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第865号 毎月1回10日発行

札幌

KKR ホテル札幌

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付

JR札幌駅より徒歩5分、
旧道庁に隣接

北海道札幌市中央区北四条西5-1

011-231-6711

組合員様だけにとってもおトクな和洋バイキング朝食付プラン！

朝食付

5/10～6/2
6/3～7/15

5,800円
7,200円

条件 5/10～7/15 ／ 土・休 前 日 利 用

は1名様プラス2,000円／ 1室1
名様利用はプラス1,400円（シン
グルルーム）
／ 1日限定5室

山形県

蔵王温泉

●北海道庁旧本庁舎
（徒歩1分）
赤レンガ庭園
●札幌時計台（徒歩10分）
●さっぽろテレビ塔
（徒歩10分）
●札幌ドーム
（地下鉄＋徒歩30分）
●小樽（電車45分）

KKR 蔵王 白銀荘

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付

平日

6/11～7/31

9,800円
10,800円

★5/10～31は『春特選プラン』をご用意（6/1～10と同料金）

条件 6/1～7/31 ／土・休前日利用は1

名様プラス1,000円／トイレなし
客室は1名様1,000円引

北海道庁旧本庁舎
（イメージ）

山形県山形市蔵王温泉904-8

023-694-9187

東京都

竹橋

1泊2食

料理
（イメージ）
料理
（イメージ）

高原散策プラン 6/10
まで

8畳＋ツインベッドの
和洋室が新登場

■1泊2食 1室2名～

（定員5名）

平日

新設和洋室（イメージ）

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

土・休前日

7,600円 8,600円

東京都千代田区大手町1-4-1

03-3287-2921

アクセス至便のＫＫＲホテル東京よりレジャーやビジネスに♪ 朝食付

☆ご家族限定☆ファミリープラン
1泊朝食付

1室2・3名

平日

9,200円

日・祝日

和洋朝食バイキング（AM6:30～9:00）

1室2名～

東京都

中目黒

朝食会場
（イメージ）

（土・休前日を除く）
／ 1室2名様利用はお1人
条件 5/10～12/29

様プラス1,500円で皇居側のデラックスツインへ変更可／
1室3名様利用は皇居側のデラックスツイン

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付

元町地区
（イメージ）

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

0278-72-2345

天然温泉100％＆新緑に包まれた静かな一軒宿
春は赤城山麓牛の
炙り寿司付

ロングスティプラン 12/30
まで
■3泊4日(素泊まり) 1室2・3名

22,200円（延泊 7,400円）

平日

土・休前日

11,350円 13,050円

料理（イメージ）

KKR ホテル中目黒

尾瀬：5月下旬～6月上旬が水芭蕉の見頃

水明荘至近のバス停から鳩待峠まで約90分
日帰り直行往復バス
『尾瀬ライナー』
が便利
※関越交通(株)が運行するもので手配・媒介・取次をするものではありません
※詳しくは施設にお問い合わせください

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
ツインルームBT付

緑に包まれた都心のビジネスホテル

風呂なしのお部屋でも大浴場で満足

東京都目黒区東山1-27-15

03-3713-8131
iFi完備

全室有線LAN.W

日・月2泊もOK

土・日・月曜日限定 連泊格安プラン
1泊サービス朝食付 1室1名（シングル 風呂なし） 1室1名（シングル 風呂付）

2・3泊目

（宿泊当日6:00～翌22:00）
特典 駐車場無料

KKR 水上 水明荘

●6/4まで美味しさボリューム大満足の
赤城山麓牛の炙り寿司付
●6/6から赤城山麓牛を使った夏メニュー
（要予約）
送迎 JR水上駅 無料送迎
迎え 14:10 15:45 16:40 送り 9:15 10:00
条件 5/10～6/30（6/5除く）／1室1名様利用はプラス2,000円

