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No.920

　毎月1回10日発行第913号（8）　令和３年5月10日 第920号 令和３年12月10日　（1）

2021.12　　　　 ※ＰＤＦ版の頁順は、１、２、7、8、３～6となっています

2,000円 OFF!
旬な宿大特集

KKRホームページ

いつでもすぐに年金についてわから
ないことを調べたり、年金の制度につ
いて知りたいことを確認できます。

KKR年金相談ダイヤル

ご自身の年金について、お電話でご相談
されたいときは、以下にお問い合わせく
ださい。オペレーターが対応いたします。

全国年金相談会

対面やリモ－トで年金についてご相談
されたいときは、年金相談会をご予約
ください。相談員が対応いたします。

KKR年金情報提供サービス

年金のよくある質問Ｑ＆Ａ
をご覧ください。

（PDF版）はスマートフォンでも閲覧できます
組合（保険者）番号

保険者番号を入力
ログイン 入力消去

目的に合わせて、以下の KKR のサービスをご活用ください。

※1　毎年誕生月下旬に送付される「ねんきん
定期便」をご覧ください。

※2　毎年 6月末に送付される「退職年金分掛
金の払込実績通知書」をご覧ください。

「基礎年金番号※1」または「長期組合員
番号※2」をあらかじめご用意ください。
☎ 0570-080-556（ナビダイヤル）
0570 におかけになれない場合（050 で始
まるお電話からの発信など）等
☎ 03-3265-8155（一般電話）

年金の見込額の試算や自分の年金
記録を知りたいときは、スマホや
PCで確認できます。

早春号
皆様の職場にお届けしています

冬から
　春の

ご家族の旅行にご利用ください。

年金相談会の日程は 2頁をご覧ください

お住まいの近くで開
催される年金相談会
の日程表はこちら。

 9 時 00分～ 17時 30分
（土日祝日、年末年始を除く）受付時間

まずはユーザ IDを取得申請ください

例えば……
年金請求書が届いたけれど、必要書類がわからない。
「ねんきん定期便」は、いつ送られるのですか。 etc

https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.html


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。 検索検索kkr子育て詳細はこちら

▲

新たな提携企業のご紹介＆提携企業の会員限定キャンペーン情報

12/19（日） 11:00～
予約受付開始運行日限定運行日限定

発東 発東京発 東 発東 発東京発 大阪
京都発

入会金
年会費
永年無料

KKR会員証＋クレジットカード＝便利！KKR会員証＋クレジットカード＝便利！

KKRメンバーズカードKKRメンバーズカード

※シンプルプラン衣装・美容なし 650,000円（税込）

第920号（4）　令和３年12月10日 第920号 令和３年12月10日　（7）

■KKRが貸切バス事業者のバスを手配してお客様を東京・京都・大阪から KKRの宿まで無料送迎します。■最寄り駅からの無料送迎と同様に、宿泊料金のみでご利用いただけます。■掲載している宿泊プランは一例です。
■新型コロナウイルス感染防止の対策をして運行します。お客様にもご協力をお願いします。■緊急事態宣言等発令の際は中止となります。■バスの乗車には予約が必要です。受付開始日以降に対象の宿にお電話ください。

☎055-931-0592☎055-252-1327 ☎0266-58-1259
KKR 甲府ニュー芙蓉 KKR 諏訪湖荘

株式会社オンデーズ
☎0120-900-298
カスタマーサポート（10:00～21:00）

LECコールセンター
☎0570-064-464
企業コード90000790とお伝えください

☎0120-72-0041
受付時間 ９:00～19:00

☎0120-0123-05
（日・祝 0120-0123-33）受付時間 9:00～18:00

★冬からスタート

全てのメガネ、
サングラスがいつでも

年末キャンペーン 春の引越キャンペーン
25

OFF

引越基本料金各種割引適用 
+ 10%OFF

2社共通 ●車両費＋人件費

※除外日は通常特典20％OFF ※除外日は通常特典10％OFF
■休日12/30～1/3　■除外日3/15～4/15 ■休日12/30～1/3　■除外日3/15～4/10

