


北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR かわゆ
チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室Ｔ付

015-483-2643

北の名湯　源泉100％かけ流し
川湯温泉
北海道

お得に宿泊 得 プ々ラン

源泉100％かけ流し温泉（硫黄泉）
川湯温泉は古くから湯治湯として知られ
る名湯です

温泉情報

ph

和食膳　※日替わりのため一例です

■お１人様あたりの組合員料金

季節の食材を和食膳で用意

10/1～12/30／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1,500円

1泊2食 1室2名～ 平日

10月

11月・12月

7,830円

6,830円

食 事

条 件

おすすめ観光
●硫黄山（車5分）
●神秘の摩周湖（車30分）
●天下の絶景美幌峠（車40分）
★紅葉の見頃は10月中旬

厳選した季節の食材を詰め込ん
だ料理長特製のお弁当をお部屋食で

山形県山形市蔵王温泉904-8 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

023-694-9187

開湯1900年の蔵王温泉でプチ贅沢旅行はいかがですか
蔵王温泉
山形県

秋特選会席プラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～ 10/1～10/31 11/1～12/24

12,500円 11,500円

北海道函館市湯川町2-8-14 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR はこだて
チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室Ｔ付

0138-57-8484

夕食はお部屋まで出来たての和食料理をお運びします

三大カニ＆道産和牛付♪函館･湯の川温泉
北海道

巴会席プラン

ph

巴会席

■お１人様あたりの組合員料金

当館で一番ハイグレードなご夕食を
お部屋でお愉しみください

10/1～12/29／土・休前日利用は
1名様プラス1,000円／3日前まで
に要予約

1泊2食 1室2名～ 平日

10月

11月・12月

16,300円

15,800円

食 事

条 件

おすすめ観光連泊得々プラン
1泊2食 1室2名～
9,800円～10,800円
★旬の味覚をレストランでご用意

12/29まで

※12/25～28利用は
　お1人様14,200円

★同料金で「蔵王牛鍋プラン」に変更可
　（2日前までに要予約／2人前から）

群馬県利根郡みなかみ町大穴859 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 水上 水明荘
チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室Ｔ付

0278-72-2345

朝食・夕食ともお部屋までスタッフがお運びします
水上温泉
群馬県

お部屋出しプラン

ph

料理長特製弁当

■お１人様あたりの組合員料金

10/1～12/24／1室1名様利用
はプラス1,000円（平日のみ利用可）

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

9,350円

10,350円

食 事

条 件

３密回避

東京都千代田区大手町1-4-1
KKR ホテル東京

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１１：００　全室BT付
03-3287-2922

3密を避けてゆっくりお食事
竹橋
東京都

家族でビュッフェプラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊夕食付

全日

Aプラン Bプラン

13,000円 15,000円

※写真はAプランです（Bプランは料理グレードアップ）

駐車場無料
（宿泊日6:00～翌22:00）

特 典

小宴会場（完全個室）でフレン
チビュッフェを思う存分堪能
食 事

食 事

10/1～12/30／4名様以上
のグループ・ご家族限定／客室タイ
プ・1室あたりの人数は選択可／電
話予約限定／1日限定6組／予約・
キャンセルとも1週間前まで

