
※プランの料金は、特別な表記がない限りオプション等追加料金もお一人様あたり（税込）の料金です 　※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） 

ご予約は
お電話で！
あとは直接
ホテルへ…がんばれ受験生！がんばれ受験生！

受験生受験生の宿
がんばれ受験生！

受験生の宿
※ご予約・お問い合わせの際は「受験生プラン」とお申し
出ください。受験生専用となります ※各大学までの時間
はKKRからの目安です。事前にご確認ください

　毎月1回10日発行      第788号（3）　平成22年12月１0日

施設外観

KKR ホテル東京 03-3287-2921

KKR はこだて 0138-57-8484

KKR ホテル仙台 022-225-5201KKR ホテル中目黒 03-3713-8131

KKR ポートヒル横浜
がんばれ受験生！ 5110（ファイト）

045-621-9684

KKR ホテル梅田 06-6362-6800

KKR ホテル広島 082-221-3736

KKR ホテル大阪 06-6941-1122

KKR 甲府ニュー芙蓉 055-252-1327

KKR ホテル名古屋 052-201-3326

KKR ホテル金沢 076-264-3261

KKR ホテル熊本 096-355-0121 KKR ホテル博多 092-521-1361

12/1～3/31（12/30～1/3除く）条件

7,800円 8,800円1泊2食/1室1名～

1泊朝食付/1室1名～

平日 休前日

1室1名

8,000円 9,500円
1泊2食
全日

1室2名5,000円1泊朝食付（全日）
1室1名

8,800円
1泊2食
1室1名～

全日

6,500円
1泊素泊まり
1室1名～ 8,500円

1泊2食
1室1名～

平日

●東北大学 ★川内キャンパス（バス20分）学校案内

1/15～3/31条件

ホテル内レストランでの朝食、夕食付食事

7,500円 8,500円
1泊2食
1室1名～

休前日平日

12/10～2/28（12/29～1/3除く） 条件

夕食：和食 or 洋食からお選びいただけます
※17：00～20：00にご入店ください
朝食：和洋バイキング 7：00～9：30

食事

朝食

12/1～2/28（12/31～1/4除く）／1日限定5室

大阪大学（豊中・吹田キャンパス）：電車+徒歩約60分

条件

12/10～3/31（1/1～3除く）／1日限定3室／
保護者は受験生とのご利用のみ可

条件

学校案内

●福岡大学：地下鉄10分　●中村学園大学：地下鉄5分
●西南学院大学：バス約20分

学校案内

4,000円
5,000円

1泊朝食付

平日
休前日

1室2名

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を申し受けます

1/6～3/18／1日限定5室／アウトバスシングル（共同浴場利用）

朝食はバイキングをご利用ください　
1名様1,100円（7時から営業）

●慶應義塾大学（日吉キャンパス）　●青山学院
大学　●國學院大学・駒沢大学（電車+徒歩30
分）　●早稲田大学・慶應義塾大学　●法政大
学（電車+徒歩40分）

条件

食事

学校案内

●金沢大学　●金沢学院大学　
●金沢美工芸大学

学校案内

朝食は和食ビュッフェ

1/5～3/31／1名様利用の場合
シングルルーム（お城の反対側）指定

●熊本大学：車15分　●熊本県立大学：車20分

条件

食事

学校案内

朝食は和洋バイキング
特典 ●駐車料金無料（通常　1泊500円）

●アーリーチェックイン　14：00（通常15：00）
●カロリーメイトプレゼント

1名様プラス1,000円で朝食付に変更可

1名様でもゆったり、しっかり集中できる
ようツインルーム(ツインA)をご用意

特典

●ハーブティー＆自家製ケーキプレゼント
（到着時レストランにて）
●夜景が望める海側のお部屋をご用意

特典

●アーリーチェックイン　
11：00（通常　15：00）
●加湿器・電気スタンド・ズボン
プレッサー貸出し
●近隣の受験校までお送りいたします

特典

お部屋に電気スタンド・加湿器設置特典

●試験日当日の昼食をご用意
●試験会場までタクシーでお送りいたします
●電気スタンド無料貸出し

特典

7,500円7,000円

受験情報

12/10～3/31（12/31～1/2除く）／B・T
付洋客室指定／B・T無客室利用の場合
500円引／1名様プラス1,000円でエグゼクティブルームに変更可

条件

夕食は、3種類の御膳からお選びいただけます食事
特典

5,000円 6,000円
1泊
素泊まり
1室1名～

休前日平日

休前日平日

1/3～3/18条件

