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※お料理内容は時季等により変更となる場合があります ※プランの料金は、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 ※5,000円未満のプランには、2,000円OFFは適用されません。

温泉 最寄り駅からの送迎有り
（要予約／要条件確認）

駐車場
（有料）　　　　

駐車場
（無料）　　　　

洗浄器付トイレ
（客室又は館内に設置）　

車椅子対応の客室
もしくはトイレがある

ペット専用宿泊施設
「ペッドリーム」設置

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

北海道

特典 道東産のお野菜プレゼント
★条件★8/25～9/30／1名様プラス
1,000円で特別室利用可

温泉と旬な食材のお料理を
お楽しみください

道東の格安プランB
料
理（
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食事 道東産の食材を中心に使用した手造り料理
●帆立浜焼き　●豚角煮饅頭　ほか

1室2名～

1泊2食 平日 休前日

7,500円 8,000円

●能取湖のサンゴ草
●硫黄山までの散策
●摩周湖星紀行 摩周湖★星紀行（イメージ）

観 光

※1室1名様のご利用はプラス500円

宮城県仙台市青葉区錦町1-8-17ＫＫＲ ホテル仙台 022-225-5201仙台宮城県

特典 ●館内「のれん粋」にて夕食をご利用の際は、
ドリンク１杯サービス

★条件★9/1～30／1日限定15組

「杜の都」仙台の中心に位置し、観光にアクセス良好！！
全室デュペスタイル（羽毛布団）・ウォシュレット・液晶TV完備

伊達な旅 ぶらり朝食付プランB

食事 朝食は和・洋のお好きな方をお選びいただけます

平日

休前日

1泊朝食付 1室2名～ 1室1名

4,500円 5,000円
6,150円 6,675円

レトロ調バス「るーぷる仙台」で
観光スポットめぐり／乗り降り自由
の1日乗車券（600円）

観 光

（要予約）

★条件★8/15～10/7（9/18・
19除く）／1室1名様利用はプラ
ス1,000円（平日のみ利用可）

★条件★9/1～9/30(休前日除く)／
1日限定5室

日光へ行こうプランB

食事 旬の食材を使った料理をご用意
☆1名様プラス1,500円で
夕食をグレードアップ可

1室2名～

1泊2食 平日 休前日

6,500円 7,500円
※8/15～21は1名様プラス1,500円

特典 味覚狩り（桃狩り・ぶどう狩り）試食ともぎ
とり・お土産・昼食・コーヒー＆ケーキ付

特典 自家用車、お荷物など宿泊当日の
朝からお預かりいたします

特典 ●1室大人2名様のご利用でお子様2名様まで
夕食（お子様ランチ）が無料
●箱根湯本駅から当館までのタクシー代サービ
ス（要領収書）

特典 夕食時ワンドリンクサービス

★条件★8月中旬～10月中旬（休館日除く）／
マイカーご利用で農園までのご案内が不要の
お客様は1名様1,000円引

フルーツランド沼田で美味しい味覚狩りを･･･

味覚狩りプランB

食事 地元産食材を使用した料理をご用意

1室2名～

1泊3食 全日

11,800円
※1室1名様利用はプラス2,000円　

●味覚狩り情報●
桃：～8月下旬
ぶどう：9月上旬～10月中旬

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

山形県

栃木県日光市安川町6-40ＫＫＲ 日光ひぐらし荘 0288-54-0182日光栃木県

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

群馬県

神秘の火山湖｢お釜｣へGO！　天気がよければそのままトレッキングへ、
その後は新緑の中の大露天風呂で汗を流してください

グリーンツーリズムin蔵王B

★条件★ゲレンデ側1名様プラス500円／T付
1名様プラス1,000円

食事 旬の食材を使用した料理をご用意

観 光

●江NO・FES：9/18～11/7開催
秋の江の島エリアでスイーツや音楽・アートを
お楽しみいただける体験型フェスティバルです

イ ベ  ン ト 情 報

●六本木ヒルズ：電車10分
●東京タワー：電車・徒歩20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

観 光

平日

休前日

1泊2食
1室2名～ 8/1～31

8,800円 7,800円
8,800円 8,800円

9/1～30

☆1名様プラス2,000円でお肉料理がグレードアップ：
山形牛すき焼、ステーキ（２人前から）
※新鮮なお肉をお召し上がりいただくため予約制（宿泊日
の2日前まで）とさせていただいております

