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北海道

川湯温泉

KKR かわゆ

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

015-483-2643

効能豊かな北の名湯100％かけ流し

美味しいお料理と温泉で、
リラックス

北海道の旬を満喫♪四季御膳プラン
1泊2食

1室2名～

平日

8,830円

土・休前日と8/10～18

9,330円

釧路川源流川下り

90分

5,000円～

★原始の自然を残す釧路川源流部を
経験豊かなガイドがご案内します

北海道ならではの食材を吟味し、
季節に
合わせた会席料理
条件 7/1～9/30 ／1室1名
様利用はプラス1,500円／
特別室利用は1名様プラス
2,000円
●神秘の摩周湖
（車20分）
●大パノラマが広
がる天 下 の 絶 景
美幌峠（車45分）

山形県

蔵王温泉

※屈斜路ecoツアーズが実施するもので
手配・媒介・取次を行うものではありません

山形県山形市蔵王温泉904-8

023-694-9187

ジューシーで旨味たっぷりの蔵王
名物生ラムジンギスカン鍋（お肉250g）
プラン ★専用ルームでのお食事／8名様以上
（要 予 約）★1名 様プラス
8月の平日と土・休前日 なら貸 切OK
500円で『旬の日替り会席』に変更可

9,300円

夏の 特選会席プラン
7月・9月の平日

1室2名～

8月の平日と土・休前日

11,000円 12,000円

ポン酢で食べる蔵王牛の焼きしゃぶ、
鰻と夏
野菜の蒸し物、
鮎の塩焼きの3品を加えた会席膳
●蔵王温泉大露天風呂（割引券あり）
●蔵王エコーラインでお釜までドライブ
（約50分）
うれしい
うれしい
無料送迎付

1泊2食 1室2名～
平日

7月・8月

11,500円 10 500

大人のみのお客様には『函館満喫得々プラン』をご用意

1泊2食 1室2名～

期間限定！旬の贅沢食材(蔵王牛・鰻・鮎)の料理長特選メニュー

1泊2食

夏の函館 ファミリー

お部屋でゆっくり美味しいものを食べたい

ロープウェイが目の前、
四季の魅力満喫の温泉宿

7月・9月の平日

地元産の食材をたっぷり
と使った和食膳
プラン
特典 ●お子様に函館限定のアイス
9月
クリーム
（300円相当）
をプレゼント
●お子様やご家族皆様で遊べるお
,
円
もちゃ無料貸出♪●お部屋でゆっく
絵本も無料貸出♪
全日5,700円 り読める本、

旬の味覚が満載♪美食会席プラン

KKR 蔵王 白銀荘

8,300円

0138-57-8484

夏休みシーズンの特別企画！期間限定格安プラン

条件

四季御膳

源泉100％かけ流し温泉
（硫黄泉）
川湯温泉は湯治湯として知られる名湯

北海道函館市湯川町2-8-14

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

お子様（小学生まで）
お子様ランチ

蔵王ジンギスカン
1泊2食

KKR はこだて

※お子様の夕食が大人と同じ場合は大人料金の80％

標高880m 高原リゾート蔵王で大自然を家族で楽しもう

1室2名～

北海道

函館･湯の川温泉

お子様
（小学生まで）
に花火
セットプレゼント
（7/21～8/31）
条件 7/1～9/30／8/10～18利用は
土・休前日料金に1名様プラス2,000
円／1室1名様利用はプラス1,000円
／トイレなし客室は1名様1,000円引
特典

キッズステーキ
ディナープラン

同伴のお子様
（小学生まで）1泊2食

7/21～
8/31

5,000円

7月・8月

9月

条件 7/1～9/30 ／土・休前日
利用は1名様プラス1,500円

当館から市電の乗り場まで
徒歩4分♪

市内各所までのアクセスも抜群

13,500円 12,500円

料理長が厳選した北海道
の素材を使用した和食会席を
条件 1室1名様利用はプラス1,000円
（夕食はレストラン） お部屋食で
平日

群馬県

水上温泉

KKR 水上 水明荘

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

天然温泉100％＆涼風に包まれた静かな一軒宿

0278-72-2345

水上にアウトドアの夏がやって来た

快感ラフティングプラン
爽快キャニオニングツアープラン

キャニオニング

1泊2食
平日
（下記除く）
土曜日と7/22～8/10、8/19～31
7/14・15、8/11～18、9/15・16・22・23

1室2名～

15,750円
17,450円
17,950円

ラフティング

水明荘わくわく夏休み

7/21～
8/31

から揚げ食べ放題、
ソフト
●ラフティング半日体験
（小学1年生から参加可）
●キャニオニング半日ツアー
（小学3年生から参加可） ドリンク飲み放題をはじめ、
岩魚つかみ取りやヨーヨー釣りなどの
★アウトドア会社による送迎付
ミニ屋台も！
※レンタルシューズ、
ロッカー代別途要
※日程など詳細は施設まで要問合せ

季節のおすすめ旬会席
★1名様プラス2,000円で
『こん
にゃく＆アワビ会席』
に変更可

条件

7/1～9/30 ／お子様の料金は要問合せ

★アウトドア体験なし 1泊2食は9,450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）

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

KKR ホテル東京

竹橋

東京都千代田区大手町1-4-1

03-3287-2921

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

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♪
皇居を眺望できる12Fレストランで
お部屋タイプおまかせ
プラン 和洋バイキングのご朝食(6:30～9:00）
1泊朝食付
1室1名
1室2・3名
※4歳～12歳のお子様の朝食料金は
別途700円、3歳以下のお子様は無料
平日
,
,
円
円
特典 12歳以下の添寝のお子様無料