●ＪＲ・地下鉄森ノ宮駅、地下鉄谷町
四丁目駅無料送迎あり
※運行時間はお問い合わせください
●電気スタンド貸出し

特典

オプション

12/10～3/31（12/31～1/3除く）条件

朝食はホットサンドイッチセットをご用意（タリーズコーヒー）食事

夕食：受験生特別御膳　朝食：和洋バイキング食事

オプション

1/11～2/28（休前日除く）/
1日限定5室

条件

1泊2食 平日 休前日
1室2・3名

受験当日の昼食をご用意
1,000円（宿泊日の19：00までにご予約ください）

特典

1/15～3/31／1名様プラス2,000円
でT付客室に変更可／1日限定5組

※1室1名様利用は平日プラス1,000円
　・休前日プラス500円　

※休前日利用は1名様プラス1,000円

※休前日利用は1名様プラス1,000円

※休前日利用は1名様プラス1,000円

朝食：和洋バイキング食事

★1泊2食付

6,000円
1泊朝食付
1室1名～

平日★1泊朝食付

※1室1名様利用（シングル）は平日5,500円、
休前日7,500円

受験会場への交通手段など、何でもご相談ください

条件

ボリュームのあるメニューをご用意
●ワイントンの揚げたて”カツ”　
●甲州名物ほうとう鍋　ほか

食事

●夕食：お食事券（2,500円相当）で
和食または洋食からお選びください。
●朝食：和洋バイキング（7時から営業）

食事

施設外観

施設外観

KKR ホテル札幌 011-231-6711

2/23～25

北海道大学正門まで徒歩15分

条件

食事

学校案内

6,000円 8,000円
1泊2食
1室1名～

連泊でご利用いただいても飽きのこない
メニューをご用意
●2/23 中華　●2/24 和食　●2/25 洋食

施設外観

施設外観

施設外観

施設外観

施設外観

施設外観
施設外観

施設外観

★青葉山キャンパス 理学部・薬学部（バス20分）
●宮城教育大学（バス30分）●東北学院大学[土樋キャンパス]（徒歩20分）
※各校ともJR仙台駅からの所要時間

施設外観

施設外観

●アーリーチェックイン13：00（通常15：00）●使い捨てカイロプレゼント
●電気スタント無料貸出し

1泊2食
1室1名～

施設外観

施設外観

10,800円12,000円
9,000円 7,800円

全日
1泊朝食付

シングル ツイン

1泊2食付1室2名～

●ミネラルウォーター（1泊につき1本）●電気スタンド・加湿器無料
貸出し（台数に限りがあります）●インターネット回線利用無料
●コピーサービス（フロントにて）

特典

1/4～3/31
※1泊素泊まり　7,000円（シングル）指定もご用意

※館内のコンビニ自販機で、おにぎり、サンドイッチ、カップ麺等をご用意

条件

●夕食は、和食・洋食・中華からお選びいただけます（平日のみ）
※土曜・日曜・祝日は和食のみとなります
●朝食は、皇居一望のレストラン『芙蓉』で和洋バイキング
※ご希望により昼食バイキングに変更可（平日のみ）

食事

北海道大学の
受験生限定

会場への地図
・天気情報など

2/23・25 2/24

6,800円5,800円

5,110円
1泊素泊まり
1室2名～

平日のみ
7,500円 8,000円

●アーリーチェックイン12：00（通常15：00）
●加湿器・電気スタンド無料貸出し※台数限りあり

平日

※24時間コンビニは、最寄駅周辺にあります（徒歩10分）
※20：30まで営業のコンビニはホテルから徒歩2分

●広島大学（東広島キャンパス）：バス他約60分●広島大学（霞キャンパス）：
バス他約20分●広島市立大学：バス他約20分●修道大学：バス他約30分

http://www.kkr.or.jp/hotel/
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=2&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=8
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=25&cid=5
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=23
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=33
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=28
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=40&cid=9
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=37&cid=8


