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　　　     ●フルーツ狩り：10月上旬～12月上旬ぶどう、
ラ・フランス、りんご（車30分） 
●予約制会員バス運行（～11/3）べにばな号（6,700円）・
蔵王・山寺いも煮号（6,500円）・蔵王・山寺号（5,500円） 
※詳細はお問い合わせください　　　

（5）　平成22年10月10日

※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） 

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

山形県山形市蔵王温泉904-8

蔵王
温泉

Ｋ
Ｋ
Ｒ 

蔵
王 

白
銀
荘

023-694-9187
チェックイン15:00
チェックアウト10:00　客室一部BT付

山形県

★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★条件★10/1～11/30／1名様プラス1,000円でBT付客室に変更可

蔵王の秋を心行くまで満喫してください

蔵王の錦秋 果物狩り満喫プラン

食事 旬の食材を使用した料理をご用意
☆1名様プラス2,000円でお肉料理がグレードアップ：山
形牛すき焼き、ステーキ、しゃぶしゃぶ（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

観 光
●紅葉：10月上旬～11月上旬

観 光
●日本百名滝「苗名滝」：
マイナスイオンと紅葉

スチューベン妙高山といもり池

ほうとう鍋

客室内トイレ設置工事を予定し
ています
・11/6～11/21　北側客室
（特別室を含む）の部分営業
・11/22～12/12　完全休業

和歌山県西牟婁郡白浜町１５６４-２

白浜
温泉

Ｋ
Ｋ
Ｒ 

白
浜 

美
浜
荘

0739-42-3383
チェックイン15:00
チェックアウト10:00　客室一部BT付

和歌山県

甲斐の山々は赤・黄色・緑と錦織り成なすキャンバスです♪

ワイン牛のステーキ・清流寿司の
味わい深い手料理をお楽しみください

山梨ロマン街道プラン プラン共通

山梨県甲府市塩部3-6-10

甲府

Ｋ
Ｋ
Ｒ 
甲
府
ニ
ュ
ー
芙
蓉

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

食事 うまいもんだよ、かぼちゃのほうとう･･
･郷土料理のほうとう鍋　ほか

【別注料理】 ●ワインビーフステーキ
（1,000円） ●ワイントンのしゃぶしゃぶ
（1,000円） ●岩魚のお造り（1,000円）
●ワイン牛の陶板焼き（1,000円）　
●馬刺し（1,000円）

1室2名

1泊2食 平日 休前日

7,500円 8,000円

1室2名

1泊2食 平日 休前日

9,500円 10,000円

特典 グラスワイン1杯サービス
※赤・白・ロゼからお選びいただけます
              ワイナリー見学　2,500円
※テイスティングランチ・送迎付
（要予約：水曜日お休み）

特典 ●妙高高原駅無料送迎（要予約）
●売店商品10％引（お米・温泉まんじゅう除く）

★条件★10/10～11/30／BT無6畳客室指定／
1名様プラス2,000円でT付客室に変更可

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

箱根
木賀温泉

Ｋ
Ｋ
Ｒ 

宮
の
下

0460-87-2350
チェックイン15:00
チェックアウト10:00　全室T付

神奈川県

特典 ●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

★条件★11/1～12/22／1日限定4室／一部階段使用

●箱根の山々の紅葉：11月中旬～
★ガラスの森美術館、ラリック美術
館、ポーラ美術館の割引券をご用意
しております

眺望最高の最上階を
格安な料金でご提供いたします

コラーゲンたっぷり、美肌促進の鍋を･･･

土曜日・休前日も
同一料金

最上階格安プラン

紅葉（イメージ）

料理（イメージ）

食事 小田原漁港直送の新鮮な魚介類を使用した
月替わりの会席料理
☆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　●足柄牛の溶岩焼き　
●木賀温泉二段蒸し