組合員様（現職）は全日平日料金

KKR水上水明荘10：00発→
原田農園（味覚狩り）→田園
プラザ（買い物・見学）→水上
駅14：00頃着（14：58発　
水上4号（上野行き）に間に
合います）

行　程

★条件★9/1～30／1日限定5室

訪れよう！　秋の七草、萩の寺  宝戒寺・海蔵寺

初秋の鎌倉 萩の寺めぐりB

食事 季節の素材を活かした月替り会席料理（全9品）
☆1名様プラス1,000円で、お部屋食
（炊き込みご飯･食前酒付、全10品）にグレードアップ可
☆1名様プラス2,000円で、お部屋食（黒毛和牛のすき焼
きがメインとなる会席料理全12品）にグレードアップ可
※お部屋食は和室ご利用のお客様のみ

1室2名～

1泊2食 平日のみ

11,500円

ＫＫＲ 鎌倉わかみや 0467-25-4321鎌倉神奈川県

★条件★8/10～9/30／
1日限定5室／2名様利用は
ツインルーム（風呂付）、1名
様利用はシングルルーム（ア
ウトバス）となります

おふたりで10,000円、おひとりで5,000円

東京格安プランB

食事 朝食は和食ビュッフェ

●いろは寿司（徒歩10分）
●驀仙坊（日本蕎麦）（徒歩10分）
★中目黒駅そばのアトラスタワー内でも召し上がれます

1室1名～

1泊朝食付 全日

5,000円

東京都目黒区東山1-27-15

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

ＫＫＲ ホテル中目黒 03-3713-8131中目黒東京都

全室禁煙世界遺産と
自然いっぱいの

★条件★8/23～9/30／BT無6畳又
は8畳和室／1日限定5組／BT付特別室
利用は1名様プラス2,000円

食事 初秋の野菜や魚を使用した特選料理　
●地元産しらすを使用した釜飯　ほか
☆プラス1,050円でお刺身をグレード
アップ（3点盛→5点盛／要予約）

1室2名～

1泊2食 平日 休前日

6,800円 9,300円
※1室1名様のご利用はプラス500円
★1室4名様以上の利用は1名様500円引

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23ＫＫＲ 江ノ島 ニュー向洋 0466-23-7710
湘南
片瀬海岸神奈川県

【おすすめの夕食】

朝食付！

観 光

ベイブリッジの夜景とともに、ちょっと贅沢なディナーをお楽しみください

初秋の横浜！ 選べる夕食付プランB

湘南江の島 秋のお得プランB

食事 レストラン「山手ローズテラス」で夜景
を眺めながら、贅沢ディナーをご堪能く
ださい

★贅沢ディナーは、フレンチコース又は和洋折
衷御膳からお選びいただけます　　　

1室2名～

1泊2食

12,000円
平日のみ

江の島、新江ノ島水族館まで歩いて15分の好立地！

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 045-621-9684横浜神奈川県

●横浜人形の家：
「ご当地モンチッチ展」開催中／～9/5
●元町：チャーミングセール／　
9/18～26　
●三渓園：観月会：9/22～26　ほか

★条件★8/1～9/30

ご家族で楽しめるファミリーランドがＯＰＥＮ！

青風荘の夏休みは
これから！！ 

食事 料理長こだわり厳選素材のご夕食と、ますます大
評判の“からだに優しい”新青風荘スタイルのご
朝食をお楽しみください

平日 休前日

1室2名～

1泊2食

8,800円 10,500円

ＫＫＲ 箱根 青風荘 0460-85-5124
箱根湯本
温泉神奈川県

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋185

お子様用遊具

奥日光半日観光 
ナチュラルパークツアー大人2,900円　子ども1,450円

★中禅寺湖・華厳の滝など奥日光の
大自然を満喫する半日バスツアー（毎日9：30出発）　

華厳の滝（イメージ）

朝食（イメージ）

海蔵寺（イメージ）

ファミリープランB

お子様特典　　8/1～31の間
1泊2食4,000円：カットステーキ＋ビーフカレー（食べ放
題）＋アイスクリーム、花火、虫かごプレゼント

●ブナの原生林と湖沼めぐり

●サマーナイトクルージング：

大人2,800円
子供1,500円

大人2,500円
子供1,250円
（8/12～15・21・28は
星のソムリエがご案内いたします）

http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=4&cid=2
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=1&cid=2
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=7&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=5&cid=2
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=9&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=6&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=12&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=10&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=14&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=13&cid=3
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※プランの料金は、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） 
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全室禁煙

