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四季御膳プラン

●全客室内は禁煙です　●写真はすべてイメージです

レストランから横浜港の夜景を一望

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

ヨコハマ宝島プレートプラン
神奈川県
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
鎌倉

●全客室内は禁煙です　●写真はすべてイメージです

■お1人様あたりの組合員料金

1泊２食 1室２名～
平日

土・休前日

季節の素材を使った会席料理をご用意

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

015-483-2643

9,480円
10,480円

北海道ならではの食材を吟味し
季節に合わせた料理
4/1～5/31／1室1名様利用はプ
ラス1,000円／1室3名様以上は
お1人様1,000円引

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

北海道
函館

北海道
川湯温泉

北海道の
旬を満喫

KKR かわゆ

おすすめ観光
●硫黄山（車5分） ●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）

おすすめ観光
●蔵王大露天風呂 4月下旬オープン
（割引券あり） ●3か所の共同浴場で
外湯めぐり（無料券あり） ●蔵王中央
ロープウェイ（徒歩1分）

温泉情報
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

四季御膳 ※日替わりのため一例です四季御膳 ※日替わりのため一例です

巴会席プラン
■お1人様あたりの組合員料金

1泊２食 1室２名～ 平日
4月

5月

北海道ならではの和食料理をお部屋出しで

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

0138-57-8484

15,800円
16,300円

6月 16,800円

●毛蟹 ●ずわい蟹 ●たらば蟹 
●道産和牛のサーロイン陶板焼き 
などをお部屋食で
4/1～6/30／土・休前日利用は4
月・5月プラス1,000円、6月プラ
ス1,500円／3日前までに要予約

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

三大カニ＆
道産和牛付

KKR はこだて

おすすめ観光
五稜郭公園の桜（例年の見頃
4月下旬～5月上旬） 巴会席巴会席

満喫得々プラン
9,800円～12,300円
1泊2食 1室2名～

4/1～
6/30

山形県
蔵王温泉

春特選プラン
天然温泉かけ流し（東北随一の硫黄泉）でリフレッシュ！

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

023-694-9187

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

11,800円
12,800円

●香ばしく焼いた味噌の
香りの霜降り米沢牛朴葉焼 
●カナダ産オマール海老と
春野菜の香草焼き
の2品を加えた会席膳
4/1～5/31／1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

※4/28～5/4利用はお1人様15,500円

※4/29～5/7利用はお1人様12,480円

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

米沢牛と
オマール海老の

お部屋でご夕食

KKR 蔵王 白銀荘

春の特選会席春の特選会席

贅沢プラン
■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 全日 1室２名～
大人

小学生まで

みなかみの大自然と温泉でリフレッシュ

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

0278-72-2345

13,350円
7,500円

赤城牛のすき焼き、山菜の天ぷ
らをメインにした会席料理
★お子様は「ダムカレー」「お城御膳」
から選択可
4/1～6/30（4/28～5/4除く）
／1室1名様利用はプラス1,000
円（平日のみ利用可）

