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世界遺産に近い宿
世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、
過去から現在へと引き継がれてきたかけがえのない宝物です
この機会に、世界遺産への旅にでかけてみてはいかがでしょうか
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江戸時代における一流の工芸技
術を集めた徳川幕府の聖地・東
照宮、1200年の法灯を伝えて
きた輪王寺の二社一寺が世界遺
産として登録されました。
美しく豪華な9棟の国宝と94棟
の重要文化財があり、その周辺
の山林には樹齢360年を越える
杉などが生えています。

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

日光の社寺まで歩いて５分プラン

※土、休前日はお1人様プラス1,000円
※1室1名様利用はプラス1,000円

●季節の会席膳と栃木
ゆめポーク料理
●グルメプランは栃木
牛の石焼きまたはし
ゃぶしゃぶが選択可
★お肉料理が苦手な方
は魚料理に変えられ
ます！（要予約）

食事

★条件★～10/31（9/15、16、22除く）
　　　　／T無和室／1日限定3室

★日光東照宮までの行き方★　徒歩5分

グループ・ファミリープラン

※土、休前日大人のみプラス1,500円
旬の食材の創作会席料理／お子様ランチ
大人2名様以上と同室の小学生までなら
お子様ランチ食でのご利用で全日3,500円!

食事

★条件★8/26～9/30

★日光までの行き方（土、休日の一例）★

奥日光への半日観光ナチュラルパークツアー奥日光への半日観光ナチュラルパークツアー
大人2,900円、子供1,450円（毎日9:30発　約3時間）

栃木県
日光

神奈川県
箱根
湯本温泉

ＫＫＲ 箱根 青風荘 ☎0460-85-5124
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋185

1泊2食・1室2名～ 9/10～9/30 10/1～10/31

栃木ゆめポークプラン

栃木牛グルメプラン

7,500円 9,500円
9,000円 11,000円

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

北海道のとれたてご馳走プラン

※1室1名様利用はお1人様プラス500円
※1名様プラス1,000円で和洋特別室に変更可
  （2名様以上限定）

北海道産の食材をふんだんに使った料理
JR川湯温泉駅
無料送迎（要予約）

食事

★条件★9/10～10/31／和室限定 ★知床までの行き方★　●知床：車90分

北海道
川湯温泉

1泊2食 9月 10月

1室2名～ 6,980円 6,480円

1泊2食平日・1室大人2名～ 大人 小学生まで

8/26～9/30 7,500円 3,500円

箱根観光の後は、小田急ロマンスカーとJR・東武特急のダブル乗りで世界遺産日光へ！

世界自然遺産知床の大自然を満喫！

家族で世界遺産小笠原諸島の自然遺産を見に行こう！

特典

特典
小田急ロマンスカー ⇒　新宿　⇒　特急きぬがわ　⇒　東武日光
11：07はこね12号⇒12：39⇒13：05きぬがわ5号⇒14：58着

五重塔内部公開中

★小笠原諸島までの行き方★

料理（イメージ）

ＫＫＲ ホテル 東京 ☎03-3287-2921
東京都千代田区大手町1-4-1

１泊朝食付ファミリープラン

※1室3名様利用は皇居側のデラックスツイン
※1名様プラス1,500円で皇居側のデラックスツインに変更可
（2名様以上）

朝食は和洋バイキング　★会場から皇居が一望できます！
※4歳以上のお子様の朝食はお1人様600円
駐車場無料（チェックイン日のAM6：00～チェックアウ
ト日のPM10：00まで）

食事

★条件★9/10～12/30（土、休前日
を除く）／1日限定20室／小学生以下
のお子様添い寝無料

東京都
竹橋

芦ノ湖（イメージ）

日光東照宮
知床半島の中央から先端の知床岬、周囲
の海域を含むこの地域は、流氷が漂流す
る北半球の最も緯度の低い場所で、海と
陸が影響しあう自然環境の仕組みが形成
されています。
シレトコスミレなどの絶滅危惧種を含む
植物のほか、希少な海鳥やトドなどの海
洋哺乳類が生息しています。

