


　　  味噌を香ばしく焼いた霜降
り米沢牛の朴葉焼、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

　　  和洋朝食バイキング（6:45～
9:00） ※4～12歳の朝食料金700円、
3歳以下無料

※施設公式HPにご案内あり又は
　お電話ください

シャトルバス運行
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

　北海
道  川湯温泉 　北海道  函館　　

知床和牛と旬の味覚をお楽しみいただける特別メニュー

和の味覚会席プラン
■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日

※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
015-483-2643

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15
KKR かわゆ

※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
0138-57-8484

北海道函館市湯川町2-8-14
KKR はこだて

源泉100％かけ流し温泉
川湯温泉は古くから湯治場とし
て知られる効能豊かな名湯です

食 事

送迎
条件

和の味覚会席和の味覚会席

料理（イメージ）料理（イメージ）

9,830円
10,350円

ゆっくりお部屋でご夕食をお楽しみください♪

美食会席プラン
■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食

12,000円
11,500円

食 事

※4/27～5/5利用はお１人様
15,000円

12,500円

４月

５月

６月

１室２名～ 平日

●函館夜景観光バス（当日予約ＯＫ）
●五稜郭公園の桜
　（例年の見頃 4月下旬～5月上旬）

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

条件　　  4/1～6/30／土・休前日利用は1
名様あたり4月・5月プラス1,000円、
6月プラス1,500円

旬の味覚が満載

函館満喫 得々プラン
9,500円～
 10,500円※４/27～5/5利用は

　お１人様13,000円
※土・休前日利用は10,500円～12,000円

1泊2食1室2名～

4/1～
6/30

※4/27～5/5利用は平日料金に1名様
プラス2,500円
※6/1～30利用は1名様プラス1,000円

知床和牛と握り寿司の付いた
会席料理

4/1～6/30／1室1名様利用は
プラス1,000円

JR川湯温泉駅 無料送迎（要予約）

●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40分）
●硫黄山つつじヶ原 
　白つつじフェスタ（6月）

五稜郭公園の桜五稜郭公園の桜

　 山形
県  蔵王温泉

　 群
馬県  水上温泉

天然温泉かけ流し（東北随一の硫黄泉）でリフレッシュ！
米沢牛朴葉焼と
オマール海老香草焼きの 春特選プラン
■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月の
土・休前日

※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
023-694-9187

山形県山形市蔵王温泉904-8
KKR 蔵王 白銀荘

※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
0278-72-2345

群馬県利根郡みなかみ町大穴859
KKR 水上 水明荘

食 事

条件

春特選会席膳春特選会席膳

料理（イメージ）料理（イメージ）

11,000円
12,000円

6月の
土・休前日 13,000円

旬の食材を中心にリーズナブルに料金に設定

調理長おすすめ会席プラン
■お1人様あたりの組合員料金
１泊２食

10,450円

食 事
★6月利用は1名様1,000円引

全日

１室２名～

●諏訪峡（車10分）
●谷川岳ロープウェイ（バス20分）

地元群馬の多彩な食材を
生かした季節の会席

条件 4/1～6/30／1室1名様
利用はプラス2,000円 ※4/27～5/5利用はお1人様14,000円

※4/27～5/5利用はお1人様14,800円

　　  4/1～6/30／1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

●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）

露天風呂露天風呂

谷川岳谷川岳

東京都  竹橋 東京都  中目黒

アクセス至便のＫＫＲホテル東京から都心観光スポットへ♪

ファミリープラン
■お1人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室2名

平日

日・祝日

チェックイン／15：00 チェックアウト／11：00 全室BT付
03-3287-2921

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／ 10：00 ツインルームBT付
03-3713-8131

