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　　 ●松茸の釜飯と土瓶蒸し ●A4国産和牛ステーキ 
●お刺身ほか和風会席コース ※松茸は外国産です

　　赤城山麓牛の美味しさを
すき焼きでご賞味ください

　　夕食時ワン
ドリンクサービス　　モーニングコーヒーをサービス

　　9/10～10/31／土・休前日
利用は1名様あたり9月プラス
1,500円、10月プラス1,000円
／3日前まで要予約

　　お造り、焼き物、鍋、生ウニのお刺身など海の
味覚満載 ※旬の食材を仕入れるため、
献立は時季により変わります

（4）
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うれしいうれしい
無料送迎付 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）

温泉情報温泉情報
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
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

条件

特典

　　9/10～10/31／3日前まで
要予約／電話予約限定

朝食は和食ビュッフェを無料サービス
（7:00～9:00）

　　お誕生日の前後1ヶ月以内にご宿
泊の組合員様は、1泊につき500円引
※ベッド利用のお子様は割引後5,000円
※添寝のお子様は適用外
※免許証又は組合員証（保険証）の提示要

　　9/10～10/31／土・休前日利用はプラス
500円／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
9月2,000円、
10月1,500円

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15
015-483-2643KKR かわゆ北海道北海道

川湯温泉川湯温泉
効能豊かな北の名湯100％かけ流し

お気軽に温泉とお料理を満喫

お得に宿泊♪得々プラン
1泊2食 1室2名～ 9月 10月

平日 7,330円 6,830円

●神秘の摩周湖（車30分）
●天下の絶景美幌峠（車50分）

　　和食膳を日替わりでご用意
料理料理条件

特典　　 ●12歳以下のお子様添い寝
無料 ●駐車場無料（チェックイン日
6:00～翌22:00）

北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484KKR はこだて北海道北海道

函館
湯の川温泉

函館
湯の川温泉 北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187KKR 蔵王 白銀荘山形県山形県

蔵王温泉蔵王温泉
群馬県群馬県

水上温泉水上温泉
ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

群馬県利根郡みなかみ町大穴859
0278-72-2345KKR 水上 水明荘

天然温泉100％＆涼風に包まれた静かな一軒宿

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

鎌倉鎌倉
湘南鎌倉の和風リゾートホテル

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神奈川県

横浜横浜 港の見える丘公園の一角に位置するホテル

東京都千代田区大手町1-4-1
03-3287-2921KKR ホテル東京東京都東京都

竹橋竹橋
皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

東京都目黒区東山1-27-15
03-3713-8131KKR ホテル中目黒東京都東京都

中目黒中目黒
緑に包まれた都心のビジネスホテル

神奈川県逗子市新宿3-2-26
046-871-2042KKR 逗子 松汀園神奈川県神奈川県

湘南
逗子海岸

湘南
逗子海岸

神奈川県神奈川県

古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

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

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿
湘南

片瀬海岸
湘南

片瀬海岸

ビジネスプラン
1泊朝食付 1室1名（シングル）
平日のみ10,200円
★ミネラルウォーター1本プレゼント

　　9/10～12/30（土・休前日除く）／1室2名様の
場合、お1人様プラス1,500円で皇居側デラックスツ
インに変更可／1室3名様の場合、1室2名様料金で
皇居側のデラックスツイン

メトロ竹橋駅3b出口直結でアクセス至便

ファミリープラン
1泊朝食付 平日 日・祝日

1室2名～ 9,200円 7,700円

　　和洋朝食バイキング（AM6:30～AM9:00）
※4歳～12歳のお子様の朝食代別途700円
条件

　　9/10～10/31／1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

深まる紅葉・たっぷり温泉・山形の味覚を満喫

秋の蔵王紅葉プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 8,800円 9,800円

●ぶどう狩り（9月上旬～10月下旬）
●ラ・フランス狩り（10月上旬～下旬）
●紅葉の見頃（10月上旬～11月上旬）

【9月】 元町「チャーミングセール」
【10月】中華街「国慶節」「雙十節」／馬車
　　　 道「馬車道まつり」など

　　当館自慢の日替わり和食会席
★夕食には山形名物「芋煮汁」付 ★同料金で「牛
カルビ鉄板焼き」に変更可 ★蔵王名物「生ラム
ジンギスカン」に変更は1名様500円引 ★1名様
プラス2,200円で「蔵王牛鍋会席」に変更可（予
約2日前まで／ 2名様～）

