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華厳の滝

施設外観

露天風呂

第772号     （第三種郵便物認可） 平成21年8月10日　（6） 

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります ※表記の金額は、特別な表記がない限りお一人様あたり（税込）の料金です。サービス料はいただいておりません
※本紙に載っているプランがインターネットサイトに掲載されていなかったり、金額が違うことがあります ※海まで○分とは、海水浴場までの徒歩でのおおよその時間を示します

★北海道産の安全食材と掛け流しの名湯で
　おくつろぎいただけます

★150周年イベントに参加しよう！

道東グルメ満足プラン
二食付きプラン「赤レンガ」

015-483-2643川湯温泉
北海道 KKR かわゆ 

011-231-6711札幌
北海道 KKR ホテル札幌 

022-225-5201仙台
宮城県 KKR ホテル仙台 

※お子様（全日）小学生6,300円、
　幼児2,100円～4,200円

★グループ割引：1室4名以上500円引

お得な宿泊宴会プランもございます
お気軽にお問い合わせください

※和室2名利用の場合は1名平日500円、
　休前日1,000円増

※8/16～22は1名1,500円増　

☆味覚狩り＋昼食＋コーヒー&ケーキ付

【別注料理】●ホッケ開き1,300円
　　　　　 ●ブドウ海老 1,800円

【別注料理】特別価格1,050円増でお刺身の
グレードアップ（3点盛→5点盛/要予約）

10,000円
お子様食2食付4,500円

全日

お子様

1泊2食 1室2名～

食事 北海道産食材の手作り料理、お客様からの評価
も高い。★毛ガニ1杯又はタラバ足付き

★条件★8/1～9/30（8/12～16除く）

★条件★8/10～9/30／スタンダードルーム

●摩周湖星紀行　
●源泉祭り（伝統のアイヌ古式舞踊8/24まで）

●NHK大河ドラマ「天地人」直江兼続ゆかり
米沢城下町（車60分）

●定禅寺ストリートジャズフェスティバル
（仙台市　9月12日・13日）
●萩まつり　（仙台市野草園　9月上旬～中旬）
●レトロ調バス「るーぷる仙台」で観光スポット巡り/
乗り降り自由の1日乗車券（600円）

8,600円
10,000円

平日

休前日

11,100円8/12～16

1泊2食 1室2名～

食事 ●はも　●足柄牛　など
グレードアップ料理の「ひまわりプラン」も
あります

★条件★～8/31

●箱根ベゴニア園（ロイヤルベゴニア展）

夏のカップルプラン

あさがおプラン 秋の江ノ島満喫プラン★新設! 露天風呂付のお部屋利用 

露天風呂付客室オープンプラン

03-3713-8131中目黒
東京都 KKR ホテル中目黒 

5,200円全日

1泊朝食付 1室2名～

食事 1階レストラン「華」にて和食ビュッフェの
朝食

★条件★～9/30／ツインルーム利用／1室5名
以上の場合は和室25畳宴会場(BT別)利用でお
一人様200円引／駐車場無料先着順（予約不可）

●表参道ヒルズ（電車15分）
●六本木ヒルズ（電車10分）
●東京ミッドタウン〔六本木〕（電車10分） 
●東京ディズニーリゾート（電車35分）  
※中目黒駅からの時間     遠浅で波のおだやかな逗子海岸まで歩いて3分！

15,000円全日

1泊2食 1室2名～

食事 旬の食材を生かした特選料理

★条件★8/24～9/30／平日のみ500円増で
1室1名利用可／和室（BT無・洗面付）／1名
2,000円増でBT付特別室に変更可／1日限定
5室

豪快舟盛りつき地魚プラン

046-871-2042
KKR 逗子 松汀園 

9,980円全日

1泊2食 1室2名～

食事 「豪快舟盛り」に、あつあつ「小坪のさざえ
焼き」と日替わりの｢地魚を使った創作料理｣
☆2,000円増で、さざえ焼きを｢あわび焼き｣
にグレードアップOK！（要予約）