はち丸手形（イメージ）

料理（イメージ）

特典

★シニア月間として、60歳以上1名様に
つき500円引、70歳以上1名様700円
引、80歳以上1名様1,000円引
★お客様が布団の上げ下げをされる場
合は1名様500円引

●箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から送迎
迎え 14：30～18：00
（駅からご連絡いただき次第お迎えにあがります）
送り    9：00～10：00

●熱海湾ファンタスティッ
ククルーズ：9月の土曜開催
／大人500円

情  報

特典 送迎付入園・試食無料のぶどう狩りへご案内いたします

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を
申し受けます

★1室4名様以上利用は1名様500円引

観 光

1室2名～

平日

6,950円 8,500円
休前日1泊2食

1室2名～

平日 休前日1泊2食

14,500円 15,950円

組合員様（現職）は全日平日料金

★条件★8/29～9/30／1名様利用はシングル
ルーム利用となります／1日限定5組

★条件★8/20～30
※表示の日以外の日は施設に
お問い合わせください

大好評につき、9月もお待ちしております

土曜日がとってもお得！プランA

今なら間に合う夏休みプランB

食事 旬の食材を使用した日本料理又は
熱海オリジナル中国料理からお選
びいただけます（要事前選択）

1室2名～

1泊2食 全日

7,800円

静岡県熱海市春日町7-39ＫＫＲ ホテル熱海 0557-85-2000
伊豆
熱海温泉

静岡県

●名古屋城：名古屋で
話題のおもてなし武将
隊がお迎えしています

情  報

●黒アワビ柔らか陶版焼き 
　2,800円→1,600円
●サザエのお造り 1,200円→750円
●大アサリ磯焼き 1,000円→650円

ご 予 約 時 限 定 特 典

★条件★8/1～9/30

★条件★9/1～9/30／平日のみ1室1名様利用可

★条件★8/1～9/30（8/7～15除く）／6畳和
室BT無指定／1名様プラス1,000円で8畳和室
Ｔ付に変更可

★条件★8/1～9/30／パノラマ展望特別和室利用

泊まっ得！ 
名古屋ファミリープランB 味覚の秋！ 一番人気のぶどうは巨峰♪

食事 和食「四季会席」又は
洋食「アヴァンセディナー」
からお選びいただけます

1室2名

1泊2食 平日

8,500円

本場！ 山梨のぶどう狩り

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

※～8/31はプラス1,000円
※1室1名様利用はプラス300円

※１室１名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

※グルメプランの料理内容は、施設にお問い合わせください　　

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

★条件★8/1～9/30（8/13～15除く）／1名様
プラス1,000円でBT付客室に変更可／湯めぐりチ
ケットが不要のお客様は料理内容をグレードアップ

プラン共通

7つの温泉・5種類の泉質・3色の湯色の中から
3種類の温泉が楽しめます

妙高湯めぐり三昧プランB
平日 休前日1泊2食

1室2名～ 7,980円 8,980円

ＫＫＲ 妙高高原 白樺荘 0255-86-2113新潟県
新潟県妙高市関川2275

★条件★9/1～9/30(9/8除く)

お父さんお母さんと行こう！

シニア月間 湯けむりプランB

食事 小田原漁港直送の新鮮な魚介を使用した
月替り会席料理
☆1名様プラス2,000円で次の中から
1品を追加できます
●鮑の踊焼き　●足柄牛石焼き　
●木賀温泉二段蒸し

1室2名～ 1室1名1泊2食

全日 10,000円 11,500円

全日1泊2食

1室2名～ 12,000円

ＫＫＲ 宮の下 0460-87-2350
箱根
木賀温泉神奈川県

特典 ●食前酒（稲取産みかんワイン）サービス
●伊豆稲取駅無料送迎　　

特典 ●お酒一合又はソフトドリンクサービス（夕食時）
●売店商品10％割引
●伊豆長岡駅無料送迎　
迎え15：30限定（要予約）

特典 ●妙高高原駅無料送迎
●湯めぐりチケットプレゼント
●売店商品10％割引
（お米・温泉まんじゅうは除く）

特典 ●名古屋城入場券プレゼント
●アーリーチェックイン13：00
●名古屋城側のお部屋をご用意
（2名様以上でご利用の場合のみ）
※満室等でご用意できない場合
はご容赦ください