条件

美味しさ＆ボリュームともに大満足！

赤城山麓牛すき焼き鍋プラン
1泊2食 平日（右記除く） 土曜日と10/14～31

1室2名～ 12,750円 14,450円

9/10～10/31
条件

当ホテルイチオシの特別料理をお部屋出しで

絶品！ 海の幸御膳プラン
1泊2食 1室2名～ 9月 10月

平日 14,500円 14,000円

当館から市電の
乗り場まで徒歩4分♪
函館朝市、元町、五稜郭など
観光や買い物に便利

条件

10/31
まで

函館満喫 
得々プラン
１泊２食 １室２名～
10,000円～12,000円

料理料理

赤城山麓牛赤城山麓牛

蔵王中央高原の紅葉蔵王中央高原の紅葉

オプション　　　　 アウトドア半日体験 ●ラフティング 
●キャニオニング ●カヌーなどのアウトドア会
社をご案内します ※詳細は施設に要問合せ

ご家族限定
お誕生日の前後1ヶ月以内は1泊あたり500円引

お誕生日割引プラン
1泊サービス朝食付 全日

1室1名 7,100円→6,600円
1室2・3名 6,600円→6,100円

小学生（ベッド利用） 5,280円→5,000円
小学生（添い寝） 割引なし 1,500円

お得な

12/30
まで

皇居が見える朝食会場皇居が見える朝食会場

長谷寺紅葉ライトアップ長谷寺紅葉ライトアップ

松茸と国産和牛松茸と国産和牛

特典

横濱ジャポネプラン

KKR9月号特別料金

1泊2食 1室2名～
平日13,300円 土・休前日14,800円
★料理長厳選の和洋折衷コースをご用意
※除外日あり、詳細は施設まで要問合せ

　　9/10～10/31（9/15・16・22・23、10/6・7
除く）／海側バス・トイレ付和室／山側和室利用、
1室3・4名様利用は割引あり／3日前まで要予約

シェフのおすすめコースと横浜の夜景を満喫

カジュアルフレンチディナー付プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,300円 12,800円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,380円 13,380円

　　●鮮魚のプティオードブル ●牛フィレ肉の
グリエ ●パティシエからの一皿など

条件

横浜発！

10/31
まで

特選会席プラン
1泊2食 1室2名～
平日 11,800円
土・休前日 15,300円　　10/1～12/8

境内を彩る花 ・々季節ごとに美しく

長谷寺・秋旅プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 14,500円 15,300円

　　旬の食材を使った特選会席
★1名様プラス1,000円でお部屋食に変更可（和室限定）
★1名様プラス2,000円でメインが選べるグルメ会席（金
目鯛のしゃぶしゃぶ/黒毛和牛のすき焼き、しゃぶしゃぶ又
はステーキ/相模三元豚のしゃぶしゃぶ）に変更可
条件

拝観券付

9/30
まで

共同浴室共同浴室

条件

特典

　　9/10～12/20（9/15・16・22・23、10/6・7、11/3・
23・24除く）／1室1名様利用、大正館利用、トイレ付客室
利用はプラス1,100円

　　葉山牛（しゃぶしゃぶ・陶板焼き
から選択）と豪快舟盛などの会席料理

人気の地酒や生ビールのワンドリンクサービス付

YOKOSUKA軍港めぐり＆葉山牛を楽しむ贅沢プラン

艦船の種類など生解説付の
クルージング（1周約45分）
艦船の種類など生解説付の
クルージング（1周約45分）

★大人1,400円相当のYOKOSUKA軍港めぐり乗船チケット付

※9/15・16・22・23、10/6・7利用は上記平日料金に
1名様プラス2,200円

車、荷物等朝から預かり可

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,850円 13,850円

特典

条件　　 9/10～11/30（10/20除く）／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／バス・トイレ付
客室は大人1名様プラス1,000円／3日前までの電話予約限定

実りの秋♪ごちそうの秋♪松茸と国産和牛の豪華競演

松茸の釜飯と土瓶蒸し＆国産和牛ステーキプラン

YOKOSUKA
軍港めぐり（電車10

分）YOKOSUKA
軍港めぐり（電車10

分）

★長谷寺拝観券（大人300円相当）付
江ノ電1日乗車券のりおりくん付

●江ノ島駅～鎌倉駅
　（江ノ電25分）　
●江ノ島駅～長谷駅
　（江ノ電20分）　

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

新潟県新潟県
越後湯沢温泉越後湯沢温泉

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

箱根箱根
箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000KKR ホテル熱海静岡県静岡県

伊豆
熱海温泉

伊豆
熱海温泉 全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

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

伊豆長岡温泉伊豆長岡温泉
静岡県静岡県
沼津沼津

かけ流しの湯が評判の静かなお宿

静岡県沼津市志下192
055-931-0592KKR 沼津 はまゆう

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

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愛知県

名古屋名古屋

岐阜県岐阜県
平湯温泉平湯温泉

岐阜県岐阜県
下呂温泉下呂温泉

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

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

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
025-784-3424KKR 湯沢 ゆきぐに

ロープウェイまで徒歩10分、展望温泉の宿

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

甲府甲府
富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505KKR 下呂 しらさぎ

三重県三重県

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

三重県鳥羽市安楽島町1075
0599-25-3226KKR 鳥羽 いそぶえ荘

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能
鳥羽鳥羽

※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）
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木賀会席プラン
1泊2食 1室2名～

※除外日あり、詳細は施設まで要問合せ

　　9/10～11/30（9/15・16・22・23、10/6・
7、11/23・24除く）／1名様プラス5,000円で

「半露天風呂付特別室」へ変更可（2名様から）／
12月の料金は要問合せ

素材の旨みが凝縮された美味しさをご賞味ください

秋のグルメプラン
1泊2食 平日 9月・10月の土曜日

1室2名～ 12,950円 14,450円

11月の土曜日

15,450円

　　創作会席料理と金目鯛や松茸・具だくさんの秋野菜を塩仕立ての鍋で
条件

金目鯛・松茸入り

最高級和牛A5等級飛騨牛1品付

和会席プラン奥飛騨

　　9/10～10/31（9/15
～17・22・23、10/6・7除
く）／1室4名様以上利用は
お1人様1,000円引

和食会席＆お肉の満足プラン

静岡県産３種肉鉄板焼きプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2・3名 12,800円 15,800円