知床

聟島列島、父島列島、母島列島、火山列島、
西之島の5つの区域にある30以上の群島か
らなり面積は7,393ha。絶滅危惧種のオガ
サワラオオコウモリや195種の絶滅危惧種
の鳥類を含む、多くの動物相の生息地です。
また、約100種の陸生貝類が確認されてお
り、その90％以上が固有種です。

小笠原諸島

1泊朝食付 平日 日・祝日

1室2名～ 8,000円 7,000円

送迎

知床五湖（イメージ）

東照宮（イメージ）

東京港竹芝客船ターミナルから船を
午前10時に出港し、父島の二見港に
は翌日の午前11時30分に到着しま
す。所要時間は25時間30分です。

小笠原諸島（イメージ）

客室（イメージ）

料理（イメージ）

※プラン料金は、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）

※日光おでかけサロンが実施するもので、手配・媒介・取次を行うものではありません

※10月からのプランもあります！ネットまたはお電話で！

11月3日箱根大名行列は当荘の目前を通ります
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太平洋を臨む紀伊山地に、奈良と京都をつなぐ参詣
道と吉野・大峯、熊野三山、高野山という3つの霊場
があります。
この地域は、近隣の森林環境を含め1200年以上も
の間、神聖な山としてあがめられ毎年多くの人びと
が巡礼のために訪れます。

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

豪快！紀州黒潮 舟盛り会席プラン

食事

★条件★～10/31／Ｔなし客室1名様1,000円引／1室4名以上利用1名様1,000円引
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

※熊野古道バスツアーは明光バスが実施するもので、手配、媒介、取次を行うものではありません ★熊野古道までの行き方★　

和歌山県
白浜温泉

熊野古道

1泊2食 平日 休前日

1室2名～ 9,800円 10,800円

ＫＫＲ ホテルびわこ ☎077-578-2020
滋賀県大津市下阪本1-1-1

秋の味覚満喫プラン

※1室1名様利用は平日プラス1,000円  土、休前日、特定日はプラス2,500円
※特定日とは9/15、16、22　10/6、7　11/3、11/9～25となります
※11/2、11/4～8　11/26～30は土、休前日料金

●宝楽会席：季節の食材を使用した会席料理
●松茸会席：松茸と近江牛のすき焼きがメインの松茸づくし
1室4名様以上で鯛の姿うす造りサービス
JR唐崎駅 無料送迎 要予約　駅到着時TEL要

食事

★条件★～11/30（松茸会席は9/1～11/10）
※松茸は入荷状況により実施期間が変動する場合がございます

★比叡山までの行き方★　車で30分

滋賀県
琵琶湖

1泊2食1室2名～ 平日 土、休前日 特定日

宝楽会席

松茸会席

12,950円
17,950円

15,150円 16,650円
20,150円 21,650円

送迎

送迎

送迎

8世紀に日本に伝わり、その後独自の発
展をとげた仏教建築群が世界遺産に登録
されました。それぞれの建築物は、神道
や仏教など日本の宗教空間の特徴を見事
にあらわしています。奈良では今日でも
これらの建物を活用して宗教儀礼や行事
がさかんに行われ、住民の生活や精神の
中に文化としていき続けています。

ＫＫＲ 奈良 みかさ荘 ☎0742-22-5582
奈良県奈良市高畑大道町1224

奈良  満喫散策プラン

文久元年創業総本家「平宗」の柿の葉ずし（8個入）
を翌朝ご準備いたします！（8時以降）
●懐石のコース料理を存分にご堪能いただきます
●朝食のご飯は、白飯か茶粥をお選びいただけます

食事

★条件★～11/30

奈良県
奈良

古都・奈良の文化財

行楽シーズン到来！上高地・乗鞍の玄関口！世界遺産の白川郷へは車で90分

癒しの聖地熊野三山…今年の秋は世界遺産“熊野古道”を歩く旅へ

1泊2食

1室2名～

柿の葉ずし付

特典 ★奈良の文化財までの行き方★
●東大寺●春日大社境内：徒歩15分
●興福寺●元興寺：徒歩20分
●平城宮跡：車15分
●春日山原始林：車30分
●薬師寺●唐招提寺：車20分
●法隆寺：車40分