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1957-1

★条件★8/16～9/30

豪華メイン料理（伊勢海老・あわび）をお選びいただけます

伊勢海老 or あわび
選べるプランB

食事 伊勢海老のお造り又はあわびの踊焼きを
お選びいただけるほか
●地物アジなど新鮮魚介のお造り　
●金目鯛の煮付け　など豪華10品
☆プラス1,500円で伊勢海老とあわび
の両方をお楽しみいただけます

ＫＫＲ 稲取 0557-95-2577
伊豆
稲取温泉静岡県

1室2名～

1泊2食 全日

8,500円

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

★条件★8/15～9/30／1日限定5室

★条件★8/20～9/30／6畳和室（T無）限定／
1名様プラス2,000円で8畳和室T付に変更可

湯沢の山々を眺める絶景展望温泉

初秋スペシャルプランB
食事 旬の地元食材を使用

した会席風料理

食事 ●夏のほうとう「おざら」  ●奥昇仙峡で育まれた鮎料理
★9月からは秋の味覚・松茸料理をご用意

食事 直江津港の海の幸と妙高高原の山の幸を生かした
和会席をご用意
☆1名様プラス2,000円でグルメプランに変更可

●体験工房　大源太：車20分／ピザ・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
●アルプの里：徒歩5分
　サマーボブスレー・トレッキング・ジップラインアドベンチャー
●湯沢フィッシングパーク：車10分　

観 光

●マイナスイオンいっぱいの苗名滝
（日本の滝百選）：車10分
●黒姫高原のコスモス園：車20分

観 光

●県立博物館
●明野ひまわり畑（車40分）

ＫＫＲ 湯沢ゆきぐに 025-784-3424
越後
湯沢温泉

池の平
温泉 新潟県

★1室3名様利用は1名様500円引
※休前日利用は1名様プラス1,500円

山梨県甲府市塩部3-6-10

岐阜県下呂市森1209

組合員様限定！ 格安プランB

海宝膳宿泊プランA

食事 伊勢志摩の旬の海の幸でおもてなし

食事 ●伊勢海老の姿造り　●あわびの陶板焼きなど
伊勢志摩の旬の魚介いっぱいの彩り豊かな会席料理

ＫＫＲ 甲府ニュー芙蓉 055-252-1327甲府山梨県

三重県鳥羽市安楽島町1075ＫＫＲ 鳥羽 いそぶえ荘 0599-25-3226鳥羽三重県

1室2名～

1泊2食 全日

7,800円

静岡県伊豆の国市古奈82

★条件★8/20～9/30

源泉掛け流しの温泉を満喫！

癒しの湯 プランB

食事 伊豆産の新鮮な旬の食材と海の幸を
ベースにした和食会席風料理 【別注料理】

●鮎の塩焼き（900円）　
●駿河湾産かさごの唐揚げ（700円）
●オホーツク海産たらばかに塩茹で（1,500円）　
●和風ビーフシチュー（750円）
●和風サイコロステーキ（750円）

ＫＫＲ 伊豆長岡 千歳荘 055-948-0010
伊豆
長岡温泉静岡県

森林セラピー基地
「妙高」

秋の味覚を先取り！

四季折々 会席料理宿泊プランB
平日 休前日1泊2食

1室2名～ 10,800円 12,300円

平日 休前日1泊2食

1室2名 7,500円 8,000円

お料理もレジャースポットも充実の伊勢志摩で大満足！

伊勢海老とあわびの本場で旬の食材たっぷり！

ＫＫＲ 下呂 しらさぎ 0576-25-5505岐阜県

食事 ●飛騨牛の鉄板焼き　
●松茸の土瓶蒸し　ほか全8品

下呂
温泉

送15:40／16:40　
迎9:30

全て要予約

1室2名～

1泊2食

10,800円
8/24・25・26・30・31※

ジップラインアドベンチャー（アルプの里）

巨峰（イメージ）

60歳以上 500円OFF
70歳以上 700円OFF
80歳以上1,000円OFF

組合員料金（11,100円）
よりもさらに24％ＯＦＦ（平日）

さらに宿泊利用券利用可

B

http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=16&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=15&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=18&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=17&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=21&cid=4
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=20&cid=4
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=28&cid=5
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=23&cid=4
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=29&cid=5
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=27&cid=5