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

群馬県
水上温泉

みなかみ

KKR 水上 水明荘

おすすめ観光
●諏訪峡（車10分） ●谷川岳
ロープウェイ（バス20分）会席料理（一例）会席料理（一例）

ゴールデンウィークプラン
14,850円

1泊2食 1室2名～
大人

11,000円小学生まで
（子ども食）

4/28
～5/4

お弁当プラン
お部屋にお弁当をお届けします

東京都千代田区大手町1-4-1

1泊夕食付 平日・祝日

1室2名（レギュラーツイン）

1室1名（デラックスシングル） 10,800円
10,200円

土・休前日

12,800円
12,200円

■お1人様あたりの組合員料金

平日は和食か洋食か選択可
（土・日・祝日は和食のみ）
駐車場料金無料
（宿泊日6:00～翌22:00）

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

4/1～6/30／1室2名様の場合1
名様プラス1,500円で皇居側デ
ラックスツインへ変更可／3日前
までに要予約

東京都
竹橋

KKR ホテル東京

洋食弁当洋食弁当
和食弁当和食弁当

スプリングプラン
7,500円～

1泊素泊まり
1室1名 6,900円～1室2名

※お部屋タイプはホテルお任せ

4/1～
5/31

追加料金で皇居を眺望
するレストランでご朝食

オプション

平日限定

ゆっくり延長プラン
■お1人様あたりの組合員料金

1泊サービス朝食付 1室2～3名
平日

土・休前日

レイトチェックアウト12時まで

東京都目黒区東山1-27-15

7,000円
8,000円

和風朝食を無料提供
（7:00～9:00）

4/1～6/30／風呂付シングル利
用はプラス500円、風呂無シン
グル利用は500円引／電話予約
限定／他のプラン特典との併用
不可／3日前までの要予約

03-3713-8131
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

120分

KKR ホテル中目黒

KKR ポートヒル横浜

おすすめ観光
●渋谷(電車4分) ●六本木ヒ
ルズ(電車10分) ●新宿三丁
目（電車12分） ●上野（電車
35分） ※中目黒駅からの所
要時間ツインルームツインルーム

東京都
中目黒

チェックアウト時間を120分
延長可（通常10時→12時）

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 平日 1室2名～

大人

小学生まで

11,600円
8,600円

モーニングコーヒーをサービス

●大人は月替わりのカジュアルフレ
ンチ ●お子様は「ヨコハマ宝島プ
レート」

4/1～6/30／海側和室利用は1名
様プラス1,000円／洋室ツイン利用
は要問合せ／3日前までに要予約

おすすめ観光
●新江ノ島水族館（徒歩12分） 
●江の島（徒歩15分）

※土・休前日と4/1～7利用は1名様プラス
2,000円 ※4/29～5/7利用は1名様プラス
2,500円

ファミリー限定

親子でフレンチ
ディナー体験プラン
13,200円～15,200円大人

9,800円～11,800円小学生

6/30
まで

★親子でフレンチフルコースを体験
※海側和室はプラス1,000円／3日前までに要予約 ヨコハマ宝島プレートヨコハマ宝島プレート

古都鎌倉へは電車でひと駅、ゆっくりめぐる湘南の旅

神奈川県逗子市新宿3-2-26

松汀園スタンダードプラン
神奈川県
湘南･
逗子海岸

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

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 

平日

土・休前日

8,980円
10,980円

駐車場無料＆荷物預かり可

ちょっと軽めの基本会席
★1名様プラス2,000円で人気の「旬彩お
造り」付に変更可

4/6～6/30（4/29～5/7除く）／シ
ングル利用は1名様プラス1,000円
／大正館指定は1名様プラス1,000
円～／Tなし客室は1名様1,000円引※4/28利用はお1人様9,980円

湘南
プレミアムプラン
15,480円～16,480円

4/29
～5/7

★葉山牛と絶品あわびが両方楽しめる 
★旬彩お造りも付いてお得です 松汀園の庭松汀園の庭

新江ノ島水族館新江ノ島水族館

ＧＷ限定

江ノ電でゆかりの地めぐり

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

鎌倉殿・13人の重臣達
四季会席プラン

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
0467-25-4321KKR 鎌倉わかみや

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～
平日

土・休前日

14,800円
15,600円

●江ノ電1日乗車券「のりおりく
ん」付（大人800円相当） ●未就
学児のお子様は添寝無料、ご飯＋
ふりかけサービス、折り紙と紙風
船プレゼント、お子様アメニティ付

●大人は「四季会席」 ●小学生は
お子様グルメ料理（3種類からチ
ョイス） ★1名様プラス1,000円でお
夕食がお部屋食 ★1名様プラス2,000
円でグルメ会席に変更可 ★1名様プラ
ス4,000円でプレミアム会席に変更可
4/1～6/30／1名様プラス2,000
円プラスでウェルカムベビー認定
部屋に変更可

※4/29～5/4利用は大人お1人様17,600円
小学生（全日） 9,000円

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日と
5/1・2・5・6

9,500円
11,500円

駐車場無料＆荷物預かり可
夕食には、お造り、焼物、煮物、揚物、
蒸物やデザートまで！ ★小学生の夕食
はメイン料理を選べます（要予約）
4/1～6/30／1室1名様利用はプラス
1,000円／BT付客室利用は1名様プ
ラス1,000円／6畳利用は1名様500
円引