条 件

条 件

通常の１泊２食付プランの
夕食会場に小宴会場も
選べます ※ホテル公式HPにご案内あり又はお電話ください

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

東京都目黒区東山1-27-15
KKR ホテル中目黒

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
03-3713-8131

CS5チャンネル視聴無料、有線LAN・Wi-Fi完備

３人旅中目黒
東京都

トリプルルームプラン

トリプルルーム

■お１人様あたりの組合員料金
1泊サービス朝食付 1室3名（トリプル）

平日

土・休前日

5,500円

6,400円

おすすめ観光
●渋谷（電車4分）
●新宿三丁目（電車12分）
●上野動物園（電車33分）
※中目黒駅からの所要時間

シャトルバス運行

和風朝食を無料サービス
（7:00～9:00）

食 事

●五稜郭公園　●トラピスチヌ修道院 
●元町周辺　　●函館山からの夜景

カニ鍋＆ローストビーフ
＆季節の洋風茶碗蒸しの
カニ鍋＆ローストビーフ
＆季節の洋風茶碗蒸しの

●谷川岳ロープウェイ（10月初旬～下旬）
●照葉峡（10月初旬～下旬）
●ならまた湖（10月中旬～下旬）
●水明荘周辺（10月下旬～11月中旬）

紅葉情報

●蔵王中央ロープウェイ（徒歩1分） ●森の中の「大露天風呂」割引
　券あり（11月下旬まで）   ★紅葉の見頃は10月上旬～11月上旬

紅葉情報

平日

秋の特選会席

4名様以上限定

追加料金にて皇居を眺望する
レストランでご朝食

オプション

10/1～12/24／他のプラン
併用不可／電話予約限定／3日前ま
でに要予約／1日限定2室／大人・
子ども同額

条 件

●全客室内は禁煙です　●写真は全てイメージです

10/1～12/28／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／T
なし客室は1名様1,000円引

ズワイガニの蟹すき鍋、ロースト
ビーフ、季節の洋風茶碗蒸しを加
えた会席

ビュッフェ

ロープウェイと紅葉ロープウェイと紅葉

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/kawayu-tokutoku-plan-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/hakodate-tomoe-kaiseki-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/hakodate-renpaku-tokutoku-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/zao-tokusen-kaiseki-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/minakami-3mitsu-kaihi-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/tokyo-buffet-plan-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/meguro-triple-room-20210827.html


港の見える丘公園はホテル隣接

お部屋で夕食

神奈川県横浜市中区山手町115
港の見える丘公園

KKR ポートヒル横浜
チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室BT付

045-621-9684

神奈川県
横浜 選べるお重プラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 11,200円

13,200円土・休前日

●神奈川県産やまゆり牛のお重
●三崎鮪のお重　から選べます

食 事

10/1～12/22／山手側和室利
用／1室3名様利用は割引あり／海側和
室利用は1名様プラス1,000円／洋室
利用は要問合せ／3日前までに要予約

条 件

1泊2食 1室2名～
大　人 11,600円～
お子様    8,600円～

やまゆり牛のお重やまゆり牛のお重

お子様に

古都鎌倉や三浦半島をゆっくりめぐる湘南の旅

神奈川県逗子市新宿3-2-26
KKR 逗子 松汀園

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　客室一部T付
046-871-2042

神奈川県
湘南･逗子海岸 葉山牛付会席コースプラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 11,080円

13,080円土・休前日

葉山牛サーロイン陶板焼きと
旬菜お造りが付いた会席料理
食 事

10/1～12/27／シングル利
用、大正館指定は1名様プラス
1,100円～／Tなし客室利用は1名
様1,100円引

条 件
葉山牛

キッズスペース常設＆駐車場無料＆温泉は熱海の湯

秋旅

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
KKR 鎌倉わかみや

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室BT付
0467-25-4321

神奈川県
鎌倉 江ノ電１日乗車券付プラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 14,800円

15,600円土・休前日

わかみや自慢の四季会席
食 事

1泊2食 1室2名～
大人 15,800円～

ウェルカムベビー
認定部屋プラン

★1名様プラス1,000円でお部屋食可（和室限定）
★1名様プラス2,000円でグルメ会席、
　プラス4,000円でプレミアム会席に変更可
★小学生はお子様グルメ膳（1泊2食9,000円）

●江ノ電1日乗車券「のりおりくん」
付（大人650円相当）

●未就学のお子様は添い寝無料（ご飯
＋ふりかけサービス)＆お子様アメニ
ティ付、折り紙と紙風船プレゼント

特 典

10/1～12/28条 件
★アーリーチェックイン14:00～
★乳幼児同行限定

ヨコハマ宝島プレート
プラン

★大人はカジュアルフ
レンチ、お子様は「ヨコ
ハマ宝島プレート」

12/29
まで

12/28
まで

湘南
ブランド

特 典 駐車場無料＆荷物預かり可

松汀園リフレッシュプラン
リンパマッサージやリフレクソロジーを
始めました ※施術内容や可能な日時は施設にお問い合わせください

10,980円～平日

江ノ電／鎌倉高校前江ノ電／鎌倉高校前

●全客室内は禁煙です　●写真は全てイメージです

1泊2食＋施術約60分

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/yokohama-ju-plan-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/yokohama-takarajima-plate-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/post-319.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/kamakura-akitabi-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/kamakura-welcomebaby-20210827.html