平成22年12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

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

●ポーラ美術館／ルソー展開催中：
（～3/13）KKRポイントカードご提示で、
1名様300円引

観 光

★条件★Ｔ・洗面付ゲレンデ側和室1名様プラス500円
（定員利用時）　※リニューアルオープン記念で料金据え置き

★条件★1/11～2/28（休前日除く）／1日限定5室

★条件★12/10～1/31（12/29～1/3除く）／
1日限定5組

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 ●滞在中の昼食をご用意
（食事内容はチェックイン時にご案内）
●箱根湯本駅無料送迎
迎え   ・15：00　・16：00　・17：00

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　

★条件★12/10～2/28（12/30～1/3除く）／1日限定5室

※1室1名様利用はプラス1,500円

※休前日および1室1名様利用はプラス500円

ＫＫＲ 蔵王 白銀荘 023-694-9187
蔵王
温泉

山形県

ゲレンデ側お部屋全室にトイレ、洗面がつきました

お手軽お鍋プラン

食事 次の3種類からお選びいただけます
●牛すき焼き　●庄内三元豚しゃぶ　
●牛しゃぶ　
☆1名様プラス2,000円でお肉をグレ
ードアップ 山形牛すき焼き・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

●江の島展望灯台ライトアップ：12月中旬～下旬
●七福神スタンプラリー：1/7頃～31
●寒中神輿練成大会：1月中旬：1月中旬

※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

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を申し受けます

平日
1室2名～

1泊2食 12/18～28・1/4～31

6,500円
1室1名～

1泊朝食付 全日

5,000円

1室2名～

1泊2食 全日

7,800円

1室2名～

1泊2食 平日

6,950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★12/25～1/31（12/30～1/3除く）／
BT無6畳和室又は8畳和室限定／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 冬の野菜や魚を使用した特選料理
●地元産鮮魚のお造り　
●地元産しらすの釜飯　ほか
【別注料理】特別価格プラス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 8,800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

女性に嬉しいプランです！

レディースプラン湘南江の島 冬のお得プラン
1泊朝食付

1室2名～ 6,800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

●中華街（メモリアル春節燈花）：～2/28
●伊勢佐木町（イセザキ・ライト2010）：～2/28

★条件★12/1～2/28（12/29～1/3除く）／
1日限定4室／一部階段使用

★条件★12/10～1/31（12/30～1/3除く）

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★
12/15～1/31
（年末年始除く）
／1日限定5組

青風荘自慢の源泉かけ流しの湯でゆっくりお寛ぎいただいたあとは
匠の技を持つ料理長が作る創作料理をお楽しみください

食事 大好評！！ 冬の厳選した食材を、匠の技を持つ料理長が
作る創作料理の数々をお楽しみください

食事 旬の食材を使用した料理をご用意
金目鯛またはもち豚のしゃぶしゃぶから
いずれかをお選びいただけます

平日 休前日

1室2名～

2泊5食

18,900円 19,900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

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1957-1

★条件★12/10～1/31（12/31～1/5除
く）／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

金目鯛orもち豚しゃぶしゃぶ 選べるプラン

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

箱根の湯治連泊プラン土曜日・休前日も
同一料金

コラーゲンたっぷり、
お肌つるつる

2泊限定の格安連泊プラン!1泊目の夕食はレストランで、2泊目はお部屋で
ゆったりと･･･　北海道の季節感あふれる和食鍋会席と源泉かけ流しの温泉を
ご堪能ください

連泊休息プラン
東北新幹線『新青森駅』開業記念

食事

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を申し受けます

北海道の季節の素材にこだわり、
旬の味覚をあしらった和食鍋会席

食事 朝食は和食ビュッフェ 特典 全山共通リフト券割引　
　1日券　4,800円→4,400円
　2日券　8,900円→8,200円

特典 ●ウェルカムハーブティープレゼント（ご到着時）
●夜景が望める海側のお部屋をご用意

オプション 函館夜景観光バスチケットをご優待
大人　1,800円→1,500円　

※1室1名様利用はプラス1,000円
★1室3名様以上利用は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