※4/29・30、5/3・4利用は大人お1人様14,000円

小学生（お子様定食）　全日 6,400円
幼児　（お子様ランチ）全日 5,900円

1泊2食 1室2名～

小旅行に＆散策に、鎌倉にも近い♪

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

江ノ島四季会席プラン
神奈川県
片瀬海岸

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
0466-23-7710KKR 江ノ島ニュー向洋

お部屋食江ノ電
1日乗車券付

https://www.kkr.or.jp/hotel/info/merit.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberreservationdate/
https://www.polestar-sapporo.com/
https://www.hotelgp-sendai.com/
https://www.hotelgp-hiroshima.com/
https://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
https://www.kkr.or.jp/hotel/


四季御膳プラン

●全客室内は禁煙です　●写真はすべてイメージです

■お1人様あたりの組合員料金

1泊２食 1室２名～

平日

土・休前日

季節の素材を使った会席料理をご用意

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

015-483-2643

9,480円
10,480円

北海道ならではの食材を吟味し
季節に合わせた料理
4/1～5/31／1室1名様利用はプ
ラス1,000円／1室3名様以上は
お1人様1,000円引

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

北海道
函館

北海道
川湯温泉

北海道の
旬を満喫

KKR かわゆ

おすすめ観光
●硫黄山（車5分） ●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）

おすすめ観光
●蔵王大露天風呂 4月下旬オープン
（割引券あり） ●3か所の共同浴場で
外湯めぐり（無料券あり） ●蔵王中央
ロープウェイ（徒歩1分）

温泉情報
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

四季御膳 ※日替わりのため一例です四季御膳 ※日替わりのため一例です

巴会席プラン
■お1人様あたりの組合員料金

1泊２食 1室２名～ 平日

4月

5月

北海道ならではの和食料理をお部屋出しで

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

0138-57-8484

15,800円
16,300円

6月 16,800円

●毛蟹 ●ずわい蟹 ●たらば蟹 
●道産和牛のサーロイン陶板焼き 
などをお部屋食で
4/1～6/30／土・休前日利用は4
月・5月プラス1,000円、6月プラ
ス1,500円／3日前までに要予約

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

三大カニ＆
道産和牛付

KKR はこだて

おすすめ観光
五稜郭公園の桜（例年の見頃
4月下旬～5月上旬） 巴会席巴会席

満喫得々プラン
9,800円～12,300円
1泊2食 1室2名～

4/1～
6/30

山形県
蔵王温泉

春特選プラン
天然温泉かけ流し（東北随一の硫黄泉）でリフレッシュ！

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

023-694-9187

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

11,800円
12,800円

●香ばしく焼いた味噌の
香りの霜降り米沢牛朴葉焼 
●カナダ産オマール海老と
春野菜の香草焼き
の2品を加えた会席膳
4/1～5/31／1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

※4/28～5/4利用はお1人様15,500円

※4/29～5/7利用はお1人様12,480円

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

米沢牛と
オマール海老の

お部屋でご夕食

KKR 蔵王 白銀荘

春の特選会席春の特選会席

贅沢プラン
■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 全日 1室２名～

大人

小学生まで

みなかみの大自然と温泉でリフレッシュ

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

0278-72-2345

13,350円
7,500円

赤城牛のすき焼き、山菜の天ぷ
らをメインにした会席料理
★お子様は「ダムカレー」「お城御膳」
から選択可
4/1～6/30（4/28～5/4除く）
／1室1名様利用はプラス1,000
円（平日のみ利用可）

