
プラン共通●ミュンヘンクリスマス市：11/26～12/24（予定）
●さっぽろホワイトイルミネーション：11月下旬～1月上旬
※メイン会場となる大通公園へはホテルから徒歩10分

観  光

★条件★
11/20～12/24

★条件★
11/1～12/25

★条件★1日限定5室

露天風呂

※1室1名様利用は
　プラス1,000円

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

川湯
温泉

Ｋ
Ｋ
Ｒ 

か
わ
ゆ

015-483-2643
チェックイン15:00
チェックアウト10:00　全室T付

北海道組合員様は7,500円が6,500円に！ 期間限定の格安プラン

源泉かけ流しの温泉でリフレッシュ

感謝激安プラン

食事 道東産の食材を使用した料理をご用意
●知床鶏柳川　●鱒南蛮漬　　ほか

1室2名～　

全日

6,500円
1泊2食

連泊のんびり湯治プラン

1室2・3名

1・2泊目

5,500円
3泊目

5,200円
4泊目以降

5,000円
1泊2食
平日のみ

第787号（3）　平成22年11月１0日

★条件★10/11～12/25／1名様プラス1,000円で禁
煙室確約のデラックスタイプのお部屋にグレードアップ可

朝食（イメージ）

特典 ●優先的に道庁側のお部屋をご用意
※予約状況によりご用意できない場合もございます

特典 川湯温泉駅まで無料送迎（要予約）

※1室1名様利用は1名様プラス500円

北海道札幌市中央区北四条西5-1

札幌

Ｋ
Ｋ
Ｒ 

ホ
テ
ル
札
幌

011-231-6711
チェックイン15:00
チェックアウト11:00　全室BT付

北海道今、最もご利用いただいている『宿泊と朝食』がセットになった
シンプルなプラン!
チェックインの際、朝食をお申し込みするよりお得です

カジュアルプラン

1室2名～　

平日

4,000円 5,000円
休前日1泊朝食付

朝食付　

●1室1名様利用のお一人様の最も安価な出発日（平日）の料金を表示しています。
●出発日、ご利用時間帯により旅行代金が異なりますので、ご予約時に必ずご確認ください。

（要予約）

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/news_business.html
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=2&cid=2
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=1&cid=2


平成22年11月10日　（4）

※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 

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

プラン共通

　　 飽きのこないヘルシーで家庭的な料
理を日替わりでご用意 ※当プランご利用
の皆様は大広間で一緒にゆっくりお召し上
がりいただきます ※土曜日はレストラン
でお召し上がりいただきます

足
柄
牛
の
溶
岩
焼
き

（
イ
メ
ー
ジ
）

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

施
設
外
観

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

東京都目黒区東山1-27-15ＫＫＲ ホテル中目黒 03-3713-8131中目黒東京都

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

●箱根の山々の紅葉：～12月中旬
★ガラスの森美術館、ラリック美術館等の割
引券をご用意しております

文化公園雛の館/秋のつるし雛特別
オープン：10/1～12/12

観 光

観 光

★条件★11/15～12/22（休前日
除く）／1日限定5室

★条件★12/18～28／ゲレンデ側・T付1名様プラス
500円（定員利用の場合）

特典 ●りんご狩り時の昼食・コーヒー＆
ケーキ付
●りんごのもぎ取り小カゴ付

特典 ●カラオケ歌い放題
（滞在中の日中：無料）

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 箱根湯本駅無料送迎
迎え   ・15：00　・16：00　・17：00
　　  ご予約時にお申し出ください　
　　   都合により、お受けできない場合がございます

特典 ●夜景がお楽しみいただける海側のお部屋をご用意
●ワンドリンクサービス（ポートヒル横浜でご夕食の場合）

★条件★10/1～12月中旬（11/28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

★条件★11/21～12/24（11/28除く）
／1日原則5室／3泊までの滞在中、リネン
の交換と布団の上げ下げはいたしません　
／1室1名様のご利用不可

★条件★11/1～12/29／1日限定5室
※別途、入湯税（1泊あたり150円）を申し受けます

フルーツランド沼田で美味しいりんご狩りを･･･

温泉＆りんご狩りプラン
食事 地元産食材を使用した料理をご用意

食事

1室2名

1泊3食 全日

11,800円

1室2名～

3泊8食 平日

17,700円

※1室1名様利用はプラス2,000円

※1室1名様利用はプラス1,500円

※1室1名50円増
※休前日利用は1名様プラス500円　

ＫＫＲ 蔵王 白銀荘 023-694-9187
蔵王
温泉

山形県

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

リニューアルのお部屋からは雪景色、温泉に浸って、山形名物 あったか いも煮に舌鼓を･･･

リニューアル初滑りプラン

食事　　　☆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、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

