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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への医療対応を終えて

　　　　　　　　　　 救急科統括部長
KKRシミュレーション・ラボセンター長

軍神 正隆（ぐんしん　まさたか）

虎の門病院

対応は病院内になり、着用しての活動は幻に OFH/PFH会場の
ホテルオークラ東京
前から2人目が筆者

https://www.kkr.or.jp/
発行所 国家公務員共済組合連合会

〒102-8081  東京都千代田区九段南一丁目1番10号  九段合同庁舎      03-3222-1841
ホームページもあわせてご覧ください

検索検索ｋｋｒ

　TOKYO2020大会指定病院として

　数々のドラマが生まれた東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会（TOKYO2020大会）。オリンピッ
ク競技大会は開会式の7月23日から8月8日までの16
日間、パラリンピック競技大会は8月24日から9月5日
の閉会式までの12日間、計55競技878の種目が開催
されました。
　虎の門病院はTOKYO2020大会指定病院として、
オリンピック・パラリンピックファミリーホテル（OFH/
PFH）の医療対応を行いました。OFH/PFHは公式非
競技会場でホテルオークラ東京が主会場となり、5つの
都内のホテルが指定されました。
　IOC会長・委員・役員・ゲスト他、各国国際競技連盟
会長他、各国オリンピック組織委員会会長他、大会期間
中に計6000人程の要人（オリパラ・ファミリー）が来
日滞在し、様々なオフィスが設けられ、IOC総会や理事
会などの国際会議が日々開催される、競技大会の運営を
行う大変重要な会場です。開会式の2週間前には来日し、
TOKYO2020大会組織委員会のもとで自己隔離を伴う
行動制限と定期PCR検査を継続的に義務付けられました。
　オリパラ・ファミリーは、様々な言語や文化を有する
世界各国から来日した要人であり、過去のオリンピック・
パラリンピック競技大会に選手出場経験のある伝説の国
内外メダリストから構成されていました。また、チームド
クター、国際競技連盟ドクター、大使館員などを同伴し

ており、24時間対応の医療通訳サービスを用いて、異
なる文化やプライバシーに配慮し、相互コミュニケーショ
ンを重視した医療提供を、関係各部署との調整を行いな
がら実践しました。
　OFH/PFH会場は、他のどの競技会場よりも長期間の
7月7日から9月6日まで、計58日間にわたる継続的医療
対応となり、虎の門病院は、OFH/PFHのけがや急病、
特に新型コロナ疑いのオリパラ・ファミリーへの救急医療を、
通常の24時間体制の救急医療の延長線上で提供しました。
　結果、総患者対応数64名、オークラ医務室受診35名、
虎の門病院救急科受診29名、うち入院数6名。入院患
者の内訳は、急性虫垂炎の緊急手術症例2名、腸閉塞
の緊急手術症例1名、複雑性尿路感染・敗血症の緊急手
術症例1名、多発肋骨骨折・外傷性気胸の保存的加療1
名、マラリアの内科的加療1名でした。

　VMO（会場医療責任者）として

　私（軍神）は、OFH/PFH会場の医療を統括するVMO
（会場医療責任者）として医療対応を行いました。
TOKYO2020大会競技会場50か所程の医療対応は各
競技会場のVMOに一任され、医師・看護師・事務職員を
統括し、様々な事態を想定し医療計画を立て準備を行い
ます。傷病者が発生した場合には、救急搬送するかどう
かの判断、搬送先選定、最終転帰決定、TOKYO2020
大会組織委員会との各種の調整を行います。他の競技会
場は3年前に担当の医療機関が決定され準備が開始され
ましたが、OFH/PFH会場は、開会式から2か月前の急
遽の担当医療機関の決定であり、直前まで不確定要素が
多いこともあり非常に準備が難しい状況でした。
　OFH/PFH会場は、複合災害たとえば新型コロナウイ
ルス感染症の感染爆発の最中のIOC総会でのテロなど、
多数傷病者が発生するシナリオが危機管理の上で想定さ
れました。虎の門病院の新型コロナ疑い地域救急医療セ
ンターおよび災害拠点病院として安全と安心を都民に提
供する救急医療をOFH/PFH医療対応で 次頁へ続く

https://toranomon.kkr.or.jp/
https://www.kkr.or.jp/
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詳細はこちら

▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲
■女性31歳 / 活動期間2年
スタッフの方に、「ちょっとした恋愛の悩み」や「お相手の見つけ
方」など様々な相談にも親身になって対応してくださり、本当に助
かりました。おかげ様で無事、結婚へとたどり着くことができました。
■男性34歳 / 活動期間11ヵ月
一般の婚活アプリと違い、共済組合員（とそのご家族）限定のサービ
スなため安心感があり、相手からも信頼してもらえる印象でした。
おかげ様でお付き合いできる方が見つかりました。

ご利用者の声

 
★職場に知られずに活動できる
★経験豊富なスタッフが活動をサポート
★婚活パーティーやセミナー等、多数ご用意

安心の婚活サポート安心の婚活サポート

育児相談・医療機関の情報提供サービス 年中無休・24時間対応　
専門医等の予約制サービス(平日9時～17時) ※土日祝日 年末年始(12/29～1/4）を除く。

子育て相談ダイヤルKKRKKR
妊娠･出産･
子育てのことなら

通話・相談無料
0120-192-556
フ リ ー ダ イ ヤ ル イ　　ク　　ジ コ　　コ　　ロの

専門スタッフがご相談にお応えします。お気軽にお電話ください。

KKRインフォメーション 介護に関する各種ご相談は「KKR介護相談ダイヤル」まで
こころ  から ハロー

［年中無休　9時～21時］0120-556-860
フリーダイヤル   

ライフステージに応じたサービスを提供しています。

住宅を購入する際は、KKR住宅割引協定をご利用ください！

検索検索kkr住宅割引協定住宅会社一覧および割引率は

▲
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KKRでは、組合員の皆さまのマイホーム取得をサポートするため、住宅会社36社と割引協定を締結しています。
分譲マンション、戸建て住宅、注文住宅の購入、ご自宅の売却、土地の売買などの際に割引特典を受けることができます。
是非、ご活用ください。（一部、割引対象外の商品、物件があります。）※OBの方は割引対象外となります。

※三菱地所レジデンス株式会社は、令和３年12月31日で割引協定が終了しますのでご注意ください。

割引特典を利用する際は、協定住宅会社のスタッフに、
ご相談の際に共済組合員証を提示し、「KKRの割引を
利用」する旨を申し出てください。なお、KKRの割引
を利用する場合、紹介状は不要です。

も、臨機応変かつ当意即妙に提供することが極めて重要
と考えました。
　虎の門病院の医療班、OFH/PFH、TOKYO2020
大会組織委員会、警察庁・消防庁との連携が重要である
ため、事前にそれぞれのステークホルダーを一堂に会し
て、初動と役割分担、救助と救護のための動線、トリアー
ジ・救護エリア・隔離ゾーニングの確認、通信連絡手段
と感染防御手段の確認。各種の蘇生用資器材、薬剤、
AED、ファーストエイドキット、必要数のターニケットの
用意、虎の門病院の病院救急車の出動準備、医療救護
チームの編成、eラーニング等。状況次第では、自衛隊・
DMATの派遣要請となるため、VMOからそれぞれのス
テークホルダーへの要請の実施の段取りも整えました。
　開催前の状況は刻々と変化し、東京都では７月上旬新
型コロナウイルス感染症の第５波に突入、開会式直前の
7月中旬に4度目の緊急事態措置が発令されました。
　TOKYO2020大会が宣言下での開催となることが決
定し、競技も無観客開催に方針が転換、オリンピック関
連イベントやパブリックビューイングは全て中止となりま
した。また、新型コロナウイルス感染症の影響で逼迫す
る医療現場への配慮として、大会に携わる医師や看護師
などの医療従事者は1万人から7000人に削減され、各
競技会場と選手村の選手およびOFH/PFHのオリパラ・