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

群馬県
水上温泉

みなかみ

KKR 水上 水明荘

おすすめ観光
●諏訪峡（車10分） ●谷川岳
ロープウェイ（バス20分）会席料理（一例）会席料理（一例）

ゴールデンウィークプラン
14,850円

1泊2食 1室2名～
大人

11,000円小学生まで
（子ども食）

4/28
～5/4

お弁当プラン
お部屋にお弁当をお届けします

東京都千代田区大手町1-4-1

1泊夕食付 平日・祝日

1室2名（レギュラーツイン）

1室1名（デラックスシングル） 10,800円
10,200円

土・休前日

12,800円
12,200円

■お1人様あたりの組合員料金

平日は和食か洋食か選択可
（土・日・祝日は和食のみ）
駐車場料金無料
（宿泊日6:00～翌22:00）

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

4/1～6/30／1室2名様の場合1
名様プラス1,500円で皇居側デ
ラックスツインへ変更可／3日前
までに要予約

東京都
竹橋

KKR ホテル東京

洋食弁当洋食弁当
和食弁当和食弁当

スプリングプラン
7,500円～

1泊素泊まり
1室1名 6,900円～1室2名

※お部屋タイプはホテルお任せ

4/1～
5/31

追加料金で皇居を眺望
するレストランでご朝食

オプション

平日限定

ゆっくり延長プラン
■お1人様あたりの組合員料金

1泊サービス朝食付 1室2～3名

平日

土・休前日

レイトチェックアウト12時まで

東京都目黒区東山1-27-15

7,000円
8,000円

和風朝食を無料提供
（7:00～9:00）

4/1～6/30／風呂付シングル利
用はプラス500円、風呂無シン
グル利用は500円引／電話予約
限定／他のプラン特典との併用
不可／3日前までの要予約

03-3713-8131
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

120分

KKR ホテル中目黒

おすすめ観光
●渋谷(電車4分) ●六本木ヒ
ルズ(電車10分) ●新宿三丁
目（電車12分） ●上野（電車
35分） ※中目黒駅からの所
要時間ツインルームツインルーム

東京都
中目黒

チェックアウト時間を120分
延長可（通常10時→12時）

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-364.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/02/hakodate-tomoe-kaiseki-20220201.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-365.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/zao-tokusen-kaiseki-20211130.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-366.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-367.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-368.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-369.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/120.html


●全客室内は禁煙です　●写真はすべてイメージです

レストランから横浜港の夜景を一望

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

ヨコハマ宝島プレートプラン
神奈川県
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
鎌倉

KKR ポートヒル横浜

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 平日 1室2名～

大人

小学生まで

11,600円
8,600円

モーニングコーヒーをサービス

●大人は月替わりのカジュアルフレ
ンチ ●お子様は「ヨコハマ宝島プ
レート」

4/1～6/30／海側和室利用は1名
様プラス1,000円／洋室ツイン利用
は要問合せ／3日前までに要予約

おすすめ観光
●新江ノ島水族館（徒歩12分） 
●江の島（徒歩15分）

※土・休前日と4/1～7利用は1名様プラス
2,000円 ※4/29～5/7利用は1名様プラス
2,500円

ファミリー限定

親子でフレンチ
ディナー体験プラン
13,200円～15,200円大人

9,800円～11,800円小学生

6/30
まで

★親子でフレンチフルコースを体験
※海側和室はプラス1,000円／3日前までに要予約 ヨコハマ宝島プレートヨコハマ宝島プレート

古都鎌倉へは電車でひと駅、ゆっくりめぐる湘南の旅

神奈川県逗子市新宿3-2-26

松汀園スタンダードプラン
神奈川県
湘南･
逗子海岸

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

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～ 

平日

土・休前日

8,980円
10,980円

駐車場無料＆荷物預かり可

ちょっと軽めの基本会席
★1名様プラス2,000円で人気の「旬彩お
造り」付に変更可

4/6～6/30（4/29～5/7除く）／シ
ングル利用は1名様プラス1,000円
／大正館指定は1名様プラス1,000
円～／Tなし客室は1名様1,000円引※4/28利用はお1人様9,980円

湘南
プレミアムプラン
15,480円～16,480円

4/29
～5/7

★葉山牛と絶品あわびが両方楽しめる 
★旬彩お造りも付いてお得です 松汀園の庭松汀園の庭

新江ノ島水族館新江ノ島水族館

ＧＷ限定

江ノ電でゆかりの地めぐり

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

鎌倉殿・13人の重臣達
四季会席プラン

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
0467-25-4321KKR 鎌倉わかみや

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

14,800円
15,600円

●江ノ電1日乗車券「のりおりく
ん」付（大人800円相当） ●未就
学児のお子様は添寝無料、ご飯＋
ふりかけサービス、折り紙と紙風
船プレゼント、お子様アメニティ付