■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 11,950円

13,950円土・休前日

お子様 全日

松茸と国産和牛
車、荷物等朝から預かり可特 典
10/1～11/30／1室1名様利用は

プラス1,000円／BT付客室は大人1名様
プラス1,000円／1室4名様以上利用、6
畳利用は大人1名様500円引／3日前ま
での電話予約限定

条 件
おすすめ観光

●新江ノ島水族館（徒歩15分）　
●江の島（徒歩20分）

●松茸の釡飯と土瓶蒸し
●A4国産和牛ステーキ
●お刺身  ほかの和風会席コース

食 事

★小学生の「お子様定食」はメインを
　選べます（要予約）
★幼児のお子様は「ランチプレート」

実りの秋♪松茸と国産和牛ステーキの優雅な競演

松茸の釜飯と土瓶蒸し＆国産和牛ステーキプラン湘南･片瀬海岸

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
KKR 江ノ島ニュー向洋

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室T付
0466-23-7710

ご家族で秋の箱根を満喫 !!

箱根彫刻の森美術館チケット付プラン
神奈川県
箱根･木賀温泉

神奈川県

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
KKR 宮の下

チェックイン／１４：００　チェックアウト／１０：００　全室T付
0460-87-2350

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

源泉かけ流しの露天風呂から相模湾を一望

秋の四季彩プラン
静岡県

伊豆･熱海温泉
後味さっぱり、伊豆の香りの鍋料理

静岡牛のわさび鍋プラン伊豆長岡温泉
静岡県

小学生  6,400円

3歳から  5,900円

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 11,300円

13,800円土・休前日

夕食は基本の木賀会席食 事
★小学生はお子様プレート（1泊2食6,300円）
　またはお子様御膳（1泊2食7,500円）

10/1～12/27／半露天風呂
付客室利用は大人プラス5,000円、
お子様プラス1,700円

条 件 12,950円～15,450円
★基本会席にプラス1品付
　（足柄牛陶板焼きor鮑の踊り焼き）

味比べ スペシャル会席プラン

彫刻の森美術館
（大人1,600円相当）チケット付
特 典

※小学生は割引券使用で700円
　（別途現地支払）
★土曜日はファミリー優待で
　お子様5名まで無料

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 13,600円

16,600円土・休前日

四季折々の食材を使用した創作会席
食 事

四季彩会席

10/1～12/28（11/21、12/16除
く）／1室3名以上利用は割引あり／
1室1名様利用はシングルルーム

条 件

平日 17,700円
土・休前日 20,700円

1泊2食1室2名～ 12/28まで
伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

静岡県熱海市春日町7-39
KKR ホテル熱海

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室T付
0557-85-2000

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
静岡県伊豆の国市古奈82
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
055-948-0010