8:00発
KKRホテル東京

KKR甲府ニュー芙蓉
2/24（木）・2/27（日）、3/1（火）発  

湯治プラン

2/15（火）・17（木）、20（日）発  温泉三昧プラン

2/20（日）・22（火）、24（木）発  海鮮会席プラン
2/26（土）発 甲州牛プラン

2/19（土）発 温泉三昧プラン
2/26（土）発 三大グルメプラン

2泊3日5食付

1泊2日3食付

2泊3日4食付

1泊2日2食付

2/24（木）・2/27（日）、3/1（火）発  
かけ流し温泉プラン

KKR諏訪湖荘

18:00頃着
KKR甲府ニュー芙蓉 KKR諏訪湖荘
10:30頃着

14:15頃発

12:10頃着

13:10発
KKRホテル東京 KKR沼津はまゆう

9:30発

17:30頃着

12:15頃着

13:45発
KKRホテル大阪 新大阪駅付近

8:30発

19:40頃着

9:00頃発

19:00頃着

KKR鳥羽いそぶえ荘
14:30頃着

14:45発
休憩
SAにて

京都駅付近
10:15頃発

17:45頃着

16,700円

10,850円
2/26（土）発 四季会席プラン
2泊3日6食付

1泊2日3食付

16,700円
19,100円

16,100円

16,800円13,050円10,850円

KKR 沼津はまゆう
☎0599-25-3226
KKR 鳥羽いそぶえ荘

2泊3日4食付

1泊2日2食付

梱包資材などの特典は専用ダイヤル又は
KKRのHPで確認

 

※別途、入湯税（1泊あたり 150 円）をお預かりします ※別途、入湯税（1泊あたり 150 円）をお預かりします ※別途、入湯税（1泊あたり 150 円）をお預かりします

％OFF ％OFF

％OFF

20
割引の併用で 
最大37

※休日・除外日あり対象引越日 12/1～4/30

検索kkrカード 特典

12/1からの提携特典

★申込期限12/31まで

★詳しい情報、入会申込書のご請求は

https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
※クレジット機能付きのため、カード会社所定の審査があります。

組合員とその被扶養者
■対象者

令和３年８月15日（日）まで
■請求期間

■請求方法

検索検索kkr 予約申込KKR予約・申込システム

組合員とその被扶養者■対象者
令和4年2月13日（日）まで■請求期間

■請求方法

KKRの資金運用
退職等年金給付積立金の運用 各積立金の令和3年度 第２四半期運用状況

　平成27年10月の被用者年金制度一元化に伴い、共済年金の職域部
分が廃止され、新たに民間の企業年金に相当する労使折半の年金制度
として、退職等年金給付制度が設けられました。
　当該制度の財政運営は積立方式であり、給付設計はキャッシュ・バ
ランス方式となっております。組合員の皆さまが納めた保険料に、国
債利回り等を勘案し設定された基準利率に基づき、利息が付され、こ
の総額が年金原資になります。
　以上を踏まえ、退職等年金給付積立金の運用では、過度にリスクをとら
ないことに留意するとともに、安定的な元本回収及びインカムゲイン（利
子）が期待できるよう資産構成を国内債券のみとしており、引き続き、長
期的な観点から安全かつ効率的な運用に努めてまいります。
（注）国内債券には財投預託金・共済独自資産（貸付金及び投資不動産）及び短期資産

を含みます。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。

KKR 年金資金運用 積立金等の運用状況

第920号（2）　令和３年12 月10日 第920号 令和３年12月10日　（7）

開催地
山 口 市
広 島 市
岡 山 市
神 戸 市
横 浜 市
福 岡 市
鹿 児 島 市
熊 本 市
松 山 市
大 阪 市
名 古 屋 市
徳 島 市

開催日
 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）
 2月  3日（木）
 2月  4日（金）
 2月10日（木）
 2月17日（木）
 2月18日（金）
 2月25日（金）