1泊目

7,700円

★12歳以下のお子様添寝無料（4歳～12歳 朝食代700円）

群馬県

水上温泉

函館駅、元町、ベイエリア、
五稜郭などの観光に便利

初夏の美食満足プラン

（6月中旬～7月初旬）

KKR ホテル東京

当館から市電の乗り場まで
徒歩4分♪

合、5月は1名様プラス1,000円、6月
は1名 様プラス1,500円 ／ 1室1名
様利用はプラス1,000円／ 1室3名
様利用はお1人様500円引

爽やかな春の風＆天然温泉を
ゆっくりとお楽しみください！

さくらんぼ狩り

※ご予約・お問合
わせは施設まで

6月

12,500円

条件 5/10～6/30 ／土・休前日利用の場

蔵王牛は熱々鉄板でさっと焼いてお召し上がりください

6/1～10

5月

12,000円

北海道の季節の素材にこだわった和食会席をお部屋食で
★レストランでのお食事に変更可

蔵 王 牛 焼きし
蔵王牛の焼きしゃぶと
ゃぶ、若鮎の天婦羅、
若鮎天婦羅の初夏特選プラン だだちゃ豆の冷製ス
ープなど
平日

0138-57-8484

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

1泊2食 1室2名～

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

1泊2食 1室2名～

北海道函館市湯川町2-8-14

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付

旬の味覚が満載♪美食会席プラン

道庁の景色を楽しめる
レストランでご朝食

平日

KKR はこだて

北海道に来たらお部屋でゆっくり美味しいお料理を！

カジュアルプラン

1泊朝食付 1室2名～

北海道

函館・湯の川温泉

1室2名（ツイン 風呂付）

6,100円 7,100円 6,600円
5,600円 6,600円 6,100円

朝食は和食ビュッフェを無料サービス

条件 5/11～7/10 ／火～金曜日は1泊目と同料金で宿泊可

火曜日から土曜日の15:00から
30分毎に中目黒駅出発、最終22:00
中目黒駅バスターミナル先TSUTAYA横⇒ホテル
※お問い合わせは施設まで

大浴場「なかめの湯」
（イメージ）

●渋谷（電車4分） ●新宿三丁目
（電車10分）
●六本木
（電車10分） ●表参道
（電車13分）
※中目黒駅からの所要時間

※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 ※施設により、別途、入湯税（1泊あたり150円）
をお預かりします
※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。 ●お子様料金の表記がない場合の小学生以下の宿泊料金は、施設にお問い合わせください。

北海道
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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

＋入湯税
神奈川県

横浜

KKR ポートヒル横浜

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室BT付

045-621-9684

港の見える丘公園の一角に位置するホテル

カジュアルフレンチコースと横浜の夜景をご堪能ください！

●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。 ●お子様料金の表記がない場合の小学生以下の宿泊料金は、施設にお問い合わせください。