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

※11/21、
　12/16除く

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 9,990円

10,990円土・休前日

★お子様の夕食は「お子様会席」

本わさびを使って、お好みの辛
さで食べる鍋料理
食 事

伊豆牛のわさび鍋10/1～12/24条 件

お子様（小学生まで） 全日 5,500円

おすすめ観光
三島スカイウォーク（車30分）
全長400m、歩行者専用として
は日本一長い吊橋

貸切風呂もかけ流し温泉！
利用無料（要予約）

温泉情報

※11/21・22利用は大人お1人様11,990円

金目鯛といったらやっぱり煮付け！

金目鯛の煮付けプラン沼津
静岡県

静岡県沼津市志下192
KKR 沼津はまゆう

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室BT付
055-931-0592

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 11,550円

14,050円土・休前日

金目鯛煮付け会席

おすすめ観光

※11/22、12/26・27利用は
　お1人様12,550円

丸ごと１匹！

●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）

谷川連峰のパノラマが広がる展望温泉の宿

松茸入り釜飯と土瓶蒸しプラン
新潟県

越後湯沢温泉

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 9,990円

10,990円土・休前日

お子様（小学生まで）

秋の味覚松茸と新米の魚沼産
コシヒカリを釡飯でご用意

食 事金目鯛1匹をまるっと豪快に煮
付けに！　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

食 事

10/1～12/17（11/21・22
除く）／3日前までに要予約

条 件

10/1～12/27／1室1名様利用は
プラス1,000円（平日のみ利用可）

条 件

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
KKR 湯沢ゆきぐに

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室T付
025-784-3424

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

旬です

※お子様はお子様料理
※12/1から『きのこたっぷりちゃんこ鍋プラン』に
　変更（2名様から）

全日 7,000円

特 典

土瓶蒸しと釡飯土瓶蒸しと釡飯

12/27
まで

箱根彫刻の森美術館

●熱海梅園もみじまつり
　（11/13～12/5）
★ライトアップ16:30～21:00

紅葉情報

●苗場ドラゴンドラ（運行予定10/5～11/8）
●湯沢高原ロープウェイ（運行予定11/8まで）

紅葉情報

露天風呂

●全客室内は禁煙です　●写真は全てイメージです

魚沼産コシヒカリをプレゼント（1部屋1個）

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/enoshima-matutake-steak-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/miyanoshita-%20ticket-plan-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/izu-wasabinabe-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/atami-iseebi-awabi-kinme-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/numazu-kinme-nitsuke-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/yuzawa-matsutake-plan-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/miyanoshita-ajikurabe-sp-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/atami-shikisai-plan-20210827.html


味覚の秋のとっておき

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
KKR 諏訪湖荘 0266-58-1259

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

長野県
上諏訪温泉 たっぷり松茸とうなぎ丼プラン

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　客室一部BT付

秋だ・紅葉だ・まったけだ～山梨県
甲府 松茸と甲州牛を味わうプラン

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 13,350円

14,350円土・休前日

●松茸と信州牛のすき焼き ●松茸
の土瓶蒸し ●松茸茶碗蒸し ●松
茸釡飯　ほかの会席料理

食 事

★諏訪地方の名産うなぎ丼付

10/1～11/30／1室1名様
利用はプラス500円／トイレ付客室
利用は大人1名様プラス1,000円

条 件

未就学のお子様は宿泊料無
料＆3歳からお子様ランチサービス
特 典

小学生（お子様膳） 全日 5,000円

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日 12,850円

13,850円土・休前日

食 事

★夕食時に山梨県産ワインをサービス
※11/1から『甲州牛と金目鯛の
　しゃぶしゃぶ』に替わります

秋の味覚松茸と山梨ブラン
ド牛「甲州牛」を満喫

10/1～12/28／1室1名様
利用は平日のみ利用可／トイレ付
客室利用は1名様プラス1,000円

条 件

小学生（お子様膳） 全日 6,500円

幼児（お子様ランチ） 全日 5,800円

松茸の土瓶蒸し

信州牛すき焼きコースプラン
1泊2食  1室2名～

12/29まで11,350円～

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

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　客室一部BT付

お部屋でくつろぐお部屋食プラン
1泊2食
1室2名～ 12/28まで9,850円～
★夕食は甲州牛入りお重箱、朝食もお部屋食

最高級和牛A5等級飛騨牛１品付岐阜県
平湯温泉

奥飛騨 和プラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室1～3名

平日 12,800円

13,800円土・休前日

食 事

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

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室T付

和会席　※季節の食材を使用するため一例です

A5等級特選飛騨牛
セレクトプラン
1泊2食  1室2名～ 15,800円～
★ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶから選択

一色産のおいしいうなぎをお楽しみください

三河一色産うなぎ ひつまぶしプラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室1名～

全日 12,100円

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

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１１：００　全室BT付

ひつまぶし

奥飛騨ならではのグルメ和会席

条 件 10/1～12/28
2日前までに要予約

新設キッズエリア完成！石川県
金沢 お子様添い寝無料プラン
■お１人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室1～3名

平日 8,000円

9,000円土・休前日

食 事
※添い寝の小学生の朝食料金900円

石川県金沢市大手町2-32
KKR ホテル金沢 076-264-3261

※別途、宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします
チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室BT付

ファミリープラン 1泊2食1室3～4名

14,200円～
★地産食材や郷土料理を食べやすくアレンジ
★お子様も大人と同じお料理（中・高学年向け）

個人盛りのご朝食

特 典大人1名様につき小学生1名
様は添い寝無料（通常2,000円）

条 件 10/1～12/25（10/30除く）／1名
様プラス500円で金沢城公園が見える客
室に変更可／1名様プラス2,000円でデ
ラックスツインor和室に変更可（1室2名）