●大人は「四季会席」 ●小学生は
お子様グルメ料理（3種類からチ
ョイス） ★1名様プラス1,000円でお
夕食がお部屋食 ★1名様プラス2,000
円でグルメ会席に変更可 ★1名様プラ
ス4,000円でプレミアム会席に変更可

4/1～6/30／1名様プラス2,000
円プラスでウェルカムベビー認定
部屋に変更可

※4/29～5/4利用は大人お1人様17,600円

小学生（全日） 9,000円

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日と
5/1・2・5・6

9,500円
11,500円

駐車場無料＆荷物預かり可
夕食には、お造り、焼物、煮物、揚物、
蒸物やデザートまで！ ★小学生の夕食
はメイン料理を選べます（要予約）
4/1～6/30／1室1名様利用はプラス
1,000円／BT付客室利用は1名様プ
ラス1,000円／6畳利用は1名様500
円引

※4/29・30、5/3・4利用は大人お1人様14,000円

小学生（お子様定食）　全日 6,400円
幼児　（お子様ランチ）全日 5,900円

1泊2食 1室2名～

小旅行に＆散策に、鎌倉にも近い♪

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

江ノ島四季会席プラン
神奈川県
片瀬海岸

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付
0466-23-7710KKR 江ノ島ニュー向洋

お部屋食江ノ電
1日乗車券付

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/2-9.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/2-10.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-370.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-392.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/13.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-371.html


■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

12,000円
14,500円

0才～未就学児は宿泊料が
無料!! ★3歳～未就学児にはお
子様ランチサービス

ＧＷ宿泊プラン
13,600円

1泊2食 1室2名～
大人 7,000円小学生まで

4/28
～5/8

木賀会席プラン
チケット不要の方は

10,950円
1泊2食 1室2名～
平日 13,450円土・休前日

●全客室内は禁煙です　●写真はすべてイメージです●全客室内は禁煙です　●写真はすべてイメージです

うれしいアーリーチェックイン14:00

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

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

KKR 宮の下

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

055-948-0010
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

KKR 伊豆長岡 千歳荘

彫刻の森美術館（大人1,600円相
当）チケット付 ※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

夕食は基本の「木賀会席」
★小学生は「お子様プレート」6,300円、
または「お子様御膳」7,500円

4/11～6/30（4/29～5/5は別料
金のため要問合せ）／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 ★箱根
園水族館や箱根小涌園ユネッサンのチ
ケット付プランもございます（要問合せ）