客室（イメージ）

ふぐ料理
※料理内容に変更が
ある場合があります

料理（イメージ）

レ
ス
ト
ラ
ン
か
ら
の
夜
景（
イ
メ
ー
ジ
）

1室2名～

平日

16,800円
休前日

17,800円
2泊4食

●はこだてクリスマスファンタジー：12/1～25
●はこだて冬フェスティバル：12/1～2/28

観  光

観 光

観 光

●熱海梅林「梅まつり」：1/8～3/6
日本一早咲きの梅･･･最も早い春の訪れです
●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（割引券をご用意）こども：300円

観 光

※休前日のご利用は1名様プラス1,000円

★樹氷まつりほか、おすすめイベントがもりだくさん！
くわしくはスキープラン（P6）をご覧ください　

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

ゲレンデ（イメージ）

料理（イメージ）

露天風呂

江
ノ
島
灯
台

温泉浴場

男性も
利用可

1名様3,000円で自家製ケーキプレート盛り合
わせがセットになった夕食付に変更可
★「夜景」とともにロマンティックなディナーをお
楽しみください

※ご予約時にお申し出ください。お受けできない場合がございます

★条件★1/3～3/31（2/24・25除く）／1日限定15組

和食（イメージ）

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！かけ流し温泉　旬の地魚とともに楽しむ

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

食事 ふぐのコース料理をお楽しみください
●うす造り　●から揚げ　●ふぐちり　ほか

※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

平日

1泊朝食付 1室2名～

4,500円
1室1名

5,000円

●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

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

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=3&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=5&cid=2
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=10&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=14&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=16&cid=6
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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） 

        　 ずわい蟹  約1.5杯　　　
　　　　たらば蟹  足1本　　
                     のボリューム

1日限定5室！　
オフシーズン限定

特別限定

一人前

プラン共通

プラン共通

特典 モーニングコーヒーサービス

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

式年遷宮に向けて･･･
伊勢神宮参拝なら『いそぶえ荘』で！

★条件★12/1～1/31（12/28
～1/3、1/8・9除く）／1名様プラ
ス1,000円でT付客室に変更可

白浜温泉と白浜の海の幸をお手頃に満喫できます

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！
”本物”を味わうことができるプランです

源泉かけ流し温泉＆新鮮海の幸プラン

 幻のクエ鍋プラン
食事　　　貴重な天然物クエ
を使用したクエ鍋　ほか
☆個室での食事可（平日
限定：要予約）
☆お手頃なクエプランも
ご用意しております
お問い合わせください

食事

季節の旬の食材を使
用した和食料理

※1室1名様利用はプラス1,000円

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を申し受けます

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・3名

平日

15,400円
休前日

16,400円
1泊2食 ●USJ・なんばグランド

花月・海遊館：電車30分

観  光

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）

特典 唐崎駅無料送迎

滋賀県大津市下阪本1-1-1

★条件★12/1～2/28
（12/31～1/4除く）

ＫＫＲ ホテルびわこ 077-578-2020滋賀滋賀県

京都までＪＲ湖西線で14分！ 
京都・大阪から近い琵琶湖畔で豪華蟹料理

 冬の豪華味覚 蟹づくし会席付宿泊プラン

食事 豪華蟹料理をお楽しみください
●蟹の洗い　
●たらば蟹足の炭焼き　
●蟹すき鍋　ほか

※12/26～30利用は休前日料金となります

※その他、各種宿泊プラン（10,450円～）をご用意しております。詳細はお問い合わせください。

観 光

1室1名～

1泊2食 平日

17,650円 18,650円
休前日

★条件★12/16～3/15（12/31～1/2除く）／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

冬到来！ 広島牡蠣の美味しい季節がきました

食事 旬の食材を使用した料理をご用意
☆1名様プラス1,000円で夕食内容をグレードアップ可
●牡蠣飯　●カキフライ→焼き牡蠣

平日 休前日

1室2名～

1泊2食

9,000円 10,000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

さむ～い冬は 牡蠣三昧プラン

本物を味わう！ 極上の天然物！

特典 ●いちご狩り会場へお送りいたします
●施設内売店商品10％割引（19：00
～21：00：一部除外品あり）
●伊豆長岡駅無料送迎
　迎え　15：40のみ（要予約）