※掲載内容には、十分注意しておりますが、万が一掲載内容に誤りがあった場合は訂正させていただきます

特典

特典

特典

滋賀県大津市下阪本1-1-1

★条件★～9/30／8名様以上から
利用可（人数はご相談ください）

★条件★～9/30／1日限
定5室／予約は公演日14日
前まで／事前に入金要／キ
ャンセルの場合、キャンセル
料が必要となります／色紙
はフロントでお渡しします

人生節目のお祝いを琵琶湖畔でゆったりとご家族でお過ごしくださいませ 

喜寿・米寿のお祝い宴会付宿泊プランB

食事 お祝い特別会席（お赤飯付）を
ご用意

■10月以降のご利用及び還暦祝い
等人生節目のお祝いの宴も承ります。
お問い合わせください。

9月の平日 8月平日・9月休前日1泊2食

8名～ 14,950円17,150円
8月休前日・8/11～15
・9/18・19

18,650円

「湯」に癒され「食」を味わい、家族揃って思い出の旅を･･･

ＫＫＲ ホテルびわこ 077-578-2020琵琶湖滋賀県

特典

熊本県熊本市千葉城町3-31

★条件★7/1～9/30（休前日除く）／お部屋の指定不可

夏の熊本へカップルやご家族でお出かけください

夏のカップル＆ファミリープランB

食事 夕食:１Ｆレストラン「ロータスガーデン」
で中国料理オーダーメイドバイキング
朝食:地元で採れる食材を使用した、お
いしい和洋バイキング料理
※お子様、添い寝のお子様ともに夕食、
朝食がついてます

おとな お子様1泊2食 平日のみ 

1室1名～ 8,000円 6,500円
添い寝のお子様

3,000円

ＫＫＲ ホテル熊本 096-355-0121熊本熊本県

山口県山口市神田町2-18ＫＫＲ 山口あさくら 083-922-3268山口県

オプション

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

★条件★8/1～9/30（8/15～18除く）／和室8畳（B無・T付）指定

★条件★8/1～9/30（8/13～15除く）

黄檗禅宗・閑臥庵にて中国式精進料理を

心身爽美・普茶料理プランB
食事 ●珍しい中国様式の精進料理

お肉やお魚を一切使用しない
ヘルシーな料理内容です

平日1泊2食

1室2名～ 14,500円

ＫＫＲ 京都 くに荘 075-222-0092京都京都府

大阪府大阪市北区堂山町4-1

吉本新喜劇＆漫才プランB
平日1泊素泊まり

1室1名～ 10,000円

ＫＫＲ ホテル梅田 06-6362-6800梅田大阪府

★条件★8/1～9/30／1日限定
5組／BT付洋室利用限定

鹿児島県鹿児島市城山町5-24

夏休み！ 組合員様限定 
黒豚しゃぶしゃぶプランB

全日1泊2食

1室2名～

1室1名～

7,700円
8,700円

ＫＫＲ 鹿児島 敬天閣 099-225-2505
城山
温泉鹿児島県

特典 モーニングコーヒーサービス
※別途、入湯税（1泊あたり150円）を申し受けます

★8/29～1名様1,500円引

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

★条件★8/22～9/31（9/18・19除く）／
1名様プラス1,000円でT付客室に変更可

白浜といえば海！ 海の幸！ 夏休みもまだまだ間に合う！！

旬魚の会席！ 白浜満喫プランB

夏割！！ 家族で夏を満喫プランB

食事 日替わり素材の活きの良い海の幸を
たっぷり使用した創作会席
●地魚の酢の物　●地魚の煮付け　
●海鮮紀州焼き　ほか

食事 ●活すずきの洗い　●さざえの味噌焼き
●イベリコ豚のしゃぶしゃぶ　ほか

平日 休前日1泊2食

1室2名～ 11,400円 12,400円

平日 休前日1泊2食

1室1名～ 10,000円 12,000円

ＫＫＲ 白浜 美浜荘 0739-42-3383
白浜
温泉和歌山県

湯田
温泉

（6）

休業期間中の
お問い合わせ・ご予約

●ホールケーキ（5号）プレゼント
●フラワーバスケットプレゼント
●ホテルスタッフによる記念写真撮影
サービス（写真1枚+データＣＤ1枚）
●お祝いメッセージ用色紙（1枚）プレゼント
●宴会個室をご用意（夕食時）