　　静岡県産3種肉（牛・豚・鶏）を使用しています
条件12/28

まで
9,950円～13,450円

温泉情報温泉情報
源泉かけ流しの展望露天
風呂は大好評！
相模湾が一望できます

源泉かけ流しの展望露天
風呂は大好評！
相模湾が一望できます

伊勢海老＆
鮑＆金目鯛プラン
1泊2食　1室2名～
平日16,800円土・休前日19,800円
※除外日あり、詳しくは施設に要問合せ

10/31
まで

料理料理

●生ビール飲み放題
●ソフトドリンク飲み放題

特典

松茸入り釜飯と
土瓶蒸しプラン
1泊2食1室2名～

9/10～9/30

お子様が作ったピザをみんなで食べるファミリープラン

僕と私がピザ職人プラン

　　大人は調理長のおまかせ御膳

条件 11,300円～13,300円

ピザピザ 料理料理

希少部位四種盛り（2名様盛りイメージ）希少部位四種盛り（2名様盛りイメージ）

ローストビーフローストビーフ
料理料理

料理料理

　　9/10～12/28

新プラン！ 肉汁を閉じ込めて柔らかジューシー

ローストビーフプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,900円 11,400円

　　「静岡県産牛」を
ローストビーフで！
千歳荘の新たな一品
条件

お肉を食べよう！

　　9/10～10/31
／1室1名様利用は
プラス1,000円（平
日のみ利用可）

金目鯛といったらやっぱり煮付け！

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,350円 13,850円

　　高級魚“金目鯛”の
煮付けをメインとしたプ
ラン！ 料理長秘伝の濃
厚で甘辛い熟成タレを
たっぷり絡ませてどうぞ

条件

温泉情報温泉情報
貸切風呂は
バリアフリー対応

（かけ流しの温泉です）

貸切風呂は
バリアフリー対応

（かけ流しの温泉です）

●小坂みかん園（入園料400円／車5分／
　10月～）
●三島スカイウォークから富士山と駿河湾
　の眺望（入場料1,000円／車30分）

●湯沢高原ロープ
ウェイ（11/11まで）
●苗場ドラゴンドラ

（紅葉営業10/6～
11/11)

●沼津御用邸記念公園（徒歩15分）
●沼津港（車10分）昼食におすすめ！
●沼津深海水族館（沼津港飲食店街隣接）
●三島スカイウォーク（車20分）日本最長
　の歩行者用吊橋

●ぶどう狩り（9月下
旬まで）試食無料＆提
携農園の無料送迎付
●紅葉スポット：山梨
県立美術館（車10分）
／昇仙峡（車30分）

金目鯛の煮付プラン丸ごと1匹！新プラン

※9/15・16・22・23、10/6・7利用は土・休前日料金に
1名様プラス1,000円

お子様（小学生まで） 　　　　　  全日　7,000円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,200円 10,200円

　　平湯温泉バスターミナル 
無料送迎（要予約）
送迎

　　9/10～12/28／連泊の2泊目
は1名様2,000円引（9/30まで）

　　最高級A5等級飛騨牛1品付、奥
飛騨ならではのグルメ和会席コース

条件 　　JR下呂駅 
無料送迎（要予約）
送迎 　　～10/31／リビング付ツインルー

ムは別料金／電話予約限定特別価格

　　飛騨牛の希少部位を使用し調理長厳選の
調理法で仕上げた飛騨牛四種盛りをメインに
季節の食材を使用した献立（全9品）

条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 12,200円 13,200円

地の食材を生かしひとつひとつ丁寧に仕上げました

初秋の味めぐりプラン

　　甲州牛の会席夕食『四季彩膳』を
ご用意 ★10月は松茸土瓶蒸し付（松
茸は外国産です）
　　9/10～10/31／1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