開催会場
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
アートホテル鹿児島
KKRホテル熊本
KKR道後ゆづき
KKRホテル大阪
KKRホテル名古屋
ホテル千秋閣

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

●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。

最新情報は、ＫＫＲホームページをご覧ください▶▶▶

※2月3日（木）鹿児島市開催分につきましては、都合により会場が上記のとおり変更と
なりましたので、あらかじめご了承ください。

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

〇リモート年金相談会では、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ｋｋｒセカンドライフKKR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

■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

主に50代の方向け

追加開催

※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

  
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］

検索ｋｋｒマネープランKKRマネープランセミナー 30

開催地区開催日 開催会場
2月5日(土) KKRホテル東京東　京

■開催日程

1科目から学べます。
割引内容や利用方法の詳細はKKRホームページをご覧ください。

令和4年度　第１学期（4月入学）

入学料が
半額割引に
なります

☎043‒276‒5111（総合受付）
募集要項や出願に関するお問い合わせ先（放送大学）

■年金に関することはお気軽にご相談ください。
 　【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。

運用資産額 運用収益額（注） 運用利回り
8兆1,677億円 1,052億円 1.32%

運用資産額 運用収益額 運用利回り
6,578億円 18億円 0.28%

③ 経過的長期給付積立金 （一元化前の職域年金部分）〈簿価〉
運用資産額 運用収益額 運用利回り
1,773億円 1億円 0.07%

② 退職等年金給付積立金 （民間の企業年金相当部分）〈簿価〉

（注）期末時点での時価に基づく評価であり、評価損益を含んでいるため、
　　　　市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です

① 厚生年金保険給付積立金 （公的年金部分）〈時価〉

主に30代～40代の方向け　　　　　　　　　　　　　 将来生活設計を考えるセミナー。
※資産運用を目的としたセミナーではありません。※資産運用を目的としたセミナーではありません。

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

▲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://yoyaku.kkrnet.jp/area/table/3059/cj231E/M?S=lbpdm2ljndk
https://yoyaku.kkrnet.jp/regist/is?SMPFORM=lftd-rctap-f9d3349535998e5235d07d1c260d7641
https://www.kkr.or.jp/shikin/operation/


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。 検索検索kkr子育て詳細はこちら

▲

新たな提携企業のご紹介＆提携企業の会員限定キャンペーン情報

12/19（日） 11:00～
予約受付開始運行日限定運行日限定

発東 発東京発 東 発東 発東京発 大阪
京都発

入会金
年会費
永年無料

KKR会員証＋クレジットカード＝便利！KKR会員証＋クレジットカード＝便利！

KKRメンバーズカードKKRメンバーズカード

※シンプルプラン衣装・美容なし 650,000円（税込）

第920号（4）　令和３年12月10日 第920号 令和３年12月10日　（7）

■KKRが貸切バス事業者のバスを手配してお客様を東京・京都・大阪から KKRの宿まで無料送迎します。■最寄り駅からの無料送迎と同様に、宿泊料金のみでご利用いただけます。■掲載している宿泊プランは一例です。
■新型コロナウイルス感染防止の対策をして運行します。お客様にもご協力をお願いします。■緊急事態宣言等発令の際は中止となります。■バスの乗車には予約が必要です。受付開始日以降に対象の宿にお電話ください。

☎055-931-0592☎055-252-1327 ☎0266-58-1259
KKR 甲府ニュー芙蓉 KKR 諏訪湖荘

株式会社オンデーズ
☎0120-900-298
カスタマーサポート（10:00～21:00）

LECコールセンター
☎0570-064-464
企業コード90000790とお伝えください

☎0120-72-0041
受付時間 ９:00～19:00

☎0120-0123-05
（日・祝 0120-0123-33）受付時間 9:00～18:00

★冬からスタート

全てのメガネ、
サングラスがいつでも

年末キャンペーン 春の引越キャンペーン
25

OFF

引越基本料金各種割引適用 
+ 10%OFF

2社共通 ●車両費＋人件費

※除外日は通常特典20％OFF ※除外日は通常特典10％OFF
■休日12/30～1/3　■除外日3/15～4/15 ■休日12/30～1/3　■除外日3/15～4/10