★条件★12/20～1/31（12/31～1/3除く）

真っ赤ないちごを独り占め

源泉かけ流しの温泉と美味しい
料理を満喫しよう

いちご食べ放題プラン

伊勢海老プラン

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

※いちご狩り会場にて食べ放題

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

1室2名～

1泊2食 平日

8,800円
休前日

9,800円

1室1名～

1泊2食 全日

11,800円

大好評

1室2名

1泊素泊り 平日のみ

5,200円
1室1名 4,000円

★条件★12/1～1/31（12/31～1/4除く）
／1日限定5室

特典 鳥羽駅無料送迎

●伊勢神宮（日本有数のパワースポット）：
車30分
●二見浦夫婦岩（日の出の遥拝所）：車20分

★条件★12/10～1/31（12/29～1/3除く）／
BT無6畳和室指定／1名様プラス1,000円でT付
8畳和室に変更可

食事 旬の地魚のお造りをはじめ、冬の伊勢志摩
の美味しいものが詰まった会席料理

1室2名～

1泊2食 平日 休前日

6,950円 8,500円

組合員様限定！ 格安プラン

観 光

京都府京都市上京区河原町通荒神口上る東入東桜町27-3ＫＫＲ 京都 くに荘 075-222-0092京都京都府

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

旬の京会席・2食付格安プランで気軽に冬も素敵な京都へ！

●ライトアップイベント「嵐山花灯路」：12/10～19
●観光協会非公開文化財特別公開実施予定
建仁寺・大徳寺・妙心寺・金戒光明寺ほか：1/8～3/21
●梅（北野天満宮ほか）：2月中旬～3月上旬

★条件★12/12～2/28（12/31～1/3
および2/24・25除く）／1名様利用（シン
グル・BT付）／2名様以上和室8畳（B無・T
付）／2名様以上1泊につき1名様プラス
1,000円でBT付和室またはツイン（BT
付）に変更可

食事 旬の素材を活かした月替わり京会席

1室1名～

1泊2食 平日 休前日

9,800円 10,800円

数量限定！ 冬の得とくプラン

観 光

組合員様限定の2食付プランです
この機会をお見逃しなく！！

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★12/20～1/31（12/31～1/2除く）／
1名様で和室をご利用の場合プラス1,000円

組合員様限定プラン

食事 旬な食材を使用した会席料理

平日 休前日1泊2食

1室1名～ 9.300円 11,300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時のライトアップが幻想的

観  光

露
天
風
呂

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

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

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

河豚料理の達人がつくる本場下関直送の河豚を低価格で！

福岡三社参り
●筥崎八幡宮（日本三大八幡宮のひとつ）：
1/3「玉せせり」の神事が有名
●宮地嶽神社（開運商売繁盛の神社）：大注
連縄、大太鼓、大鈴の「3つの日本一」があ
ります
●太宰府天満宮（学問の神様で有名）：九州
一の参拝者数を誇る神社

観  光　　　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
特典 ●ひれ酒1杯サービス

1室2名～

平日

9,800円 10,700円
休前日1泊2食

★条件★12月下旬～1月下旬（12/31～1/3
除く）／1日限定3組

ふくおか味覚先取りふくふくプラン

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

1室1名～

平日

10,800円 12,800円
休前日1泊2食

1室1名

平日1泊朝食付

6,000円
★条件★12/13～2/28（12/28～1/2除
く）／1名様利用はシングルルームとなります

河豚会席Bプラン

好評！ 松山出張プラン

食事 本場関門の旬の河豚料理と四国の新鮮
海の幸・山の幸をお楽しみいただけます

温泉＋サウナでリフレッシュ

プラン共通

※別途、入湯税(1泊あたり150円)を申し受けます

2011年大河ドラマ「江・姫たち
の戦国」にちなんだ浅井三姉妹
ゆかりの地
小谷城跡と博覧会めぐり

1泊3食 観光タクシー付宿泊プラン 
22,400円（1室2名）～1/15より
毎日開催　ただいま受付中　
詳細はお問い合わせください

宇治橋

料理（イメージ）

い
ち
ご
狩
り（
イ
メ
ー
ジ
）

料理（イメージ）

客室（一例）

料理（イメージ）

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

ウインターバーゲンプラン
大阪駅から徒歩8分！　平日限定のお得プラン

http://www.kkr.or.jp/hotel/
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=31
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=18
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=38&cid=8
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=40&cid=9
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=39&cid=8
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※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もございます