ＫＫＲ 京都 くに荘 ☎075-222-0092
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

京でほっこり連泊プラン

※1室1名様利用はプラス2,500円
ご夕食は5種類の会席料理よりお選びください
●京会席「清滝」●京和牛特選会席●京赤地鶏すき焼き
とにぎり会席●京野菜と魚貝の吹寄せ会席●松茸会席
ご連泊の場合、昼食1回サービス
JR京都駅無料送迎
迎え16：30　送り9：30

食事

★条件★～10/4／1日限定5室／
　　　　洋室指定

京都府
京都

特典

特典

特典

★京都文化財までの行き方★
●下鴨神社：徒歩15分
●二条城：車10分　●銀閣寺：バス15分
●上賀茂神社●東寺●仁和寺●龍安寺●本願寺
●金閣寺●清水寺●高山寺：バス30分
●醍醐寺●平等院●宇治上神社●西芳寺●天龍
寺：車で30～50分

比叡山もみじまつり：11/3～11/25
平安京の表鬼門鎮座日吉大社の紅葉ライト
アップ：11/中旬～11/末

平日限定！

現職組合員様限定

1泊2食 1泊目 2泊目以降4泊まで
1室2名～
（洋室指定） 15,300円 12,040円

松茸会席（イメージ）

オプション
連泊に便利な観光タクシー
コースがあります
詳細は施設へお問い合わせ
ください
※観光タクシーは帝産観光タクシー
が実施するもので、手配、媒介、取
次を行うものではありません

熊野古道（イメージ）

岐阜県の白川村、富山県の平村、上
平村の3つの集落が世界遺産に登録
されています。合掌造りと呼ばれる
独特の家の造りは、豪雪地域という
厳しい自然環境とこの地の伝統的な
生活文化によって生まれました。
現在も、この周囲の自然環境の調和
した遺産の中で人が生活し、独特の
風景を私たちに見せてくれます。

ＫＫＲ 平湯 たから荘 ☎0578-89-2626
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

奥飛騨グルメ和会席プラン

1名様プラス1,000円でテラス付特別和室に変更可
ご夕食はお部屋食
奥飛騨の山河メイン食材を使った料理長渾身の和会席
平湯温泉バスターミナル 無料送迎 要予約

食事

★条件★～10/31
★白川郷までの行き方★　車90分　

岐阜県
平湯温泉

露天風呂（イメージ）

古都京都には、それぞれの時代の文化を示す
文化財が数多く残されています。
1000年を超える歴史を映し出す2000件を
超える文化財を代表して、
16社寺と1城が世界遺産に登録されました。

白川郷

古都・京都の文化財

1泊2食 平日 土、休前日

1室2名～ 11,900円 12,900円
平日（10/20～11/30除く） 土、休前日・10/20～11/30

10,900円 11,900円
グレードアップ

送迎

飛騨白川郷（イメージ）

車90分

鹿児島県の沖合いの海上に位置する面積約500平
方キロメートルの屋久島。その約20パーセントに
あたる約1万747ヘクタールが世界遺産リストに
登録されました。登録地域には亜熱帯から亜寒帯
の植物が生えており、屋久杉と呼ばれる日本固有
種の森林も見られます。この地域には多くの動物
が生息し、さまざまな生態系が保存されています。

ＫＫＲ 鹿児島 敬天閣 ☎099-225-2505
鹿児島県鹿児島市城山町5-24

お料理が選べる世界遺産プラン

★2泊目以降は1泊につき1名様400円引
※1名様プラス500円で和室に変更可(1室3名以上）

下記の人気お料理ベスト3のいずれか1つ選択してください
●薩摩黒豚しゃぶしゃぶ　●薩摩黒地鶏鍋
●薩摩料理（魚コース）
　1名様プラス1,000円で焼酎飲み放題（当館指定銘柄）