東京都目黒区東山1-27-15
KKR ホテル中目黒

食 事

　　  ●12歳以下のお子様添寝無
料 ●駐車場料金無料（到着日6:00
～翌22:00）

特 典

条件

デラックスツインデラックスツイン

9,500円
8,000円

30日前までのご予約で全タイプ1室500円割引

■お1人様あたりの組合員料金
1泊サービス朝食付

6,600円
5,600円

食 事

1室1名
（シングル 風呂なし）

1室1名
（シングル 風呂付）

6,400円
6,350円1室2名

（ツイン・ダブル 風呂付）
1室3名

（トリプル 風呂付）

全日（割引後）

●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)
※中目黒駅からの所要時間

　　  朝食無料提供（7：00～9：00）
条件　　 4/1～6/30／30日前まで要予約／
電話予約限定／他のプランとの併用不可

　　 4/1～6/28（土・休前日除く）
／1室2名様の場合1名様プラス
1,500で皇居側デラックスツインへ
変更可／1室3名様利用はお1人様
300円引

●皇居（徒歩2分） ●東京スカイ
ツリー（電車20分） ●東京国立
近代美術館・科学技術館（徒歩10
分） ●日本武道館（徒歩15分） 
●東京ドーム（車10分）

ツインルームツインルーム

ご家族限定

東京都 中目黒

3030日前日前までまでのごご予約予約で全で全タイプ1室500円割

■お1人様人様ああたたりりのの組合員組合員料金料金
1泊サービス朝食付

5,600円1室1名
（シングル 風呂なし）

全日（割引後）

お得な早割プラン

温泉情報

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kawayu/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/hakodate/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/zao/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/minakami/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/tokyo/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/nakameguro/info.html


客室から港の見える丘公園、横浜ベイブリッジが一望

カジュアルフレンチ付
ら港の見える丘公園、横浜ベイブリッジが一望

カジジジジジジュュアアルルルルルフレンチ付
花園プラン

チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 全室BT付
045-621-9684

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園
KKR ポートヒル横浜

4つの水族館とアトラクションが楽しめる

八景島シーパラダイス
ワンデーパス付プラン

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

神奈川県逗子市新宿3-2-26
KKR 逗子 松汀園

神奈川県
湘南･
逗子海岸

神奈川県
湘南･
逗子海岸

神奈川県
横浜
神奈川県
横浜

　　  横浜のイルミネーションと
共にカジュアルフレンチを満喫
●プティオードブル ●お魚または
お肉料理（日替わり） ●季節の果実
とプティケーキ など♪

■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

食 事

　　 モーニングコーヒーをサービス特 典

カジュアルフレンチカジュアルフレンチ

11,500円
13,500円

条件　　 4/1～6/30／海側BT付和室
／1室3～4名様利用、山手側和室
利用は割引あり／洋室利用は要問
合せ／3日前まで要予約

●横浜公園・山下公園「花と緑の
　スプリングフェア」（4/12～14）
●港の見える丘公園のバラが見頃
　（5月下旬）

春爛漫！

※4/27～5/5利用は特別料金のため
要問合せ 　　  葉山牛サーロイン陶板焼き

が付いた会席コース
★ＧＷ期間中はお造り3品盛りが「名物
豪快舟盛り」と「サザエの直火焼き」にグ
レードアップ

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～ 大人

平日

土・休前日

食 事

　　 八景島シーパラダイス「ワン
デーパス」付（通常大人5,050円）
特 典

13,880円
15,880円

お子様（小学生）

8,680円
10,680円

条件　　 4/4～6/30／昭和館トイレ付
客室、大正館利用、1室1名様利用は
1名様プラス1,100円／シニア・中
学生・幼児料金は要問合せ

※4/27～5/5利用は大人17,380円、小学生11,680円

　　　　　　　　　 1名様プラス
2,000円でフレンチフルコース付
『ローズガーデンプラン』に変更可

八景島シーパラダイスへGo
♪

八景島シーパラダイスへGo
♪

（車30分／電車50分）（車30分／電車50分）

江ノ電でめぐる春の鎌倉物語

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

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
KKR 鎌倉 わかみや

　　  わかみや自慢の特選会席
★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
でグルメ会席に変更可

■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

食 事

　　 ●江ノ電1日乗車券「のりおりく
ん」付（大人600円相当） ●おみやげ
処割引券付（500円券1部屋に１枚） 
●小学生未満で添い寝のお子様無料
（夕・朝食にご飯＋ふりかけサービス）