サマー

日・祝日

条件

9 800 8 900
7,800円 7,400円

特典

7/1～8/31（土・休前日を除く）／お部屋のタイプ指定不可 駐車料金無料（6:00～翌22:00）

東京滞在をお得なプランで！ コインランドリー完備

特典 アーリーチェックイン
（通常15:00→13:00）

ロングステイプラン

3泊4日以上で
同じお部屋ならお得！

条件 7/1～9/30／3泊から利用可
／レギュラーツイン1室2名様の場合、
お1人様1泊プラス1,500円で皇居側
,
,
円
円 デラックスツインに変更可／1室3名
全日
(延泊8,800円)
(延泊7,400円)
様の場合、レギュラーツイン1室2名
オプション 和洋バイキングのご朝食：お1人様 1,400円 様料金で皇居側のデラックスツイン

素泊まり 3泊4日 1室1名デラックスシングル

1室2名レギュラーツイン

26 400 22 200

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

港の見える丘公園の一角に位置するホテル

045-621-9684

シェフのおすすめコースと横浜のイルミネーションをご満喫ください

1泊2食
1室2名

カジュアルフレンチ夕食付プラン
平日

土・休前日と7/16～8/10

11,300円 12,800円

鮮魚のプティオードブル、
牛フィレ肉のグリ
エ、
パテシエからの一皿などのショートコース

客室からも横浜ベイブリッジが一望できます

横浜中華街 中華コース夕食付プラン

1泊2食
1室2名

平日

14,800円

土・休前日と7/16～8/10

16,300円

本場
「横濱中華街」
の名店で豪華中華コース
をご用意！※中華街までのアクセスはお客様負担
神奈川県

鎌倉

モーニングコーヒーを
サービス
条件 7/1～8/31／海側バス・
ト
イレ付和室／山側和室利用、
1室
2・3名様利用は割引あり／3日前
まで要予約 ※特定日
（7/14・15・
21・28、
8/11～18・25）
は特別
料金のため要問合せ
特典

●八景島
「花火シンフォニア」●キリ
ンビール工場「大人の工場見学」●中
華街
「関帝誕」
（8/5）●みなとみらい
「ピカチュウ大発生」
（8/10～16）

KKR 鎌倉 わかみや

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

0467-25-4321

湘南鎌倉の和風リゾートホテル

海まで２分！駐車場無料！温水シャワー無料 屋内プール無料利用券付！

由比ガ浜

ゴーゴービーチプラン

1泊2食
土・休前日と
7/30～8/10、
8/16～20
8/11～15

11,800円
16,300円
18,300円

屋内プール

7/1～8/31
（7/24除く）※7/2、
8/6は室内プールが利用できません
条件

お子様（小学生）全日9,800円 お子様（未就学・添い寝）全日無料

●2日間有効の屋内プール無料利用券
付（小学生以上）
わかみや自慢の特選会席 ★1名様プラス ●到着日午前中から駐車場・更衣室・温
1,000円でお部屋食可
（和室限定）★1名様プラ 水シャワー無料
ス2,000円でグルメ会席
（黒毛和牛のすき焼き・ ●小学生未満のお子様に、ご飯＋ふり
ステーキ・しゃぶしゃぶ、
金目鯛のしゃぶしゃぶ、
相 かけサービス、砂遊びセット＆花火＆ア
模三元豚のしゃぶしゃぶ）
にグレードアップ ★小 メニティ付、水遊びビニールプールご
学生のお子様はお子様定食
（3種類からチョイス） 用意、キッズルームもあります

神奈川県

箱根

KKR 宮の下

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

0460-87-2350

“ユネッサン”“森の湯”両方楽しめる

ユネッサンパスポート付プラン
1泊2食

7月・9月
8月

1室2名～

13,650円～15,450円
13,850円～15,050円

お子様（小学生まで）

子ども膳
お子様ランチ

創作会席料理
特典 箱根小涌園ユネッサン共通パスポー
9,500円 ト付
（通常大人4,100円、子ども2,100円）
8,300円

7/1 ～9/30
徳川将軍家献上湯の『木賀温泉』源泉掛け流しの露天風呂 （7/14・15、8/4・11～16・18・
25、
9/15・16・22・23除く）
／1名
様プラス5,000円で
“半露天風呂
プラン
付特別室”
へ変更可
（2名様から）
7月・9月
8月
1泊2食 1室2名～
条件

木賀会席

10,650円 10,850円

条件 土・休前日利用は1名様プラス
1,500円／ 8/5 ～ 10・17・19利用
山海の味覚を存分に味わえる創作会席料理 は8月料金に1名様プラス1,000円

平日

緑に包まれた都心のビジネスホテル

お得な添寝無料プラン
全日

1泊サービス朝食付

1室2名
（ツインルーム）

6,600円

朝食は和食ビュッフェを無料
外観
サービス
（7:00～9:00）
特典 ベッド利用2名様に同伴の小学生は添寝
※小学生のベッド利用は5,280円 火曜日から土曜日の15:00から30分毎に
無料
（通常1,500円）
中目黒駅近く出発、
最終22:00
条件 7/1～9/30／3日前まで要予約

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

上野動物園（電車33分）

パンダ：シャンシャン
先着順でご覧になれます

●全室大型テレビでCS5チャンネル視聴無料
●全室有線LAN、
Wi-Fi完備
●男女別共同浴場もあり
（15～23時、
6～9時）

※中目黒駅からの所要時間

神奈川県

湘南･逗子海岸

KKR 逗子 松汀園

午前中から海へGO!