食事

★条件★～10/31／1日限定3組／BT付洋室（シングルまたはツイン）指定

★屋久島までの行き方★　

鹿児島県
城山温泉

黒豚しゃぶしゃぶ（イメージ）

屋久島

1泊2食 1室2名～ 1室1名

全日 7,700円 8,700円

世界遺産「屋久島」へ行こう！鹿児島港から毎日出航「神秘の世界」へ

オプション

フェリーで約2時間40分
（航路経由により所要時間が変わります）

春日大社（イメージ）

柿の葉ずし（イメージ）

比叡山延暦寺（イメージ）

清水寺（イメージ）

仁和寺（イメージ）

龍安寺（イメージ）

料理（イメージ）

●勝浦産の鮪や紀州灘産の地魚の舟盛りをはじめとした
　紀州の食材をふんだん使用した会席料理
夕食時、南高梅酎ハイ又は南高梅ジュース1杯サービス

地元の語り部がご案内する“熊野古道バスツアー”（土、日、祝運
行）1名様通常4,400円を→4,160円（白浜発8：30～熊野古道
中辺路ルート～熊野本宮大社～白浜17：00）

JR白浜駅南紀白浜
空港無料送迎（要予約）

※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
※無料送迎は実施している各施設に記載してある最寄駅停への送迎のみを行います。他への送迎は道路運送法で禁じられております

屋久島（イメージ）

www.kkr.or.jp/hotel


食事

和・洋・中の中からお選びください！

組合員様得々プラン

和食・洋食・中華から選択してください
（日曜・祝日は洋食のみ）

　生ビールまたはソフトドリンク

★条件★9/10～10/10/1日限定5室

KKR ホテル 札幌札幌北海道 ☎011-231-6711
北海道札幌市中央区北四条西5-1札幌

1泊2食

1室2名～

平日

8,800円
土、休前日

9,800円

外観（イメージ）

食事

北海道のおいしいカニをおなかいっぱい食べたい！

蟹づくし会席プラン

タラバガニ、ズワイガニ、毛蟹など北海道ならでは
の新鮮な蟹をふんだんに使ったまさに蟹づくし！

　ご夕食時生ビールまたはソフトドリンクサービス 函館夜景観光バスツアーチケット
大人1,500円にてご用意
※北都交通が実施するもので、手配、媒
介、取次を行うものではありません

★条件★～12/28／1日限定5組
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR はこだて函館
湯の川温泉北海道 ☎0138-57-8484   

北海道函館市湯川町2-8-14函館
湯の川温泉

1泊2食
1室2名～

平日

土、休前日

10/1～10/31

12,500円
11／1～12／28

12,000円
13,500円13,000円

料理（イメージ）

オプション

食事

特別な一日をお手伝いさせて頂きます！

記念日プラン

記念日にふさわしいフランス料理フルコースをご
用意
　●夕食時食前酒サービス
　●朝食時コーヒーサービス・お子様はジュース
●ロケーション抜群の海側をご用意

★条件★10/1～12/21（平日限定）／1日限定3室

KKR ポートヒル 横浜横浜神奈川県 ☎045-621-9684
神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

横浜

1泊2食

1室2名～

平日のみ

11,800円

料理（イメージ）

特典

食事

美味しさ、ボリュームともに大満足

赤城山麓牛の
しゃぶしゃぶ鍋プラン

群馬県産赤城山麓牛のしゃぶしゃぶ鍋で、
ご家族やお仲間でお楽しみください

　ソフトドリンクサービス

★条件★～11/30／1組2名様以上

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

1泊2食

1室2名～

全日

9,480円

しゃぶしゃぶ鍋（イメージ）

食事

初秋の食力プラン

送迎 箱根登山電車宮ノ下駅 無料送迎
迎え　14：30～18：00
（駅から要予約）
送り　9：00～10：30別注

料理

※1室1名様利用はプラス1,500円
※1名様プラス5,000円で源泉かけ流し露天風呂付
客室に変更可（2名様以上限定）
季節感たっぷりの月替わり会席料理
●1名様プラス2,000円で調理長厳選特別会
席に変更可
●あわびの踊り焼き2,000円
●足柄牛の石焼き2,000円
ご夕食時にビール、日本酒（箱根山）、小田原
梅酒、ソフトドリンクのいずれか1つ