●蛤だしで食べる金目鯛の
しゃぶしゃぶ ●伊勢海老 
※お子様はお子様料理 4/1～6/30 ／8畳1室1名様

利用はプラス1,000円

彫刻の森美術館彫刻の森美術館

四季彩プラン ※イメージ四季彩プラン ※イメージ

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～

平日

土・休前日

13,600円
16,600円

ＧＷ選べる夕食プラン
21,100円～1泊2食 

1室1名～
4/29・30

14,100円～5/1・2

22,100円～5/3・4

全室オーシャンビュー、
大浴場・露天風呂・サウナ完備

四季彩プラン
静岡県

伊豆・熱海温泉

静岡県熱海市春日町7-39 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

KKR ホテル熱海

四季おりおりの
食材を使用し
た創作料理

4/1～6/30（4/16、4/29～
5/4、5/14除く)／1室1名様利
用はシングルルーム

★夕食は日本料理or中国料理から選択可 
★お子様（小学生まで）は、12,000円（お子
様料理） ★1室3名様以上利用は割引あり

相模湾一望の露天風呂相模湾一望の露天風呂

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日
と5/5

10,990円
11,990円

蛤だしで食べる

金目鯛のしゃぶしゃぶと
伊勢海老プラン

静岡県
伊豆長岡温泉

お子様（小学生まで）全日5,500円
※4/29～5/4利用は大人1名様プラス
2,000円

温泉情報
貸切風呂もかけ流しの温泉！
さらに利用が無料！（要予約）

おすすめ観光
伊豆の国 大河ドラマ館（車10分）

静岡県沼津市志下192 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

KKR 沼津はまゆう

あしたか牛を「ステーキ」「しゃぶ
しゃぶ」「すき焼き」から1組でお
ひとつ選べます（要予約）

4/1～6/30（4/29～5/7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）

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

11,550円
14,050円

プレミアム地産牛をお好みの方法で

あしたか牛プラン
静岡県
沼津

★4月・6月の平日はお1人様500円引

おすすめ観光
●沼津漁港（車10分）昼食におすす
め！ ●沼津港深海水族館（沼津漁港
隣接） ●三島スカイウォーク（車30分）

あしたか牛ステーキあしたか牛ステーキ

三島スカイウォーク三島スカイウォーク

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

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

KKR 湯沢ゆきぐに

豚しゃぶしゃぶ60分食べ放題 
★お子様も豚のしゃぶしゃぶ食べ放題
4/11～6/30（4/29～5/8除
く）／ 3日前までに要予約

豚のしゃぶしゃぶ豚のしゃぶしゃぶ

湯沢高原パノラマパーク
※グリーンシーズン営業開始（4月下旬～）
湯沢高原パノラマパーク
※グリーンシーズン営業開始（4月下旬～）

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

12,350円
13,350円

今年もやります！
60分お肉食べ放題

豚のしゃぶしゃぶプラン
新潟県
越後湯沢温泉

お子様（小学生まで）全日 7,000円

★大人は生ビール1杯サービス＆お子様はソフト
ドリンク飲み放題 ★食事はグレードアップ和食

うなぎ会席プラン

12,350円
1泊2食 1室2名～
平日

13,350円
土・休前日

6/30
まで

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7 ※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

0266-58-1259
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

KKR 諏訪湖荘

信州アルプス牛を2種のセッ
トから予約時選択可 ●ヒレ
60g＋三角カルビ60g＋赤身
60g ●三角カルビ100g＋赤
身200g

4/1～6/30／1室1名様利
用はプラス500円／トイレ
付客室利用は1名様プラス
1,000円

匠会席匠会席

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

11,850円
12,850円

信州アルプス牛のトロける肉質と旨みを堪能

匠～Ｔａｋｕｍｉ～プラン
長野県
上諏訪温泉

厳選！

お肉大好き

金目鯛しゃぶしゃぶと伊勢海老金目鯛しゃぶしゃぶと伊勢海老

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-372.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-339.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-340.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-373.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-374.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-375.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-376.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-377.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/-takumi.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-378.html


三重県　鳥羽　　

●全客室内は禁煙です　●写真はすべてイメージです●全客室内は禁煙です　●写真はすべてイメージです

春の食べ物には白ワインが合う!! 郷土料理の治部煮・のどぐろ一匹が付いた会席プラン

甲州牛プラン
目に青葉
春山菜天ぷらに初がつおと

鳥羽水族館チケット付プラン
伊勢海老の姿造りと松阪牛

山梨県甲府市塩部3-6-10
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 甲府ニュー芙蓉 KKR ホテル金沢055-252-1327
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

山梨県　甲府　　

北陸・のどぐろ会席プラン北陸・のどぐろ会席プラン

石川県金沢市大手町2-32
※別途、金沢市宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

076-264-3261
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付

石川県　金沢　

特選A5飛騨牛セレクトプラン

※4/29～5/7利用はお1人様17,800円～

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

11,850円
12,850円

夕食には山梨県産ワイン
（赤・白）サービス

春の味覚を味わうプラン

4/1～6/30／T付客室利用は1名様
プラス1,000円／1室1名様は平日
のみ利用可

おすすめ観光
名古屋城（正門まで徒歩5分）

おすすめ観光
●鳥羽水族館（車10分）
●伊勢神宮（内宮・外宮とも車30分）

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

ひとりがいいじゃん!!プラン
9,850円～

1泊2食（お部屋食）
平日

10,850円～土・休前日

4/1～
6/30

6/30
まで

★白ワイン小瓶1本付

山菜の天ぷらとかつお山菜の天ぷらとかつお

最高級の飛騨牛を使った自慢の料理をご堪能

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 平湯たから荘 0578-89-2626
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