●江の島展望灯台ライトアップ：
12月中旬～下旬

※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

1室2名～

1泊2食
全日

懐石風和定食

8,800円 6,500円

牛すき焼き又は
庄内三元豚しゃぶしゃぶ

組合員様（現職）は全日平日料金

宿泊日翌日
水明荘10：00発→原田農園着（味覚
狩り）→田園プラザ（買い物・見学）→
水上駅14：00頃（14：58発　水上4
号（上野行き）に間に合います）

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
神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

★条件★12/1～29／1日限定5組／BT無6畳和
室又は8畳和室指定／BT付特別室利用は1名様プ
ラス2,000円

食事 冬の野菜や魚を使用した特選料理
☆いずれか1品プラス1,050円の特別価格で
ご用意（要予約）
●お刺身をグレードアップ（3点盛→5点盛）
●カニの一輪焼き

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

イルミネーションで飾られた中華街や横浜の街並みなど『冬の横濱』を満喫してください

冬の横浜満喫 選べる夕食付プラン

湘南江の島 冬のお得プラン

食事 本場横濱中華街の老舗「同撥」
で本格中華コース又はポートヒ
ル横浜で【夜景】とともに和洋折
衷料理をお楽しみください　

1室2名～

1泊2食

9,800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

山形県山形市蔵王温泉904-8

ＫＫＲ ポートヒル横浜 045-621-9684横浜神奈川県

●横浜美術館「ドガ展」：～12/31
●中華街「メモリアル春節燈花」：
11/1～2/28
●横浜ランドマークタワー
（ランドマーククリスマス）：～12/25
●八景島シーパラダイス
（ドルフィンクリスマス）：～12/25

★条件★12/1～22（12/8除く）／1日限定4
室／一部階段使用

眺望最高の最上階を格安な料金で
ご提供いたします

最上階格安プラン

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

ＫＫＲ 宮の下 0460-87-2350
箱根
木賀温泉神奈川県

★条件★11/1～12/30

秋の厳選素材に真心込めた創作料理でおもてなしいたします

食事 料理長の厳選した秋の味覚素材を新しい発想で独自に
アレンジ！！
★素材を生かした手造りの創作料理をお楽しみください
●早川漁港の鯛のお刺身　●きのこ鍋　ほか

平日 休前日

1室2名～

1泊2食

9,500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

料理（イメージ）

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1957-1

★条件★11/8～23.1/31（12/31～1/3除く）

★条件★11/8～12/29

★条件★～12/30／1日限定5室／2名様利
用はツインルーム（B･T付）、1名様利用はシン
グルルーム（共同浴場利用）となります

旬の幸をお楽しみください

金目鯛しゃぶしゃぶ食べ放題プラン

湯遊連泊プラン

食事 金目鯛食べ放題（90分間）
●しゃぶしゃぶ ●煮付け ●お造り　ほか
☆プラス1,000円で豚しゃぶしゃぶを追加で
きます

食事 1泊目　金目鯛しゃぶし
ゃぶ又は豚しゃぶしゃぶ
からお選びいただけます
2泊目　会席料理

食事 朝食は和食ビュッフェ

食事 朝食は和・洋のお好きな
方をお選びいただけます

ＫＫＲ 稲取 0557-95-2577
伊豆
稲取温泉静岡県

秋の味覚グルメプラン

11月初旬～12月中旬にかけて客室のトイレ設置
工事のため、部分営業及び休館となる日がございま
す。詳しくは施設にお問い合わせください。
12月のリニューアルオープンの際は、期間限定で
特別サービスを企画しておりますので、ご期待くだ
さい