条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,450円 11,500円

●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
●飛騨小坂の滝めぐり（車40分）

●伊勢神宮（125社の総称）～一年に一度はお伊勢参り～
●鳥羽三女神めぐり（伊射波神社・神明神社・彦瀧神社）
●鳥羽水族館：日本一の飼育数

新プラン登場！！ 食欲の秋！ 2,000円OFFで大奉仕

飛騨牛希少部位 四種盛り会席
1泊2食 平日 土・休前日

通常 14,500円→ 通常 15,500円→
1室1名～ 12,500円 13,500円

10/8
～31

さわやか朝食付プラン
1泊朝食付 1室1名～

10/28で全客室リニューアル1周年！

四季会席プラン

　　旬の食材を使用した「四季会席」 　　9/10～10/31／3日前まで要予約／
チェックインは19時まで

1名様プラス4,000円で、9月は
「鮑と伊勢海老海鮮グルメプラ
ン」に、10月は「松茸釜めしと飛
騨牛ステーキプラン」に変更可

条件

名古屋城本丸御殿名古屋城本丸御殿 伊勢海老伊勢海老

名古屋城
本丸御殿

（徒歩5分）

1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 11,800円 12,800円

富士御膳プラン
1泊2食　1室2名～
平日 9,450円
土・休前日 10,500円
★ワインビーフがメインのご夕食

10/1～
12/30

●上高地の紅葉
　（10月中旬頃）
●新穂高ロープウェイ
　（10月中旬～下旬）

9月限定2泊目
2,000円引

雅プラン
飛騨牛4品付

1泊2食　1室2名～

みやび

平日 16,800円
土・休前日17,800円

平日 6,800円 土・休前日8,300円

※4日前まで要予約

12/28
まで

12/28
まで

紅葉情報
料理料理

三重県をまるごと堪能「三大グルメプラン」

美し国プラン

　　JR・近鉄鳥羽駅 無料送迎 （要予約）
迎え15:40、16:40　送り9:30
送迎

　　9/10～10/31／トイレなし6畳
／トイレ付客室利用は大人1名様プ
ラス1,000円／バス・トイレ付客室
利用は大人1名様プラス2,000円

　　●伊勢海老の姿づくり（2名様で1尾） ●鮑
の柔らか陶板焼き ●松阪牛の陶板焼きほか
条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 14,850円 16,350円

開設50周年謝恩企画
うま

なごみ

12月は
500円引

（5）

＋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
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

http://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/kawayu-tokutokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/post-99.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/hakodate-tokutokuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/zao-kouyouplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/minakami-syabusyabunabeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/tokyo-familyplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/tokyo-businessplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/nakameguro-birthdayplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/yokohama-casualfranchplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/07/yokohama-japoneplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/zushi-cruiseplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/kamakura-akitabiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/kamakura-tokusenkaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/enoshima-mikakunoaki.html


　　 ●松茸の釜飯と土瓶蒸し ●A4国産和牛ステーキ 
●お刺身ほか和風会席コース ※松茸は外国産です

　　赤城山麓牛の美味しさを
すき焼きでご賞味ください

　　夕食時ワン
ドリンクサービス　　モーニングコーヒーをサービス

　　9/10～10/31／土・休前日
利用は1名様あたり9月プラス
1,500円、10月プラス1,000円
／3日前まで要予約

　　お造り、焼き物、鍋、生ウニのお刺身など海の
味覚満載 ※旬の食材を仕入れるため、
献立は時季により変わります

（4）

●
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願
い
し
ま
す
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お
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状
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よ
り
変
更
と
な
る
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合
が
あ
り
ま
す
。
　●
写
真
は
全
て
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

うれしいうれしい
無料送迎付 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）

温泉情報温泉情報
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
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

条件

特典

　　9/10～10/31／3日前まで
要予約／電話予約限定

朝食は和食ビュッフェを無料サービス
（7:00～9:00）

　　お誕生日の前後1ヶ月以内にご宿
泊の組合員様は、1泊につき500円引
※ベッド利用のお子様は割引後5,000円
※添寝のお子様は適用外
※免許証又は組合員証（保険証）の提示要

　　9/10～10/31／土・休前日利用はプラス
500円／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
9月2,000円、
10月1,500円

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15
015-483-2643KKR かわゆ北海道北海道

川湯温泉川湯温泉
効能豊かな北の名湯100％かけ流し

お気軽に温泉とお料理を満喫

お得に宿泊♪得々プラン
1泊2食 1室2名～ 9月 10月

平日 7,330円 6,830円

●神秘の摩周湖（車30分）
●天下の絶景美幌峠（車50分）

　　和食膳を日替わりでご用意
料理料理条件

特典　　 ●12歳以下のお子様添い寝
無料 ●駐車場無料（チェックイン日
6:00～翌22:00）

北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484KKR はこだて北海道北海道

函館
湯の川温泉

函館
湯の川温泉 北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉

山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187KKR 蔵王 白銀荘山形県山形県

蔵王温泉蔵王温泉
群馬県群馬県

水上温泉水上温泉
ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

群馬県利根郡みなかみ町大穴859
0278-72-2345KKR 水上 水明荘

天然温泉100％＆涼風に包まれた静かな一軒宿

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

鎌倉鎌倉
湘南鎌倉の和風リゾートホテル

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神奈川県

横浜横浜 港の見える丘公園の一角に位置するホテル

東京都千代田区大手町1-4-1
03-3287-2921KKR ホテル東京東京都東京都

竹橋竹橋
皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

東京都目黒区東山1-27-15
03-3713-8131KKR ホテル中目黒東京都東京都

中目黒中目黒
緑に包まれた都心のビジネスホテル

神奈川県逗子市新宿3-2-26
046-871-2042KKR 逗子 松汀園神奈川県神奈川県

湘南
逗子海岸

湘南
逗子海岸

神奈川県神奈川県

古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

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

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿
湘南

片瀬海岸
湘南

片瀬海岸

ビジネスプラン
1泊朝食付 1室1名（シングル）
平日のみ10,200円
★ミネラルウォーター1本プレゼント

　　9/10～12/30（土・休前日除く）／1室2名様の
場合、お1人様プラス1,500円で皇居側デラックスツ
インに変更可／1室3名様の場合、1室2名様料金で
皇居側のデラックスツイン