平日

1室2名
（海側和室）

12,000円 13,000円

神奈川県

箱根

KKR 宮の下

バラと山手111番館（イメージ）

春のあしおとプラン 6/30
まで
■1室2名～
平日

14,000円

土・休前日

15,000円

★板長おすすめ会席風和食の1泊2食
プラン

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

0460-87-2350

『木賀温泉』
源泉掛け流しの露天風呂を満喫♪

1泊2食

1室2名～

露天風呂
（イメージ）

山海の旨みを存分に味わえる創作会席

条件 5/10～7/31
（7/5・15・16・30除く）

静岡県

伊豆長岡温泉

●箱根登山鉄道沿線のあじさい
（6月下旬～7月中旬頃）
●KKR宮の下敷地内の天然源氏ホタル
（5月下旬～6月中旬頃）

※天然源氏ホタルは天候等の諸条件により見られない場合もあります

KKR 伊豆長岡 千歳荘

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付

かけ流しの湯が評判の静かなお宿

静岡県伊豆の国市古奈82

055-948-0010

修善寺虹の郷チケット付プラン
平日

1室2名～

8,500円

旬の食材を使った会席料理

条件 5/10～7/14／1室1名様利用

は プ ラ ス1,000円（平 日 の み
利用可）
／洋室利用は1名様プ
ラス1,000円（2名定員）

新潟県

越後湯沢

※6月中旬～7月中旬は10種3,500株のあじさいが見頃です

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付

修繕寺虹の郷
（イメージ）

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

025-784-3424

春の香りのお料理と美味しい
水で茹でた新潟そばをご用意
特典 ●日替わり新潟の名酒飲み放題
●ソフトドリンク飲み放題

うれしい
無料送迎付

土・休前日

9,500円

※トイレ付客室は1名様プラス1,000円

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付

静岡県熱海市春日町7-39

0557-85-2000

土・休前日

様利用はシングルルーム／1室4名
様以上利用はお1人様1,000円引

静岡県

沼津

伊勢海老＆鮑＆
金目鯛プラン

7/14

料理（イメージ）

まで

敷地内から湧き出る源泉を
使用し、内風呂・露天風呂と
も相模湾が一望、初島がよ
く見えます

■1泊2食 1室2名～
平日
,
土・休前日

KKR 沼津 はまゆう

16 800円
19,800円
チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室BT付

静岡県沼津市志下192

055-931-0592

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

海鮮ウニしゃぶプラン
平日

土・休前日

11,350円 13,850円

露天風呂が
岩風呂になりました!!

新潟県

池の平温泉

送迎 JR沼津駅南口 無料送迎
迎え16:00
（要予約）

料理（イメージ）

条件 5/10～7/14／6月の平日は1名様500円引／1室1名様利用は

プラス1,000円（平日のみ利用可）

KKR 妙高高原 白樺荘

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付

自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿

新潟県妙高市関川2275

0255-86-2113

新潟・長野の観光拠点にピッタリ♪

山菜天婦羅＆
旬のせいろ蒸し高原風プラン
1泊2食

土・休前日

10,300円

6,800円

まで

濃厚なウニの出汁でマグ
ロ・海老などをしゃぶしゃ
ぶする贅沢な鍋会席

舞茸の土瓶蒸しと
季節の山菜天婦羅＆新潟そばプラン
平日

平日

7/28

15,800円

（6/10除く）／1室1名
条件 5/14～7/14

まで

展望温泉大浴場と新潟の食を存分に楽しめる宿

9,300円

平日

12,800円

7/10

●ローズフェスタ
（5/13～6/11）
●花しょうぶの宴（5/27～6/11）

■1泊2食 1室2名～

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

静岡県産3種肉を使用しています
●牛（静岡県産国産牛）
●豚（静岡型銘柄ふじのくに）
●鶏（静岡県産ふじのくに いきいきどり）

1室2名～

日替わり新潟の名酒飲み放題＆ソフトドリンク飲み放題

1泊2食

KKR ホテル熱海

フラワーフェスタ開催中（車20分）

KKR 湯沢 ゆきぐに

1室2名～

静岡県

伊豆・熱海温泉

1泊2食

9,500円
修善寺虹の郷

初夏の江ノ島散策プラン

条件 5/10～7/28／1室1名様

利用はプラス1,000円
（大人
のみ）／トイレ付和室8畳
夕食は会席料理
★小学生のお子様はお料理が選べます

新登場！

土・休前日

★通常1,200円相当の修善寺虹の郷入場券を含む

新江ノ島水族館（イメージ）

魚介類と野菜を濃厚なウニでしゃぶしゃぶ♪

四季折々の花が咲き競う自然公園 修善寺虹の郷

1泊2食

特典

600円相当の新江ノ島水族館入場チ
ケット料金を含みます

1室1名～

★6/1・2、6/5～7、7/2～7は1名様700円引

6,750円
6,250円

●車・荷物、朝から預かり可
●何本でもドリンク持込OK
★大人2,100円、小学生1,000円、幼児
3歳から

1泊2食

10,650円 12,150円

送迎 箱根登山鉄道「宮ノ下駅」
から無料送迎（14:30～18:00）

小学生

12,800円

静岡県産３種肉 陶板焼きプラン

土・休前日

（21:30～1時間）
特典 ●源泉かけ流しの露天風呂貸切
●缶ビールorミネラルウォーター1本プレゼント

お子様
全 日

土・休前日

10,800円

和食会席＆お肉の大満足プラン

貸切露天風呂プラン

平日

平日

1泊2食

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

組合員限定

0466-23-7710

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

1室2名～

特典 モーニングコーヒーをサービス
条件 5/10～6/30／1室3
～4名利用や山手側和 ガーデンネックレス横浜2017
室利用は割引あり／洋 ～第33回全国都市緑化よこはまフェア～
室利用は要問合せ／ 3 港の見える丘公園ほか市内公園各
所にて開催中（6/4まで）
日前まで要予約