●乾杯用シャンパン1本
　プレゼント
●鯛の姿造り1皿サービス
●琵琶湖クルージング45分
（定員12名）1便15,000円
（要事前予約）

1名様プラス1,000円でツイン・
和室8畳（BT付）に変更可

閑臥庵とは…平成20年まで非
公開だった寺院で知る人ぞ知
る穴場スポット。
寺院で召し上がる精進料理で
心も体もリフレッシュ！

●非公開文化財を特別公開中
（～9/30）有栖川宮旧邸・相国寺
大覚寺門跡秩父宮御殿　ほか
●大覚寺観月の夕べ夜間特別拝観
（9/22～24）
●萩の見ごろ　梨木神社（9月中旬）

※休前日利用は1名様プラス1,000円
観  光

当館から徒歩1分の白良浜で開催
●南紀白浜メッセージ花火：～8/25
●熊野水軍埋蔵金さがし（宝さがしイベント）：
8/26～30

秋吉台サファリランド：車40分
※入園券付プランもご用意しております

観  光

観  光

●なんばグランド花月入場引換
券付（全席指定)

●吉本芸人のサイン色紙プレゼント
　（1室につき1枚／サインはお選び
　いただけません）

●長崎龍馬パスポートプレゼント
長崎市内の4施設（亀山社中記念館、長崎
奉行所・龍馬伝館、長崎まちなか龍馬館、
グラバー園）に1回ずつ入館できます
（長崎市内まで車約1時間）
※長崎龍馬パスポートを郵送希望のお客
様はご宿泊日の1週間前までにご予約く
ださい

※休前日利用は1名様プラス1,000円

※8/1～21利用は1名様プラス1,000円

●大人1名様に付、ひごまるノート×１冊プレゼント
●駐車料金無料サービス
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普茶料理（イメージ）
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閑臥庵（イメージ）

吉本新喜劇（イメージ）

1室1名～

平日

8,800円 10,800円
休前日1泊2食

1室1名

平日1泊朝食付

6,000円

★条件★9/1～30／1名様利用
はシングルルームとなります

★条件★8/23～9/30（休前日
除く）／シングルルーム利用限定

秋の瀬戸内会席プランB

温泉・サウナ付出張プランA

食事 瀬戸内海の新鮮魚介類と
四国産野菜を食材に使用した料理

愛媛県松山市岩崎町1-7-37ＫＫＲ 道後ゆづき 089-941-2934
松山
道後温泉愛媛県

瀬戸内海の旬の鮮魚と四国の新鮮野菜をお楽しみください

プラン共通 別途、入湯税(1泊あたり150円)を申し受けます

●道後温泉本館　
●坂の上の雲ミュージアム　
●松山城

観  光

●屋久島観光  ●桜島観光
★海水浴もお楽しみいただけます

観  光

●熊本城　●本丸御殿　
●水前寺公園　●伝統工芸館
●火の国まつり・山鹿灯籠まつり（８月）

1室2名～

全日

9,500円
1泊2食

★条件★9/1～9/30／1日限定5組

龍馬伝 長崎卓袱料理プランB

食事 気軽にお召し上がりいただけるオリジナル
卓袱料理
一例:豚肉の角煮、刺身盛り合わせ、ハトシなど

食事 黒豚しゃぶしゃぶ　ほか
☆1名様プラス1,000円で焼酎２時間飲み
放題（当館指定銘柄）

長崎県雲仙市小浜町雲仙480-1ＫＫＲ 雲仙山荘 0957-73-3225
雲仙
小地獄温泉

長崎県

龍馬の足跡　家族で食べる卓袱料理

家族揃って南の国のバカンスをエンジョイしよう！

※小学生までのお子様は全日1泊2食5,000円

観  光

客
室（
一
例
）

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=31&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=30&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=35&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=32&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=39&cid=8
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=38&cid=8
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=42&cid=9
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=41&cid=9
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=8&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=43&cid=9
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