ファミリーへの対応を中心にTOKYO2020大会医療対
応を行うことになりました。
　開催後の状況も刻々と変化し、都内の１日の新規感染
者数は８月中旬に過去最多を記録しましたが、これをピー
クに急激な減少が見られました。要因は、非常事態宣言
下の無観客試合の決定、マスク着用など感染対策の定着、
特にワクチン接種の急速な普及が大きな役割を果たした
と考えられています。TOKYO2020大会期間中だけで
新規感染者を10万人以上、死者を8000人以上抑制し
た可能性があるとの試算が出ています。
　100年に一度と言われる感染症による災害が始まり、
当初はなすすべもなく多くの方が亡くなりましたが、治
療薬やワクチンが開発され、新型コロナの相対的な脅威
度は徐々に下がりつつあります。しかし、第５波では過
去最多の感染者数によって医療機関は逼迫し、その中で
TOKYO2020大会指定病院としての公的ミッションを全
力で遂行する必要があり、虎の門病院のすべての医療関
係者が総出で一丸となった総力戦が、昼夜を問わずに日々
行われました。おかげさまで、TOKYO2020大会への
医療対応を、9月6日に無事に終了することができました。
この日を迎えられたことは、多くの関係者の皆様のご支
援があったからに他なりません。心から感謝を申し上げま
す。ありがとうございました。

▲UP

https://www.kkr-bridal.net/initiatives/
https://www.kkr.or.jp/tokutei/jutaku/jutaku-kyoutei.html
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kosodate/kosodate-dial.html
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開催地
松 江 市
鳥 取 市
長 崎 市
佐 賀 市
奈 良 市
大 津 市
岐 阜 市
名 古 屋 市
山 口 市
広 島 市
岡 山 市
神 戸 市
横 浜 市
福 岡 市

開催日
11月25日（木）
11月26日（金）
12月  2日（木）
12月  3日（金）
12月  9日（木）
12月10日（金）
12月16日（木）
12月17日（金）
  1月13日（木）
  1月14日（金）
  1月20日（木）
  1月21日（金）
  1月28日（金）
  1月28日（金）

開催会場
ホテル白鳥
白兎会館
ホテルセントヒル長崎
グランデはがくれ
ホテルリガーレ春日野
KKRホテルびわこ
ホテルグランヴェール岐山
KKRホテル名古屋
KKR山口あさくら 
広島ガーデンパレス
サン・ピーチOKAYAMA
ホテル北野プラザ六甲荘
KKRポートヒル横浜
KKRホテル博多 

開催地
福 岡 市

開催日
  2月22日（火）

開催会場
KKRホテル博多

■全国年金相談会日程

■リモート年金相談会日程

■年金に関することはお気軽にご相談ください。

全国年金相談会及びリモート年金相談会のご案内

●電話でのご予約

●文書でのご予約

予約受付
専用電話

KKRホームページ内の「全国年金相談会予約受付票」を
印刷し、必要事項を記入のうえ、ご郵送ください。

ご予約は開催日の1週間前まで承りますが、定員になり次第締め
切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

詳しくは、KKRホームページをご覧ください。▶

受付時間  9：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く）
☎03-3265-9708

〇モニター画面に映る相談員が年金相談にお答えいたします。
〇KKRホテルの職員がご案内いたしますので、安心してご相談いただけます。 検索検索kkr年金相談会

「年金相談会」は、事前の予約が必要です

 

検索 検索ｋｋｒセカンドライフ ｋｋｒマネープランKKRマネープランセミナー 50KKRセカンドライフセミナー
「生きがい」「家庭経済」「健康維持」がテーマ

※セカンドライフ（マネープラン50）セミナーご参加の方は、事前に年金額試算書
を入手のうえ、セミナー参加時にご持参いただくと便利です。詳しくはKKRホームページの「KKR年金情報提供サービス」をご覧ください。（手続はお早めに）
※資産運用を目的としたセミナーではありません。