メトロ竹橋駅3b出口直結でアクセス至便

ファミリープラン
1泊朝食付 平日 日・祝日

1室2名～ 9,200円 7,700円

　　和洋朝食バイキング（AM6:30～AM9:00）
※4歳～12歳のお子様の朝食代別途700円
条件

　　9/10～10/31／1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

深まる紅葉・たっぷり温泉・山形の味覚を満喫

秋の蔵王紅葉プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 8,800円 9,800円

●ぶどう狩り（9月上旬～10月下旬）
●ラ・フランス狩り（10月上旬～下旬）
●紅葉の見頃（10月上旬～11月上旬）

【9月】 元町「チャーミングセール」
【10月】中華街「国慶節」「雙十節」／馬車
　　　 道「馬車道まつり」など

　　当館自慢の日替わり和食会席
★夕食には山形名物「芋煮汁」付 ★同料金で「牛
カルビ鉄板焼き」に変更可 ★蔵王名物「生ラム
ジンギスカン」に変更は1名様500円引 ★1名様
プラス2,200円で「蔵王牛鍋会席」に変更可（予
約2日前まで／ 2名様～）

条件

美味しさ＆ボリュームともに大満足！

赤城山麓牛すき焼き鍋プラン
1泊2食 平日（右記除く） 土曜日と10/14～31

1室2名～ 12,750円 14,450円

9/10～10/31
条件

当ホテルイチオシの特別料理をお部屋出しで

絶品！ 海の幸御膳プラン
1泊2食 1室2名～ 9月 10月

平日 14,500円 14,000円

当館から市電の
乗り場まで徒歩4分♪
函館朝市、元町、五稜郭など
観光や買い物に便利

条件

10/31
まで

函館満喫 
得々プラン
１泊２食 １室２名～
10,000円～12,000円

料理料理

赤城山麓牛赤城山麓牛

蔵王中央高原の紅葉蔵王中央高原の紅葉

オプション　　　　 アウトドア半日体験 ●ラフティング 
●キャニオニング ●カヌーなどのアウトドア会
社をご案内します ※詳細は施設に要問合せ

ご家族限定
お誕生日の前後1ヶ月以内は1泊あたり500円引

お誕生日割引プラン
1泊サービス朝食付 全日

1室1名 7,100円→6,600円
1室2・3名 6,600円→6,100円

小学生（ベッド利用） 5,280円→5,000円
小学生（添い寝） 割引なし 1,500円

お得な

12/30
まで

皇居が見える朝食会場皇居が見える朝食会場

長谷寺紅葉ライトアップ長谷寺紅葉ライトアップ

松茸と国産和牛松茸と国産和牛

特典

横濱ジャポネプラン

KKR9月号特別料金

1泊2食 1室2名～
平日13,300円 土・休前日14,800円
★料理長厳選の和洋折衷コースをご用意
※除外日あり、詳細は施設まで要問合せ

　　9/10～10/31（9/15・16・22・23、10/6・7
除く）／海側バス・トイレ付和室／山側和室利用、
1室3・4名様利用は割引あり／3日前まで要予約

シェフのおすすめコースと横浜の夜景を満喫

カジュアルフレンチディナー付プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,300円 12,800円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,380円 13,380円

　　●鮮魚のプティオードブル ●牛フィレ肉の
グリエ ●パティシエからの一皿など

条件

横浜発！

10/31
まで

特選会席プラン
1泊2食 1室2名～
平日 11,800円
土・休前日 15,300円　　10/1～12/8

境内を彩る花 ・々季節ごとに美しく

長谷寺・秋旅プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 14,500円 15,300円

　　旬の食材を使った特選会席
★1名様プラス1,000円でお部屋食に変更可（和室限定）
★1名様プラス2,000円でメインが選べるグルメ会席（金
目鯛のしゃぶしゃぶ/黒毛和牛のすき焼き、しゃぶしゃぶ又
はステーキ/相模三元豚のしゃぶしゃぶ）に変更可
条件

拝観券付

9/30
まで

共同浴室共同浴室

条件

特典

　　9/10～12/20（9/15・16・22・23、10/6・7、11/3・
23・24除く）／1室1名様利用、大正館利用、トイレ付客室
利用はプラス1,100円

　　葉山牛（しゃぶしゃぶ・陶板焼き
から選択）と豪快舟盛などの会席料理

人気の地酒や生ビールのワンドリンクサービス付

YOKOSUKA軍港めぐり＆葉山牛を楽しむ贅沢プラン

艦船の種類など生解説付の
クルージング（1周約45分）
艦船の種類など生解説付の
クルージング（1周約45分）

★大人1,400円相当のYOKOSUKA軍港めぐり乗船チケット付

※9/15・16・22・23、10/6・7利用は上記平日料金に
1名様プラス2,200円

車、荷物等朝から預かり可

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,850円 13,850円

特典

条件　　 9/10～11/30（10/20除く）／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／バス・トイレ付
客室は大人1名様プラス1,000円／3日前までの電話予約限定

