神奈川県

横浜

客室・レストランから横浜の夜景が一望

条件
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●みなとみらい：ライトアップ
「タワーズミライト」（12月～1
月） ●中華街「春節」（1～2月） 
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（2月） ホテルからの夜景ホテルからの夜景

港の見える丘公園の一角に位置するホテル

　　旬の食材を使った四季彩を食する特選会席
★1名様プラス1,000円で夕食をお部屋食に変更可（和室限定）
★1名様プラス2,000円でメインを選べるグルメ会席に変更可

食事 　　12/20～3/31（12/28
～1/4除く）／1室1名様利用
はシングルルーム

11,100円12,100円

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
0467-25-4321KKR鎌倉わかみや神奈川県

鎌倉

熱海の温泉と旬の会席料理が大人気

条件

　　●江ノ電１日乗車券「のりおりくん」付（大人650円
相当） ●おみやげ処「小町」500円割引券付（1部屋に1
枚） ●未就学で添寝のお子様は無料、ご飯＆ふりかけ
サービス ●駐車場はチェックイン前からOK

江ノ電物語プラン
1泊2食 12月の平日 1月～3月の平日

15,600円～
土・休前日

1室1名～

おすすめスポット・江ノ電の旅
鎌倉→由比ガ浜→長谷→極楽寺
→七里ガ浜→鎌倉高校前

江ノ電　鎌倉高校前江ノ電　鎌倉高校前

湘南鎌倉の和風リゾートホテル

　　海の恵み＆季節の美味いっぱいの江ノ島四季会席を
ご用意（約8品） ★小学生の夕食はメインを選べます（要予約）
食事

　　12/10～3/31（12/31～1/1除く）／1室1名様利用はプラス
1,000円、1室4名様以上はお1人様500円引、6畳利用時お1人様
500円引（いずれも大人のみ）／BT付客室は1名様プラス1,000円

11,500円9,500円

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
0466-23-7710KKR江ノ島ニュー向洋神奈川県

湘南
片瀬海岸

冬の「湘南の宝石」を見に、ようこそ江ノ島へ

条件

江ノ島四季会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

関東三大イルミネーション
「湘南の宝石」江の島ライト
アップ（2月中旬まで）

第75回 熱海梅園梅まつり
（1/4～3/1）

江の島ライトアップ江の島ライトアップ江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

　　●伊勢海老のお造り ●鮑の陶板焼き 
●金目鯛の煮付け（切り身） ●月替わりの釜飯 
●伊勢海老の味噌汁 ほか（全8品）

食事

　　12/10～4/5（12/29～1/12、2/22・23、3/20・21
除く）／1室3名様利用はお1人様500円引／1室4名様以
上はお1人様1,500円引 ※1名様利用はシングルルーム

20,700円17,700円

静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000KKRホテル熱海静岡県

伊豆・熱海温泉

豪華海鮮３種スペシャル会席

条件

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～

伊勢海老＆鮑＆金目鯛会席伊勢海老＆鮑＆金目鯛会席

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

旬の味覚が満載♪

早春！いい旅鎌倉！

美食会席プラン

※北都交通が実施するもので、手配・
媒介・取次を行うものではありません

函館山夜景観光バス
大人　2,800円

当日予約
ＯＫ

ロープウェイまで徒歩1分！
全山共通リフト券の宿泊者割引
1日券 5,000円⇒4,800円
2日券 9,600円⇒9,000円
★館内レンタルスキーご用意あり

●ノルン水上スキー場（車10分）
●奥利根スノーパーク（車10分）
●宝台樹スキー場（車30分）
●たんばらスキーパーク（車60分）

赤城山麓牛赤城山麓牛

火曜日から土曜日の15:00から30分毎に中目黒駅近
く出 発、最 終22:00 中 目 黒 駅 正 面 口 右 バ ス 停 先
TSUTAYA横⇒ホテル ※ホテル公式HPにご案内あり又はお
電話ください ※折り返し中目黒駅に向かうバスにも乗車できます