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

新江ノ島水族館チケット付宿泊プラン

土・休前日

素材を生かしたフレンチのカジュアルコース

湘南･片瀬海岸

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付

人気の新江ノ島水族館へは当館から歩いて行けます

丘の上の 花園プラン
1泊2食

KKR 江ノ島 ニュー向洋

神奈川県

山菜天婦羅（イメージ）

送迎 JR越後湯沢駅 無料送迎（要予約） 湯沢高原高山植物園アルプの里
（ロープウェイ乗り場まで徒歩5分）
条件 5/10～7/21
専用フロアでわんちゃんと一緒にお泊り
わんちゃん同宿プランあります 夕食はわんちゃんと一緒にお部屋食
※お問い合わせは施設まで

1室1名～

平日

7,700円

お子様（小学生まで）

山菜天婦羅
（イメージ）

土・休前日

8,700円

お子様食 全日

5,000円

とれたて山菜天婦 送迎 妙高高原駅 条件 5/10～7/31
羅＆旬のせいろ蒸 無料送迎
（要予約） ／ BT付客室は1室あ
し付の和食コース
たりプラス3,000円

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）

せいろ
（イメージ）

●ポップコーンサービス
（15時～）●滞在中
ソフトドリンク飲み放題 ●お得なセルフ飲み
放題 1,500円 ●キッズプレイルームあり

車で60分圏内スポット

●アパリゾート上越妙高●戸隠、
チビッ子忍者村●上越市立水族博
物館●春日山神社・春日山城址
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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

長野県

上諏訪温泉

KKR 諏訪湖荘

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

0266-58-1259

ハーフバイキング＆ソフトドリンクバー全10種類付

牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン
1泊2食

平日

9,800円

土・休前日

10,800円

長野県産牛のヒレステーキ＆リブロース
食べ放題がメインの和風会席コース
500円／トイレ付客室利用は1名様プラ
ス1,000円

石川県

金沢

平日

7,000円

料理（イメージ）

●ロビーに無料ソフトドリンク
バー ●女性のお客様におしゃ
れ浴 衣ご 用 意 ●貸 切 家 族 風
呂利用無料(先着順) ●ロビー
にコミック・文庫コーナー

条件 5/10～7/12／1室1名 様 利 用はプラス

KKR ホテル金沢

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付

金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

土・休前日
●片倉館
（徒歩3分）
●諏訪大社
（上社・下社とも車20分）
●SUWAガラスの里
（車15分）

石川県金沢市大手町2-32

076-264-3261

近江町市場から海、山の新鮮な食材を仕入れています

北陸といえば！

石川名物

平日

1泊2食

は別料金のため要問合せ）

岐阜県

下呂温泉

KKR 下呂 しらさぎ

チェックイン／14:00
チェックアウト／10:00
全室T付

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

1室2名～

料理（イメージ）

三重県

鳥羽

岐阜県下呂市森1209

0576-25-5505

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能

三重県鳥羽市安楽島町1075

0599-25-3226

平日

土・休前日と4/28～5/6

11,850円 13,350円

伊勢海老の姿造り(2名様で1尾)、松阪牛の陶板焼
き、ほかに月替わりで旬の魚介料理付

（イメージ）
条件 4/10～6/30 ／ 1室1名様利用はプラス1,000円 料理
（平日のみ利用可）
／トイレなし6畳／トイレ付8畳利用は
1名様プラス1,000円(2名様以上) ／バス・トイレ付特別
●水族館めぐり
（鳥羽水族館/伊勢シーパラダ
室利用は1名様プラス2,000円(2名様以上)
イス/志摩マリンランド）●伊勢神宮（車30分）
※1室1名様の場合、伊勢海老は姿造りではなく盛り込みとなります

京都府

京都

KKR 京都くに荘

チェックイン／15:00 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
チェックアウト／10:00
全室T付