実りの秋♪ごちそうの秋♪松茸と国産和牛の豪華競演

松茸の釜飯と土瓶蒸し＆国産和牛ステーキプラン

YOKOSUKA
軍港めぐり（電車10

分）YOKOSUKA
軍港めぐり（電車10

分）

★長谷寺拝観券（大人300円相当）付
江ノ電1日乗車券のりおりくん付

●江ノ島駅～鎌倉駅
　（江ノ電25分）　
●江ノ島駅～長谷駅
　（江ノ電20分）　

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

新潟県新潟県
越後湯沢温泉越後湯沢温泉

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

箱根箱根
箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000KKR ホテル熱海静岡県静岡県

伊豆
熱海温泉

伊豆
熱海温泉 全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル

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

伊豆長岡温泉伊豆長岡温泉
静岡県静岡県
沼津沼津

かけ流しの湯が評判の静かなお宿

静岡県沼津市志下192
055-931-0592KKR 沼津 はまゆう

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿

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愛知県

名古屋名古屋

岐阜県岐阜県
平湯温泉平湯温泉

岐阜県岐阜県
下呂温泉下呂温泉

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

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

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
025-784-3424KKR 湯沢 ゆきぐに

ロープウェイまで徒歩10分、展望温泉の宿

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

甲府甲府
富士山を望む展望風呂と創作会席の宿

岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505KKR 下呂 しらさぎ

三重県三重県

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

三重県鳥羽市安楽島町1075
0599-25-3226KKR 鳥羽 いそぶえ荘

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能
鳥羽鳥羽

※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）
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木賀会席プラン
1泊2食 1室2名～

※除外日あり、詳細は施設まで要問合せ

　　9/10～11/30（9/15・16・22・23、10/6・
7、11/23・24除く）／1名様プラス5,000円で

「半露天風呂付特別室」へ変更可（2名様から）／
12月の料金は要問合せ

素材の旨みが凝縮された美味しさをご賞味ください

秋のグルメプラン
1泊2食 平日 9月・10月の土曜日

1室2名～ 12,950円 14,450円

11月の土曜日

15,450円

　　創作会席料理と金目鯛や松茸・具だくさんの秋野菜を塩仕立ての鍋で
条件

金目鯛・松茸入り

最高級和牛A5等級飛騨牛1品付

和会席プラン奥飛騨

　　9/10～10/31（9/15
～17・22・23、10/6・7除
く）／1室4名様以上利用は
お1人様1,000円引

和食会席＆お肉の満足プラン

静岡県産３種肉鉄板焼きプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2・3名 12,800円 15,800円

　　静岡県産3種肉（牛・豚・鶏）を使用しています
条件12/28

まで
9,950円～13,450円

温泉情報温泉情報
源泉かけ流しの展望露天
風呂は大好評！
相模湾が一望できます

源泉かけ流しの展望露天
風呂は大好評！
相模湾が一望できます

伊勢海老＆
鮑＆金目鯛プラン
1泊2食　1室2名～
平日16,800円土・休前日19,800円
※除外日あり、詳しくは施設に要問合せ

10/31
まで

料理料理

●生ビール飲み放題
●ソフトドリンク飲み放題

特典

松茸入り釜飯と
土瓶蒸しプラン
1泊2食1室2名～

9/10～9/30

お子様が作ったピザをみんなで食べるファミリープラン

僕と私がピザ職人プラン

　　大人は調理長のおまかせ御膳

条件 11,300円～13,300円

ピザピザ 料理料理

希少部位四種盛り（2名様盛りイメージ）希少部位四種盛り（2名様盛りイメージ）

ローストビーフローストビーフ
料理料理

料理料理

　　9/10～12/28

新プラン！ 肉汁を閉じ込めて柔らかジューシー

ローストビーフプラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,900円 11,400円

　　「静岡県産牛」を
ローストビーフで！
千歳荘の新たな一品
条件

お肉を食べよう！

　　9/10～10/31
／1室1名様利用は
プラス1,000円（平
日のみ利用可）

金目鯛といったらやっぱり煮付け！

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 11,350円 13,850円

　　高級魚“金目鯛”の
煮付けをメインとしたプ
ラン！ 料理長秘伝の濃
厚で甘辛い熟成タレを
たっぷり絡ませてどうぞ

条件

温泉情報温泉情報
貸切風呂は
バリアフリー対応

（かけ流しの温泉です）

貸切風呂は
バリアフリー対応

（かけ流しの温泉です）

●小坂みかん園（入園料400円／車5分／
　10月～）
●三島スカイウォークから富士山と駿河湾
　の眺望（入場料1,000円／車30分）

●湯沢高原ロープ
ウェイ（11/11まで）
●苗場ドラゴンドラ

（紅葉営業10/6～
11/11)

●沼津御用邸記念公園（徒歩15分）
●沼津港（車10分）昼食におすすめ！
●沼津深海水族館（沼津港飲食店街隣接）
●三島スカイウォーク（車20分）日本最長
　の歩行者用吊橋

●ぶどう狩り（9月下
旬まで）試食無料＆提
携農園の無料送迎付
●紅葉スポット：山梨
県立美術館（車10分）
／昇仙峡（車30分）

金目鯛の煮付プラン丸ごと1匹！新プラン

※9/15・16・22・23、10/6・7利用は土・休前日料金に
1名様プラス1,000円

お子様（小学生まで） 　　　　　  全日　7,000円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 9,200円 10,200円

　　平湯温泉バスターミナル 
無料送迎（要予約）
送迎

　　9/10～12/28／連泊の2泊目
は1名様2,000円引（9/30まで）

　　最高級A5等級飛騨牛1品付、奥
飛騨ならではのグルメ和会席コース

条件 　　JR下呂駅 
無料送迎（要予約）
送迎 　　～10/31／リビング付ツインルー

ムは別料金／電話予約限定特別価格

　　飛騨牛の希少部位を使用し調理長厳選の
調理法で仕上げた飛騨牛四種盛りをメインに
季節の食材を使用した献立（全9品）

条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 12,200円 13,200円

地の食材を生かしひとつひとつ丁寧に仕上げました

初秋の味めぐりプラン

　　甲州牛の会席夕食『四季彩膳』を
ご用意 ★10月は松茸土瓶蒸し付（松
茸は外国産です）
　　9/10～10/31／1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