あわびに変更可

葉山牛と豪快舟盛プラン
1泊2食
1室2名～

平日

土・休前日と7/13～8/31

幻の牛肉
「葉山牛」
サーロイン陶板焼き、
豪
快舟盛り、
焼き物、
揚げ物など ★葉山牛は
『絶品
あわび』
に変更できます ★両方楽しめる
「よくば
りプラン」
はお1人様プラス2,000円
条件 7/1～9/30／トイレ付客室利用、
1室1名
様利用、
大正館利用は1名様プラス1,100円／3
日前まで要予約

湘南･片瀬海岸

046-871-2042

●夏休み限定・お子様に駄菓子引換券
プレゼント
●到着日午前9時からチェックアウト日
16時まで休憩室・駐車場・温水シャワ
ー無料
（要予約／ 9/2まで）

葉山牛ランチ付

海まで3分

9,980円 11,980円 海水浴★日帰りプラン

※7/14・15・21・28、
8/4～18・25、
9/1・15・16・22・23
利用は土・休前日料金に1名様プラス1,000円

神奈川県

神奈川県逗子市新宿3-2-26

古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

ファミリービーチ逗子海岸へようこそ！

3,500円
2,800円
幼児
（1歳～食事なし）
500円
大

人

小学生以下
（食事付）

★葉山牛ローストビーフご飯ランチ＋1
ドリンク付
（アルコールもあり）★畳で
ごろごろ個室休憩室を9時～16時まで
利用可 ★温水シャワー、
更衣室、
コイン
ロッカーあり

KKR 江ノ島 ニュー向洋

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

みんなでこの夏とっておきの思い出を！

夏といえば湘南！

夏は江ノ島プラン

0466-23-7710

季節感いっぱいの和風会席

小学生は
「お子様定食」
7/1～9/30／3歳から未就学
1室2名～
の方は小学生料金から500円引／T
,
,
円
円
付和室8畳／BT付客室利用は1名様
特定日除く全日 6,150円
お子様（小学生）
プラス1,000円（大人のみ）
【特定日1】8/19～21・23・24・26～
当館から歩いて行ける♪水族館チケット付
29利用は平日料金に1名様プラス
プラン 500円（大人のみ）
【特定日2】8/4・9～18・22利用は大人
平日
（特定日除く） 土・休前日と7/24～8/8（特定日除く）
1泊2食
プラス4,500円、小学生プラス2,000円
1室2名～
特典 駐車場は宿泊日と翌日も終
,
,
円
円
日無料！荷物も預かり可
特定日除く全日 6,750円
お子様（小学生）
平日
（特定日除く） 土・休前日と7/24～8/8（特定日除く）

9 350

11 350

条件

新江ノ島水族館チケット付宿泊

10 800 12 800

★大人2,100円、
小学生1,000円、
3歳以上600円相当の水族館チケット付
夕食は会席料理でおもてなし

静岡県

伊豆・熱海温泉

●片瀬東浜海岸
（徒歩3分）
●ジャンボプールの辻堂海浜公園
（車約10分）

KKR ホテル熱海

夏休みファミリープラン
下記以外
特定日Ａ
特定日Ｂ

静岡県熱海市春日町7-39

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

夏だ！熱海だ！プール無料！

1泊2食
箱根小涌園ユネッサン

東京都目黒区東山1-27-15

03-3713-8131

小学生以下は添寝の場合無料

1泊2食

1室2名～

平日

中目黒

KKR ホテル中目黒

1室2名～

お子様
（小学生まで）

13,800円 7,800円
16,800円 10,800円
20,800円 11,800円

特定日Ａ 7/21・27・28・31、8/4・6・7・9・16～18・24・25・30
特定日Ｂ 8/5・8・10～15・19

0557-85-2000

7/21～8/31

N
ルOPE
屋内温水プーチェ
ックアウト日も
宿泊者は無料！12時ま

でＯＫ

プール

熱海海上花火大会

7/27・31、8/5・8・19・24・

夕食は日本料理または中国料理から選べます 30、
9/17(雨天決行）
特典 ●プール泳ぎ放題
（7/21～8/31）●かき氷食
べ放題（7/21～8/19）●夏野菜カレー（甘口）食べ放
熱海サンビーチ
題（7/21～8/19）●お楽しみガチャ
（7/21～8/19）
（徒歩10分）7月14日 海水浴場海開き
●お子様花火大会（8/10～15） 条件 7/21～8/31

※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）

●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。 ●写真は全てイメージです。

横浜発 !

東京都

●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。

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
東京都

（5）

第879号

（6） 平成30年7月10日

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
●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。 ●写真は全てイメージです。

静岡県

伊豆長岡温泉

KKR 伊豆長岡 千歳荘
かけ流しの湯が評判の静かなお宿

お子様が大好きなメニューでご用意します！

大人は会席料理、
お子様はキッズバイキング！
条件 7/23～8/18

キッズバイキングプラン
平日

1泊2食

土・休前日

8,350円

1室2名～

全日

お子様（小学生まで）

全日

お子様（3歳まで）添寝・食事なし

美味しく食べる伊豆の味覚！
！

無料

休前日は
生わさび付

はま吸いの
金目鯛しゃぶしゃぶプラン
新登場 !