特 典
江ノ電／鎌倉高校前江ノ電／鎌倉高校前

14,500円
15,300円

条件　　 4/1～5/31（4/27～5/5除く） 
★GW宿泊プランはお1人様18,300円
（施設まで要問合せ）

江ノ電1日乗車券＆
おみやげ処割引券付
江ノ電1日乗車券＆
おみやげ処割引券付

さわやかな春♪ファミリーで、グループで、ようこそ江ノ島へ！

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

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
KKR 江ノ島ニュー向洋

神奈川県
片瀬海岸
神奈川県
片瀬海岸

　　  相模湾近海で水揚げされる新鮮
な魚介類をふんだんに使った和風会
席 ★小学生のお子様はメイン料理を選べま
す（要予約）

■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

食 事

　　 駐車場は宿泊日と翌日も終日無料！特 典

四季会席四季会席

9,500円
11,500円

条件　　 4/2～6/30／1室1名様利用
はプラス1,000円／1室4名様以上
は大人1名様500円引／6畳利用は
大人1名様500円引

●江の島（徒歩15分）
●新江ノ島水族館（徒歩12分）

湘南江ノ島湘南江ノ島

★4/2～26利用は大人1名様150円引
※4/28～5/5利用は平日料金に大人1名様
プラス4,500円長谷寺あじさいプラン

14,500円
★長谷寺拝観券（大人400円相当）＆おみやげ
　処割引券付（500円券1部屋に1枚）

1泊2食1室2名～
平日

15,300円土・休前日

6/1
～30

神奈川県
鎌倉
神奈川県
鎌倉

春の特選会席プラン 四季会席プラン

（小学生） 6,150円お子様
全日 （3歳から） 5,650円

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yokohama/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/zushi/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kamakura/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/enoshima/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/


　　  4/1～6/30（4/27～5/5は別料金のため要問合せ）／1室1名様利用はプラス1,500円（平日のみ利用可） ★1名様プラス5,000円で『露天風呂付客室』に変更可（2名様から）

ファミリーからカップルまで一日丸ごと楽しめます♪

箱根園満喫プラン■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～
平日

土・休前日

11,750円
13,250円

※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

0460-87-2350神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

KKR 宮の下

神奈川県
箱根・木賀温泉

静岡県 
伊豆・熱海温泉

写真はすべてイメージです

木賀会席プラン
9,950円～ 12,150円

※4/27～5/5利用　は別料金

1泊2食 1室2名～

6/30
まで

食 事

送迎

条件

箱根園水族館
バイカルアザラシ

箱根園水族館
バイカルアザラシ

★4/3～19、6/3～7の平日は700円引
山海の味覚を存分に味わえる季節の創作会席料理

　　  箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から無料送迎（14:30～18:00）

熱海豪華スペシャル会席！

伊勢海老＆鮑＆金目鯛プラン

　　 4/1～6/30（4/20、4/27～5/5、5/11・26、6/16・29除く)／1室4名様以上利用はお1人様1,000円引／1室1名様利用はシングルルーム

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室1名～
平日

土・休前日

16,800円
19,800円

※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

0557-85-2000
静岡県熱海市春日町7-39
KKR ホテル熱海

食 事

条件
スペシャル会席スペシャル会席

全室オーシャンビューの客室全室オーシャンビューの客室

　　 伊勢海老のお造り、鮑の陶板焼き、金目鯛煮付け（切身）など（全8品）

温泉情報 敷地内から湧き出る
源泉を使用

内風呂・露天風呂とも相模湾が
一望でき、初島がよく見えます

ＧＷ和室宿泊プラン
21,300円1泊2食 1室2名～

4/27
～5/5

★1室4名様以上利用はお1人様1,000円引 ★夕食は創作和食会席又は中国料理から選択可

中伊豆の牛・伊豆牛！伊豆長岡のプラ
ンに初登場

伊豆牛で食べる

しゃぶしゃぶ付プラン

静岡県 
伊豆長岡温泉

※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

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

新登場

5,400円お子様（小学生まで） 全日

　　 4/1～6/30／1週間前まで
要予約

■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

10,500円
12,000円

食 事

条件

　　 なかなかご用意することので
きなか

った「伊豆牛」を「しゃぶしゃぶ」でご
案内

※4/27～5/3利用は土・休前日料金
プラス2,000円 

※5/4利用は土・休前日料金プラス5
00円

パノラマ富士山プラン

13,850円
1泊2食 1室2名～ 4/27～5/3

★車10分の「伊豆の国パノラマパ
ーク」

　入場券付（通常大人1,800円）

ＧＷも

伊豆牛しゃぶしゃぶ伊豆牛しゃぶしゃぶ

静岡県 
　沼津 静岡の幸を満喫

静岡の幸満喫プラン

※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BT付

055-931-0592
静岡県沼津市志下192
KKR 沼津はまゆう

三島野菜付

70周年の感謝を込めて大奉仕!70周年の感謝を込めて大奉仕!