条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,450円 11,500円

●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
●飛騨小坂の滝めぐり（車40分）

●伊勢神宮（125社の総称）～一年に一度はお伊勢参り～
●鳥羽三女神めぐり（伊射波神社・神明神社・彦瀧神社）
●鳥羽水族館：日本一の飼育数

新プラン登場！！ 食欲の秋！ 2,000円OFFで大奉仕

飛騨牛希少部位 四種盛り会席
1泊2食 平日 土・休前日

通常 14,500円→ 通常 15,500円→
1室1名～ 12,500円 13,500円

10/8
～31

さわやか朝食付プラン
1泊朝食付 1室1名～

10/28で全客室リニューアル1周年！

四季会席プラン

　　旬の食材を使用した「四季会席」 　　9/10～10/31／3日前まで要予約／
チェックインは19時まで

1名様プラス4,000円で、9月は
「鮑と伊勢海老海鮮グルメプラ
ン」に、10月は「松茸釜めしと飛
騨牛ステーキプラン」に変更可

条件

名古屋城本丸御殿名古屋城本丸御殿 伊勢海老伊勢海老

名古屋城
本丸御殿

（徒歩5分）

1泊2食 平日 土・休前日

1室1名～ 11,800円 12,800円

富士御膳プラン
1泊2食　1室2名～
平日 9,450円
土・休前日 10,500円
★ワインビーフがメインのご夕食

10/1～
12/30

●上高地の紅葉
　（10月中旬頃）
●新穂高ロープウェイ
　（10月中旬～下旬）

9月限定2泊目
2,000円引

雅プラン
飛騨牛4品付

1泊2食　1室2名～

みやび

平日 16,800円
土・休前日17,800円

平日 6,800円 土・休前日8,300円

※4日前まで要予約

12/28
まで

12/28
まで

紅葉情報
料理料理

三重県をまるごと堪能「三大グルメプラン」

美し国プラン

　　JR・近鉄鳥羽駅 無料送迎 （要予約）
迎え15:40、16:40　送り9:30
送迎

　　9/10～10/31／トイレなし6畳
／トイレ付客室利用は大人1名様プ
ラス1,000円／バス・トイレ付客室
利用は大人1名様プラス2,000円

　　●伊勢海老の姿づくり（2名様で1尾） ●鮑
の柔らか陶板焼き ●松阪牛の陶板焼きほか
条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 14,850円 16,350円

開設50周年謝恩企画
うま

なごみ

12月は
500円引

（5）

＋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
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

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/miyanoshita-gourmetplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/miyanoshita-kigakaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/20160418-toubanyakiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/atami-iseebiawabikinmedai.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/izunagaoka-roastbeefplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/numazu-kinmedai.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/yuzawa-pizza.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/yuzawa-matsutakeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/kofu-ajimeguriplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/kofu-fujigozan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/06/hirayu-nagomiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/hirayu-miyabikaiseki.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/gero-hidagyuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/nagoya-shikikaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/nagoya-breakfast.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/toba-umashikuniplan.html


熊本県熊本県
熊本熊本

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

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分

客室客室

奈良公園まで徒歩2分奈良公園まで徒歩2分

1泊素泊まり
シングル
1室1名

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

平日・日曜

7,500円

5,000円

6,500円

7,000円

土・休前日
(右記除く）

10,000円

6,000円

8,000円

8,500円

9/15・16・22・23、
10/6・7

12,100円

7,000円

9,000円

9,500円

9．10秋プラン組合員限定組合員限定
条件　　 9/10～10/31 ／
1日限定3室／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）
　　　  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）

オプション

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

琵琶湖琵琶湖
京都府京都府
京都京都

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル

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

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

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

梅田梅田 大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

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

博多博多 福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

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県

奈良奈良 奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿

第881号

＋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
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（6）　平成30年9月10日（6）　平成30年9月10日