大人 5,000円～小学生

黒潮の恵みで育った養殖クロマグロです

岐阜県下呂市森1209
KKR 下呂しらさぎ 0576-25-5505

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

岐阜県
下呂温泉 伊勢まぐろスペシャル会席プラン

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室T付

■お１人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室1名～

平日 15,200円

16,200円土曜日

伊勢まぐろの造り、握りなど
創作まぐろ会席料理

11/1～12/30／リビング付
ツインルームは別料金

食 事

条 件

伊勢まぐろ会席　※献立は一部変更の場合あり

巧味会席プラン
1泊2食  1室1名～

12,250円～

なごみ

★同料金で豪華3段重のお部屋食
　プランに変更可
　（1日限定3室／4日前までに要予約）

2階森のテラスから
満天の星空体験（晴天時）
★双眼鏡無料貸出し（限定5台）

日本三名泉　下呂温泉
温泉情報

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！

おすすめ観光
●名古屋城（正門まで徒歩5分）
●名古屋港水族館（車30分）
●リニア鉄道館（車40分）

さわやか朝食付プラン
1泊朝食付
1室1名～

平日 6,800円平日

7,800円土・休前日

愛知県
名古屋

●全客室内は禁煙です　●写真は全てイメージです

●昇仙峡（11月上旬～下旬）
●河口湖（11月中旬）

紅葉情報

松茸の炭火焼き

※10/9・10除く

12/30
まで 12/27

まで

12/28
まで

駐車場料金無料
（15:00～翌11：00）

特 典

10/1～12/27／1室2名様以
上の場合は城側客室をご用意／1室
3名様で和室利用可／3日前まで要
予約／18時までにご到着ください

条 件

食 事 1杯目はうな丼で、2杯目は
薬味をかけて、3杯目はお茶漬け
で召し上がる名古屋の名物料理

※4日前までに要予約

12/25まで

※3日前までに要予約ファミリープラン

キッズエリアキッズエリア

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/suwako-matsutake-unagi-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/suwako-sukiyaki-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/kofu-matsutake-gyu-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/kofu-oheyasyoku-plan-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-300.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/2-6.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-313.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/a5-2.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/09/gero-isemaguro-20200904.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/gero-takumi-kaiseki-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/nagoya-hitsumabushi-2021082702.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/nagoya-breakfast-20210827.html


三重県２大ブランドを堪能

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

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

松阪牛陶板焼きと
　　 伊勢海老の姿造りプラン

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　客室一部BT付

三重県
鳥羽

1泊2食 1室2名～

13,300円

14,800円

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

●松阪牛の陶板焼き
●伊勢海老のお造り（2名様で1尾） 
●鯛の炊き込み茶漬け
ほか、地元食材を使用した会席料理

食 事

新生活様式対応！ 夕食・朝食ともに個室でゆっくり

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

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

プライベートルームde宿泊プラン

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室BT付

滋賀県
琵琶湖

1泊2食 1室2名～

15,400円

18,200円

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

夕食・朝食とも個室でお召し
上がりください

●お土産に近江牛しぐれ煮を
プレゼント ●夕食時にワンドリンク
をサービス

食 事

10/1～12/25（11/7～26は
別料金のため要問合せ）／客室定員
利用時料金／2日前18:00までに要
予約／電話予約限定

条 件

10/1～12/26／6畳BTなし客室
利用／T付8畳利用は1名様プラス
1,000円／BT付10畳利用は1名様プラ
ス2,000円

条 件

★夕食は「近江牛重」または「国産特選うな
　重」から選択
※個室食のスタンダードプランもございま
　す（お1人様13,400円～）
特 典

近江牛重近江牛重

種類豊富な着物からお気に入りが選べる

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

　　秋の京都を着物で散策
レンタル着物付宿泊プラン

KKR 京都くに荘
※別途、入湯税（1泊あたり150円）と
　宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