宝台樹スキー場

平湯（イメージ）

※平湯温泉スキー場利用の場合　休前日利用は1名様プラス1,000円
※ほおのき平スキー場利用の場合　休日・休前日利用は1名様プラス1,000円

蔵王（イメージ）

ルスツリゾート（イメージ）

旅行中に宿題を終わらせよう

★条件★12/10～1/31（12/29～
1/3除く）／1日限定3組／BT付洋室
（シングルまたはツイン）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室2名～ 7,700円
1泊2食

ＫＫＲ 鹿児島 敬天閣 099-225-2505
城山
温泉

鹿児島県

料
理（
イ
メ
ー
ジ
）

料理（イメージ）

●仁田峠循環道路無料
★仁田峠・妙見岳では霧氷がご覧いただけます
（気象条件によりご覧いただけない場合があります）

観  光

1室2名～

全日

7,800円
1泊2食 ★条件★1/4～1/31／1日限定5組

選べる！ あったか鍋プラン

食事 牛肉・豚肉のしゃぶしゃぶまたは豆乳ちゃん
こ鍋からいずれかをお選びいただけます食事 次の3つからお選びいただけます

●よせ鍋コース（海老・烏賊・鮭・蛤ほか）
●とら河豚鍋コース（とら河豚ほか）
●薩摩黒豚鍋コース（薩摩黒豚ほか）

1名様4,500円で焼酎2時間飲み放題
（当館指定銘柄）
※30名様以上でのご利用の場合、送迎いたします
（鹿児島市内に限ります）
※幹事様には赤白ワイン1セットプレゼント
詳しくは施設にお問い合わせください

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

坂本龍馬・お龍が楽しんだといわれる小地獄の湯を満喫人気の3つの鍋コースからセレクトしていただきます

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）

【忘新年会のご案内】

食事 旬の食材を使用した料理を ★もう1泊して、疲れをゆっくり癒したい
お客様のために、特別価格で宿泊プランを
ご用意
1泊2食1名様　8,000円（1室2名様以上）
※延泊日が土曜日・1/9・2/11・3/20の場
合はプラス1,500円

※奥利根スノーパークは小学生
以下のお客様リフト料金無料

0278-72-2345
群馬県利根郡みなかみ町大穴859 チェックイン15:00

チェックアウト10:00　全室T付
水上温泉

KKR 水上 水明荘群馬県

特典 リフト・ゴンドラ一日券付

食事 旬の地元食材を使用した料理

食事 懐石風和食

●スキーこどもの日リフト券割引：1,000円
（12月～2月第1,3土・日曜・3月第1,4土・日曜）
●ライトアップ樹氷鑑賞：蔵王ロープウェイ　1
名様　2,500円→2,000円
●スノートレッキング：1名様　
2,500～5,500円（1月～3月）　

☆1名様プラス2,000円でメインの肉料理を山形牛すき
焼き・しゃぶしゃぶに変更可（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

025-784-3424
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574 チェックイン15:00