「家庭経済」の見直しに特化
■開催日程

開催地区開催日 開催会場
12月18日 (土) KKRホテル東京東　京

■開催日程

11月27日（土）
12月11日（土）

TKPガーデンシティ博多新幹線口
ワークピア広島

開催地区開催日 開催会場
福　岡
広　島

主に50代の方向け 主に50代の方向け

追加開催

KKR主催セミナー 開催案内 11月～12月
※諸事情により開催が
変更・中止になる場合
があります。

参加無料
要事前予約

仕事と介護の両立、介護制度や相談窓口、認知症などがテーマ

検索ｋｋｒ介護KKR介護準備セミナー
11月20日（土）
12月 4日 (土)

KKRホテル大阪
KKRホテル名古屋

開催地区開催日■開催日程 開催会場
大　阪
名古屋

24時間受付 検索セミナーのご予約方法 インターネット予約 kkr予約申込▶
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KKRインフォメーション 葬祭に関する各種ご相談は「KKR葬祭コールセンター」まで

フリーダイヤル クイック こころ

0120-919-556［年中無休　24時間対応］

KKR健幸ポイントの

健康ショートドラマ健康ショートドラマをご覧ください

　KKR健幸ポイントでは、専用アプリに「健康ショートドラマ」をご用意。
　このドラマでは、「健康第一」が家訓の家庭を舞台に、「あなたの健康知識間違っ
てます」と称して、健康づくりの新常識をお伝えしています。
　まだ登録していないから観ていない！という方も、ぜひ、右下のQRコードから
ご登録のうえ、ご自身の健康づくりにご活用ください。

登録用QR

【照会先】(株)タニタヘルスリンク  カスタマーサポート
☎ 0120（771）015　※ 平日9：00～18：00

　　　kkr-info@healthlink.co.jp

第１回バーチャルウォーキングラリー開催中
～  パリ編  ～

11/1-11/27（27日間）
目標合計歩数：187,495歩（1日あたり6,945歩）

（注）1 事業の詳細については、ホームページでご確認ください。
      2 この事業は㈱タニタヘルスリンクに業務委託しています。

こちら

　【ご相談内容の例】
・年金の請求手続きはどうすればいいの？
・年金受給に必要な資格期間や年金の見込額は？
・働いた場合や失業給付を受けた場合、年金はどうなるの？
その他、年金に関することは、ご予約のうえ、ご相談ください。

▲UP

https://www.kkr.or.jp/nenkin/soudan_shisan/soudan/soudankai/index.html
https://www.kkr.or.jp/tokutei/seminar/secondlife-seminar/
https://www.kkr.or.jp/tokutei/seminar/secondlife-seminar/
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo/kaigo-seminar/index.html
https://yoyaku.kkrnet.jp/area/table/3059/cj231E/M?S=lbpdm2ljndk


■上記以外の料金コースもございますのでお問い合わせください。 ■掲載以外にもおすすめの忘新年会ができる施設があります。　
※ご利用の際は、事前にご予約ください。 ※料金は全て税込、サービス料は頂いていません。※飲み放題は2時間です。 ※写真は全てイメージです。

KKR ホテル東京

03-3287-2932（宴会予約）
コース料理（和・洋・中から選択）＋ 飲み放題

★乾杯用スパークリングワインサービス

11/15～
1/31
12/30 ～
1/3除く

２/26まで
 ,

割引券使用 0円 76 50 ～ ,500円

展望レストラン芙蓉
03-3287-2934（レストラン直通）

03-3287-2928（レストラン直通）

　 

通常 6,000円 → 
割引券使用5,000円

まで

土日祝日と
12/29 ～1/3
除く

1/3 除く

組合員 7,500円～8,500円（通常より500円引）

KKR ホテル名古屋
忘新年会プラン

忘新年会プラン

博多フレンチ　ー節ｰ

忘新年会プラン

076-264-7858（宴会予約）

076-264-7860（レストラン直通）

宴会場の忘新年会プラン

松花堂弁当・日本料理・フランス料理・
和洋折衷料理＋ビール 1本・ウーロン茶

個人盛りスタイル 
忘新年会プラン

045-621-9684

和洋折衷コースor

フレンチコース
※ドリンク別途

■飲み放題 1,500円、2,000円
★30分延長、乾杯用スパークリングワインなど特典あり

円通常5,000 → 
割引券使用  4,000円フランス料理 or 日本料理＋ 飲み放題 

中国料理＋ 飲み放題 通常 4,500円

　 