075-222-0092
チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室T付

京都府
京都

1泊2食 1室1名～

17,300円

19,300円

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

10/1～12/18条 件

和食（寿司等）のお好きな料理をお楽しみください

大阪府大阪市北区堂山町4-1
KKR ホテル梅田 06-6362-6800

和食の「がんこ」
お食事券2,000円付プラン

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室BT付

大阪府
梅田

1泊素泊まり 平日・日曜

5,750円

6,500円

土・休前日

6,250円

7,000円

■お１人様あたりの組合員料金

クイーンダブル
1室2名（1ベッド）
ツイン 

1室2名（2ベッド）

和牛をを味わい尽くす秋限定のプラン

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

※1泊9,020円以上の場合は別途、宿泊税100円を
　お預かりします

三大和牛食べ比べ会席プラン

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１１：００　全室BT付

大阪府
森之宮

1泊2食 1室2名（ツイン）

22,100円

23,750円

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

日本庭園を眺めながらのお食事で至福のひととき

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

春日会席プラン

チェックイン／１５：００　チェックアウト／１０：００　全室BTなし

奈良県
奈良

1泊2食 1室2名～

16,300円

17,300円

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

10/1～12/30／1室1名様
利用はプラス1,000円　※10/25
～11/30利用は1名様プラス2,000円

条 件

料理長が季節の素材を厳選
し、調理法にこだわり抜いたご夕食
食 事

★1名様プラス1,000円で利き酒付プラン
　に変更可

夕食は京会席、朝食は和食膳食 事
★1名様プラス1,500円で庭園を望む
　テラス席でのプレミアム朝食へ変更可　　　

※10/10利用はお1人様22,300円
※10/1～9、10/11～11/13利用はプラス3,000円
※11/14～11/30利用はプラス5,000円
※小学生はお1人様14,200円～15,200円
　（夕食はお子様弁当）
★着物レンタル一式、着付け料金を含みます

京会席スタンダード
鴨川会席プラン

1泊2食  1室1名～

10/1～
12/18

11,800円～18,800円

特 典 お食事券2,000円
分付（本券1枚でソフトド
リンク1杯サービス）
※「がんこ」のご予約はお客
様ご自身でお願いします
※ホテル近隣の2店舗のみ
利用可

条 件

※他の部屋タイプもあります（要問合せ）

10/1～11/30（11/21・22は
特別料金ため要問合せ）

タリーズ朝食付プラン

10/1～12/28（11/20・
27利用は要問合せ）／シングル・
トリプル利用は要問合せ／1名
様プラス550円で大阪城側客室
をご用意／3日前までに要予約

条 件

日本を代表するブランド和牛（神戸・
松阪・近江）を食べ比べ

食 事

★ほかに『季節御膳プラン』9,700円～、
　『四季会席プラン』12,700円～もあり

★12月利用は1名様550円引

秋旅大阪朝食付プラン
1泊朝食付
1室2名（ツイン）

6,650円～

ちょっと贅沢な

おすすめ観光
奈良交通バス1日フリー乗車券で

世界遺産めぐり（奈良公園・西の京方面）

連泊割引プラン
1泊2食 1室2名～ 11,300円～

12/30まで

★２泊目500円引、3泊目以降1,000円引

●全客室内は禁煙です　●写真は全てイメージです

松阪牛と伊勢海老会席松阪牛と伊勢海老会席

おすすめ観光
●鳥羽水族館（車10分）
●伊勢神宮（車35分）

プレミアムプレミアム

琵琶湖
を見な

がら

遊べる
子ども

スペー
スが

できまし
た

琵琶湖
を見な

がら

遊べる
子ども

スペー
スが

できまし
た

着物で散策

平日 5,350円
土・休前日 5,850円
※11/21・22は特別料金のため要問合せ
※他に素泊まりプランもあります（要問合せ）

1泊朝食付　1室2名（ツイン）

三大和牛

12/30
まで

12/30
まで

春日会席春日会席

ジュゴン

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/toba-matsuzakaushi-iseebi-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/biwako-private-room-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/post-324.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/kyoto-kyoukaiseki-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/2000-1.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/09/post-325.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/osaka-3daiwagyu-tabekurabe-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/osaka-akitabi-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/07/post-317.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-178.html


ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫

冬の味覚プラン
兵庫県
城崎温泉あっさりした中にも風味があるイノブタをご用意

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

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

イノブタしゃぶしゃぶ
　　　　 食べ放題プラン

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付 兵庫県豊岡市城崎町湯島75
KKR 城崎 玄武 0796-32-2631

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
チェックイン／14:00 チェックアウト／10:00 客室一部T付

和歌山県
白浜温泉

熊本県
熊本

福岡県
博多

本場山口で食す、極みのトラふくフルコース

お子様も満足♪

トラふくフルコースプラン
山口県
湯田温泉 とべ動物園＆えひめこどもの城に行こう！

お子様大満足プラン
愛媛県

松山・道後温泉

山口県山口市神田町2-18
KKR 山口あさくら 083-922-3268

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
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

KKR 道後ゆづき 089-941-2934
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

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

※別途、宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします
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