※連休の場合初日のみ

平日

1泊2食

10,250円

1室2名～

新潟県

土・休前日

11,750円

貸切風呂もかけ
流しの温泉！利用無料
（要予約）
特典

蛤出汁に金目鯛をくぐらせ
てお召し上がりください
条件 7/15～9/30
（8/10～15除
く）
／ 3日前まで要予約

KKR 湯沢 ゆきぐに

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

025-784-3424

ロープウェイまで徒歩5分、展望温泉の宿
生ビール飲み放題＆ピザ食べ放題

8/1～8/9
8/10～8/20

ピザ

●ビール飲み放題 ●ソフトドリンク飲み放題
●お子様に花火プレゼント

KKR 諏訪湖荘

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿

0266-58-1259

すわっこ祭りバイキング

8/4・10～14・18

9,800円
10,800円
13,800円

お子様（小学生）

うれしい
うれしい
無料送迎付

牛ヒレステーキ& 7/1～11、
リブロース食べ放題プラン 9/4～30

全日 7,000円

●ロビーに無料ドリンクバー ●女
性のお客様にはおしゃれ浴衣をご
用意 ●貸切家族風呂利用無料(先
着順) ●ロビーにコミック・絵本・文
庫コーナー ●無料ランドリー ●自
由研究おたすけ本コーナー

※7/22・26・27、8/19利用は1名様プラス1,500円
※7/21、7/29～8/3、8/25利用は1名様プラス2,500円
※7/28、8/5～10・16・17利 用 は1名 様 プ ラス4,500円
※8/4・11～15・18利用は1名様プラス5,000円

桜海老・しらす・まぐろなどを使って自分だ
けの海鮮丼が作れます ★富士宮焼きそば・静岡
海鮮バイキング
おでん・三島コロッケなど『静岡ご当地グルメ』あ
り ★お子様にはパフェ付（夕食付のお子様のみ）
夏のはまゆう特典
条件 7/21～8/26
●館内なら！カキ氷無料・卓球無料 ●ビーチパラ
ソル・ビーチチェアなど無料貸出 ●スワン・フラ
ミンゴなど大きな浮輪あり
（有料貸出）
★歩いて3分で海水浴場あり

●沼津港深海水族館（車10分）●沼津漁港
（車10分）●三島スカイウォーク
（車20分）

新潟県

池の平温泉

KKR 妙高高原 白樺荘

長野県産

1泊2食
1室2名～

今年も
やって
いるよ！

土・休前日

9,800円 10,800円

すわっこ祭り縁日
●トマトすくい
●手持ち花火
●ガチャガチャ
●ぬり絵 など

平日

新潟県妙高市関川2275

自然に囲まれた源泉かけ流しの温泉宿

0255-86-2113

お手軽リゾートプラン

7月・9月

8月

7,700円 8,200円

きめ細やかな霜降りのとろける味わい

料理長おすすめ
1泊2食 1室2名～
平日

7/22～8/26は

諏訪湖で連日
花火が上がる！
諏訪湖まで徒歩1分

くびき牛陶板焼き付会席プラン
7月・9月

山梨県

甲府

8月

9,200円 10,200円

上越ブランド
『くびき
牛』
をお召し上がりください

7月13日から

ステーキから寿司・デザートまで 約40種類が食べ放題！飲み放題付！
●ステーキから寿司・デザートま
ステーキ食べ放題＆生ビール飲み放題付
で、
約40種類が食べ放題 ●生ビール・
プラン 信州ワイン・ソフトドリンクが飲み放題
条件 7/13～9/2
（7/16、8/15、9/1除く）
1泊2食
1室2名～
／T付客室利用は1名様プラス1,000円
7/13・17～20・22～27、

8/23・24・26～31、9/2
7/14・15・21、7/28～8/3、
8/5～9・16・17・19～22・25

お子様
（小学生まで
全日8,500円

信越の食材を生かした月替わりの会席膳

9 200

長野県

11,850円

★連泊の場合、2日目以降お1人様200円引

大人の方は調理長のおまかせ御膳コース ★お
8/21～9/30
,
円
子様はピザがメインになります ★目の前で焼き上
お子様（小学生）
全日7,000円 げるピザは家族みんなが食べ放題
※土・休前日利用は大人1名様 条件 8/1～9/30※大人のみ 送迎 JR越後湯沢駅
のお客様には
『調理長のおま 無料送迎
（要予約）
プラス1,000円
かせ御膳プラン』
をご用意

上諏訪

1室2名～

静岡ご当地グルメ&海鮮バイキングプラン

7/23～25、8/20～24・26

平日

6階客室は
新幹線
トレインビュー

湯沢高原アルプの里
（ロープウェイ乗り場まで徒歩約10分）

1泊2食

1泊2食 1室2名～

1室2名～

10,200円
13,200円

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

高原で過ごそう

僕と私がピザ職人プラン
1泊2食 平日

KKR 沼津 はまゆう

自然の中で遊ぼう！かけ流しの温泉に入ろう！

お子様が作ったピザを家族みんなで食べるファミリープラン

好きな具材をトッピング

沼津

お子様パフェ付

お子様が大好きなメニューで
ご 用 意！お 盆 は、伊 豆 野 菜・し
らす・三島コロッケの大人コー
ナー設置！

6,000円

静岡県

静岡おいしいもの祭♪新鮮な海鮮類から好きなものを選んでオリジナル海鮮丼を作ろう！

キッズバイキング

9,850円

※8/10～15利用は土・休前日料金に1名様プラス3,150円

越後湯沢温泉

静岡県伊豆の国市古奈82

055-948-0010

条件

1日限定5組

特典 ●滞在中ソフトドリンク飲み
放題 ●キッズプレイルームあり
●生ビール・日本酒・ワイン飲み
放題 通常1,500円→1,200円
条件 7/1～9/30
（8/11～15は別
料金のため要問合せ）
／土・休前
日利用は1名様プラス1,000円