●スキー場開き：12/4
全山共通リフト乗車券（宿泊割引あり）をご用意しております

組合員様（現職）は
土曜日・休前日も
同一料金

ご両親やご家族のみなさまにもおススメください

長期滞在＆湯治プラン

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

露
天
風
呂

季節の味覚、源泉かけ流しの温泉で、
日ごろの疲れを癒してください

ゆったりのんびり24時間ステイプラン

連泊得々プラン

食事 1名様プラス3,000円で2泊とも、プラス1,500円で連泊中1泊
のみお部屋食（食事内容がグレードアップ）に変更可（要事前予約）

食事 北海道の季節の素材にこだわった旬の味覚の和食会席料理
オプション　　　　　函館夜景観光バスツアー  大人 1,800円→1,500円

※1室1名様のご利用はプラス500円
★1室3名様以上のご利用は1名様500円引

※休前日利用は1泊あたり1名様プラス1,000円
★1室3名様以上の利用は1名様500円引　

北海道函館市湯川町2-8-14ＫＫＲ はこだて 0138-57-8484
函館
湯の川温泉北海道

11時チェックイン・11時チェックアウト

スキー場（イメージ）

善
隣
門

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

連泊でさらにお得な2泊4食付のプランです

1室2名～

1泊2食 平日

6,800円
休前日

7,300円

1室1名～

2泊4食 平日

14,980円
●はこだてクリスマスファンタジー：12/1～25
●はこだてイルミネーション：11/28～2/28
●函館港イルミナシオン映画祭：12/3～5
●五稜星の夢：12/1～2/28

観  光

※滞在中土曜日が含まれる宿泊は1名様プラス
2,000円／4泊目以降、1泊につき1名様プラス
5,900円（3食付）

観 光

観 光

1泊2食 全日

6,950円1室2名～
1泊朝食付 全日

5,000円1室1名～

行　程

プラン共通

プラン共通

★条件★11/1～12/28／1日限定5組

★条件★11/15～12/30／1日限定15組

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を申し受けます

ふ
ぐ
料
理

和朝食（イメージ）

コラーゲンたっぷり、お肌つるつる。秋から冬にかけてＫＫＲホテル熱海の定番メニューとなりました！

ふぐ三昧プラン

東京格安プラン

伊達な旅 ぶらり朝食付プラン

中華海鮮Ｗ鍋プラン

食事 中国料理 小林調理長が自信をもっておすすめする
四川の激辛鍋「麻婆火鍋（マーラーホーコー）」＆
「白湯鍋（パイタン）」をお楽しみください

食事　　　●うす造り ●から揚げ 
●ふぐちり ●雑炊 ●ひれ酒 ほか

※料理内容に変更がある場合があります

※1室2名様利用は1名様プラス1,000円

おひとり様　5,000円！

※休前日利用は1室2名様～プラス1,650円
　1室1名様プラス1,675円

「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

1室3名～

1泊2食 平日

16,900円
休前日

18,900円

1室2名～

1泊2食 平日

12,800円
休前日

14,800円

1室1名～

1泊2食 平日

8,980円
休前日

9,480円平日

1泊朝食付 1室2名～

4,500円
1室1名

5,000円

●湯めまちをどり「華の舞」
1名様1,300円（お茶・お菓子付）
熱海芸妓見番歌舞練場にて毎週土曜・日曜開催
（11月は月曜日も開催：月曜日は1名様1,000円）
●みかん狩り：みかん農園「マルフクガーデン」
大人　1名　800円→700円に割引　小人　300円

観  光

●松島かき鍋クルーズ：12月～3月
●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）
　

観  光

朝食がついて

秋の夜長 新鮮海鮮食材と2種類の鍋で温まろう！

特典 ●食前酒『伊豆みかんワイン』サービス
●伊豆稲取駅無料送迎　

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★1名様プラス1,000円でBT付客
室に変更可

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=3&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=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
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=15&cid=6
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=4&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=17&cid=6