→ 
割引券使用3,500円

ラウンジバーリラ
 

KKR ポートヒル横浜

KKRホテル金沢

割引券が使える

レストラン アイビス

●都道府県の新型コロナ対策認証を取得しています　
　　　　　　●換気の良いお部屋でゆとりのテーブルレイアウト　
　　　　　　　　　　　●感染症予防のため、食事の提供方法を工夫しています

2/28
まで

2/28
まで

2/28
まで

2/28
まで

052-201-3390

※飲み放題はプラス1,000円

通常5,000 円→ 割引券使用 4,000円

KKR ホテル博多

蓋付き先付けのコース料理 
＋ カクテル付飲み放題

092-521-1433

通常7,200円→ 割引券使用6,200円 通常7,000円→ 割引券使用 6,000円

通常16,000円 → 
割引券使用15,000円

KKR 京都くに荘

京会席 ＋ 飲み放題

075-222-0092 06-6941-1140

通常6,000円
→  割引券使用 5,000円

KKR ホテル熊本
Winter &
 New Year Plan
和洋中会席 ＋ 飲み放題

096-355-0123

 

KKR ホテル大阪

本格茶室「清芳庵」で味わう

　　日本料理会席プラン
会席料理　※ドリンク別途

2021年9月改修

 

和食 or 洋食＋飲み放題 
★選べる特典をご用意  通常

の場合
6,000円→ 割引券使用 05,00 円

和食 or 洋食 ＋ ドリンク2杯付 通常4,400円→ 
割引券使用  3,400円

感染防止対策がされた店をお探しの幹事様へ

2名様～

2名様～

2～７名様

4名様～

８名様～
８名様～

４～10名様

８名様～

５名様～
４名様～

レストランアヴァンセ
忘新年会プラン

2名様～
割引券使用3,000円

忘新年会プラン

通年

通年

2/28
まで

６名様～
（少人数は要相談）

第919号（8）　令和３年11月10日

▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/list/tokyo/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/nagoya/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kyoto/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/hakata/
https://www.kkr.or.jp/hotel/kumiaiin/member/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kumamoto/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/osaka/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kanazawa/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/yokohama/