シャトルバス運行

KKR12月号特別料金

一日乗車券のりおり君付

うれしい
デザート付
うれしい
デザート付カジュアルフレンチプラン

特典

特典

お子様
（小学生まで）
全日 6,400円

　　駐車場は宿泊日と
翌日も終日無料！
特典

※12/28～30、1/2～4は1名様プラス4,500円（大人のみ）
※3/25～3/31は1名様プラス1,000円（大人のみ）

13,450円9,850円

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350KKR宮の下神奈川県

箱根

極上の味覚を箱根で愉しむグルメプラン

木賀会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

木賀会席 ※月替わりのため一例です木賀会席 ※月替わりのため一例です

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

お子様 （小学生）子ども膳　　全日　7,500円
（幼児）お子様ランチ　全日　6,300円

　　夕食は、彩り豊かな山海味覚の創作会席 食事

　　12/10～2/29（12/28～1/4、1/11・12除く） 
★1名様プラス5,000円で半露天風呂付客室に変更可 
※エレベーター改修のため階段利用となります

条件 徳川将軍家献上湯の木賀温泉
源泉掛け流しの露天風呂で日頃の疲れを
癒してください

赤城山麓牛
しゃぶしゃぶ鍋プラン

KKR12月号
平日特別料金

今月号掲載以外の宿泊プランや掲載期間以外の料金はWEBで検索
＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

うれしいうれしい
無料送迎付

●
小
学
生
以
下
の
宿
泊
料
金
は
、
施
設
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　●
お
料
理
の
内
容
は
、
仕
入
状
況
に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

●
全
て
の
施
設
が
全
室
禁
煙
で
す
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　●
写
真
は
全
て
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

※プラン料金は、特別な表記がない限りオプション等追加料金もお一人様あたり（消費税込）の料金です　※B:客室内バス（お風呂）あり　T：客室内トイレあり
※特に明記のない場合、「平日」は日～金曜日を、「休前日」は土曜日と、祝日の前日を指します　※お問合せ・ご予約は、直接各宿泊施設へお電話ください（「KKRを見て」とお伝えください）

特典

金澤フレンチプラン
1泊2食 1室1～3名
平日
※12/23～25、12/28～1/4除く

2/29まで
10,000円 土・休前日11,000円

　　伊豆ブランド「伊豆牛」と旬菜をスープに
して旨味を堪能 ★お子様はお子様会席
食事

　　12/10～3/31（12/28～1/4除く）／1名
様プラス1,500円で和洋室利用可（3名様以上）
／3日前まで要予約 ※1/11・12、2/22・23、
3/20・21は平日料金にプラス2,000円

11,400円9,900円

静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010KKR伊豆長岡 千歳荘静岡県

伊豆長岡温泉

伊豆の国の幸グルメ、第２弾！

条件

伊豆牛と旬菜のスープ鍋プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

●伊豆の国パノラマパーク（車5分）
●三島スカイウォーク（車30分）
●サイクルスポーツセンター（車30分）

伊豆牛のスープ煮会席伊豆牛のスープ煮会席

かけ流しの湯が評判の静かなお宿

　　あしたか牛ステーキ、かさごの煮付け、
桜海老のかき揚げなど駿河の味覚満載
食事

　　12/10～1/31（12/27～1/4除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ
利用可） ★1月の平日はお1人様500円引