★条件★～8/31／1日限定3室

★条件★～9/30（9/9除く）／1日限定3室／

世界遺産と
自然いっぱいの日光へ行こう！

0288-54-0182日光
栃木県 KKR 日光ひぐらし荘 

7,000円
8,000円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

食事 ●アボカドとお刺身コラ
ーゲンサラダ　
●八汐マス焼茄子巻き
　など

★条件★8/16～9/30（9/19
～22除く）／平日のみ1室1
名1,000円増で利用可

5,000円
6,200円

平日

休前日

1泊朝食付 1室1名～

6,800円
9,300円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

ゆったり会席プラン
0138-57-8484

函館
湯の川温泉

北海道

湘南
逗子海岸

神奈川県

0460-85-5124
KKR 箱根 青風荘 

箱根
湯本温泉

神奈川県

0460-87-2350
KKR 宮の下 

箱根
木賀温泉

神奈川県

0466-23-7710
KKR 江ノ島 ニュー向洋 

湘南
片瀬海岸

神奈川県

KKR はこだて 

12,000円
13,000円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

★条件★8/24～9/30／1室1名利用は500円増
★条件★9/1～9/30／1室1名利用は1,000
円増／1名2,000円増で、客室をグレードアップ

11,800円全日

1泊2食 1室2名～

8,100円平日

1泊2食 1室2名～

☆1室あたり料金

初秋の味覚満喫プラン

9,650円
10,650円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～ 8,000円
9,000円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

食事 朝食:バイキング／夕食:ホテル内レストラ
ンで和食・洋食・中華からお選び頂けます
(日曜・祝日は、洋食のみ)

食事 北海道ならではの季節の味覚をふんだん
に使った会席料理　

食事 朝のベイブリッジを眺めながら、のんびり
と和定食を！

食事 旬の食材を盛り込んだ豪華夕食“月替御膳”
★朝食は和・洋お好きな方をチョイス

特典 ●生ビール1杯サービス ●家族風呂1回
サービス（通常は有料） ●川湯温泉駅ま
で無料送迎（要予約）

特典 ●ウェルカム アイス
（ロビーでアイスキャンディーサービス）

食事 小田原漁港直送の新鮮な魚介類を使った
月替わり会席

特典 ●売店商品500円券、追加料理10％
OFF券プレゼント
●お料理グレードアップの方限定で、到着
日午前から海水浴荷物預かりと休憩室、温
水シャワー、駐車場利用OK（要予約）！

特典

特典

●夕食時お好きなドリンク1杯サービス
●お土産または夜の一杯のお供に…
お一人様にお一つ「おつまみ」プレゼント

グリーンツーリズムin蔵王
023-694-9187蔵王温泉

山形県 KKR 蔵王 白銀荘 

★条件★8/1～9/30／1名500円増でゲレン
デ側客室、1,000円増でT付客室へ変更可／小
学生は、カレープランの料金です

●ブナの原生林と湖沼巡り（8/1～8/31）；
大人2,800円、子供1500円ガイド付き 

特典 ●9月の平日は500円引

特典 ●「横浜観光マップ」プレゼント！
●朝食時にコーヒーサービス

8,800円 7,800円
8,800円 8,800円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～ 8/1～8/31 9/1～9/30

食事

1名2,000円増で鮑の踊り焼又は足柄牛
の溶岩焼きをお選び頂けます
 

お部屋食プラン（和室限定）
●1名1,000円増で夕食をお部屋に！
●さらに炊込みご飯、食前酒付に！
（ご予約時にお申し付けください）

駐車場通常1泊1,050円→無料

TOKYO
ファミリープラン

03-3287-2921竹橋
東京都 KKR ホテル東京 

★条件★～9/6／3名利用デラックスツインル
ーム（1日限定5室）、4名利用スイートルーム
（1日限定1室・ツイン2部屋も可）

創作郷土料理☆2,000円増でお肉がグレード
アップ！ 山形牛ステーキ／すきやき（2人前から、
2日前までに要予約）／小学生：カットステーキ
+ビーフカレー（食べ放題）+アイスクリーム

8月は小学生4,000円 ★虫カゴ、花火プレゼント

横浜開港

「格安プラン」
150周年記念

045-621-9684横浜
神奈川県 KKR ポートヒル横浜 

★条件★
8/17～9/30／
1日限定3組

11,000円全日

14,900円休前日

1泊2食 和室（1室3名～）／
洋室（1室1名～）

食事 季節の素材を活かした月替り会席料理

義経と初秋の鎌倉
0467-25-4321鎌倉

神奈川県 KKR 鎌倉わかみや 

★条件★8/30～9/30

桃狩り&ぶどう狩りプラン

平日特別ご優待プラン

0278-72-2345水上温泉
群馬県 KKR 水上 水明荘 

★条件★9/1～9/30（土曜、9/20～22除く）
／組合員様及びご家族

★条件★～10月中旬（8/13～15、8/30、10/2除く）／
2名様から利用可／桃:8月中旬まで、以降ぶどう狩りとなり
ます／マイカーで味覚狩りにお出かけの方には特典あり