8:00発
KKRホテル東京

KKR甲府ニュー芙蓉
2/24（木）・2/27（日）、3/1（火）発  

湯治プラン

2/15（火）・17（木）、20（日）発  温泉三昧プラン

2/20（日）・22（火）、24（木）発  海鮮会席プラン
2/26（土）発 甲州牛プラン

2/19（土）発 温泉三昧プラン
2/26（土）発 三大グルメプラン

2泊3日5食付

1泊2日3食付

2泊3日4食付

1泊2日2食付

2/24（木）・2/27（日）、3/1（火）発  
かけ流し温泉プラン

KKR諏訪湖荘

18:00頃着
KKR甲府ニュー芙蓉 KKR諏訪湖荘
10:30頃着

14:15頃発

12:10頃着

13:10発
KKRホテル東京 KKR沼津はまゆう

9:30発

17:30頃着

12:15頃着

13:45発
KKRホテル大阪 新大阪駅付近

8:30発

19:40頃着

9:00頃発

19:00頃着

KKR鳥羽いそぶえ荘
14:30頃着

14:45発
休憩
SAにて

京都駅付近
10:15頃発

17:45頃着

16,700円

10,850円
2/26（土）発 四季会席プラン
2泊3日6食付

1泊2日3食付

16,700円
19,100円

16,100円

16,800円13,050円10,850円

KKR 沼津はまゆう
☎0599-25-3226
KKR 鳥羽いそぶえ荘

2泊3日4食付

1泊2日2食付

梱包資材などの特典は専用ダイヤル又は
KKRのHPで確認

 

※別途、入湯税（1泊あたり 150 円）をお預かりします ※別途、入湯税（1泊あたり 150 円）をお預かりします ※別途、入湯税（1泊あたり 150 円）をお預かりします

％OFF ％OFF

％OFF

20
割引の併用で 
最大37

※休日・除外日あり対象引越日 12/1～4/30

検索kkrカード 特典

12/1からの提携特典

★申込期限12/31まで

★詳しい情報、入会申込書のご請求は

https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
※クレジット機能付きのため、カード会社所定の審査があります。

組合員とその被扶養者
■対象者

令和３年８月15日（日）まで
■請求期間

■請求方法

検索検索kkr 予約申込KKR予約・申込システム

組合員とその被扶養者■対象者
令和4年2月13日（日）まで■請求期間

■請求方法

KKRの資金運用
退職等年金給付積立金の運用 各積立金の令和3年度 第２四半期運用状況

　平成27年10月の被用者年金制度一元化に伴い、共済年金の職域部
分が廃止され、新たに民間の企業年金に相当する労使折半の年金制度
として、退職等年金給付制度が設けられました。
　当該制度の財政運営は積立方式であり、給付設計はキャッシュ・バ
ランス方式となっております。組合員の皆さまが納めた保険料に、国
債利回り等を勘案し設定された基準利率に基づき、利息が付され、こ
の総額が年金原資になります。
　以上を踏まえ、退職等年金給付積立金の運用では、過度にリスクをとら
ないことに留意するとともに、安定的な元本回収及びインカムゲイン（利
子）が期待できるよう資産構成を国内債券のみとしており、引き続き、長
期的な観点から安全かつ効率的な運用に努めてまいります。
（注）国内債券には財投預託金・共済独自資産（貸付金及び投資不動産）及び短期資産