15,350円12,850円

静岡県沼津市志下192
055-931-0592KKR沼津はまゆう静岡県

沼津

コスパが高いお得なプラン

条件

海の幸山の幸プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

●沼津漁港（車10分） 水揚げされた魚介類
が楽しめる飲食店街 ●沼津港深海水族館

（沼津漁港隣接） 珍しい深海の生物を60種
1,500匹展示 ●三島スカイウォーク（車30
分） 日本一長い吊橋　富士山が見える！

海の幸山の幸プラン海の幸山の幸プラン

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

　　脂の甘みがたまらない！
諏訪湖荘の絶品鴨鍋 ★〆は、雑炊＆信州蕎麦で鴨そばに！ 
★信州郷土料理ビュッフェ＆
ソフトドリンクバー付

食事

　　12/10～3/31（12/28～1/3除
く）／1室1名様利用はプラス500円／
T付客室利用は1名様プラス1,000円

10,850円9,850円

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259KKR諏訪湖荘長野県

上諏訪

夕食時に「真澄」グラス1杯サービス

条件

　　諏訪の地酒
「真澄」 純米吟
醸酒 グラス1杯
サービス

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

諏訪五蔵 酒蔵めぐり
呑み歩きクーポン2,000円
★当館や上諏訪駅から徒歩圏内

鴨鍋鴨鍋

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

　　A4等級甲州牛を
使用したすき焼き鍋と
蟹バター焼きを新鮮な
地元の野菜とともに ※3
月から献立が替わります

食事

　　12/10～4/27（12/31～1/3除く）／T付客
室利用は1名様プラス1,500円／1室1名様は平
日のみ利用可

11,850円

10,850円

山梨県甲府市塩部3-6-10
055-252-1327KKR甲府ニュー芙蓉山梨県

甲府

夕食時は、うれしいワイン飲み放題！

条件

1泊2食

平日

土・休前日

1室2名～

●武田氏館跡「信玄ミュージアム」令和
元年4月オープン（車10分） ●梅の名
所「不老園」2月下旬から開花（車10分）

甲州牛すき焼き甲州牛すき焼き

富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

　　朝食は、金沢カレーも含む和洋のブッフェ
★北陸の味「のどぐろ茶漬け」がおすすめです
食事

　　12/10～2/29（12/28～1/4除く） 
※3月以降の料金は要問合せ ※別途、金沢市
宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

7,600円6,600円

石川県金沢市大手町2-32
076-264-3261KKRホテル金沢石川県

金沢

雪吊りが美しい兼六園まで徒歩8分

条件

冬の金沢散策プラン
1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1～3名

のどぐろ茶漬けのどぐろ茶漬け

金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

　　奥飛騨な
らではのグル
メ和会席

食事

　　てっさ・てっちり・
天婦羅・寿司・雑炊など
食事

11,900円

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
0578-89-2626KKR平湯たから荘岐阜県

平湯温泉

最高級和牛A5等級飛騨牛1品付！

1泊2食 全日

1室1名～

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

天然ブリのお造り・源平焼き、北海道産
帆立のお造り・伝法焼きのほか、ブリと
帆立のスペシャル会席

食事

1/9～2/29／リビング付ツインルーム
は別料金

16,200円

15,200円

岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505KKR下呂しらさぎ岐阜県

下呂温泉

新プラン登場！ 料理長創作会席！

条件

1泊2食

平日

土・休前日

1室1名～

天然ブリと帆立会席天然ブリと帆立会席

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

　　朝食は種類豊富な和洋バイキング
★なごやめしコーナーもあります
食事

　　12/10～4/5（12/29
～1/4除く）／1室2名様以上
利用は名古屋城側のお部屋
をご用意

7,800円6,800円

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1
052-201-3326KKRホテル名古屋愛知県

名古屋

名古屋城を望みながら優雅な和洋バイキング

条件

さわやか朝食付プラン
1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1名～

●名古屋城本丸御殿（徒歩5分） ●名古屋城の新たな観光スポ
ット「金シャチ横丁」（徒歩5分） ●徳川園・美術館（車15分）

朝食会場朝食会場

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

　　日本三大銘柄牛
「近江牛」を使った料理
4品を含む会席コース

食事

　　12/20～3/12（12/31～1/2
除く）／客室定員利用
※12/29・30、1/3の料金は要問合せ

15,400円14,400円

滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020KKRホテルびわこ滋賀県

琵琶湖

当ホテル人気Ｎｏ.1会席をご賞味

条件

近江牛会席宿泊プラン
1泊2食 日～木曜日 金曜日

16,900円

土・休前日

1室2名～

2020年ドラマ化　明智光秀ゆかりの地「坂本」
●坂本城址公園（徒歩10分） ●坂本の町：旧竹林院・
滋賀院門跡・日吉大社・西教寺（車10～15分）

近江牛会席近江牛会席

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル

　　夕食は、●ふぐ付会席 ●かに付会席 
●和牛会席 ●京会席「清滝」から選択 
※ふぐ付会席の予約・変更・取消はご予約日の2日
前まで ★スタンダードコース「鴨川会席」もあり