　　  4/1～6/30／1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・休前日と
5/5

11,350円
13,850円

食 事

送迎

条件

★4月・6月の平日はお1人様500
円引

※4/29～5/2は土・休前日料金
に1名様プ

ラス2,500円 ※4/27・28、5/3・
4は土・休

前日料金に1名様プラス3,500円

　　 サザエつぼ焼き、箱根西麓
三島

野菜、かさごの唐揚げ、桜海老・し
らす

のお刺身、鯵のタタキなどがつい
た会

席料理
　　  JR沼津駅南口　無料送迎　

迎え15:00（要予約）

●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） 

●かねふく めんたいパーク（車

20分）2018年12月にオープン！

静岡の幸会席静岡の幸会席

※お問い合わせは施設まで

5階フロアは  ワンちゃん同室専用客室
　　 4/1～6/30／1名様プラス1,000円でベッドルームに変更可

日替わり新潟の名酒飲み放題＆ソフトドリンク飲み放題

春のゆきぐに会席プラン■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～
平日

土・休前日

10,900円
12,900円

※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

025-784-3424新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

KKR 湯沢ゆきぐに
※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

0255-86-2113新潟県妙高市関川2275

KKR 妙高高原 白樺荘

新潟県
越後湯沢温泉

1泊朝食＆温泉付謝恩プラン

新潟県
池の平温泉

食 事

条件

湯沢高原ロープウェイ湯沢高原ロープウェイ

※4/27～5/5利用は土・休前日料金に1名様プラス1,500円（大人のみ）
　　 旬の食材を使用した会席料理※お子様はお子様食

7,000円お子様（小学生まで） 全日

　　 ●日替わり新潟の名酒飲み放題 ●ソフトドリンク飲み放題 ●GW期間中は生ビールと地酒飲み放題

特 典

送迎　　 JR越後湯沢駅 無料送迎（要予約）

　　 4/3～6/29／1室1名利用はプラス500円

■お1人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室2名～

全日（下記除く）

4/27～5/5
5,000円
6,000円

食 事
条件
　　 朝定食をご用意

湯沢高原ロープウェイ（4月下旬～）
●水芭蕉の名所「いもり池」（徒歩5分）●日本の滝百選「苗名滝」（車10分）●創建から2,000年余「戸隠神社」（車40分）●日本三大夜桜「高田公園」（車40分）

温泉情報
妙高山の南地獄谷から
引く源泉かけ流し温泉

源泉かけ流し温泉源泉かけ流し温泉 高田公園の夜桜高田公園の夜桜

　　  人気の「箱根園水族館」入場券付（通常大人1,500円）★駒ケ岳ロープウェイ・芦ノ湖遊覧船・だっこしてZOOの特別割引券付

特 典

貸切風呂もかけ流しの温泉！
さらに利用が無料（要予約）

　　　　　  夕食は1名様プラス1,500円で「幕の内弁当」をご用意可（要予約）

オプション

★お子様（小学生まで）3,000円、GW5,000円

満喫プラン
～

50円
50円

箱根箱根箱根根園
アルアルカカイカバババイバババババイカルバイカカルアルア

0円引
わえる

館」入場

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/miyanosita/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/atami/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/izu/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/numadu/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yuzawa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/myoko/info.html


畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿長野県
上諏訪温泉

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

※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
0266-58-1259

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
KKR 諏訪湖荘

食 事

条件

牛ヒレ＆リブロース牛ヒレ＆リブロース

9,800円
10,800円

※4/8～19利用は1名様プラス500円

※4/27～5/5利用は平日料金に1名様
プラス2,000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 ★ハーフバイキング＆ソフト
ドリンクバー全10種類付
　　 4/1～7/10（4/27～5/5は別料
金のため要問合せ）／トイレ付客室利
用は1名様プラス1,000円