25,500円 34,000円

19,500円 30,000円

火・水・木・金

日・月・祝

1泊朝食付 1室3名

1室あたり

1室あたり

1室4名

おすすめ情報
●和室全室オーシャンビュー
●八幡宮、長谷寺、宝戒寺（萩の寺）など

おすすめ情報

食材王国みやぎ お部屋食

イメージ

オプション

函館夜景観光チケット
大人1,800円を1,300円にご優待

オプション

オプション

小坪漁港直送！

オプション

★グループ割引:大人1室3名以上1,000円引

海まで

2分

組合員様限定
全日同額

http://www.kkrkawayu.com/
http://www.kkr-hotel-sapporo.com/
http://www.kkrhakodate.com/
http://www.kkr-hotelsendai.gr.jp/
http://www.kkr-hotel-tokyo.gr.jp/
http://www.kkrminakami.com/
http://www.kkrnikko.com/
http://www.kkrzao.com/
http://www.kkrmiyanosita.com/
http://www2.ocn.ne.jp/~kkrseifu/
http://www.kkrenosima.com/
http://www.kamakurawakamiya.jp/
http://www.kkr-nakameguro.jp/
http://www.porthill-yokohama.jp/
http://www5.ocn.ne.jp/~kkr-zusi/index.html
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※表記の金額は、特別な表記がない限りお一人様あたり（税込）の料金です。サービス料はいただいておりません　※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） 

★今だけ！ 秋の大型連休も均一料金★夏のファミリープランはお子様が主役！★秋だ！ 沼津だ！ ビールがうまい！

【別注料理】沼津港朝獲れ鮮魚をフロントで
　　　　　 お知らせ

●体験工房大源太：ピサ、あんぼ、笹だんご、せん
べい、米粉パン作り、山の幸染めなどが体験でき
ます（車20分）
●雲洞庵、愛天地人博（車30分）
●アルプの里：サマーボブスレー、トレッキング（徒歩5分）
●湯沢フィッシングパーク（車10分）

●マイナスイオンいっぱいの苗名の滝（日本百名
滝の一つ）や黒姫高原コスモス園にも近い！

●県立科学館とこどもの国（車7分）
●明野ひまわり畑：7月末～8月（車40分）
●ハイジの村（車40分）
●影絵美術館（昇仙峡、車35分。路線バスあり）

夏休み！「七條甘春堂・送迎付」

京町屋和菓子作りプラン

075-222-0092京都
京都府 KKR 京都くに荘 

食事 京のおばんざいを用いたヘルシーな夕御膳
★1名2,000円増で旬の京会席に変更可

★条件★～8/30（8/16除く）／和菓子作りは
チェックアウト日又は2泊目以降の10：00から（1
名1,000増でBT付和室又はツインルームに変
更可／小学生のみのご利用はできません）

冷涼な高原リゾート・別荘ライフ

0557-85-2000
KKR ホテル熱海 

伊豆
熱海温泉

静岡県

0557-95-2577
KKR 稲取 

伊豆
稲取温泉

静岡県

※8/13、14は休前日料金

☆1室1名、シングル9,300円

●世界遺産の五箇山合掌集落（車60分）
●立山黒部アルペンルート〔立山駅〕（車60分）
★お車の回送 紹介いたします
　立山←→扇沢間

とやまの盛夏・なつ・
ナツプラン

076-432-7701
KKR 富山 銀嶺 

食事 ●朝獲れ地魚のかぶす汁（味噌仕立て）
●富山湾産新鮮魚介のお造り　
●釜飯　など

★条件★～8/31
9/1～のプランはお問い合わせください

★9月は1名1,000円引

※9/19～22は12,800円

★グループ割引：1室4名以上1,000円引

8,000円
8,980円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

食事 直江津港の海の幸と妙高高原の山の幸を
生かした和会席 ☆1名2,000円増で「山
海の恵み」プランもご用意できます

食事 選べる夕食メニュー
①料理長特製「トマトすき焼き」
②「豚しゃぶ」
③1名2,000円増で『うなぎ御膳』
★手作りデザート食べ放題
★朝食はサラダ&ドリンクバー付 