（5）

※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） 

プラン共通

●ＵＳＪ・なんばグランド
花月・海遊館：電車30分

観 光特典

●OSAKA海遊館きっぷ付（海遊
館入場＋市営地下鉄一日乗車券）

特典 個室での食事可
（平日のみ：要予約）

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

特典 ●挽きたての豆の香りが漂うウェルカム
コーヒー券プレゼント
●沼津駅まで送迎:迎えは16時のみ(予約制）

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

13,500円 15,000円

★条件★6畳BT無和室指
定／1名様プラス1,000
円で8畳T付和室に変更可

★条件★8畳T付和室指定／1名様プラス2,000円で
パノラマ展望特別和室に変更可

※休前日利用は1名様プラス1,000円

※小学生は1名様1,000円引

静岡県沼津市志下192

★条件★11/16～12/28／1名様プラス1,000
円でBT付客室に変更可

トイレ完備の暖かい船内でのわかさぎ釣りをお楽しみください

野尻湖 わかさぎ釣りプラン
1室2名～ 1室1名1泊2食

平日 12,100円 12,400円

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

特典 ●妙高高原駅無料送迎（要予約）

食事 直江津漁港の海の幸と妙高高原の山の幸満載の
和会席料理をご用意
☆1名様プラス2,000円でグルメプランに変更可

池の平
温泉

組合員様限定！ 格安プラン

冬の味覚 伊勢海老づくしプラン

食事 伊勢志摩の旬の海の幸でおもてなしいたします

食事 活きの良い志摩産伊勢海老を、三種三味の調理
方法で1名様2尾分を堪能していただきます
●お造り　●鍋白味噌仕立て　
●炮烙茶香焼き　ほか

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

「美味し国の美味いもん」伊勢志摩の旬を召し上がれ！

伊勢海老解禁！ 旬のこの時期に存分にご堪能ください

宿泊日の翌日に野尻湖で、トイレ完備のドーム
船に乗りわかさぎ釣りをお楽しみいただきます。
わかさぎ釣り　7：30～15：00（白樺荘　7：
00出発）朝食及び昼食はご用意いたします（お
にぎり・味噌汁・カップメン・お茶）
※白樺荘から野尻湖までの送迎はいたしません オプション お客様に大好評！足の裏で全身をもみほぐすマッサー

ジをお部屋でどうぞ（3,000円～／当日予約可）

★条件★11/1～12/24

★条件★1名様プラス1,000円でT付客室に変更可

★条件★11/1～12/30

海の幸を味わえる！ お手ごろ価格の嬉しいプランです

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！

彩の海の幸会席プラン

 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 

食事 旬の食材を使用
した和食料理

※1室1名様利用はプラス1,000円

※詳細はお問い合わせください

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2ＫＫＲ 白浜 美浜荘 0739-42-3383
白浜
温泉和歌山県

1室2名～

1泊2食 平日

8,300円
休前日

9,300円

1室2名～

1泊2食 平日

15,400円
休前日

16,400円

●白良浜海水浴場（徒歩1分）：
イルミネーション「白砂のプロム
ナード」12/1～1/31開催
（17：00～22：00点灯）
●世界遺産　熊野古道バスツアー
（～11月末／土日祝運行）
大人　4,400円

観  光

★条件★11/24～12/25／1日限定5
組／BT付10畳和室指定／1室1名様利
用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

ＫＫＲ 沼津はまゆう 055-931-0592沼津静岡県

地魚5点盛コースに1名様1個鮑の踊焼きと金目鯛姿煮をプラス

鮑と金目鯛付満足プラン

食事 旬の素材を活かした月替わり特選料理と
桜えびの炊込みごはん
★朝食はバイキング

観 光

1室2名～

1泊2食 平日

11,300円 14,300円
休前日 料

理（
イ
メ
ー
ジ
）

わかさぎ釣り船

伊勢海老づくしプラン（イメージ）

全室禁煙

★条件★12/1～1/31（12/31～1/3除く）

冬の富山湾できときとの鰤をしゃぶしゃぶで！！

食事 富山ならでは寒鰤の食感をお楽しみください
●鰤しゃぶ　●かぶら寿司　ほか
☆1名様プラス1,000円でお刺身たっぷりプラン
に変更可

平日 休前日

1室1名～

1泊2食

7,900円 8,900円

ＫＫＲ 富山 銀嶺 076-432-7701富山富山県
富山県富山市奥田新町5-8

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

とやま“冬の陣”鰤プラン

（迎え16：00のみ/要予約）
はまゆう15周年！

●沼津御用邸記念公園　※はまゆうから
海岸の遊歩道をのんびり歩いて15分

特典
●7つの外湯めぐり入浴券プレゼント
●貸出浴衣一式（浴衣・腰紐・帯・下
駄・巾着）無料利用可

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

★条件★11/1～12/28／1名
様プラス1,000円でB･T付客室
に変更可（2名様以上限定）／休前
日利用は1名様プラス1,000円

ＫＫＲ 城崎 玄武 0796-32-2631
城崎
温泉

兵庫県

世界ジオパークに認定された山陰海岸へおいでくださ～い!