●諏訪大社（上社・下社とも車20分）
●SUWAガラスの里（車15分）
●高島城（徒歩10分）例年4月中旬は
　桜が満開 
●“天下第一の桜”高遠城址公園（車60分）

長野県産牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン

7,000円お子様（小学生まで） 全日

ファミリールーム・和室あり、兼六園や近江町市場など徒歩圏内石川県
金沢

■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

土・休前日

チェックイン／15：00 チェックアウト／11：00 全室BT付
076-264-3261

石川県金沢市大手町2-32
KKR ホテル金沢

食 事

条件

兼六園　写真提供：金沢市兼六園　写真提供：金沢市

7,900円
8,900円

　　  朝食は和洋のブッフェ 
★話題の「金沢カレー」ご用意！

　　  4/1～6/30（4/27～5/5、6/1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に変更可(1
室2名) ※別途、金沢市宿泊税（1泊あたり200円をお預かり
します）

●金沢21世紀美術館（バス10分）
●いろんな種類の金箔体験！（市内各所）
●兼六園(徒歩8分)＆金沢城公園(徒歩1分)
　桜の開花にあわせてライトアップを開催

春の兼六園散策プラン

ピンクの春色深まる甲府盆地をお楽しみください山梨県
甲府

■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

※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
055-252-1327

山梨県甲府市塩部3-6-10
KKR 甲府ニュー芙蓉

食 事

条件

富士御膳富士御膳

河口湖とアスタ－河口湖とアスタ－

8,950円
9,950円

　　  ワインビーフステーキがメインの「富士御
膳」をご用意 ※小学生はお子様料理
　　  4/1～6/30（4/27～5/5除く）／トイレ付
客室利用は1名様プラス1,000円／ 1室1名様利
用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

●山梨県立美術館・武田神社（車10分）
●河口湖（車60分）
●さくらんぼ狩り：5月中旬～
　ハウス栽培、6月～露地物（車30分）

旅ものがたりプラン

6,000円お子様（小学生まで） 全日

花香る山梨♪花香る山梨♪

ＧＷプラン
11,950円～

★お子様（小学生）は7,000円
★夕食は黒毛和牛がメインの「甲州牛会席」

1泊2食 1室2名～

4/27
～5/5

金澤フレンチプラン

12,000円
※4/27～5/5利用はお1人様14,500円～

1泊2食 1室1～3名

土・休前日
11,000円平日

6/30
まで

春のおすすめ創作会席料理を
お楽しみください

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

※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 全室T付
0576-25-5505

岐阜県下呂市森1209
KKR 下呂しらさぎ

食 事
条件

巧味会席巧味会席

通常 11,800円→

通常 12,800円→

10,500円

11,500円
　　  飛騨牛と大根ソテー梅ソース
掛け、かすみ鍋、鰆若草焼き、穴子と
筍の炊合せ ほか（全7品） ※5月から
は初夏の献立に変更となります

　　  4/1～5/31（4/13～15、4/27～
5/5除く）／リビング付ベッドルームは別
料金／電話予約限定

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

春の巧味会席
名古屋城へはとても近く歴史散策にぴったり愛知県

名古屋

■お1人様あたりの組合員料金
1泊朝食付 1室1名～

平日

土・休前日

チェックイン／15：00 チェックアウト／11：00 全室BT付
052-201-3326

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1
KKR ホテル名古屋

食 事

四季会席四季会席

6,600円
7,700円

■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

11,800円
12,800円

名古屋城を望みながら和洋朝食
バイキング ●名古屋城本丸御殿（徒歩5分）

●金シャチ横丁（徒歩5分）
●徳川園・美術館（車15分）

さわやか朝食付プラン

四季会席プラン

季節の前菜やお造りとともに飛騨牛をご堪能ください岐阜県
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

※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
0578-89-2626

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
KKR 平湯たから荘

食 事

条件

雅会席雅会席

上高地上高地

16,800円
17,800円

山海季節の豪華飛騨牛
会席コース
4/1～6/30／4日前まで
要予約

●新穂高ロープウェイ（バス30分）
●上高地（バス30分）4月中旬から
●乗鞍スカイライン（バス50分）5/15から

雅会席プラン飛騨牛4品付飛騨牛4品付

12,800円
※4/27～5/5利用はお1人様14,700円

1泊2食 1室2名～
土・休前日11,800円平日

　　 兼六園入園券(大人310円相当)付特 典
朝食朝食

みやび

飛騨牛1品付飛騨牛1品付 和会席プラン
なごみ

6/30
まで

送迎 JR下呂駅 無料送迎 (要予約)