KKR ホテル熊本 096-355-0121
チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付

プレミア和歌山認定の「イブ美豚」を
食べ放題でご用意

食 事

10/1～12/24／1室1名様利用はプラ
ス1,000円（平日のみ利用可）

条 件

10/1～12/30（11/2・22は特別料
金のため要問合せ）／3日前までに要予約
条 件

1泊2食 1室2名～

12,100円

13,100円

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

★1名様プラス1,000円で『3種のクエ料理
　お試しプラン』に変更可　

山口県の名産「ふく」満載の
コース料理（全9品）

食 事

1泊2食 1室1名～

19,650円

21,650円

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

11/6～12/28（活けがに三昧
は11/8～）／土・休前日利用はプラ
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

条 件

1泊2食 1室2名～（Tなし和室）平日

32,100円

17,100円

19,100円

■お１人様あたりの組合員料金

活けがに三昧
（11/8～）

かに御膳

かにづくし

アドベンチャーワールド（車10分）
入園券ご用意可

4,800円大人 2,800円小人 かに料理イメージかに料理イメージ

但馬牛会席プラン
1泊2食1室2名～

※11/5までの平日は15,100円
平日 16,100円

ホテル敷地内に小型・中型犬専用ドッグランができました

わんぱくワンちゃん宿泊プラン

熊本の郷土料理を取入れた季節会席食 事

1泊2食 1室2名～

14,500円

15,500円

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

※写真のふく刺しとふくちりは４人前です

※11月利用は1名様プラス1,000円

10/1～12/24条 件

10/1～12/30／1室1名様利用は
プラス3,000円／城側客室をご用
意／1日限定2室／電話予約限定

条 件

瀬戸内の食材を中心とした
会席料理

食 事

1泊2食 1室2名～ お子様（お子様会席）

12,650円～

15,150円～

7,300円～

8,300円～

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

★12月は大人お1人様1,000円引

アルカリ性単純硫黄温泉は美肌の湯
自家源泉「KKR山口朝倉温泉」

1F大浴場、庭園露天風呂あり
（15:00～24:00、6:00～9:00）

10歳以下のお子様の添い寝が無料！

ファミリープラン
1泊素泊り 1室2名～

5,300円

6,500円

■お１人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

特 典 全員分の「とべ動物園」入園券
（通常大人500円）と、「えひめこど
もの城」のりものチケット1,100円
綴り（1予約1セット）付 ※各施設の休園
日が異なるため、ご確認のうえご予約ください

特 典 ●駐車場無料 ●スタッフ手作り
「福岡かるた」プレゼント ●10歳以下
のお子様添い寝無料 ●添い寝のお子
様にお子様用アメニティをプレゼント 
●貸出用の絵本ご用意

おすすめ観光
●道後温泉3つの外湯、道後商
　店街を散策（徒歩10分圏内）

おすすめ観光
●天神（車5分）　●博多（車10分） 
●太宰府天満宮（車40分）
●福岡市動物園（徒歩10分）
※休園日は事前にご確認ください

アフリカゾウアフリカゾウ

10/1～12/29／1日限定5室
／電話予約限定

条 件

特 典 ホテル敷地内別棟のペット用宿泊
ケージ2ケージまで無料

ドッグラン

●全客室内は禁煙です　●写真は全てイメージです

12/28
まで

●活けがに三昧（かにすき鍋・焼きがに・か
に刺し・雑炊・茹でがに姿盛り）

★かに刺しと茹でがには活けずわいがに（タグ付）
を使用　　　
●かに御膳（かにの会席コース）
●かにづくし（かにすき鍋がメインのコース）

食 事

庭園露天風呂庭園露天風呂

福岡かるた福岡かるた

施設外観

営業時間9:00～17:00
※季節・天候その他により営業時間
が変更になる場合がありますので、
ご予約時に必ずご確認ください

ミニドッグラン＆カフェ登場
ご滞在中のドッグラン
基本使用料サービス

ワンちゃんへ
ササミジャーキー付＋

イノブタしゃぶしゃぶイノブタしゃぶしゃぶ

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/shirahama-inobuta-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/09/post-326.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/03/post-285.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/post-323.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/07/dogo-children-20210720.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/post-321.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/post-320.html


https://www.polestar-sapporo.com/
https://www.hotelgp-sendai.com/
https://www.hotelgp-hiroshima.com/
https://www.kkr.or.jp/hotel/package/
https://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
https://www.kkr.or.jp/hotel/