075-222-0092

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

旬の食材に繊細な味付がなされた夏季限定会席料理

夏の京都はも会席プラン
1泊2食 1室1名～

6/1～10
6/11～7/14

京料理、夏の定番『はも
会席』
をご堪能ください
条件 6/1～7/14／土・休 前
日は1名様プラス2,000円／
客室定員利用

愛知県

名古屋

料理（イメージ）

なごみ

A5飛騨牛1品付 和プラン 7/31
まで
■1泊2食 1室2名～
平日

12,200円

土・休前日

KKR ホテル名古屋

13,200円

●平 湯 大 滝
（徒 歩30分）●
上高地
（バス30分）●新穂高
ロープウェイ
（バス30分）

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

052-201-3326

名古屋城を間近に望む、
くつろぎのシティホテル

土・休前日

平日

6,700円 7,700円

種類豊富な和
洋朝食バイキ
ング

条件 5/10～7/20／2名

様以上でツイン1室利
用は名古屋城側客室

●名古屋城
（徒歩5分）
●徳川美術館（車15分）
●熱田神宮
（車20分）

滋賀県

琵琶湖

朝食会場
（イメージ）

名城散策プラン ★名古屋城入場券プレゼント（500円相当） 7/31
まで
■1泊2食 1室2名～ 平日

KKR ホテルびわこ

10,400円

土・休前日

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室BT付

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル

1泊2食

1室2名～

日～木曜日

14,250円

金曜日

15,250円

土・休前日

16,750円

大阪府

梅田

11,400円

滋賀県大津市下阪本1-1-1

077-578-2020

1室2名
（ツイン）
料理（イメージ）
●京都御所／京都迎賓館（徒歩約5分）●下
鴨 神 社（車5分、徒 歩20分）●平 安 神 宮（車8
分、徒歩20分）●二条城（車10分、徒歩35分）

日本三大銘柄牛
で ある近 江 牛を
使った料理4品を
含む会席コース

料理（イメージ）

特典 和室1室大人4名様以上利用で鯛
のうす造りサービス

5/26、6/30、7/28宿泊は
夕食時ドリンク代30%OFF

条件 5/10～6/30 ／客室定員
（ツイン2

～3名、和室3～8名）利用時の料金

KKR ホテル梅田

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室BT付

京都駅まで送迎バスと
JRで約20分！
ご宿泊前後の京都観
光もおすすめです

大阪府大阪市北区堂山町4-1

06-6362-6800

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室 地下街から出てすぐ！

大阪観光だけでなく、
京都・奈良・神戸への旅行の拠点にも便利♪

1泊朝食付

京都迎賓館
（イメージ）

16,800円 17,800円

電話予約

平日

15,150円
14,150円

土・休前日

近江牛 会席宿泊プラン

松阪牛と伊勢海老 得々プラン
1泊2食

平日

当ホテル人気No.1 やっぱり近江牛会席だね♪

三重県の２大ブランド食材を堪能できるグルメプラン

1室2名～

うれしい
無料送迎付

さわやか 朝食付プラン

●ゆけむり朝市（徒歩3分）●飛騨小坂の滝めぐり
（車40分）●下呂温泉合掌村
（徒歩3分）入館料
800円→700円フロントにてご用意

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付

0578-89-2626

朝食会場から名古屋城もご覧いただけ、
さわやか気分

料理
（イメージ）
料理
（イメージ）

KKR 鳥羽 いそぶえ荘

チェックイン／15:00 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
チェックアウト／10:00
全室T付

雅プラン

まで要予約

1室2名～

飛騨牛のローストビーフ、
穴子と茄子の炊
き合せ、
サーモン若草焼き、蒸し帆立鉄板焼
き、
八寸(寿司・湯葉・海老・他)お造りに水物
を加えた全8品
条件 5/10～6/30 ／リビング付ツインルームは
別料金

提携さくらんぼ園にて 通常2,000円→1,800円（露地物30分）
●富士川クラフトパ－ク（車60分）
広さ1,500㎡のバラ園に約130種2,900株のバラ
●すずらんの里祭り
（5月下旬）
笛吹市芦川町に広がる貴重なニホンスズランの群生地