★条件★9/10～10/31（9/12・10/10除く）

KKR 宮の下 箱根
木賀温泉神奈川県 ☎0460-87-2350

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014箱根
木賀温泉

仙石原のすすき（イメージ）

★1室3名様以上ご利用はお１人様1,000円引
※洋室（禁煙）ルームをご利用は1名様プラス1,000円（1室2名）

●中華街：10月 国慶祭・野毛 大道芸フェスタ
●中華街：11月 きたもん祭 ハートフルクリスマス

イルミネーション

1泊2食全日 大人

9,800円
小学生

5,500円

食事 約180ｇの和牛ステーキを石焼プレートで焼き
調理長オリジナルソースでお召し上がりください ●アーリーチェックイン13：00

●タイムサービスでお土産品10％引
（一部商品除く)

●家族風呂使用料無料

送迎 伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅 無料送迎 要予約

グラスビールまたはソフトドリンク

※10/6、10/7はお１人様プラス2,000円

★条件★～10/10

KKR 伊豆長岡 千歳荘伊豆
長岡温泉静岡県 ☎055-948-0010

静岡県伊豆の国市古奈82伊豆
長岡温泉

1泊2食

1室2名～

平日

9,800円
土、休前日

10,800円

食事

送迎 伊豆急行 伊豆稲取駅 無料送迎(要予約）

※1室1名様利用はプラス500円
※1名様プラス1,000円でBT付に変更可

伊勢海老お造りかあわびの蒸し焼きを選択
お1人様プラス1,500円で伊勢海老とあわ
び両方ご提供！
グラスビール、焼酎、ソフトドリンクのい
ずれか1つ

★条件★10/1～11/30

KKR 稲取伊豆
稲取温泉静岡県 ☎0557-95-2577

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1957-1伊豆
稲取温泉

伊勢海老のお造り
（イメージ）

1泊2食

1室2名～

平日

8,480円
土、休前日

8,980円

波の音がＢＧＭ

オプション

●すすきの中の月見会：9/29・30・10/1
●知られざる絶景・散策会：10/1～10/31

KKR9月号読者限定！

マッサージ手配40分4,000円オプション

特典

●修善寺虹の郷　　●三津シーパラダイス
●伊豆の国パノラマパーク

食事 旬の地元食材を使用した会席料理

グラスビールまたはソフトドリンクサービス

JR越後湯沢駅　無料送迎（要予約）送迎

★条件★9/10～11/10

KKR 湯沢 ゆきぐに越後湯沢
温泉新潟県 ☎025-784-3424

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574越後湯沢
温泉

1泊2食全日

1室2名～

9/10～10/19

8,650円
10/20～11/10

10,800円

ドラゴンドラまで35分
ボリューム感
たっぷり！

●上田の郷稲刈り体験　お1人様2,500円：9月中旬
●苗場・田代ドラゴンドラ
大人2,000円、小人1,000円：10/6～11/4

食事

送迎 JR妙高高原駅 無料送迎 要予約

★条件★9/22～10/31

KKR 妙高高原 白樺荘 池の平
温泉新潟県 ☎0255-86-2113     

新潟県妙高市関川2275池の平
温泉

リンゴ狩り
（イメージ）

1泊2食

1室2名～

平日

7,680円
土、休前日

8,680円
★9月はお１人様500円引
※1室1名様利用はプラス300円

妙高高原の山の幸と直江津港の海の幸を
使った和会席
信州産100％りんごジュースまたは
リンゴワイン

●アップルミュージアム：車20分
●栗の町信州小布施：車40分
●妙高、黒姫、斑尾高原の紅葉

食事

信州贅沢プラン

霜降り牛の美しさ、まろやかさと柔らかさ、
風味豊かな美味しさと白く粘りのある独特の
脂肪の良さが特徴の信州牛をステーキとすき
焼きでお召し上がりください

生ビールまたはソフトドリンクサービス

★条件★～11/30／BT無和室限定

KKR 諏訪湖荘上諏訪
温泉長野県 ☎0266-58-1259

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7上諏訪
温泉

1泊2食

1室2名～

平日

9,480円
土、休前日

9,980円
※1室1名様利用はプラス500円

●ＳＵＷＡガラスの里クラフト体験
●諏訪の時計作り体験
●諏訪湖のカワサギ釣り：10月中旬

●夕食時デザート食べ放題、信州そば食べ放題
●貸切家族風呂無料 先着順
 （チェックインはお早めに！）

特典

ご夕食は
お部屋食！

選べるプラン伊勢海老orあわび選べるプラン

和牛ステーキ付プラン

料理
（イメージ）

カリと会席プランバラ風呂体験プラン

錦秋の妙高高原おもてなしプラン

信州牛（イメージ）

霜降り信州牛が１万円以下でステーキ＆すき焼き

（5）

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

●
特
別
な
表
記
が
な
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り
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一
人
様
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た
り
の
料
金
で
す
。