（お1人様2,000円引）

※12/21・22・28利用は土・休前日料金に1名様プラス1,000円
食事

　　12/10～3/13（12/29～1/3、
2/24・25除く）／客室定員利用 
※別途、京都市宿泊税（1泊あたり200円）をお
預かりします

16,800円14,800円

京都府京都市上京区河原町通荒神口上る東入東桜町27-3
075-222-0092KKR京都くに荘京都府

京都

冬の味覚の会席をご堪能ください

条件

冬の四季彩会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～

温泉露天風呂温泉露天風呂

鴨川畔宮家ゆかりの宿 風情ある温泉露天風呂がうれしい

お子様（小学生まで） 全日　5,400円

人気人気

出汁が決め手♪出汁が決め手♪旨みを味わう鴨鍋プラン

●霧ヶ峰スキー場
　（車約35分）
●車山高原スキー場
　（車約40分）

A4等級甲州牛すき焼き鍋と
蟹バター焼きプラン

　　夕食時ワイン無料サービス特典

　　兼六園入園券（310円相当）付特典

　　和室1室大人4名様以上
利用で鯛の薄造りサービス
特典

奥飛騨奥飛騨 和会席プラン

4日前まで要予約条件

下関産トラフグをこのお値段で！

13,900円

1泊2食 全日

1室1名～

とらふぐ会席プラン
　　12/10～3/31

（12/28～1/5除く）
条件

とらふぐ会席とらふぐ会席

天然ブリと北海道産帆立会席プラン

日本三名泉「下呂温泉」
美肌の湯ともいわれ、チェックイン
から翌朝9時まで入浴ＯＫ！

（5）今月号掲載以外の宿泊プランや掲載期間以外の料金はWEBで検索
＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/izu-gurume2-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/numazu-uminosachi-plan-20191202.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/suwako-kamonabe-plan-20191202.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/kofu-sukiyaki-kani-plan-20191127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/post-144.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/10/post-141.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/hirayu-okuhida-wakaiseki-plan-20191101.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/hirayu-torafugu-plan-20191127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/gero-buri-hotate-plan-20191127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/nagoya-sawayaka-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/biwako-oumigyu-plan-20191127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/kyoto-shikisaikaiseki-plan-20191101.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/


1名様プラス2,000円で深い旨味が
ありながらあっさり味わえる奈良の
ブランド牛「大和牛会席」に変更可

　　●滞在中の駐車場料金無料
●白川水源「くまモン」ミネラル
ウォーター付（お1人様1本）

第896号（6）　令和元年12月10日（6）　令和元年12月10日

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お
一
人
様
あ
た
り
の
組
合
員
料
金
で
す
。
組
合
員
証
等
の
ご
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
全
て
の
施
設
が
全
室
禁
煙
で
す
。

　●
写
真
は
全
て
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

※プラン料金は、特別な表記がない限りオプション等追加料金もお一人様あたり（消費税込）の料金です　※B:客室内バス（お風呂）あり　T：客室内トイレあり
※特に明記のない場合、「平日」は日～金曜日を、「休前日」は土曜日と、祝日の前日を指します　※お問合せ・ご予約は、直接各宿泊施設へお電話ください（「KKRを見て」とお伝えください）

特典

朝食は別途850円
で1階「タリーズコ
ーヒー」を利用可

オプション　　12/10～3/19（1/6除く）／1日限定2室
※12/14・31は別料金のため要問合せ ※コネクテ
ィングルームはハリウッドツイン2室（部屋の中で行
き来可） ※他の部屋タイプもあります（要問合せ）

5,000円

5,500円

4,250円

大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800KKRホテル梅田大阪府

梅田

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

条件

まいどおおきに！ファミリープラン
1泊素泊まり 平日・日曜

7,000円

7,500円

6,500円

土・休前日と1/1・12
コネクティング
ルーム 2室4名
ツイン 1室2名

和室 1室4名

ユニバーサル
シティ・海遊館

（電車含約30分）

コネクティングルームコネクティングルーム

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

　　●てっさ
の湯引き 
●ふぐの唐揚 
●ふぐの紙鍋 
など、ふぐ尽くし
の会席

食事

17,900円15,900円

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
06-6941-1122KKRホテル大阪大阪府

森之宮

リニューアル完成記念の感謝価格でふぐ料理を堪能

　　1/7～2/29／1室1名様（シングル）
利用はプラス1,000円／1室3名様（トリ
プル）利用はお1人様1,000円引／1名
様プラス500円で大阪城側客室をご用
意（通常1,000円）／3日前まで要予約 
※1泊9,020円以上の場合は別途、大阪府宿泊
税（1泊あたり100円）をお預かりします

条件

全室リニューアル
完成特別記念 ふぐ会席プラン

1泊2食 平日 土・休前日
1室2名

（ツイン）
ユニバーサルシティ・
海遊館（電車30分）

ふぐ会席ふぐ会席

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

　　旬の食材をふんだんに使用した会席料理食事

　　12/10～2/29

11,850円9,850円

奈良県奈良市高畑大道町1224
0742-22-5582KKR奈良みかさ荘奈良県

奈良

冬の奈良も見どころいっぱい！

条件

南都会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

●若草山の山焼き（1/25） ●奈良公園「しあわせ回
廊～なら瑠璃絵」（2月始め） ●東大寺、興福寺などラ
イトアップ「春日大社節分万灯篭」（2月節分）

南都会席南都会席

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2
0739-42-3383KKR白浜 美浜荘和歌山県

白浜温泉
“美味い”と評判の料理と源泉かけ流し温泉が堪能できる宿

　　●かに御膳：かにすき小鍋/焼がに/かに刺し
/かに酢/かに天ぷら/かに釜飯など 
●かにづくし：かにすき鍋/焼がに/
かに刺し/雑炊

食事

　　12/10～3/31（12/29～1/3）／土・休前
日利用は1名様プラス1,000円／1室1名様利
用はプラス1,000円（平日のみ利用可）／1名
様プラス1,000円でT付客室に変更可