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

条件 5/10～7/31／4日前

1泊朝食付

11,600円
12,600円

●さくらんぼ狩り 6月～露地物（5月中旬～ハウス栽培）

KKR 平湯たから荘

送迎 平湯温泉バスターミナル
無料送迎
（要予約）

1室1名～

土・休前日

料理（イメージ）

最高級和牛A5等級飛騨牛4品付！季節の前菜から海
の幸のお造り等、山海季節の豪華飛騨牛会席コース

初夏の巧味会席プラン
平日

岐阜県

さくらんぼ
（イメージ）

条件 5/10～7/20／
1室1名様 利 用 は プ ラ ス
1,000円
（平 日 の み 利 用
可）／トイレ付客室利用は
1名様プラス1,000円

ワインビーフ
の特性たれ焼や身
延山特産の湯葉な
ど地元の食材を生
かした会席料理

平湯温泉

富士御膳プラン

8,950円
9,500円

1泊2食

初夏の装いに仕上げた創作和食会席を是非ご賞味ください

1泊2食

1室2名～

みやび

15,100円

新緑を迎えた兼六園、5月中旬
から下旬にかけて見頃の約1万
株のカキツバタ、
6月からは放
生池の水面に浮かぶスイレンを
お楽しみください（徒歩8分）

条件 5/10～7/31
（6/3、7/15・16

055-252-1327

富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

A5飛騨牛4品付

土・休前日

14,100円

最 近 話 題 の「のどぐろ」
を
はじめ、郷土料理の「治部煮」
も取
り入れたKKRホテル金沢自慢の
加賀会席

山梨県甲府市塩部3-6-10

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
客室一部BT付

最高級和牛A5等級飛騨牛が４品付いた豪華会席

のどぐろ付加賀会席プラン

1室2名～

KKR 甲府ニュー芙蓉

さくらんぼ狩りへ行こう♪
1泊2食

お子様
（小学生まで）
全日

甲府

見どころいっぱい、
フルーツいっぱいの山梨へ！

長野県産

1室2名～

山梨県

タリーズ朝食付プラン

平日

土・休前日

6,800円 8,800円

1階『タリーズコーヒー』
にて
「ホ
ツインルーム
（イメージ）
ットドッグ」
or「パンケーキ」のプ
レート朝食
（7:00～11:00）
●あべのハルカス
（電車含約30分）
条件 5/10～6/30／素泊まりは1名
●なんばグランド花月
（電車含約20分）
様800円引／1日限定3室／電
●USJ
・
海遊館
（電車含約30分）
話予約限定
パンケーキプレート（イメージ）

※掲載内容には、十分注意しておりますが、万が一掲載内容に誤りがあった場合は訂正させていただきます ※KKRポイントカードのポイント付与対象外のプランもございます
※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 ※B：客室内バス
（お風呂）あり T：客室内トイレあり

●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。 ●お子様料金の表記がない場合の小学生以下の宿泊料金は、施設にお問い合わせください。

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

＋入湯税

（6） 平成29年5月10日

第865号

● 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。 ● お子様料金の表記がない場合の小学生以下の宿泊料金は、施設にお問い合わせください。

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

＋入湯税

KKR ホテル大阪

大阪府

森之宮

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付

06-6941-1122

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

青葉の大阪へ♪ 美味しい朝食で今日も一日元気に行こう

1室2名

平日

土・休前日

KKR ホテル広島

広島県

広島

減塩会席付宿泊プラン
■1泊2食
平日

1室2名～

9,400円

土・休前日

7/15

11,400円

まで

★塩分を3g程度に抑えた会席料理 ※お問い合わせは施設まで

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
客室一部BT付

広島県広島市中区東白島町19-65

082-221-3736

広島城に近く、繁華街も官庁街も徒歩圏内

お好みの夕食を選べる格安の宿泊プラン

1室2名～

平日

土・休前日

6,900円 7,400円

夕食は7種類から当日レストランでお選び
ください ●お造り御膳 ●天婦羅御膳 ●ステー
キ御膳 ●海老フライ御膳 ●釜飯御膳(3種)

●マツダスタジアム
（新白島駅～広島駅下車 徒歩10分)
●原爆ドーム・平和記念公園
（路面電車15分）
●宮島・厳島神社
（JR＋フェリー 50分）

KKR ホテル博多

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付

6 900

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

1室1～3名

土・休前日

9,500円 11,600円

胡麻カンパチ、
もつ鍋など、博多の食材や名物を取
り入れた会席コース ★もつ鍋は、鯛ちりへ変更可（要予約）
特典 ●グラスビール1杯かデザート＆コーヒー

をサービス ●駐車場料金無料（通常1泊1,000円）
条件 5/10～6/30／和室またはデラックスツイ
ン利用は1名様プラス1,000円／2日前まで要予約

9,900円

6,200円 土・休前日 8,300円

城崎温泉の街並み（イメージ）

●1名様プラス2,000円で但馬牛しゃぶしゃぶ会席（2名様より） 条件 5/10～6/30 ／ 1室1名様利用はプラス
1,000円
（平日のみ利用可）
／トイレ付客
●1名様プラス3,000円で焼きがに付会席
室利用は1名様プラス1,000円