特典

笹ヶ峰高原往復路線バス（1名2,000円）

055-931-0592沼津
静岡県 KKR 沼津 はまゆう 

秋の実りと味覚の旅 選べるグルメ

「伊勢海老」・「鮑」プラン
1万円のゴージャスプラン

※お子様は全日・平日料金8,000円、 
　未就学児7,500円、2～4歳入館料1,050円

☆大人と同数の小学生までが無料（大人の人数を
　超える小学生までのお子様、平日5,000円　
　休前日5,500円）
※お子様が大人食を希望される場合、差額が必要
　です

【別注料理】●馬刺し　●岩魚のお造り　
 ●ワイン牛ステ－キ　●冷シャブサラダ（いずれも1,000円）

★条件★8/24～9/18／別途入湯税（150円）
申し受けます／1室2名以上お1人様1,000円増
で源泉露天風呂付コテージに変更可  ★条件★9/1～9/30／1名1,000円増でT付客

室に変更可

★条件★～8/31（8/14、15除く）／8/12.13
は休前日料金／トイレ付にて対応しますが、満室の
場合は、洗面付のみのお部屋となります／小学生
のみのご利用はできません

15,800円
17,800円

平日

休前日

1泊2食 1室1名～

食事 熱海ならではの新鮮な伊勢海老又は鮑を
お召し上がりください

食事 メインの食材が伊勢海老、あわび、牛肉
から選べるプランです

特典 ●モーニングコーヒー
サービス
（この面をご提示の方）

特典 売店商品10％引（一部除外品あり） ●ガラスアート500円～／
調香体験3,000円～（河津バカデル公園）
●フラワーアレンジメント教室
3,000円～（要予約）

おすすめ体験

オプション

025-784-3424
KKR 湯沢ゆきぐに 

越後
湯沢温泉

新潟県

0255-86-2113
KKR 妙高高原 白樺荘 

池の平
温泉

新潟県

組合員様は、
土曜日も平日料金プラン

★条件★8/19～9/30(9/19～22除く)

★条件★8/1～9/30（8/13～15、9/19～22
除く）／1室1名利用は平日のみ300円増で利用
可／1名1,000円増でBT付客室へ変更可

食事 越後のおすすめ会席
☆お手軽な9,300円のプランもござ
います

055-948-0010
KKR 伊豆長岡 千歳荘 

伊豆
長岡温泉

静岡県

夏のお子様 ￥０（ゼロエン）
11,000円 0円
13,000円 0円

平日

休前日

１泊2食 大人 小学生まで

★9/4までの毎夜諏訪湖で花火が上がります

★条件★8/16～8/31

特典

特典

●女性には選べる「浴衣」500円⇒300円に
●17時までのチェックインでウエルカムコー
ヒーサービス

0266-58-1259
KKR 諏訪湖荘 

上諏訪
温泉

長野県

信州花火プラン

8,000円
9,000円

平日

休前日

1泊2食 1室1名～

富山
富山県

●名古屋城:ファミリーでも体験できる「天守閣
再建50周年記念・名古屋城天守閣物語」

夏・名古屋城物語プラン

052-201-3326
KKR ホテル名古屋 

食事 和食「四季会席」又は洋食「アヴァンセディナー」

★条件★～9/27／2名様以上の場合は、お城の
見えるツインルームをご用意

9,300円
8,500円

1室2名

1室3名

1泊2食 全日

名古屋
愛知県

●平湯大滝（徒歩30分）
●上高地（バス30分）
●新穂高ロープウェイ（バス30分）
●乗鞍高原（車40分）
●飛騨高山（車50分）
●世界文化遺産白川郷（車90分）

高原のグルメ会席プラン
0578-89-2626
KKR 平湯たから荘 

食事 新緑に包まれた北アルプスの豊かな
山の幸を料理に込め、飛騨牛をはじめ、
この時期にしか味わえないものなど
心を込めた逸品ぞろいです

★条件★8/17～8/31／1名1,000円増でお
部屋食に／1室1名利用は2,000円増で利用可

12,000円
12,600円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

平湯温泉
岐阜県

●展望温泉を和の趣で温もりある雰囲気に
リニューアルしました

飛騨牛達人 宿泊プラン
0576-25-5505
KKR 下呂しらさぎ 

食事 厳選された飛騨牛を使用し、8種類の料理
方法でお召し上がり頂けます。大変人気の
高いお料理です
●飛騨牛しゃぶしゃぶ　
●飛騨牛サイコロステーキ
●飛騨牛刺身　など