を含みます。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。

KKR 年金資金運用 積立金等の運用状況

第920号（2）　令和３年12 月10日 第920号 令和３年12月10日　（7）

開催地
山 口 市
広 島 市
岡 山 市
神 戸 市
横 浜 市
福 岡 市
鹿 児 島 市
熊 本 市
松 山 市
大 阪 市
名 古 屋 市
徳 島 市

開催日
 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）
 2月  3日（木）
 2月  4日（金）
 2月10日（木）
 2月17日（木）
 2月18日（金）
 2月25日（金）

開催会場
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
アートホテル鹿児島
KKRホテル熊本
KKR道後ゆづき
KKRホテル大阪
KKRホテル名古屋
ホテル千秋閣

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

●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。

最新情報は、ＫＫＲホームページをご覧ください▶▶▶

※2月3日（木）鹿児島市開催分につきましては、都合により会場が上記のとおり変更と
なりましたので、あらかじめご了承ください。

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

〇リモート年金相談会では、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ｋｋｒセカンドライフKKR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

■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

主に50代の方向け

追加開催

※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

  
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］

検索ｋｋｒマネープランKKRマネープランセミナー 30

開催地区開催日 開催会場
2月5日(土) KKRホテル東京東　京

■開催日程

1科目から学べます。
割引内容や利用方法の詳細はKKRホームページをご覧ください。

令和4年度　第１学期（4月入学）

入学料が
半額割引に
なります

☎043‒276‒5111（総合受付）
募集要項や出願に関するお問い合わせ先（放送大学）

■年金に関することはお気軽にご相談ください。
 　【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。

運用資産額 運用収益額（注） 運用利回り
8兆1,677億円 1,052億円 1.32%

運用資産額 運用収益額 運用利回り
6,578億円 18億円 0.28%

③ 経過的長期給付積立金 （一元化前の職域年金部分）〈簿価〉
運用資産額 運用収益額 運用利回り
1,773億円 1億円 0.07%

② 退職等年金給付積立金 （民間の企業年金相当部分）〈簿価〉

（注）期末時点での時価に基づく評価であり、評価損益を含んでいるため、
　　　　市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です

① 厚生年金保険給付積立金 （公的年金部分）〈時価〉

主に30代～40代の方向け　　　　　　　　　　　　　 将来生活設計を考えるセミナー。
※資産運用を目的としたセミナーではありません。※資産運用を目的としたセミナーではありません。

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

▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/info/
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/info/cc-limitation-owndays.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/info/cc-limitation-lec.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/info/cc-limitation-sacai.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/info/cc-limitation-art.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
https://www.kkr.or.jp/hotel/kumiaiin/member/
http://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/wedding/
https://www.kkr.or.jp/hotel/bridal/
https://www.kkr.or.jp/hotel/kumiaiin/member/


アプリから、当たったクーポンが確認できます

抽選で当たる KKR健幸ポイントクーポン は こんな感じ！

クーポンが当たる抽選会は

（注）画像は開発中のものです
利用方法などは、別途ご紹介いたします

※未利用ポイント
　は繰り越せます

令和４年１月２6日（水）
開催予定！

500ポイント１クチで、
何クチでも参加できます

第920号（8）　令和３年12月10日 第919号 令和３年11月10日　（7）

年
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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］

ご存じですか？

そして、なんと！
体重を登録してもポイントがもらえます！（手入力でもOK）

全国のKKR宿泊施設で 体組成 を測ろう！

すべてのKKRホテルズ＆リゾーツ施設に体組成計を設置
体脂肪率などの体組成をカンタンに測ることができます
（体組成計の設置場所等は、各施設のフロントなどでご確認ください）

健幸ポイント

ご登録はこちら
コレが目印

●介護相談サービス(手続や制度、ご自身や家族の介護相談など)
●介護施設等のご案内(お近くの介護施設や医療機関の情報提供など)