※前日午前中までにお電話ください

愛媛県

松山・道後温泉

KKR 道後ゆづき

チェックイン／15:00
チェックアウト／10:00
全室T付

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

089-941-2934

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

1室2名～

平日

土・休前日

11,650円 14,650円

★6/1～7/14利用はお1人様1,000円引

瀬戸内の食材を中心にしたお料理
条件 5/10～7/19 ／ 1室1名様利用はプラス
1,000円／ツイン1室2名様利用は1,000円引
当館の大浴場はゆったり広々、奥道後源泉からのお湯は美肌の
名湯です露天風呂、サウナ、地下にありながら外の光を十分に
採り入れた大浴場 心ゆくまで道後の名湯をご堪能ください

熊本県

熊本

料理（イメージ）

鯛しゃぶしゃぶ
（イメージ）

●道後温泉本館：今年秋に始まる改修工事前のご入
浴がおすすめ
（徒歩10分）●松山城：晴れた日は、
天
守閣から石鎚山や瀬戸内海の島々が一望（車10分）

KKR ホテル熊本

チェックイン／15:00
チェックアウト／11:00
全室BT付

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

熊本城を目前に臨み、
繁華街まで徒歩7分

朝食付

096-355-0121

平成28年10月全客室改装

がまだすプラン

※熊本弁でがんばるの意味
1泊朝食付

●天神（車5分）
●中洲（車10分）
●キャナルシティ
博多（車10分）

■1泊朝食付 1室1名～

特典 7つの外湯めぐり無料入浴券プレゼント

全客室デザイナーズルーム＆全室シモンズベッド

1室2名～

平日

土・休前日

7,300円 8,300円

朝食の和洋バイキング（50種以上）には、郷土料理や国
際味覚審査機構で三ツ星受賞「ASOミルク・飲むヨーグルト」付
特典 駐車場料金無料
（通常1泊500円）

健やか朝食付プラン 6/30
まで
平日

8,900円

地元でとれた海の幸を使ったお料理

まで

092-521-1361

オール博多いろどり会席プラン
平日

7/19

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

博多にお越しの際にお召し上がりいただきたい品々です

1泊2食

土・休前日

1泊2食

料理（イメージ）

5 900

博多

平日

松山 坊ちゃんプラン

条件 5/10～7/19／1室1名 様 利 用 は プ ラ ス 朝食バイキング付バリュープラン
1,000円
（平日のみ利用可）
／バス・トイレなし客
■1泊朝食付 1室2名～ ★エグゼクティブツインルーム（約30㎡）利用
室は1名様500円引／1名様プラス1,000円でエ
円 土・休前日
,
円
グゼクティブルームに変更可／ 3日前まで要予約 平日 ,

福岡県

0796-32-2631

四国の味をご堪能ください

2食付でお気軽宿泊 えらべる夕食プラン
1泊2食

1泊2食

1室2名～
大阪城（イメージ）

条件 5/10～7/15／1室1名様利用はプラス1,000
円／1室3名様利用はお1人様1,000円引／セミダブ
ル1室2名様利用はお1人様1,000円引／1名様プラ
ス500円で大阪城側客室
（通常1,000円）
／1名様プ
ラス1,000円でリニューアルフロア利用可

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

チェックイン／14:00
チェックアウト／10:00
客室一部T付

駅から徒歩1分、
日本海の幸が楽しめる宿

春のお得プラン

6,500円 8,500円

大阪城を眺めながら12Fのレストランで
和洋朝食バイキング

KKR 城崎 玄武

７つの外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫

健康一番朝食付プラン
1泊朝食付

兵庫県

城崎温泉

5/10～7/15／1室1名様利用はプラス200
円／1名様プラス1,000円で城側客室に変更可
（2名
様から）
／電話予約限定
条件

料理（イメージ）

客室（イメージ）

朝食（イメージ）

くまもとづくし会席プラン 7/15
まで
■1泊2食
土・休前日

1室2名～ 平日

13,200円

12,200円

★郷土料理を含めた10品の豪華会席

▲ UP