岐阜県　平湯温泉　　

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

15,800円
16,800円

●小学生向け「くじ引き」あり（空く
じなし） ●星座早見盤プレゼント
（ご家族に1枚） ●お子様サービスド
リンク有

A5飛騨牛150gを特選ステーキorす
き焼きorしゃぶしゃぶの3種から選
択可（要予約） ★同料金でテラス付和室
での『豪華A5飛騨牛3段重』に変更可

4/1～6/30（GWは別料金のため
要問合せ）／4日前までに要予約

飛騨牛1品付
和会席プラン
特選A5飛騨牛セレクトプランから
お1人様3,000円引

飛騨牛ステーキ飛騨牛ステーキ

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1～3名

平日

土・休前日

16,800円
17,800円

●未就学児で食事なし・添
い寝のお子様は宿泊無料 
●お子様アメニティ付

小学生はKKRお子様料理
コンテスト1位の「金御膳」
or2位の「銀ランチ」

4/1～6/30

小学生（全日）　 5,900円

お子様歓迎2食付プラン
13,500円
1泊2食

キッズエリアでホテル滞在中も楽しく

平日

14,500円
土・休前日

12,250円
1泊2食 1室1名～
平日

13,250円土・休前日
※リビング付ツインルームは別料金
※4/29～5/7利用はお1人様16,700円～

北陸と言えば、のどぐろ北陸と言えば、のどぐろ

※食事は
　治部煮会席

なごみ

三河一色産うなぎのひつまぶしプラン
おいしいうなぎをお楽しみください

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

愛知県　名古屋　

■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

駐車場料金無料（15:00～翌11:00）

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

4/1～6/30／1室2名様以上利用は
名古屋城側のお部屋をご用意／3日
前まで要予約

ひつまぶしひつまぶし

飛騨牛希少部位4種盛り会席プラン
飛騨牛のイチボ、ミスジ、トモサンカク、リブロース等を使用

岐阜県下呂市森1209
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 下呂しらさぎ 0576-25-5505
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室T付

岐阜県　下呂温泉　　

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～

平日

土・休前日

15,200円
16,200円

調理長厳選の調理法で仕上げた飛騨
牛の希少部位4種盛りをメインに、季
節の食材を使用した献立
4/1～6/30／リビング付ツインルー
ムは別料金

巧味会席プラン

飛騨牛希少部位4種盛り　※2名様盛合せイメージ飛騨牛希少部位4種盛り　※2名様盛合せイメージ

鳥羽水族館チケット付（大人2,500円相当）

三重県鳥羽市安楽島町1075
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 鳥羽いそぶえ荘 0599-25-3226
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 客室一部BT付

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 平日

1室2名～

小学生まで（お子様ランチ）

15,300円
7,000円

土・休前日

16,800円
7,500円

●伊勢海老の姿造り（2名様で1尾） 
●松阪牛
4/1～6/30／T付客室は1名様プラス
1,000円／BT付客室は1名様プラス
2,000円

鳥羽水族館／ジュゴン鳥羽水族館／ジュゴン

6/30
まで

6,800円
1泊朝食付  1室1名～
平日

7,800円土・休前日

さわやか朝食付プラン

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-379.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-380.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-381.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/12/2-8.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/a5-3.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-393.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/4-4.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-394.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-363.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/nagoya-breakfast-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-382.html


●全客室内は禁煙です　●写真はすべてイメージです

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

日～木曜

金曜日

14,900円
15,900円

土・休前日 17,400円

和室1室大人4名様以上利用で鯛
のうす造りサービス

近江牛4種料理（炙り寿司・
陶板焼き・炙り・しゃぶしゃぶ）付

4/1～6/30（4月初旬、4月下旬～
5月初旬は別料金のため要問合
せ）／客室定員利用時の料金

大人は1,320円、お子様は
990円で朝食追加可

4/10～5/31／土・休前日利用は1名様
プラス1,650円／シングル利用は1名様
プラス1,100円／トリプル利用は1名様
1,100円引／1名様プラス550円で大阪
城側客室