年中無休 9:00～21:00

検索検索kkr介護ダイヤル
インターネットでの情報収集及びご相談

ご相談 取次サービス
●福祉用具カタログや介護総合パンフレットの無料送付
●有料老人ホームのご案内・取次ぎ　など

平日9：00～17：00

KKR介護相談ダイヤル

KKR介護相談ダイヤルのページにあるバナーから専用サイトに移動してご相談ください。詳細は
こちら

介護に関する情報の閲覧と、メールによるご相談を受け付けていますので、是非ご利用ください。
24時間受付

主　　な
サービス
内　　容

（通話・相談無料）

コ コ ロ
フリーダイヤル

か ら ハ ロ ー

0I20-556-860

詳細はこちら

▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲
年会員コース

■じっくり結婚相手を

　探したい

■２年目以降無料

２０，０００円（税込）
月会員コース

■短期決戦でお相手を
　見つけたい
■月ごとに更新を決められる

2，5００円（税込）
トライアル会員コース

■まずはお試しください
（写真の閲覧はできません）

０円

　探したい

★ 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

■男性30歳 / 活動期間3か月
はじめてのネット婚活でしたが、入会直後からプロフィール添削など
サポートいただき、その後の出会いやお付き合いを進めるうえで、
親身にサポートいただき心強かったです。
コロナ禍で出会いの機会が少なく、仕事も忙しい中、KKRブライダ
ルネットで時間をかけず、相手と関係を構築でき、この度良縁に出
会い無事成婚することになりました。ありがとうございました。

ご利用者の声

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。

サービス内容

●育児相談サービス（24時間年中無休）

●医療機関の情報提供サービス（24時間年中無休）

●専門医等の予約制サービス（平日9時～17時）

検索検索KKR子育て詳細はこちら

▲

※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。KKR協定住宅会社について：

▲UP

https://www.kkr-bridal.net/initiatives/
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo/kaigo-dial.html
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kosodate/kosodate-dial.html


　令和３年12月10日（3）　毎月1回10日発行第920号

▲UP

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


北海道
川湯温泉

北海道
函館･湯の川温泉

効能豊かな北の名湯100％かけ流し
香り、食感、風味をお楽しみいただけます

1泊2食 土・休前日平日

11,830円 12,830円

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

和の味覚会席膳プラン

知床和牛と握り寿司の付いた会席料理

12/10～3/31（12/31～1/1除く）／2月利
用は1名様プラス1,500円／1室1名様利用はプ
ラス1,000円／1室3名様以上はお1人様1,000
円引