条件
4/1～6/30／1室
2名様以上利用は
名古屋城側客室

食 事 条件四季折々の食材に彩られた
会席料理をご用意 3日前まで要予約

駐車場料金無料
特 典

名古屋城本丸御殿名古屋城本丸御殿

ビック！

特別謝恩プラン特別謝恩プラン

1泊2食 1室1名～17,260円～19,260円
4種盛り会席プラン
飛騨牛希少部位 4/27

～5/5

GW限定 ! 今回だけの

※4/27～5/4利用はお1人様8,800円

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/suwa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kofu/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kanazawa/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/hirayu/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/gero/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/nagoya/info.html


ホテル大阪自慢の2食付プラン

チェックイン／15：00 チェックアウト／11：00 全室BT付
06-6941-1122

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
KKR ホテル大阪

大阪城を目の前に豪華な気分で夕食を

■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

食 事

条件

10,400円
12,400円

　　  12階のレストランで季節御膳
をご用意 ※1名様プラス2,000円で「本
格四季会席」に変更可
　　 4/7～6/30（4/27～30、
5/3・4、6/27～29は別料金のため
要問合せ）／シングル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／大阪城側客
室利用は1名様プラス500円／前
日までの要予約

健康一番朝食付プラン

※4/27～30、5/3・4、6/27～29除く

1泊朝食付 1室2名
平日 7,300円
土・休前日と5/1・29,300円

季節御膳季節御膳

　　 伊勢海老の姿づくり、鮑の柔らか陶
板焼き、松阪牛の陶板焼き、鯛飯茶漬けな
ど、地元食材を使用した会席料理(9品）

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

あわびのお造り会席プラン

大満足！ 日本三大和牛を味わう！

近江牛ステーキ膳プラン

三重県 鳥羽 和歌山県  白浜温泉

滋賀県
琵琶湖

京都府
京都

　大阪府
 森之宮大阪府

梅田

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 平日

1室2名～

お子様
（小学生まで）
食 事

条件

伊勢海老伊勢海老

14,850円
6,000円

土・休前日と4/27～5/5

16,350円
6,500円

●鳥羽水族館・ミキモト
　真珠島（車8分）
●鳥羽三女神めぐり
　（車各30分）
●伊勢神宮「内宮」「外宮」
　「おかげ横丁」（車35分）

※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
0599-25-3226

三重県鳥羽市安楽島町1075
KKR 鳥羽いそぶえ荘

※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
0739-42-3383

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2
KKR 白浜 美浜荘

三重県をまるごと堪能
「三大グルメプラン」

海幸の女王『鮑』を贅沢にも
1名様に1個ずつご用意美し国プラン

うま

温泉情報 稀有な高アルカリ
度「pH値9.7」を誇
る榊原温泉の湯
（一晩中入れます）

温泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉情情情情情情情情情情情情情情情報

紀州春色！紀州春色！

春の味覚春の味覚

■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

食 事

10,800円
11,800円

　　 お1人様に1個・鮑と鮮魚のお造
りをご用意 ※お子様はお子様定食

6,300円～お子様（小学生） 全日

伊勢海老と牛陶板焼き
豪華会席プラン

※豪華食材を使ったGW限定会席をご用意

1泊2食 1室2名～
★お子様（小学生）は6,300円～

14,800円～
アドベンチャーワールド（車10分）

4/27
～5/5

GW限定GW限定

鮑のお造り会席鮑のお造り会席

※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BT付
077-578-2020

滋賀県大津市下阪本1-1-1
KKR ホテルびわこ

■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

食 事

条件

14,400円
15,400円

土・休前日 16,900円
　　  人気の近江牛を豪快に溶岩
で焼いていただきます！

　　 4/1～6/30（4/1～20、4/26
～5/5は別料金のため要問合せ ）
／客室定員利用

ご宿泊前後の京都観光がおすすめ
唐崎駅から京都駅までJRで14分 

近江牛ステーキ膳近江牛ステーキ膳

送迎

　　  和室1室4名様以上利用で
鯛のうす造りサービス
　　  JR唐崎駅無料送迎　
駅到着時にお電話ください

特 典

チェックイン／15：00 チェックアウト／10：00 全室BT付
06-6362-6800

大阪府大阪市北区堂山町4-1
KKR ホテル梅田

■お1人様あたりの組合員料金
1泊素泊まり 平日・日曜・祝日（右記除く）
シングル
1室1名
セミダブル
1室2名

条件

7,500円
5,000円

クイーンダブル
1室2名
ツイン
1室2名

6,500円
7,000円

土・休前日と