　令和３年11月10日（3）　毎月1回10日発行第919号

※前日１８：００までに要予約

3261

▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kanazawa/


　（4）令和３年11月10日 第919号

前

3261

お子様向け料理コンテストで表彰された料理は、

本紙掲載の施設でご提供します

https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kanazawa/


優良賞
兼康辰己  作

東京都  竹橋

和食料理人が作る
酒道健一  作

神奈川県  鎌倉 長野県  上諏訪

山口県 湯田温泉 熊本県  熊本

入賞

入賞 入賞

１泊２食 6,000円

贅沢お子様ランチ
自家製ホワイトソースの蟹甲羅グラ
タンや国産牛のビーフシチューなど、
贅沢な食材や調理法で作りました

★添い寝のお子様の夕食料金 2,500 円
※３日前までに要予約

●マリトッツォ風ポテサラバケット
●天むす　●きしめん　●デザート
●名古屋コーチンのコーンフレーク
揚げなど

食べられる金鯱を
作ってみたョ

１泊２食 8,500円～小学生まで

おもちゃ箱
野菜も喜んで食べてくれるような、
色鮮やかなおもちゃ箱をイメージ
した献立

★2食付でご宿泊のお子様専用のお料理です
※３日前までに要予約／ 1日限定 5食

★添い寝のお子様の夕食料金 2,500 円
※３日前までに要予約

入賞　

金鯱お子様バスケット

通　　年

ホテル名古屋  　052-201-3326愛知県
名古屋

チキンライスで作ったかわいいクマを
メインにお子様大好き食材をふんだん
に使用

お子様大好き
ごはんだヨ

★２食付でご宿泊のお子様専用のお料理です

洋風お子様料理

12/20   1/31 
※12/30～ 1/4除く※年末年始を除く

大阪府
森之宮

通年
※レストラン
　営業日のみ

小学生まで

小学生まで

デザート充実 !! お子様ランチ
●焼き牛ハラミと彩り野菜 
●鶏そぼろわっぱ（うなぎ添え）
●信州そば（海老天添え）
●生フルーツと手作りケーキ

★2食付でご宿泊のお子様専用のお料
理です★3～5歳の添い寝のお子様には
「無料お子様ランチ」あり（別メニュー）

一寸法師御膳～雲海の旅へ～

★添い寝のお子様の夕食料金 3,300 円

プラネット
メインの牛肉の煮込みは、柔ら
かく戻した肉に地元の味噌を加
え、お子様にも召し上がってい
ただける味に仕上げました

★添い寝のお子様の夕食料金 2,500 円※３日前までに要予約／ 1日限定 5食

KKR ホテル大阪  　06-6941-1122KKR
１泊２食 6,500円小学３年生まで

鎌倉わかみや   　KKR 0467-25-4321

山口あさくら   　KKR 083-922-3268

諏訪湖荘   　KKR 0266-58-1259

ホテル熊本   　KKR 096-355-0121

通年 11/1～
3/31

ご当地グルメの「瓦そば」「岩国寿司」
「河豚」などを食べやすくアレンジ 

通年

最終審査で同点３位の２作品

佳作以上の入選候補 9 作品の
うち、5位以下の 5作品

※プラン料金は、特別な表記がない限りお一人様あたりの小学生料金（消費税込）です　※大人の料金は、施設にお問い合わせください　※写真はイメージです

ホテル東京   　KKR 03-3287-2922

7,500円
幼　児

9,000円
小学生

,8150円

5,000円小学生まで
１泊２食

１泊２食

１泊２食

デザートは和風アフタヌーン
ティーの「お楽しみ」

一寸法師のお椀型の

器の蓋を開けるとドライ

アイスの雲海が出ます

大人料金の50％

小学生まで

１泊２食

通年
11/15から

第919号 令和3年11月10日　（5）令和3年11月10日　（5）
今から予約できる宿 直前の日程でご予約できる宿泊プランを拾い上げてホームページでご紹介しています kkr  今から

https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/nagoya/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/osaka/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/tokyo/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kamakura/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/yamaguchi/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kumamoto/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/suwa/


佳作　

 

  

KKRはこだて
☎0138-57-8484

北海道
函館

湯の川温泉

キャンプの定番BBQの気分をホテル
で楽しめる★北海道で人気のスープカ
レーと手巻きおにぎり付※特別賞の料理を
冬メニューに変更してご提供します
小学生まで　１泊２食　6,800円
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※前日までに要予約

  

神奈川県
湘南･逗子海岸

お子様の好きなメニューで作った少々
大人びたお子様御膳
小学生まで　１泊２食　8,980円～
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※宿泊宴会、昼会席、お祝い膳のみ予約可能
※3日前までに要予約 土曜日と年末年始

  

静岡県
伊豆･熱海温泉

隠れ宿

体験型！

お子様に好まれる料理を折箱に盛りこ
んだ純和風のお子様御膳
小学生まで １泊２食　9,000円～
★添い寝のお子様の夕食料金3，300円
（年末年始は別料金）※3日前までに要予約
※ご予約時に「彩りお子様御膳」とご指定ください

彩りお子様御膳
プチ贅沢お子様御膳

11/20～1/15まで

  

京都府
京都

天使のエビ アラレ揚げ、白身魚湯葉
フライなど、京都らしい食材を食べ
やすいように調理しました
小学生まで　１泊２食　9,000円
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※3日前18時までに要予約

手毬箱彩花（いろはな）ランチ豪華お子様御膳

通　年

  