キッズバイキングプラン

7/20～
8/31

5 000

お子様（小学生まで）
,
円
1泊2食 全日
※人数によりキッズプレートの場合あり

KKR 甲府ニュー芙蓉

山梨県甲府市塩部3-6-10

富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

055-252-1327

ワインを絞ったぶどうで育ったワインビーフ 7/15～

メインがワインビーフ！富士御膳プラン
1泊2食

1室2名～

平日

土・休前日

9,450円 10,450円

ぶどう狩り

ぶどうは品種を変えて
9月頃まで楽しめます！

★試食無料＆提携農園の無料送迎付

お子様プラン

ワインビーフの特製たれ焼やあみ焼など
月替わりの調理法でご提供

同伴のお子様（小学生まで）
★夕食はお子様食

いよいよ旬です！ぶどう狩りシーズン♪

甲州牛会席プラン
1泊2食

1室2名～

平日

土・休前日

10,500円 11,500円

高級和牛
『甲州牛』
と地元産新鮮野菜の
コラボレーション

1泊2食

6,000円

条件 7/1～9/30
（8/10～15利
用は別料金のため要問合せ）
／
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

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）

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

KKR ホテル金沢

金沢

石川県金沢市大手町2-32

076-264-3261

金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

小学生のお子様添い寝無料！ 金沢カレーもあるよ

夏休み
1泊朝食付
1室1～3名

8,000円 9,000円

1室2名～

3日前まで要予約

●お城好きなお子様に！目の前が金沢城
公園 ●不思議体験がいっぱい！21世紀
美術館 ●勝山恐竜博物館（車90分）

A5飛騨牛特選ステーキ150gが付いたお料理
★ステーキは、すき焼き、
しゃぶしゃぶに変更可（要予約） ●新穂高ロープウェイ（バス30分）
●上高地（バス30分）
条件 1日5組限定／ 4日前まで要予約

KKR 下呂 しらさぎ

岐阜県

下呂温泉

岐阜県下呂市森1209

0576-25-5505

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

清らかな飛騨川で育った天然鮎を塩焼きで

1室1名～

天然鮎の塩焼きなど鮎尽くし会席(全9品)
※9/1～10/31は
『きのこスペシャル会席』
を予定
条件 7/1～8/31

旬を楽しむ
創作和食会席
1泊2食 1室1名～
平日

巧味会席プラン

7/1～8/10

11,600円 10,300円

※7/14・15、8/3・11・12、9/15・16・22・23利用は14,500円

鳥羽

鮎の塩焼き

特典

リビング付
ツインルームは別料金
条件

5 900

お子様（小学生まで）
,
円
1泊2食
※土・休前日ほか特定日はプラス600円
★焼 肉・唐 揚 げ・海 老フライ・ハンバ ー
グ・カレーから選べます

選べて楽しい♪

夏のファミリー&カップルプラン
1泊2食

1室2名～

平日

1泊2食 1室2名～
平日
土・休前日

大人

小学生（お子様料理）

14,850円 6,000円
16,350円 6,500円

●伊勢海老
（2名様で1尾）●鮑の陶
板焼き ●松阪牛の陶板焼きなど
（全9品）
条件 7/1～9/30
（7/27、8/8～15利用は休前日
料金）★お伊勢さん（内宮）観光案内人無料手配

鳥羽みなとまつり（7/27）
鳥羽湾毎夜連続花火

●鳥羽シーサイドホテルの海
水 浴＆プ ー ル(移 動5分)ま た
は 鳥 羽 水 族 館(移 動10分)の
チケット付（通常大人2,500円
相当）●手持ち「花火セット」
プレゼント（ご家族に1セット）

条件 6畳BT無客室利用／
T付8畳利用は1名様プラス
★敷地内から打上花火（8/4～26） 1,000円、
BT付10畳利用は
をご覧いただけます♪
1名様プラス2,000円