4/1～5、4/28～5/5（右記除く）

10,000円
6,000円
8,000円
8,500円

4/27、5/3・4

12,100円
7,000円
9,000円
9,500円

　　 4/1～6/30 ／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）

　　　　　  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）

朝日が見える露天風呂朝日が見える露天風呂

筍をふんだんに使用した京料理

筍料理プラン

※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
075-222-0092

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
KKR 京都くに荘

■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室1名～ 平日

4/8～13・30、5/1・5

4/14～21

食 事

条件

18,000円
15,800円

4/22～26、5/6・714,800円

　　 筍と和牛ロースの溶岩焼も
楽しめる京料理（全11品）

　　  4/1～5/7／土・休前日利用はプラ
ス2,000円／客室定員利用 ※別途、京都市
宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

●京都御所／迎賓館（徒歩5分）
●下鴨神社（電車orバス約8分）
●平安神宮（電車orバス15分）
●二条城（電車orバス20分）

筍料理筍料理

※4/1～7・27～29、5/2～4利用は
1名様20,000円（4/6のみ22,000円）

京の夏～
はも会席プラン
1泊2食14,800円～20,000円

6/1～
8/31

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♪

４．５．６春プラン組合員限定組合員限定
JR大阪駅から徒歩8分！JR大阪駅から徒歩8分！

オプション
6/30
まで

条件　　  4/1～5/31（5/3～4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
※4/27・28利用は別料金のため要問合せ

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/toba/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/biwako/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kyoto/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/shirahama/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/umeda/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/osaka/info.html


大和牛会席大和牛会席

新緑の日本庭園を
眺めながら会席をご堪能ください

大和牛会席プラン

奈良県  奈良
兵庫県  城崎温泉

写真はすべてイメージです

●天神（車5分） ●博多（車10分）
●ヤフオクドーム・福岡タワー（車
20分） ●大宰府天満宮・九州国立
博物館（車30分）

※5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

奈良県奈良市高畑大道町1224
KKR 奈良みかさ荘

■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
4/1～4

食 事

条件

13,300円
14,300円

夕食は大和牛ステーキがメインの
会席 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

●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15分）

★4/27～5/5利用は土・休日料金に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BTなし
0742-22-5582

兵庫県豊岡市城崎町湯島75
KKR 城崎 玄武

※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
0796-32-2631

奈良連泊プラン

★土・休前日利用は1名様プラス1,000円

1室2名～ 平日
2泊目以降1泊目11,300円 10,300円

6/30
まで

但馬牛会席但馬牛会席

国の天然記念物
「玄武洞」まで

車10分

国の天然記念物
「玄武洞」まで

車10分

外湯めぐりで城崎温泉をお得に満喫！

春のお得なプラン
■お1人様あたりの組合員料金
1泊2食 1室2名～

平日

土・休前日と
4/27～5/2

食 事

条件

8,900円
9,900円

　　  地元でとれた海の幸を使った
　　  お料理
★1名様プラス2,000円で「但馬牛しゃぶし
ゃぶ会席」に変更可（2名様より）
★1名様プラス3,000円で「焼きがに会席」
「紅ずわいがに姿盛り御膳」に変更可
※夕食の変更は前日午前中までの要予約

　　  4/1～6/30（5/3～5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）／
トイレなし客室利用（禁煙）

但馬牛会席プラン
※5/3～5は別料金

1泊2食 1室2名～

土・休前日と4/27～5/2
平日 14,900円

15,900円

6/30
まで

奈良公園の鹿奈良公園の鹿

7つの外湯めぐり入浴券
プレゼント

特 典

山口県山口市神田町2-18
KKR 山口あさくら

※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
083-922-3268

家族みんなに嬉しい特典満載のお得なプラン

ファミリープラン
■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
Aお子様 9,345円
Bお子様 6,675円