かにづくしと外湯めぐりプラン

観 光
※1室1名様利用はプラス1,000円

すべてのコースに
かに刺し・宝楽焼き付

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

1泊2食（平日）／ 1室2名～

ミニかにづくし かに1人1.5杯分／かにすき鍋・雑炊コース13,000円
かにづくし かに1人2杯分／かにすき鍋・雑炊コース15,000円
かに三昧 かに1人6杯分／かにすき鍋・雑炊・ボイル姿盛りコース19,000円
かに御膳 かに1人1.5杯分／会席コース15,000円

●但馬の小京都「出石」：車40分
●日本三景「天橋立」：車90分
●日本一高い餘部の高架橋：車40分

観 光
●世界遺産　原爆ドーム・宮島 巌島神社
●ひろしまドリミネーション：11/11～
1/3

特典 ●ワンドリンクサービス（ご夕食時）
・生ビール　またはソフトドリンクからご選択ください
●1室大人4名様以上でご利用の場合、
鯛のうす造りサービス
●唐崎駅無料送迎（要予約）

滋賀県大津市下阪本1-1-1

★条件★12/1～2/28（12/31～1/3除く）

※その他、各種宿泊プラン（比叡会席プラン10,450
円～／近江牛会席プラン12,950円～等）もご用意し
ております。詳細は施設にお問い合わせください

ＫＫＲ ホテルびわこ 077-578-2020滋賀滋賀県

メインに河豚・蟹・近江牛！
冬の味覚と近江牛を堪能できる冬のおすすめ会席です

 冬の味覚 招福会席プラン

食事 冬の食材を使用した贅沢な四季彩り会席料理
●河豚の炭焼き　●蟹すき鍋　●近江牛ミニ
ステーキ

※12/1～3、26～30は休前日料金となります

観 光

1室1名～

1泊2食 平日

12,950円 15,150円
休前日

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

※
写
真
の
河
豚
の

　

炭
焼
き
は
2
名

　

様
盛
り
で
す

●日吉大社（ホテル至近） 紅葉ライトアップ：
11/12～30（ホテルから送迎あり）

野尻湖わかさぎ釣り

新鮮な

★条件★11/10～2/28（12/27～1/10除く）

冬の王様「カニ尽くし」の夕食をご堪能ください

食事 お刺身、焼き、茹で、鍋、雑炊のさまざまな料理方
法でカニをお楽しみいただけます

平日 休前日

1室1名～

1泊2食

18,500円 20,000円

ＫＫＲ ホテル金沢 076-264-3261金沢石川県
石川県金沢市大手町2-32

カ
ニ（
イ
メ
ー
ジ
）

冬の北陸 カニ三昧プラン

★条件★～12/15／1名様プラス1,000円でエグゼク
ティブルーム（30m2）に変更可

秋の味覚の王者「松茸」を使用した会席コースをご用意しました

食事 松茸尽くしの会席料理
●鱧と松茸の柳川風　●松茸の土瓶蒸し　●松茸御飯

12/16から牡蠣メインの料理となります（12/31～1/2除く）

平日 休前日

1室2名～

1泊2食

9,800円 10,800円

ＫＫＲ ホテル広島 082-221-3736広島広島県
広島県広島市中区東白島町19-65

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

秋の味覚 松茸会席プラン

★条件★11/1～12/30／1日限定
5室／予約は宿泊日の5日前まで

「イルミネーションファンタジー」～光り輝く生き物たち～開催中♪ 

1室2名
（セミダブル）

平日

1泊素泊まり

6,000円
休前日 7,000円

1室2名
（ダブル／ツイン）

6,500円
9,000円

1室1名
（シングル）

8,500円
9,500円

ＫＫＲ ホテル梅田 06-6362-6800梅田大阪府
大阪府大阪市北区堂山町4-1

イルミネーションファンタジー（イメージ）

海遊館プラン

四季彩り
料理シリーズ

松
葉
が
に

美味しさが
違います

本物を味わう！ 極上の天然物！

プラン共通
特典 鳥羽駅無料送迎（要予約）
★条件★～12/28

http://www.kkr.or.jp/hotel/
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=19&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=24&cid=5
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=25&cid=5
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=29&cid=5
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=35&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=37&cid=8
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=36&cid=7