チェックアウト10:00　全室T付
越後湯沢温泉

KKR 湯沢ゆきぐに新潟県

特典 ●越後湯沢駅まで無料送迎
●次のスキー場のリフト券付
・神立高原　・ガーラ湯沢　・湯沢高原　
・ナスパスキーガーデン　・かぐら

食事 直江津港の海の幸と妙高高原の山の幸を使用した
和会席料理
☆1名様プラス2,000円でグルメプランに変更可

※1室1名様利用はプラス300円

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

★条件★12/18～1/31（12/29～1/3除く）／1名様プ
ラス1,000円でBT付客室に変更可／12/18～28利用は
1名様500円引

★条件★1/5～3/22（2/18・
3/7除く）／事前予約要

9,980円 10,980円1室2名～

1泊2食 平日 休前日

11,900円 11,000円 10,500円
11,900円 10,800円 10,500円

平日

50歳以上のお客様

A B

11,000円
10,500円

C D

A:苗場スキー場（車60分）
B:ノルン水上スキー場（車15分）

C:宝台樹スキー場（車30分）
D:水上奥利根スキー場（車7分）

12,000円
1泊2食
全日

1室2名～

023-694-9187
山形県山形市蔵王温泉904-8 チェックイン15:00

チェックアウト10:00　客室一部BT付

蔵王温泉
KKR 蔵王 白銀荘山形県

★条件★12/15～4/27（12/29～1/3除く）
※天候により期間が変更になる場合があります

0255-86-2113
新潟県妙高市関川2275 チェックイン15:00

チェックアウト10:00　客室一部BT付
池の平温泉

KKR 妙高高原 白樺荘新潟県

リフト・ゴンドラ1日券リフト・ゴンドラ1日券リフト・ゴンドラ1日券

※1室1名様利用はプラス1,500円

※休前日のご利用は1名様プラス1,000円
（②の期間にご利用の場合）　

011-231-6711
北海道札幌市中央区北四条西5-1 チェックイン15:00

チェックアウト11:00　全室BT付
札幌

KKR ホテル 札幌 北海道

特典 ●ルスツリゾート1日リフト券付
ルスツリゾートは11/20オープン／片道90分

特典 全山共通リフト券割引　
一日券　4,800円→4,400円
二日券　8,900円→8,200円

8,900円 9,900円
1泊朝食付

1室2名～

平日 休前日

★条件★12/18～3/20（2/7～12除く）／
予約は2日前まで

★条件★Ｔ・洗面付ゲレンデ側和室1名様プラス500円（定
員利用時）※リニューアルオープン記念で料金据え置きの
ほかグラスワインまたはソフトドリンクサービス（大人のみ）

ルスツ de スキーパック
北海道なんだから、スキーのプランがなかったらマズいっしょ！！
今シーズンから初めてリフト券付プランを始めます！！

温泉+スキー・スノーボードでゆとりの白い休日

関越道  練馬←→水上  約90分

眼下の野尻湖を望み、3kmのダウンヒルと超ワイドな1枚バーンが自慢の
池の平スキー場を思う存分お楽しみください

パウダースノープラン
ゲレンデ側お部屋全室にトイレ、洗面がつきました
思いっきりスキー・スノボで滑りまくってください ルスツへのバス停は徒歩1分　

全山共通乗車券割引特典付

特得プラン

池の平スキー場 一日リフト券付プラン

★条件★～3/31 

●平湯温泉スキー場      （徒歩10分）
●ほおのき平スキー場 （車10分）
●乗鞍高原温泉スキー場   （車40分）
●野麦峠スキー場        （車50分

0578-89-2626
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12 チェックイン15:00

チェックアウト10:00　全室T付
平湯温泉

KKR 平湯たから荘  岐阜県

特典 ●平湯温泉スキー場または ほおのき平スキー場リフト1日券付 
※ほおのき平スキー場利用の場合は1名様プラス1,000円

9,500円
1泊2食 平日

1室2名～

●平湯大滝結氷まつり（2/15～25）
日本の滝百選にもなっている平湯大滝で開催
される祭り。滝つぼから上部まで連なった大き
な氷柱のライトアップが幻想的

●樹氷まつり
・ジャンケン大会
（ジャンケンの勝者に1日券プレゼント）：2/2・4・6・7
・雪と炎の饗宴（インストラクターによる華麗なデモン
ストレーション、雪上花火ほか）：2/5
・雪見大露天風呂無料開放：2/1・2（13：00～16：00）

温泉＆スノボー・スキープラン

 得 スキー・スノボプラン
★組合員様(現職)は
　全日平日料金

8,800円 7,800円平日
1室2名

①12/18～281泊2食 ②1/4～31
オプション

1泊2食 1室2名～

おすすめイベント

GALA（イメージ）

池の平スキー場（イメージ）

池の平スキー場（イメージ）

特典 飲み放題付（90分）

http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=43&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=5&cid=2
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=7&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=20
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=26
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=21&cid=4
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