18,400円16,400円

兵庫県豊岡市城崎町湯島75
0796-32-2631KKR城崎 玄武兵庫県

城崎温泉

ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫

条件

　　城崎7つの外湯の無料券
プレゼント

特典　　ご宿泊中の駐車場料金無料

特典

冬の味覚プラン
1泊2食 1室2名～ かにづくし かに御膳

平日
（Tなし和室）

かにづくしかにづくし

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

　　ふぐ刺し、ふぐのから揚げをはじめとした
ふぐ会席 ★1名様プラス3,000円で「厳選とらふぐ会
席」に変更可

食事

　　12/10～3/31（12/30～1/5除く）
／ご予約は2名様から

17,650円15,650円

愛媛県松山市岩崎町1-7-37
089-941-2934KKR道後ゆづき愛媛県

松山・道後温泉

冬の定番ぜひお召し上がりください

条件

美食ふぐ会席プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

●道後温泉本館・椿の湯・飛鳥の湯泉（徒歩10分）
●国宝仁王門の石手寺（徒歩15分）
●松山城（車10分）

※写真のふぐ刺しは3人前です※写真のふぐ刺しは3人前です

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

　　熊本のブランド牛「あか牛」の
内もも肉を焼き上げ、鴨肉とフォアグラを
乗せた料理のコース

食事

　　12/10～3/31（12/30～1/3と月曜
日除く）／シングル利用はプラス1,000円
／トリプル利用は1,000円引／1日限定3室14,200円11,200円

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
092-521-1361KKRホテル博多福岡県

博多

1階カフェ＆レストラン「Happy Hill」でご用意

条件1泊2食 平日 土・休前日

1室2名

ロッシーニコースロッシーニコース福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

　　朝食は和洋バイキング（50種以上）には、
郷土料理コーナーやASOミルク・飲むヨーグ
ルト付

食事

　　12/20～4/5（12/31～1/1除く）／城側
客室利用は大人1名様プラス1,000円（2名様
～）／電話予約限定

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
096-355-0121KKRホテル熊本熊本県

熊本

食事会場から「熊本城」大天守をご覧いただけます

条件

朝食付がまだすプラン
8,900円7,900円

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～

朝食朝食

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

早春大阪朝食プラン
1室2名～
平日

※12/31～1/3除く
2/29
まで

5,900円 土・休前日7,900円

健やか朝食付プラン
1泊朝食付 1室2名～
平日

※12/30～1/3除く
3/31
まで

6,700円 土・休前日8,800円

くまもとの「赤」
えらべるコース3プラン
1泊2食 1室2名～
平日

※12/31～1/1除く

4/5
まで

12,500円
土・休前日 13,500円

　　クエの薄造り・
唐揚げ・小鍋が付い
た会席料理

食事

　　鮑をお1人様に
1個ご用意
食事

13,100円

高級魚「クエ」を気軽に堪能

1泊2食 平日

1室2名～

紀州名物紀州名物

鮑付き鮑付き

３種のクエ料理お試しプラン

★アドベンチャーワールド1日券（通常大人4,500円）付

アドベンチャーワールド入園券付

15,600円

1泊2食 平日

1室2名～

四季めぐり会席プラン 　　12/10～3/31（12/28
～1/4除く）／土・休前日利用
は1名様プラス1,000円

条件

アドベンチャー
ワールド(車15分)
アドベンチャー
ワールド(車15分)

阿蘇産山村あか牛の
ロッシーニコースプラン ※熊本弁でがんばるの意味

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/umeda-family-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/post-146.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/post-145.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/nara-nanto-kaiseki-plan-20191202.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/sirahama-kue-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/sirahama-shikimeguri-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kinosaki-fuyunomikaku-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/post-135.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/hakata-happy-hill-20191101.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/11/hakata-sukoyaka-plan-20191127.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kumamoto-gamadasu-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2019/08/kumamoto-eraberu-3course-plan.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/