※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）

大阪府大阪府
森之宮森之宮

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
06-6941-1122KKRホテル大阪

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル

兵庫県豊岡市城崎町湯島75
0796-32-2631KKR 城崎 玄武兵庫県兵庫県

城崎温泉城崎温泉
駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

料理料理

愛媛県愛媛県
松山

道後温泉
松山

道後温泉

愛媛県松山市岩崎町1-7-37
089-941-2934KKR 道後ゆづき

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

　　●お肉アンケートにお答えで、抽選で10名様に「近江牛」
プレゼント ●2泊以上連泊で「マグカップ」プレゼント 
※一部対象外のプランあり

特典

　　9/10～11/9／客室定員利用

おかげさまで20周年！

20周年記念宿泊プラン
平日 土・休前日

1室2名～ 16,850円 18,850円

　　季節の会席＆近江牛部位食べ比べ
★近江牛（ロース・ヘレ・ミスジ）をお好みのタレで

条件

奈良古都散策プラン
1泊2食 1室2名～

※10/19～11/30は13,300円

11/30
まで

11,300円～13,300円

近江牛近江牛

京都・びわこ共通宿泊割引券（3,000円）が
組合員限定宿泊割引券（2,000円）と併用可能
※詳細は直接施設にお問い合わせください

9/30チェックアウトまで
京都・

びわこ共通
　　9/10～11/30／土・休
前日と10/21はプラス2,000
円／客室定員利用

※9/15・16・22・23、11/3、11/10～
30利用は別料金のため要問合せ

絶妙な素材の取り合わせを堪能

和牛石焼と鯛かぶら会席プラン
1泊2食 1室1名～1泊2食 9/10～10/5 10/6～11/9

平日 15,650円 17,650円

　　京らしい一品「鯛かぶら」
と美味しい和牛を石焼で♪
条件 料理料理

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

　　9/10～12/30（10/6、11/24、12/21～25除
く）／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／1名様プラス500円で大阪城
側客室／リニューアル前の客室は1名様1,000円引

大好評！ 大阪城を目の前に豪華な気分で夕食を

秋満喫2食付プラン

秋の味覚・松茸プラン

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 10,400円 12,400円

1泊2食 1室2名～ 平日

松茸会席コース 14,900円

松茸と但馬牛の
すき焼き会席 17,900円

　　「季節御膳」又は「洋食セットメニュー」から選べます 
★1名様プラス2,000円で「本格四季会席」又は「洋食フルコース」に変更可
※和食は前日まで、洋食は3日前までの要予約
条件

リニューアル
客室に泊まる

健康一番
朝食付プラン
1泊朝食付
平日 7,500円 土・休前日9,500円
※除外日あり、詳細は施設まで要問合せ

12/30
まで

ホテルから見る大阪城公園の紅葉ホテルから見る大阪城公園の紅葉

松茸会席松茸会席

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 

1室2名～ 13,300円 14,300円

10/19～11/30

15,300円

　　9/10～11/30　　メイン料理が大和牛ステーキとなります 条件

秋の味覚の松茸を味わう贅沢コース

　　9/10～10/14／土・休前日、
1室1名様（平日のみ可）、T付客室
利用は1名様プラス1,000円／2日
前まで要予約／松茸は外国産です

松茸会席コース：
焼 き 松 茸・土 瓶 蒸
し・松茸入り小鍋・松
茸握り寿司など
松茸と但馬牛のす
き焼き会席：松茸と
但馬牛を贅沢に使
用したすき焼き大鍋
コース（2名様から）

条件紅葉情報

料理料理

●城崎マリンワールド（車10分）
●山陰海岸ジオパーク認定
　「玄武洞公園」（車10分）

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

期間限定！期間限定！

山口県山口県
湯田温泉湯田温泉

山口県山口市神田町2-18
083-922-3268KKR 山口 あさくら

良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判

　　9/14～11/3 ※9/15・16・22・23、10/6・7・11/3
は特別料金のため要問合せ

期間限定！ 山口ゆめ花博チケット付

チケッ得宿泊プラン
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 12,850円 14,850円

　　リピーター人気No.1の『四季旬彩会席』をご用意

条件

山口ゆめ花博
入場券付

　　●「山口ゆめ花博」入場券プレゼント（通常大人
1,200円） ●ワンドリンクサービス
特典

　　9/10～10/31／洋室ツイン2名様利用、
和室3名様利用はお1人様1,000円引

いで湯と城と文学のまち松山の旅へ！

道後 坊ちゃんプラン
1泊2食

平日

土・休前日

1室1名～

11,650円

14,150円

　　瀬戸内の食材を中心とした会席料理
条件（車40分／JR新山口駅・山口

宇部空港からシャトルバス）

会場「山口きらら博記念公園」
1,000万の花が咲き誇る

山口ゆめ花博（9/14～11/4）

駐車場代金無料
（滞在中20時間）

特典

9/10～11/30／
洋室限定1日5室

豆と野菜をバランス良く取り入れた美味しい朝食です

健やか朝食付プラン

フレッシュな野菜
が自慢の和・洋バ
イキングのご朝食

条件

●天神（車5分） 
●中洲（車10分）

●熊本城界隈
　（徒歩圏内）
●水前寺公園
　（車15分、バス/
　市電あり）

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～ 6,700円 8,800円

　　●「くまもん」ミネラルウォーター付
（お1人様1本） ●滞在中駐車場料金無料
特典

　　9/10～12/30／1室1名様利用は
プラス200円（シングル）／1名様プラ
ス1,000円でお城側のお部屋に変更可

（2名様から）／電話予約限定

客室や食事会場から「熊本城」大天守復元（しゃちほこ完成）をご覧いただけます

がまだすプラン

　　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

条件

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～ 7,400円 8,400円

朝食朝食

外観外観

朝食付 ※熊本弁で
がんばるの意味

朝食朝食

奈良公園の紅葉
（10月下旬～12月上旬）

▲UP

http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/biwako-20syunenplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/kyoto-wagyutaikaburaplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/umeda-akiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/osaka-akimankitsuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/post-100.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/naga-gyukaisekiplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/nara-kotosansakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/kinosaki-matsutakeplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/yamaguchi-yumehanahakuplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/08/dougo-bocchanplan.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/hakata-breakfast.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2018/05/20160317-kumamotojyoplan.html