★条件★8/1～9/30／平日のみ1室1名利用可

13,800円
15,300円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

12,000円
7,000円

大人（平日）

小学生以下（全日）

1泊2食 1室2名～

下呂温泉
岐阜県

加賀百万石の夜景をご案内：ナイトビュータクシ
ー（45分）3,000円/台

ゆっくりして
     いきまっしプラン

076-264-3850
KKR ホテル金沢 

●ひがし茶屋街『志摩』もしくは長町武家
屋敷跡『菓遊庵』（毎週木曜定休）又は金
沢21世紀美術館内のカフェレストラン『フ
ュージョン21』で使える甘味券プレゼント
●レイトアウト14:00（通常11:00）

特典 ●約1時間程度の和菓子作り体験受講料付
●受講会場までの片道送迎付　

特典 ●名古屋城入場券　
●アーリーチェックイン 13:00より　
●自家製しゃちサブレ（2ヶ入）

●9月7日～9月13日世界新体操選手権
（三重県営サンアリーナ）：車30分

お気軽にリゾート「志摩プラン」
0599-25-3226

KKR 鳥羽いそぶえ荘 

食事 揚げたての天麩羅やお造りなど、伊勢志摩
の新鮮な魚介を中心とした和会席

★条件★～9/30（8/12～16、22、29、9/19
～22除く）／6畳和室BTなし／1名1,000円増
でT付8畳和室に変更可

鳥羽
三重県

特典 KKR宿泊利用券ご利用の方は、鮑ステー
キ又は鮑の造り3,200円を2,000円の
特別価格でご提供

特典 ●プランご利用で生ビール又はソフトドリ
ンク（烏龍茶・OJ）1杯サービス　　
●1室4名以上のご利用の場合、鯛のうす
造りサービス

★条件★8/16～9/30（9/19～22は休前日
に1,500円増）

10,500円
12,000円

平日

休前日

1泊2食 1室1名～

金沢
石川県

※8/12～16、9/20～22は休前日料金

※大人のみ休前日は1名1,000円増

至福の豪華
近江牛会席プラン

077-578-2020
KKR ホテルびわこ 

食事 ●近江牛寿司　●近江牛と海鮮の石焼き
●近江牛あぶり　●近江牛のしゃぶしゃぶ
他　贅沢な会席料理

★条件★8/10～9/30

17,150円
18,650円

平日

休前日

1泊2食1室2名～ 8/1～8/31

14,950円
17,150円

9/1～9/30

琵琶湖
滋賀県

星降る満天の夜空と・かけ流し天然温泉

おすすめ情報

瀬田川花火大会（8/17）／太田大八と絵本の仲間
達展（守山市　佐川美術館　8/30迄）／井伊直弼
と開国150年祭（彦根市　彦根城）

おすすめ情報

おすすめ情報

●沼津御用邸記念公園
抹茶・和菓子付観覧券を特別料金にて販売中！
（900円→600円）

おすすめ情報

★グループ割引：1室4名→400円引

ぶどう狩りプラン
055-252-1327甲府

山梨県 KKR 甲府ニュー芙蓉 

食事 ●夏のほうとう「おざら」
●奥昇仙峡の清流で育った鮎料理

食事 ●海鮮5点盛　
●秋刀魚の蒲焼　
●新鮮魚介類（海老・帆立・
ずわい）のホウ葉焼きなど

ぶどう狩り入園・試食無料。送迎付！

特典 ●夕食時生ビール1杯サービス

★条件★～9/18(8/13～15除く）／T付客室
は1名1,000円増／1室1名利用は平日のみ
400円増で利用可

★条件★9/1～30／2名から利用可

7,150円
8,050円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

大浴場が
温泉に
なりました

8,000円
9,500円

平日

休前日

1泊2食 1室2名

6,950円
8,500円

1室3名

10,000円9月限定全日

1泊2食 1室1名～

11,300円全日

1泊2食 1室2名～

7,980円全日

1泊2食 1室2名～

例

★天守閣再建50周年記念
添い寝の
お子様無料

全室オーシャン
ビュー！

9,300円
11,800円

http://www.kkratami.com/
http://www.kkr-ina.com/access.htm
http://www.kkrnumazu.com/
http://www6.ocn.ne.jp/~kkr-izu/
http://www.fuyo.jp/
http://www.suwakoso.com/
http://www.kkrmyoko.com/
http://www.kkryuzawa.com/
http://www.kkrgero.com/
http://www.kkrhirayu.com/
http://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/
http://www.kkrtoyama.com/
http://www.kkr-nagoya.jp/index.shtml
http://www.kuniso.com/
http://www.kkrbiwako.com/
http://www.kkrtoba.com/
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他のキャンペーンとの重複利用はできません

吉本新喜劇＆
お手軽2食付プラン

06-6362-6800梅田
大阪府 KKR ホテル梅田 

★条件★～9/30（9/19～22は除く）／客室定
員利用／予約は公演日7日前まで／キャンセル
の場合、キャンセル料がかかります／8/8～16は、
休前日料金／1日限定5室

●USJ・海遊館 (約30分)
●なんばグランド花月・甲子園球場・キッザニア
甲子園 (約20分) 