　●
お
子
様
料
金
は
小
学
生
以
下
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※プラン料金は、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）

バラ風呂（イメージ）

りんご農家でのりんごもぎ取り6個
★りんご5kgのお土産付　お1人様2,500円

圧倒的な人気！ りんごもぎ取り体験

1室2名～

女性にうれしい



（6）　平成24年9月10日

食事

現職組合員限定！ビジネスに観光に

名古屋　　　　　　フリープラン

和・洋バイキング
1階レストラン「アバンセ」にてグラスビー
ル、グラスワイン、ソフトドリンクのいずれ
か1つサービス
※オーダーは20：30までとなります
●アーリーチェックイン13時（通常15時）
●名古屋城入場券

★条件★～10/31

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

名古屋

1泊朝食付

1室1名～

平日

5,500円
土、休前日

6,500円

客室（イメージ）食事

富山が誇る豪華プランが登場♪

　　お造り6点盛り  
＋氷見牛鍋セレクトプラン

新鮮なお造り6点盛りと口の中でとろける美味
しい霜降り氷見牛をしゃぶしゃぶまたはすき
焼きのどちらか1つお選び下さい
ビール・日本酒・ソフトドリンクのいずれか
1つ

★条件★9/10～10/31

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

1泊2食

1室2名～

平日

9,500円
土、休前日

10,500円

きときと

●立山アルペンルート立山駅：車60分
●宇奈月トロッコ電車乗り場：車60分（北陸自動車道利用）

●名古屋城：徒歩5分
●名古屋市科学館（世界最大プラネタリウム）
●JR東海（リニア・鉄道館）

特典

食事

秋の伊勢路プラン

★条件★～11/30／2名様から利用可／
 1名様プラス1,000円でT付に変更可／
 1名様プラス2,000円でBT付10畳に変更可

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

1泊2食 平日

8,000円
土、休前日

9,500円

送迎 JR・近鉄鳥羽駅 無料送迎 要予約
迎え15：40、16：40　送り9：30

●伊勢大祭り：10/15
●伊勢神宮：車35分
●鳥羽水族館：車10分

生ビールでリフレッシュプラン

★条件★9/10～10/31/1名様プラス500円で大阪城側客室に
　　　　変更可（通常1,000円）

KKR ホテル大阪森之宮大阪府 ☎06-6941-1122
大阪府大阪市中央区馬場町2-24森之宮

生ビール
（イメージ）

1泊朝食付

1室1名～

平日

5,400円
土、休前日

6,900円

●大阪城公園：天守閣まで徒歩15分　
●海遊館：電車30分
●大阪歴史博物館：徒歩5分
●通天閣・新世界：電車35分

食事

24時間ステイ！温泉開湯１周年記念プラン

★条件★～10/5/洋室指定／1日限定5室

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

松茸会席
（イメージ）

1泊3食 平日

14,560円
土、休前日

16,560円

送迎 JR京都駅無料送迎
迎え16：30　送り9：30
ウェルカムドリンクサービス
（お抹茶・コーヒー・生ビールのいずれかひとつ）
※1Fラウンジにてご提供いたします