KKR ホテルびわこ

滋賀県大津市下阪本1-1-1

077-578-2020

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル

話題のびわ湖テラス観光にぴったり

絶景ひとりじめプラン
1泊3食

うま

11,000円 12,500円

貝3種陶板焼きなどが付いた海鮮会席
7/14～9/2（7/27、8/8～15利 用 は 要 問
合せ）／海水浴＆プールは提携ホテル営業日のみ

1室2名～

三重をまるごと堪能できる三大グルメプラン

土・休前日

条件

滋賀県

0599-25-3226

伊勢三昧美し国プラン

中学生（大人料理）全日10,000円 小学生（お子様料理）全日7,500円

琵琶湖

三重県鳥羽市安楽島町1075

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能

海水浴＆プールか水族館のチケット付

平日

平日

土・休前日と8/10～15

6,800円 8,300円

シャチ
（写真提供：名古屋港水族館）

夕食時のワンドリンクサービス券付

名古屋城を
望みながら和洋朝食バイキング
条件 7/1～9/30 ／ 1室2名様以
上は名古屋城側客室

楽しく学ぶ！夏休みプラン
1泊朝食付
1室2名～

平日

水族館
入場券付

土・休前日と8/10～15

8,800円 9,800円

●名古屋城の新たな観光スポット
「金シャ
チ 横 丁」
（徒 歩5分）●6月8日から
「名 古
屋城本丸御殿」復元完成公開（徒歩5分）

お子様（小学生）全日7,250円 お子様（3歳以上の添寝）全日1,150円

★名古屋港水族館入館券付
（大人2,000円相当）

条件 3日前まで要予約／大人4名様以
上で和室利用可

特典 ●小学生には水族館がもっと楽しくなる
「か
んさつノート」
プレゼント●駐車場料金無料

KKR 奈良 みかさ荘

奈良県

奈良

奈良県奈良市高畑大道町1224

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿

奈良公園、志賀直哉旧居にほど近い
和の趣を味わえる宿 2泊目以降1,000円引

奈良古都散策プラン
1泊2食

1室2名～

平日
土・休前日と8/5～24
8/4・11・18・25

11,300円
12,300円
13,300円

日本庭園を眺めながら
ゆったりとお召し上がりください

大和牛会席プラン
1泊2食
平日
土・休前日と8/5～24
8/4・11・18・25

夏限定の季節メニューとなっています
●志賀直哉旧居（徒歩3分）
●新薬師寺（徒歩10分）
●東大寺（徒歩15分）
●春日大社（ささやきの小路
から徒歩10～15分）

京都

条件

大和牛会席

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

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

土・休前日

1泊2食
1室1名～
びわこテラス

宿泊日により

14,650円~19,650円

ステーキ、
しゃぶしゃぶ、すき焼きから選択可

条件

夏 サンキューファミリー

びわ湖テラス観光

大人

2,500円 小学生 1,000円

※詳細は施設にお問い合わせください

ます ★お子様はステーキランチ

和牛会席

7/1～9/30（8/16除く）／客室定員利用

夕食は
「近江牛会席」
「近江牛ステーキ膳」
KKR
小学生を含むファミリー限定のプラン 1泊2食 1室1名～
「鮎会席」
「鱧会席」
等、
多彩なメニューからお選び
大人
お子様
（小学生）
ホテルびわこ
ください！★2日目は昼食付
（ホテルにて）
の
,
,
特典 和 室1室 を 大 人 条件 7/1～8/31
円
円
KKR
プラン 平日
（7/6、
ご夕食は、屋外で「飲み放題付ＢＢＱ」
4名様以上ご利用で鯛 7/13～8/23利用は要問 京都くに荘
条件 7/1～8/31（7/14～16、8/7・10～16除く）／土・休前日利用は
の薄造りサービス
合せ）
／客室定員利用
共同企画 又はレストランにて「会席料理」どちらか選べ
ロープウェイ料金
（往復）

075-222-0092

くに荘和牛会席プラン

17,250円 19,750円

日本一の絶景をひとりじめ

1室2名～

13,300円
14,300円
15,300円

メイン料理が大和牛ステーキとなります

7/1～9/30／
1室1名様利用は
プラス1,000円

KKR 京都 くに荘

京都府

0742-22-5582

肉の旨みを充分に堪能できる納得のコース

昼食付

※お子様料金は8,000円～
（お問い合せください）

052-201-3326

世界中の海の仲間に会いに行こう！ 名古屋港

メインが選べる

KKR 鳥羽 いそぶえ荘

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

名古屋城を間近に望む、
くつろぎのシティホテル

1室2名～

飛騨牛柚子胡椒焼き、
鮎の塩焼き、
ほか7品 条件 7/1～9/30／土・休前日利用は
プラス1,000円
※9/1からは秋の献立でご用意
三重県

KKR ホテル名古屋

愛知県

名古屋

1泊朝食付

お子様ランチプラン

8/13～9/30

条件 7/1～9/30
（8/4～18は 別
料金のため要問合せ）

さわやか朝食付プラン

土・休前日と8/3・12

14,500円 15,500円

8月と土・休前日

14,800円 15,800円

13 750 9 900

大人プラス1,000円、お子様プラス500円／1日5室限定 ／客室定員利用

★例えば、
大人2名＋小学生2名で所属先省庁から1人3,000円の補助がある場合

KKR宿泊割引券＋京都・びわこ共通割引券＋所属先省庁発行補助券
（3,000円の場合）
＝8,000円引
割引後、大人5,900円（入湯税込）、小学生1,900円（お1人様平均3,900円）※補助の有無、金額は省庁により異なります

7/1から
京都・びわこ共通宿泊
割引券（3,000円）が
KKR宿泊割引券
（2,000円）と併用可能
★所属先省庁で発行
の 補 助 券・助 成 券も
併用できます
※詳細は直接施設に
お問い合わせください

※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）

●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。 ●写真は全てイメージです。

平日

7月・9月の平日

1泊2食

1室2名～

特選ステーキ

朝食会場からは名古屋城もご覧いただけます

飛騨川天然鮎の塩焼き会席プラン
1泊2食

人気のA5飛騨牛をステーキでお召し上がりください

特選飛騨牛ステーキプラン

土・休前日

条件

和会席

大人1名様につき小学生1名
様が添い寝無料
（通常2,000円）
条件 7/1～9/30
（7/14・15、8/11
～14、9/15・16・22・23除く）
特典