和歌山県
白浜温泉

お肉を焼く、お寿司を巻くなど、自分
で作るを体験
★佳作を受賞した献立の一部をグレー
ドアップしています
小学生まで　１泊２食　7,000円
★添い寝のお子様の夕・朝食料金5，500円
※3日前までに要予約

お子様定食

通　年 ※年末年始を除く

  

愛知県
名古屋

名古屋コーチン味噌煮込みハンバーグ
など、ちょっと大人な気分になれる和
洋折衷お子様料理★デザートは「ピー
マンのムースのクレープ包み」※季節に
より一部内容を変更する場合あり
小学生まで １泊２食  8,500円～
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※3日前までに要予約

通　年　※年末年始を除く

  

滋賀県
琵琶湖

国産の食材のみを使用、工夫を凝らし
た繊細な味付けの和食ランチを花を模
した器に彩りました
小学生まで  １泊２食　6,450円～
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※事前予約制／1日限定10食

11月中旬から通年※除外日あり

11月中旬から通年※除外日あり

  

東京都
竹橋

野菜を器にするなど面白く食べられ
る、農園をイメージした料理
小学生まで　１泊２食　6,000円
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※3日前までに要予約

※3日前までに要予約
※朝食は大人と同じ和定食

通　年 ※レストラン営業日のみ

  

神奈川県
横浜

ヨコハマの宝の地図の上に骨付ハンバーグ
やパスタの島々が広がる！デザートの宝箱
へ無事にたどり着けるか！
小学生まで　１泊２食　8,600円
★添い寝のお子様の夕食料金3，000円

ヨコハマ宝島プレート

通　年 ※除外日あり

  

神奈川県
横浜

卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・か
にを使わず、安心して食べられる
小学生まで　１泊２食　8,600円
★添い寝のお子様の夕食料金3，000円
※3日前までに要予約 ※朝食は大人と同じ和定食

7大アレルゲン不使用
お子様プレート

キャンプ気分　
　　　～体験型お子様料理～

お子様FARM

  

新潟県
越後湯沢温泉

お子様が好きな食材にとろ～っと絡めて、
チーズフォンデュを作ろう！
小学生まで　１泊２食　7,000円
★添い寝のお子様の夕食料金3，000円
※1週間前までに要予約／1日限定5組

コーンポタージュ味の
チーズフォンデュ

12/18～3/31の週末限定

  

愛媛県
松山・道後温泉

目で楽しみながら作って遊べる料理
★デザートはチョコレートフォンデュ
小学生まで １泊２食平日 7,300円
　　　　　     土・休前日 8,300円
★添い寝のお子様の夕食料金3，000円

お子様御膳

KKR逗子 松汀園
☎046-871-2042

KKRホテル熱海
☎0557-85-2000

KKR京都くに荘
☎075-222-0092

KKR白浜 美浜荘
☎0739-42-3383

KKRホテル名古屋
☎052-201-3326

KKRホテルびわこ
☎077-578-2020

KKRホテル東京
☎03-3287-2922

KKRポートヒル横浜
☎045-621-9684

KKRポートヒル横浜
☎045-621-9684

KKR湯沢ゆきぐに
☎025-784-3424

KKR道後ゆづき
☎089-941-2934

通　年

通　年

特別賞

料理の専門家による専門的な目線と、実際にお客様へ
提供可能かどうかの総合的な目線で選ばれました

料理の専門的な目線などにはこだわらず、応募 96 作
品の中から特色のある作品が選ばれました

※12/29～1/3除く

※プラン料金は、特別な表記がない限りお一人様あたりの小学生料金（消費税込）です　※大人の料金は、施設にお問い合わせください　※写真はイメージです

今月号掲載以外の宿泊プランや掲載期間以外の料金はWEBで検索
　（6）令和３年11月10日 第919号

▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/zushi/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/nagoya/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/hakodate/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/yokohama/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/yokohama/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/yuzawa/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/dougo/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/tokyo/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/biwako/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kyoto/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/shirahama/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/atami/