●8/27までの平日、毎夜「花火大会」を開催
●水質検査AA評価「竹野浜」まですぐ

11,500円
12,500円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

特典 ●なんばグランド花月入場引換券

特典 この面を持参のお客様は、1名様あたり
1,000円お引きします

特典 ●城崎温泉外湯めぐり「入浴無料券」進呈

特典 コロナ、バドワ
イザー、ペリエ、
アップルタイザ
ーから2本が選
べます

特典 ●駐車場サービス(通常1泊1台500円）
特典 夕食時芋焼酎

1杯サービス

9,500円
10,500円

平日

休前日

1泊2食 1室1名～

18,000円
19,000円

平日

休前日

2泊5食 1室2名～

一番人気の宿泊プラン

満喫プラン

クール＆クール宿泊プラン

坊っちゃん会席プラン

082-221-3736広島
広島県 KKR ホテル広島 

092-521-1361博多
福岡県 KKR ホテル博多 

★条件★～9/30(9/19～22除)／新館指定
1名1,000円増(禁煙ルーム有)、BTなし指定
500円引

●広島城（徒歩5分）　
●宮島：JR+フェリー　約40分
●縮景園:すいれんが見頃です

6,000円
7,000円

平日

休前日

1泊素泊まり 1室1名～

組合員様限定

激安夏休み1泊プラン

0796-32-2631城崎温泉
兵庫県 KKR 城崎 玄武 

★条件★～9/30（8/12～15、9/19～22除く）
／チェックイン時、組合員証等ご提示ください／連泊
でのご利用は他のプランをご用意しています

★条件★～9/30

厳選した日本海の幸や地元産の幸をふんだん
に取り入れた料理

●いか姿盛りお造り（1,500円） ●紅ずわい蟹三杯
酢（2,100円） ●さざえの壷焼き（1,100円） ●国
産牛たたき（1,600円）（要予約前日まで）

太閤秀吉プラン奈良連泊プラン
ゆっくりと歴史を感じませんか

06-6941-1122森之宮
大阪府 KKR ホテル大阪 

0742-22-5582奈良
奈良県 KKR 奈良みかさ荘 

★条件★8/23～9/18／1日限定3組／大阪
城側の客室は1名1,000円増

★条件★8/16～
10/23／1室1名
利用は1,000円
増／1日限定3室

7,900円全日

1泊2食 1室2名～

9,000円全日

1泊2食 1室2名～

9,300円平日

1泊2食 1室1名～

食事

食事

大阪城一望の12階レストラン『シャトー』は、
フランス料理・日本料理をご用意しており
ます

食事 ●3種の選べる夕食とトーストセット付
●珈琲専門店『UCCカフェプラザ』にてご提供

★お客様ごとにフ
ランス料理、日本料
理を『シャトー』で
お召し上がりいた
だけます

夏休みカップル＆
ファミリープラン

096-355-0121熊本
熊本県

城山温泉
鹿児島県 KKR ホテル熊本 

7,500円平日のみ

1泊2食 1室2名～

食事 夕食は中国料理「ロータスガーデン」にて
「37品目の中からお好きな料理を好きな
だけ」選べるオーダーディナーバイキング

食事 さつま料理＋セイロ蒸し　など

食事 暑い日にうれしいさっぱりとした味付けの
会席料理

食事 お食事は付きませんが、ホテル内に
レストランがございます

親孝行連泊プラン
0957-73-3225
KKR 雲仙山荘 

6,500円

2泊目1泊目1泊2食
／ 1室2名～

大人（平日） 6,000円

★条件★9/1～
30

★条件★～9/29／1日限定5室★条件★～9/30／1
日限定5室／1室1名
利用は500円増

食事 オリジナル会席

★条件★～9/30（9/19～22除く）／1名利用
シングルルーム／1名2,500円増で特別室に変
更可（1日1室）／別途入湯税（150円）申し受
けます

●坂の上の雲ミュージアム（平成21年11月～