京でゆったり♪温泉や秋の味覚で大満足 昼食付

食事

秋の味覚満載もみじ会席プラン

旬の食材を取り入れた月替わりの会席料理

ソフトドリンクサービス

★条件★9/10～10/31（9/22除く）

KKR 山口 あさくら湯田
温泉山口県 ☎083-922-3268

山口県山口市神田町2-18湯田
温泉

料理（イメージ）

1泊2食 平日

9,480円
土、休前日

11,480円

秋の味覚をご堪能いただき、季節の彩りを感じてくださいビールのお供にぴったりの一品付！

特典

特典

●りんご狩り：車40分

食事

松茸土瓶蒸し付ふくふくプラン

※1名様プラス1,000円で和室に変更可
和洋バイキング

ビール・焼酎・ソフトドリンクのいずれか1つ

★条件★9/20～10/31/1日限定3室/
 ご予約は宿泊日の3日前まで

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

1泊2食 平日

11,300円
土、休前日

12,400円

一足早く、秋と冬の高級食材を合わせてご堪能ください

食事

食事

秋の　　　　　　瀬戸内プラン

★条件★9/10～10/31の月曜～木曜日の宿泊限定

KKR 道後 ゆづき松山
道後温泉愛媛県 ☎089-941-2934

愛媛県松山市岩崎町1-7-37松山
道後温泉

料理（イメージ）

1泊2食

1室2名～

月曜～木曜日の宿泊

8,850円

秋の道後へお越しください

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

オプション ●坂の上の雲ミュージアム
●子規記念博物館他

食事

雲仙の紅葉選べる鍋プラン

※土、休前日はお１人様プラス1,000円
鯛の姿造りとしゃぶしゃぶコースまたは好評の
豆乳鍋コース
ビール・日本酒・焼酎・チューハイ・ソフトドリ
ンクのいずれか1つ
●イルカウオッチング
●ビードロ美術館見学体験／各1名様2,000円

★条件★10/1～10/30／1日限定5組

KKR 雲仙山荘雲仙
小地獄温泉長崎県 ☎0957-73-3225

長崎県雲仙市小浜町雲仙480-1雲仙
小地獄温泉

豆乳ちゃんこ鍋（イメージ）

お好きな鍋をチョイス

オプション

●博多座：10/5～10/28「コロッケ錦秋喜劇公演」

1泊2食平日 

1室2名～

鯛しゃぶコース

8,800円
豆乳鍋コース

6,800円

送迎 島鉄雲仙バスターミナル 無料送迎 要予約
バス停到着時TEL要

食事

伊勢海老のお造りと森伊蔵付桜島満喫プラン

★条件★～10/31/1日限定3室

KKR 鹿児島 敬天閣城山
温泉鹿児島県 ☎099-225-2505

鹿児島県鹿児島市城山町5-24城山
温泉

料理（イメージ）

あの幻の焼酎「森伊蔵」が夕食に付いた桜島噴火鍋プランです

1泊2食 

1室2名～

1室1名

全日

15,800円
16,800円

特典

★1室3名様以上ご利用の場合はお1人様プラス500円で和室に変更可
お客様の目の前で、桜島・錦江湾で捕れたエビ等の魚介
に熱く熱した溶岩を投入し一気に調理いたします。

グラスビールまたはソフトドリンクいずれか1つサービス

●ご夕食時に「森伊蔵」1杯付

料理（イメージ）

氷見牛すきやき（イメージ）

料理（イメージ）
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カニ半身付

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

ドリンク

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ)
伊勢志摩の会席料理

フルーティーな赤ワインまたは白ワイン１杯付

和・洋バイキング
生ビール付

1階カフェ「アトリウム」にて揚げたこ焼・串カ
ツ盛り合わせ・ソーセージ盛り合わせから一品
サービス
※オーダーは20：00までとなります

※1室1名様利用はプラス1,000円
※1名様プラス3,000円で特別室に変更可

瀬戸内海の食材を使った会席料理

ビールまたはソフトドリンクのいずれか1つ

●エステマッサージ通常価格より10％引

1室2名～

1室1名～

1室1名～

1室2名～
（洋室指定）

★1室1名（シングルルーム）ご利用は500円引
★和室1室3名以上は1,500円引

ご夕食は5種類の会席料理よりお選びください
●京会席「清滝」 ●京和牛特選会席 ●京赤地鶏す
き焼きとにぎり会席 ●京野菜と魚貝の吹寄せ会席　
●松茸会席
★昼食については、到着日や出発日どちらでもOK
●12：00チェックイン　翌日12：00チェックアウト

※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
※無料送迎は実施している各施設に記載してある最寄駅停への送迎のみを行います。他への送迎は道路運送法で禁じられております

ワンドリンク
付

ワンドリンク
付

▲UP