当ホテル人気No.1　絶品近江牛料理を満喫滋賀県
琵琶湖 近江牛会席プラン

子様（小学生まで）添寝 無料

※4/29～5/7利用はお1人様18,300円

温泉情報
大浴場・露天風呂にはKKRホテル熱海
の敷地内から湧き出る源泉を直送

おすすめ観光
●東大寺（徒歩15分） 
●春日大社（ささやき
の小路から徒歩15分）

滋賀県大津市下阪本1-1-1
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

077-578-2020
チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付

KKR ホテルびわこ

近江牛会席近江牛会席

比叡会席プラン
近江牛会席プランから

2,000円引お1人様
★季節のスタンダード会席をご用意

■お1人様あたりの組合員料金

1泊素泊まり
シングル
（1室1名）
ツイン

（1室2名）
和室

（1室2名）

平日・日曜 土・休前日

7,100円
5,550円
6,050円

8,100円
6,050円
7,650円

●レイトチェックアウト12時 
●大阪のお土産付
　（お菓子を1部屋1セット）

　　  4/1～6/30（4/29・30、5/3・4
は別料金のため要問合せ）／前日まで
に要予約／素泊まりプランもあり 
※ツインタイプは3名、和室は3名～5名でも利
用可(料金は要問合せ）

人気のお菓子とレイトチェックアウト12時大阪府
梅田 大阪のお土産付プラン

大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BT付
KKR ホテル梅田

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
06-6941-1122

チェックイン／15:00 チェックアウト／11:00 全室BT付
KKR ホテル大阪

ツインルームツインルーム

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室1名～ 平日
4/4～28、
6/5～30

5/8～6/4

13,300円
14,300円

●夕食は旬の食材をふんだんに使用した京会
席「鴨川」 ●日本庭園を望みながら召し上が
るプレミアムな朝食 
★通常のレストラン朝食に変更は1名様1,500円引

4/4～6/30／土・休前日利用
は1名様プラス2,000円／シン
グル以外1室1名様利用はプラ
ス2,000円／1日限定6名様

季節の京会席と人気のプレミアム朝食がセットに京都府
京都 京会席「鴨川」＆

プレミアム朝食プラン

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
※別途、入湯税（1泊あたり150円）と京都市宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

※1泊9,020円以上の場合は別途、大阪府宿泊税を100円お預かりします

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

鴨川会席鴨川会席

庭園が見えるラウンジ庭園が見えるラウンジ

■お1人様あたりの組合員料金

1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

16,300円
17,300円

季節の旬を贅沢に散りばめた当館最上
級の会席料理を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 ★朝食
は大和名物「茶がゆ」（白ごはんに変更可）
4/1～6/30／1
室1名様利用は
プラス1,000円
／2日前までに
要予約

奈良の名酒または地ビールとともに至福のひととき奈良県
奈良

奈良県奈良市高畑大道町1224
0742-22-5582

チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00 全室BTなし
KKR 奈良みかさ荘

春日会席春日会席

ちょっと贅沢な
　　春日会席プラン

4/1～
6/305,350円

1泊朝食付 ツイン（1室2名）
平日・日曜

5,850円土・休前日
※4/29・30、5/3・4は特別料金のため要問合せ
※他の部屋タイプもあります（要問合せ）

タリーズ朝食付プラン

■お1人様あたりの組合員料金

多彩なあそび場でお子様と1日楽しめます♪大阪府
森之宮

1dayパス付プラン

ボーネルンドプレイヴィル大阪城公園ボーネルンドプレイヴィル大阪城公園

ボーネルンドプレイヴィル大阪城公園

1泊素泊まり 1室2名 平日

4月

5月

7,000円
6,450円

※4/29・30、5/3～5利用は土・休前日
料金プラス1,000円
★通常、親子1組（保護者1名＋子ども1
名）2,300円のボーネルンドプレイヴィ
ル大阪城公園1dayパス付

庭園が見える広間庭園が見える広間

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/02/biwako-oumigyu-kaiseki-20220201.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-383.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-384.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-385.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-386.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/1day-2.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-347.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/package/


https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-387.html
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https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/12/post-353.html
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