NHKスペシャルドラマ｢坂の上の雲」放映）
この壮大な物語は伊予・松山から始まった

●水前寺成就円：細川家三代にわたって造られ
た回遊式の庭園
●五高記念館：小泉八雲や夏目漱石が教鞭をと
った旧制五高高等学校（現・熊本大学の前身）。
明治22年築

11,000円
13,500円

平日

休前日

1泊2食 1室1名～

食事 瀬戸内海の魚介類と四国産の野菜や肉類
を食材に使用しております

食事 料理長こだわりの創作会席料理
2日目は昼食もご用意します

10,500円
12,000円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

「玉〆小鍋」付わくわく夏休みプラン

0739-42-3383白浜温泉
和歌山県 KKR 白浜 美浜荘 

★条件★8/16～8/31／1名1,000円増でT付
に変更可／クエ薄造り1,890円でご用意

食事 玉〆小鍋ほか、紀州の旬魚の真夏の海鮮
会席（お造り4種盛、牛冷しゃぶ付）
☆2,000円増で伊勢海老、鮑、クエ、鮪の
お造り＆和牛鉄板焼付にグレードアップ

★海！ 花火！ 温泉！ 海水浴！

特典 モーニングコーヒー無料サービス

●南紀白浜メッセージ花火：
7/18～8/25（7/30、8/1、10除く）
●海水浴場まで徒歩60秒！ 

格安二食プラン
083-922-3268湯田温泉

山口県 KKR 山口あさくら 
089-941-2934

松山
道後温泉

愛媛県

雲仙
小地獄温泉

長崎県

KKR 道後ゆづき 

★条件★9/1～9/30（9/19～22除く）／
休前日のご宿泊は12,700円

食事 ●松茸土瓶蒸し　●鯨うねの酢味噌和え
●瓦そば

特典 ●1,000円増で1泊3食付に出来ます

●大内塗り箸作り1名840円
（※要予約／山口ふるさと伝承総合センター)

★平日のみ1,000円増で1室1名利用可／9月の平日は1,000円引

★1室2名～各1,000円引

※休前日及び1室1名利用は各1,000円増

※休前日を含む日程は休前日料金適用

かごしまグルメプラン

099-225-2505
KKR 鹿児島 敬天閣 

10,000円
11,000円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～

オプション

2,000円増で、グルメ平目コース又は、イル
カウォッチング、ビードロ見学＆ガラス工芸
体験コースに

オプション

★夏を乗り切るスパークリングドリンクが
　2本付いてくる

★花は霧島、お宿は敬天閣へ

客室一例

ホテル外観

露天風呂

平 日
限定！

ホテル外観●かごしまサマーナイト花火大会：8/22

しめ

※お料理内容は時季等により変更となる場合があります ※表記の金額は、特別な表記がない限りお一人様あたり（税込）の料金です。サービス料はいただいておりません
※本紙に載っているプランがインターネットサイトに掲載されていなかったり、金額が違うことがあります 

http://www.kkrshirahama.com/
http://www.kkrnara.com/
http://kkr-umedahotel.com/
http://www.kkr-osaka.com/
http://www.kkrkinosaki.com/
http://www.kkrhiroshima.com/
http://www.asakura.cc/
http://www.kkrdogo.jp/
http://www.kkr-hakata.com/
http://www8.ocn.ne.jp/~kkrunzen/
http://kkr-hotel-kumamoto.com/
http://www.kkrkagoshima.com/
http://kkrnet.jp/
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