11,000円 12,000円

8月と土・休前日

12,200円 13,200円

A5飛騨牛1品と季節の前菜やお造りなど、
山と海のグルメ和会席

21世紀美術館

金澤フレンチプラン
シェフ自慢の創作
フレンチディナー

7月・9月の平日

1泊2食

夕食は石垣の見えるレストランで金澤フレンチ

1室1～3名

なごみ

土・休前日

平日

0578-89-2626

最高級和牛のA5等級飛騨牛が1品付！

奥飛騨和会席プラン

平日

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

お子様歓迎プラン

朝食は和洋のブッフェ ★話題の「金沢カレ
ー」
もご用意 ※添い寝のお子様の朝食料金900円
特典 小学生以下アメ掴み取り
！

1泊2食

KKR 平湯たから荘

岐阜県

平湯温泉

●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。

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
石川県

（7）

第879号

（8） 平成30年7月10日

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
●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。 ●写真は全てイメージです。

KKR ホテル梅田

大阪府

梅田

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

７．
８．
９夏プラン
シングル 1室1名

1泊素泊まり

セミダブル 1室2名 クイーンダブル 1室2名

ツイン 1室2名

7,500円 5,000円 6,500円 7,000円
10,000円 6,000円 8,000円 8,500円
8月の土曜日と7/14・15・
21・28、9/15・16・22・23 12,100円 7,000円 9,000円 9,500円
平日・日曜

7月・9月の土・休前日
(下記除く）

オプション 朝食は1階
『タリーズコーヒー』
にて洋食セット
を1食830円でご用意可
（7:00 ～ 11:00）
条件 7/1～9/30／ツイン・クイーンダブルは3名利用
も可能、和室等もあります
（料金は要問合せ）

●あべのハルカス
（電車含約30分）●なんばグランド
花月
（電車含約20分）●USJ・海遊館（電車含約30分）

和歌山県

白浜温泉

13,800円～

大人

お子様（小学生まで）

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

0739-42-3383

スタミナのつく牛陶板焼きや鮑などを使った豪華
会席プラン ★8/10から
「鮑」
が
「伊勢海老」
に替わります
条件 7/14 ～ 8/31／2日前まで要予約

6,300円～

ご家族みんなで楽しめる入園券が
セットになったプランをご用意

パンダに会いに行こう！鮑付

お子様の夕食はお子様定食
1室1名様利用はプラス1,000円／
T付8畳和室

アドベンチャー
四季めぐり会席 ワールド入園券付

お造り3種盛りに
「鮑」
をお1人様に1個ご用意
円～
条件 7/14～8/31
（8/10
白良浜海水浴場まで
8,800円～ ～18除く）

1室2名～

1泊2食

条件

16,300

大人

お子様（小学生まで）

★アドベンチャーワールド入園券付
（大人4,500円、
小人2,500円相当）

山口県

湯田温泉

徒歩2分！

KKR 山口あさくら

山口県山口市神田町2-18

083-922-3268

良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判

家族旅行にピッタリ！みんなに嬉しい特典満載のお得なプラン

６大特典付ファミリープラン

家族みんな嬉しい6大特典

❶小学生未満のお子様にお子様
ランチ
（夕・朝 食）
を1グ ル ープ
に1名分プレゼント
大人
円
円
❷小学生未満のお子様にアイス
クリーム券をプレゼント
Aお子様
円
円
❸小学生のお子様に夕食時、
子ど
もビール(炭酸飲料)をお1人様
1本プレゼント
Bお子様
円
円
❹お父様・お母様へは夕食時、
日
本酒またはソフトドリンクをお1
※8月利用は大人プラス2,000円、
Aお子様プラス1,400円、
人様1杯サービス
Bお子様プラス1,000円 ※9月利用は大人プラス1,000円、
Aお 子 様 プ ラス700円、
Bお子様プラス500円 ※7/14・15、 ❺アーリーチェックイン14:00
❻レイトチェックアウト11:00
8/10～15、
9/15・16・22・23は特別料金
（施設へ要問合せ）
1泊2食 1室2名～

平日

13,350

土・休前日

15,350

9,340 10,740
6,670
7,670

月替わりの会席料理
Aお子様は
「子ども会席」
、
Bお子様は
「エビフライ・ステーキセット」
条件 7/1～9/30
（7/28除く）
福岡県

博多

●瑠璃光寺五重塔（車10分）●秋吉台・秋芳洞
（車35分）●長 門 峡（車40分）●萩
（車60分）
●角島、
元乃隅稲成神社
（車90分）

KKR ホテル博多

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

092-521-1361

豆と野菜をバランス良く取り入れた美味しい朝食です
和洋朝食
プラン
バイキング
1泊朝食付
平日
土・休前日
条件 7 / 1 ～
9/30／洋室
1室1～2名
,
,
円
円 限定1日5室

健やか朝食付

6 700 8 800

ファミリーにおすすめの人気メニュー

夏休み特別企画
1泊2食
1室1～3名

鮨バイキングプラン

平日

10,200円

土・休前日

12,300円

1室2名～

平日

6,500円

土・休前日と7/26～8/17

8,500円

大阪城を一望できる12階のレストランで和洋バイキング

ライトアップの大阪城を目の前に12Fの
レストランで豪華な気分で夕食を

夏旅おおさか2食付プラン
平日

土・休前日と7/26～8/17

9,400円 11,400円

料理長おすすめ、夏らしい和食膳をご用意

牛陶板焼きと海の幸の豪華会席プラン
1室2名～

1泊朝食付

★同料金で減塩会席or洋食セットor減塩フレンチディナーに変
更可 ★1名様プラス2,000円で本格四季会席orフルコースデ
ィナーに変更可 ※和食は前日まで、洋食は3日前までの要予約