観 光

※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室1名様利用はプラス1,000円

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を
　申し受けます

※1室1名様利用はプラス300円 ★11/15以降は1名様1,000円引　

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1957-1

伊豆
稲取温泉

Ｋ
Ｋ
Ｒ 

稲
取

0557-95-2577
チェックイン15:00
チェックアウト10:00　客室一部BT付

静岡県

1室2名～

全日

7,800円
1泊2食

オプション

オプション

　　　     7つの温泉・5種類の泉質・3色の湯色の温泉から
3種類がが楽しめる「湯めぐりチケット」　大人1,000円　
オプション

岐阜県下呂市森1209

下呂
温泉

Ｋ
Ｋ
Ｒ 

下
呂
し
ら
さ
ぎ

0576-25-5505
チェックイン14:00
チェックアウト10:00　全室Ｔ付

岐阜県

新潟県妙高市関川2275

池の平
温泉

Ｋ
Ｋ
Ｒ 

妙
高
高
原 

白
樺
荘

0255-86-2113
チェックイン15:00
チェックアウト10:00　客室一部BT付

新潟県四季の移ろいを感じさせる妙高山の大パノラマと
美肌効果抜群の硫黄泉のかけ流し温泉で大満足！

紅葉・晩秋の妙高山と温泉三昧

食事 直江津漁港の海の幸と妙高高原の山の幸を使用した和会席料理をご用意 
★1名様プラス2,000円で「山海の恵グルメプラン」に変更可

10月の「山海の恵グルメプラン」の料理内容
●松茸の土瓶蒸し ●松茸と鴨の挟み焼き ●栗ご飯 ほか
※11月の料理内容は施設にお問い合わせください

静岡県伊豆の国市古奈82

伊豆
長岡温泉

Ｋ
Ｋ
Ｒ 

伊
豆
長
岡 

千
歳
荘

055-948-0010
チェックイン15:00
チェックアウト10:00　客室一部T付

静岡県

★条件★10/10～11/30

かけ流しの湯は
正真正銘天然温泉100％

秋の伊豆・満喫プラン

食事 地魚などの海の幸と山の幸をふんだんに
使用した会席風料理

【別注料理】
●カサゴの唐揚げ　700円　
●鮎の塩焼き　900円　
●秋刀魚のお造り　700円
●秋刀魚の塩焼き　600円

●施設内売店商品10％割引

平日

1室1名～

1泊2食 休前日

7,800円 8,800円

観 光
●修善寺　虹の郷：紅葉
（11月中旬～12月上旬）
●伊豆の国パノラマパーク
ロープウェイと足湯
●三津シーパラダイス

特典

★条件★10/1～12/29

コラーゲン入 

稲取 海鮮漁場鍋プラン

食事 伊勢海老・金目鯛ほかを使用したコラーゲン
たっぷりの鍋をお楽しみください
●食前酒『伊豆みかんワイン』サービス
●伊豆稲取駅無料送迎　

平日

1室2名～

1泊2食 休前日

8,300円 8,800円

特典

夕食は贅沢な飛騨牛のコースを･･･

料理（イメージ）

★条件★10/1～11/30／1日限定3室／1室1名様利用は平日のみ利用可

飛騨牛達人宿泊プラン

食事 厳選された飛騨牛を使用し、8種類の調
理方法でお召し上がりいただきます
●飛騨牛しゃぶしゃぶ　
●飛騨牛サイコロステーキ　
●飛騨牛お刺身　ほか
●ご予約時に「KKR10月号を見た」と
お申し出いただくと平日12,000円、
休前日13,500円でご利用いただけます
●下呂駅無料送迎

平日

1室2名～

1泊2食 休前日

13,800円15,800円

特典

温泉大浴場紅葉（イメージ）

料理（イメージ）

1室2名～

10/1～11/13

7,800円 6,800円
11/14～11/211泊2食

平日

1室2名～　

平日

7,480円 8,480円
休前日1泊2食

10/1～11/14

★条件★10/1～12/29（10/11・12除く）／
1名様プラス1,000円でT付客室に変更可

観 光

●白良浜海水浴場（施設から徒歩1
分）：キャンドルイルミネーション
10/16・23開催（19：30～21：00）
●世界遺産　熊野古道バスツアー
（11月末までの土日祝運行）
大人　4,400円
詳しくは施設にお問い合わせください

特典 モーニングコーヒー無料サービス

今年はさらにバージョンアップ！ 貴重な天然物を使用
した贅沢クエ鍋！ ”本物”を味わうことができるプランです

本物を味わう！ 極上の天然物！ 幻のクエ鍋プラン

食事 貴重な天然物を使用したクエ鍋　ほか
★お手ごろ料金のクエプランもご用意
しております
詳しくはお問い合わせください

1室2名～　

平日

15,400円 16,400円
休前日1泊2食

少し熱め美味しさが
違います

料理長がおすすめ
山の幸づくしプラン ※1室1名様利用はプラス1,000円

（平日のみ利用可）
★1室3名様以上の利用は1名様550円引

（19：00～21：00：一部商品を除きます）
●伊豆長岡駅無料送迎

（迎え 15:30のみ／要予約）

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=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=15
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=27
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=35
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=18&cid=6


※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

（6）

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/outdoor_info.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=64
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