維新会席プレミアムプラン
薩長土肥やまぐち

※4/27～5/5は別料金のため要問合せ

1泊2食 1室2名～
土・休前日平日14,850円 20,850円

6/30
まで

山口県  湯田温泉

特典付特典付

愛媛県松山市岩崎町1-7-37
KKR 道後ゆづき

※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
089-941-2934

坊ちゃん会席坊ちゃん会席

ファミリープラン（4月）ファミリープラン（4月）

いで湯とお城と浪漫漂う文学の街松山

坊ちゃん会席プラン

くまもとの「赤」名物料理！

■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

食 事

条件

11,650円
14,150円

　　  瀬戸内と宇和島近海でとれた
新鮮な海の幸や四国の山の幸をふ
んだんに使用したお料理です
　　 4/1～6/30（4/27～5/5除く）
／ 1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）

ＧＷ道後
スペシャルプラン

※3日前まで
　要予約1泊2食 1室2名～16,600円

愛媛県  松山・道後温泉

食 事 条件　　  夕食は月替わりの会席料理(全12品)
●Aお子様：子ども会席
●Bお子様：エビフライステーキセット

　　  4/1～6/30（4/27～5/5
は別料金のため要問合せ）

　　  ●小学生未満のお子様にお子様ラ
ンチ（1名様分）とアイスクリーム券 ●小
学生には夕食時、こどもビール(炭酸飲料）
1本 ●大人の方へは夕食時、ワンドリンク
サービス（日本酒orソフトドリンク） ●ゆっ
くり滞在（チェックイン14:00、チェックア
ウト翌11:00）

特 典

土・休前日

15,350円
10,745円
7,675円

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
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
092-521-1361

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
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
096-355-0121

レストラン和創り「萌木」でご用意

ディナーバイキングプラン えらべるコース3プラン

健やか朝食付プラン
1泊朝食付 1室2名～

土・休前日平日6,700円 8,800円

5/31
まで 朝食付がまだすプラン

1泊朝食付 1室2名～
土・休前日平日7,400円 8,400円

福岡県  博多

月替わり月替わり

食 事

条件

月替わりのディナーバイキングを
ご用意

4/1～6/30 ／
和室・デラック
スツインルーム
利用は1名様プ
ラス1,000円

●夕食時ワンドリンクサービス
●滞在中の駐車場料金無料

特 典

道後温泉本館（徒歩10分）
道後REBORNプロジェクト 火の鳥オブ
ジェ＆ライトアップ（18:00～21:30）

4/27
～5/5

道後温泉本館道後温泉本館

■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 12,100円
9,900円

食 事　　  熊本の「赤」郷土食材を使用した選
べるコース3種 (和）馬刺し、(洋）赤牛の
ステーキ、(中）熊本名物「太平燕」

条件　　  4/1～6/30 ／城側客室は1名
様プラス1,000円／ 1室1名様シン
グル利用はプラス500円／ 2日前ま
で要予約／電話予約限定

　　  ●お子様に「プチプレゼント」 ●滞
在中の駐車場料金無料 ●白川水源「くま
モン」ミネラルウォーター 1本付

特 典

■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
13,000円

ディナーバイキングディナーバイキング
熊本の赤選べるコース熊本の赤選べるコース

外観外観

熊本県  熊本

※熊本弁でがんばるの意味
※1日限定3室 ※2019年10月5日から公開予定

　城内天守閣前広場から見学できます
★熊本城まで徒歩5分（至近に望めます）

客室や食事会場からも
　　　至近に望む名城「熊本城」
大天守復元（最上階完成）した勇姿をご覧いただけます

話題のくまもとの「赤」
名物料理3コース

話題のくまもとの「赤」
名物料理3コース

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/nara/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kinosaki/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/yamaguchi/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/dougo/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/hakata/info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kumamoto/info.html


http://www.polestar-sapporo.com/
http://www.hotelgp-sendai.com/
http://www.hotelgp-hiroshima.com/
http://www.kkr.or.jp/hotel/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027005b9ad854c18cea53705237005d00270020306b57fa3065304f005d00209ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