　　　日本庭園の見える落ち着いた雰囲気
の日本料理「萌木」でふぐコース料理をお楽
しみください
●ふぐ刺し　●ふぐ唐揚げ　●ふぐ鍋　
●ふぐ雑炊　ほか

ふぐシーズン到来！本場山口で味わう贅沢コース！

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

★条件★10/1～12/30

ふぐコースプラン

食事 ●ふぐ刺し　
●ふぐちり　
●ふぐ雑炊　ほか

平日 休前日1泊2食

1室2名～ 16,500円 18,500円

平日 休前日1泊2食

1室2名～ 12,500円 14,500円

湯田
温泉

●国宝瑠璃光寺・五重塔：日本三大名塔
のひとつ
日没～22地のライトアップが幻想的

観  光

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

九
州
新
幹
線

1室1名～

平日

8,800円 11,300円
休前日1泊2食

1室1名

平日1泊朝食付

6,000円

★条件★11/25～12/27／1名様利用
はシングルルームとなります

★条件★11/25～12/27（休
前日除く）／シングルルーム利
用指定

松山会席プラン

好評！温泉・サウナ付出張プラン

食事 瀬戸内海の新鮮魚介類と四国産の
野菜や肉類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類と地元の新鮮野菜や肉類をお楽しみください

道後温泉とサウナで仕事の疲れをリフレッシュ
プラン共通

●道後温泉本館　
●坂の上の雲ミュージアム　
●松山城

観  光

特典

熊本県熊本市千葉城町3-31

★条件★10/1～12/27／1日限定5組

新幹線全線開通を記念して、ふたりで旅行におでかけし、観光して、
美味しいものを食べて、のんびり旅をしていただくプランです

九州新幹線全線開通記念特別プランぶらりふたり旅

食事 夕食 :日本料理「まつり」で
郷土会席料理をお楽しみく
ださい
朝食 :地元産食材を使用し
たおいしい和洋バイキング

ＫＫＲ ホテル熊本 096-355-0121熊本熊本県

★条件★11/1～12/28／1日限定3組／B･T付洋室（シ
ングル又はツイン）指定

※1室1名様利用はプラス1,000円

鹿児島県鹿児島市城山町5-24

組合員様限定 
選べる冬の鍋プラン

全日1泊朝食付

1室2名～ 7,700円

ＫＫＲ 鹿児島 敬天閣 099-225-2505
城山
温泉鹿児島県

特典 ●ひれ酒1杯サービス

●熊本城入場券・熊本の
お茶とお土産プレゼント
●アーリーチェックイン　
14：00（通常15：00）
●お城側客室をご用意

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

●島津家別邸「仙巌園」の紅葉と菊
まつり:11/1～28

観  光
●熊本城　●本丸御殿　
●水前寺公園　●伝統工芸館
●細川刑部邸

1室2名～

全日

7,300円
1泊2食

★条件★12/1～28／1日限定5組／1室プラス2,000円でBT付客室に変更可（1日限定2部屋）

島原半島 冬の味覚プラン

食事 夕食のメインはわたり蟹又はあわび踊焼
きからお選びいただけます（1グループ
1種類でご注文ください）
☆1名様プラス1,000円で、わたり蟹と
あわびの両方をお楽しみいただけます

食事 Ａコース　よせ鍋（海老・烏賊・サケほか）
Ｂコース　とら河豚鍋
Ｃコース　薩摩黒豚しゃぶしゃぶ　

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

選べる！ わたり蟹 or 鮑の踊焼き

敬天閣で人気の3種類の鍋料理から
セレクトしていただきます

観  光

オプション 大内塗り箸作り（要予約：山口ふるさと伝承センター）
1名様840円

オプション ●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）

※別途、入湯税(1泊あたり
150円)を申し受けます

1室2名～

平日

9,800円 10,700円
休前日1泊2食

1室1名～

平日

6,000円 7,000円
休前日1泊朝食付

★条件★1日限定3組

★条件★11月下旬～12月
下旬

ふくおか味覚先取りふくふくプラン

ビジネスプラン

食事

朝食は、和洋バ
イキングをお楽
しみください

食事

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1ＫＫＲ ホテル博多 092-521-1361博多福岡県

日ごろのご愛顧に感謝して･･･特典付です

仕事の疲れをリフレッシュ
プラン共通

●大相撲 
九州場所：11/14～28
●福岡国際マラソン：12/5

観  光

※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　※KKRポイントカードのポイント付与対象外のプランがございます

（6）

わ
た
り
蟹

http://www.kkr.or.jp/hotel/
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