夏休みにしっかり食べて、
海水浴で楽しもう

夏休み限定

健康一番朝食付プラン

1泊2食

“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

1泊2食

06-6941-1122

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

1室2名～

客室

KKR 白浜 美浜荘

森之宮

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

大阪の夏！美味しい朝食で今日も一日元気に行こう

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

組合員限定

KKR ホテル大阪

大阪府

鮨バイキング
前菜や茶碗蒸し、
天婦羅、
デザートがセットになった鮨
のオーダーバイキング ★鯛や鮪、
サーモン、
イクラ他13種
特典
類のにぎり鮨の食べ放題
（90分）
駐車場代金無料
（車5分）
条件 7/21～8/31／1日限定3室／3日前まで要 ●天神
予約／お子様料金は施設にお問い合わせください ●中洲（車10分） （滞在中20時間）

朝食
条件 7/1 ～ 9/30
（7/25除く）／1室
1名様シングル利用はプラス1,000
円／1室3名様利用はお1人様1,000
円引／大阪城が見える客室利用は1
名様プラス500円／リニューアルフ
ロア利用は1名様プラス1,000円

●大阪城公園はホテルの目の前 ●あべ
のハルカス・通天閣・新世界
（電車30分）
●USJ・海 遊 館
（電 車30分）●道 頓 堀・
法善寺・なんばの街
（電車20分）

KKR 城崎 玄武

兵庫県

城崎温泉

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

0796-32-2631

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫！

城崎夢花火プラン
平日
（右記以外）

1泊2食
1室2名～
トイレ無和室

8,900円

8/1～18の平日

9,900円

城崎夏物語夢花火

地元で獲れた海の幸を使ったお料理
7/27～8/26の平日（8/11～
アップグレード ●但馬牛しゃぶしゃぶ会席
15は除く）※雨天中止あり
1名様プラス2,000円
（2名様より）
★当施設からよく見えます！
●焼きがに付会席 1名様プラス3,000円
●但馬牛会席 1名様プラス5,000円
※前日午前中までにご予約ください
●気比の浜海水浴場（車5分）
●竹野浜海水浴場
特典 7つの外湯めぐり入浴券プレゼント
（快水浴場百選認定、
車15分）
条件 7/1～9/30
（8/11～15は別料金のため要問
合せ）／1室1名様（平日のみ可）、土・休前日、T付 ●青井浜ワンワンビーチ
（犬専用ビーチ、
車15分）
客室利用は各プラス1,000円

KKR 道後ゆづき

愛媛県

松山・道後温泉

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

089-941-2934

道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

夏の坊ちゃんプラン
平日

1泊2食

1室2名～

11,650円

土・休前日

14,150円

★7/13までの利用はお1人様1,000円引

料理

瀬戸内の食材を中心にした献立
条件 洋室ツイン2名様利用、
和室
特典 お子様にソフトドリンク1杯サービス ★小学生は
3名様利用はお１人様1,000円引
お子様会席、幼児はお子様ランチのお子様プランあり
条件

四国をご満喫いただけるよう考えた献立です

四国まるごとプラン
平日

1泊2食

1室2名～

土・休前日

13,650円 15,650円

7/1～9/30
（8/11～14除く）

●道後温泉3つの外湯
「道後温泉本館」
「椿の湯」
「飛鳥乃湯泉」
（徒歩10分）
●日本100名城「松山城」
（電車20分）

四国の食材を中心にした献立

KKR ホテル熊本

熊本県

熊本

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

096-355-0121

全客室デザイナーズルーム＆全客室シモンズベッド

朝食付がまだすプラン

※熊本弁で
がんばるの意味

特典 ●滞在中の駐車場料金無料
●「くまモン」ミネラルウォータ
ー付（お1人様1泊につき1本）
1室2名～
,
,
円
円
条件 7/1～9/30／城側客室利
朝食の和洋バイキング(50種以上)には、郷土料理や国際 用は大人1名様プラス1,000円
味覚審査機構で三ツ星受賞「ASOミルク・飲むヨーグルト」付
／電話予約限定

1泊朝食付

平日

7 400

土・休前日

8 400

復興整備した熊本城大天守閣のしゃちほこが望める

セゾンダイニング「ロータス・ガーデン」でお好きなコースを選べます ●熊本城見学（加藤神社）
まで

中国広東料理オーダーバイキング
orガーデン焼肉プラン

お好きなコースをお選びく
ださい ●レストランで中国広東料
理オーダーバイキング ●ガーデ
ンテラスでの焼肉プラン ※1グル
未就学のお子様には選べる
「くまモン」グッズプレゼント ープ同一メニューで承ります

1泊2食

1室2名～
特典

徒歩5分（至近に望めます）
●緑に囲まれた熊本城界隈散策
と
「城彩苑」などで歴史文化体験

平日

11,500円

土・休前日

12,500円

添寝のお子様（全日）
小学生 5,000円
幼児 1,000円

※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）

第879号 毎月1回10日発行

今から予約できる宿

平成30年7月10日 （9）

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

（10） 平成30年7月10日

第879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。 ●写真は全てイメージです。

※6月号のホテルポールスター札幌のお食事条件に誤りがありました。正しくは1泊朝食付です。
ここにお詫びして訂正いたします。

くわしくは各施設のホームページを
ご覧ください

▲ UP