条件

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
自慢の和食会席と源泉かけ流し温泉を堪能

1泊2食

1室2名～1室2名～

土・休前日平日

13,800円 14,800円

KKRはこだて 北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484

海の幸御膳プラン

新鮮なお刺身、焼
き物、鍋など、まさ
に絶品海の幸満載

12/10～4/9（12/28～
1/5除く）／3日前までに要予約

はこだてクリスマスファンタジー★函館山から見る花火と夜景

条件

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿
ゲレンデが目の前、パウダースノースキーを満喫！

1泊2食

12月・3月の平日

1月の土・休前日と2月の全日

1月の平日と12月・3月の土・休前日

1室2名～

 9,300円

10,300円

12,000円

KKR蔵王 白銀荘 山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187

冬蔵王満喫プラン

料理長おすすめ会席膳
12/10～3/31（12/29～1/3除く）／1
室1名様利用は要問合せ／ Tなし客室利
用は1名様1,000円引

条件

白銀に包まれた静かな一軒宿
スノーシーズンを楽しもう！

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

15,650円 17,650円

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

大人は和会席膳、お子様はお子様料理
1/4～3/20／1室1名様利用

はプラス1,000円（平日のみ利用可）
※お子様のリフト券はフロントでお買い
求めください

条件

緑に包まれた都心のビジネスホテル
13時からチェックインできます

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

13時IN無料プラン

和風朝食を無料サービス
（7:00～9:00）
アーリーチェックイン13時
（通常15時）

12/10～2/28（12/31～1/1除く）／
電話予約限定／他のプラン特典との併用不可
条件

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル
60周年記念！ファミリー大歓迎！

1泊2食

1室1名

土・休前日平日

11,600円 13,600円

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

●大人の夕食は月替わりのカジ
ュアルフレンチ●お子様の夕食は「ヨ
コハマ宝島プレート」※朝食はレストラ
ンで和食御膳（お子様も同じ料理）

12/10～3/31（指定日を除く）／山側
和室利用時料金／海側和室･洋室ツイン利
用は要問合せ／3日前まで要予約

条件

古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿
古都鎌倉や三浦半島をゆっくりめぐる湘南の旅

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

11,080円 13,080円

1泊サービス朝食付 1室2名（ツイン）　

土・休前日

平日 7,000円

8,000円

KKR逗子 松汀園 神奈川県逗子市新宿3-2-26
046-871-2042

葉山牛付会席コース

葉山牛サーロイン陶板焼きと旬菜
お造りが付いた会席料理

12/10～2/28（12/28～1/3除く）条件

湘南鎌倉の和風リゾートホテル
春の鎌倉！江ノ電一日乗車券「のりおりくん」付

1泊2食

1室2名～ 

土・休前日平日

12,100円 15,600円

KKR鎌倉わかみや 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
0467-25-4321

歴史＆絶景スポットめぐりプラン

月替わりの会席料理
★1名様プラス1,000円でお部屋食に変更可

12/10～4/9 （12/29～1/3除く）条件

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿
江ノ島イルミネーション「湘南の宝石」をじっくりと

1泊朝食付

1室2名～　

土・休前日と12/26～28平日

7,500円 9,500円

KKR江ノ島ニュー向洋 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
0466-23-7710

お気軽な朝食付プラン

朝食は安心のお部屋食で提供

12/10～2/28（12/29～1/3除く）／
1室1名様利用、BT付和室利用はプラス1,000円
条件

箱根の主要観光施設が車・バスで30分圏内
超贅沢で豪華な会席プラン

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

15,950円 18,450円

KKR宮の下 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350

相模湾贅沢会席プラン

お1人様ずつ「イセエビのお造り」と「鮑の
陶板焼き」、さらに「金目のしゃぶしゃぶ」「金目
の兜煮」が食べられる

12/10～2/28（年末年始、連休は別料金
のため要問合せ）／5日前の15:00までに要
予約／アーリーチェックイン14:00からOK

条件

温泉
情報

北の名湯！ 　源泉100％
かけ流し温泉（硫黄泉）

絶品！

お子様（小学生まで）　　         　 全日　6,000円

お子様（小学生まで）　　　　　 全日　7,100円

お子様（小学生まで）　　　　　　　全日　8,600円

お子様（3歳～小学生）　　　　全日　  4,600円

観光

山形県
蔵王温泉

群馬県
水上温泉

東京都
中目黒

神奈川県
横浜

神奈川県
湘南･逗子海岸

神奈川県
鎌倉

神奈川県
湘南･
片瀬海岸

神奈川県
箱根

特典

駐車場無料＆荷物預かり可特典

モーニングコーヒーをサービス特典

●江ノ電一日乗車券「のりおりくん」付（大
人650円相当）●未就学で食事なし・添い寝の
お子様は、宿泊無料、ご飯＋ふりかけサービス、
紙風船と折り紙＆アメニティプレゼント

特典

駐車場無料＆荷物預かり可特典

「ヨコハマ宝島プレート」2食付

湘南ブランド 江ノ電で

※2/11利用はお1人様14,080円 松汀園リフレッシュプラン

スタンダード木賀会席プラン

リンパマッサージやリフレクソロジーを
始めました　※施術内容や予約可能な日時は
施設にお問合せください

1泊2食＋施術約60分（平日）10,980円～

お部屋食

関東三大イルミネーション認定
「湘南の宝石」（2/28まで開催中）

観光

相模湾会席相模湾会席

1泊2食 1室2名～ 2/28
まで10,950円～  

選べるスキーリフト券付

夕食付のお子様限定
「鎌倉キッズパフェ」付

全山共通リフト券の宿泊者割引
　1日券　5,500円 →　5,000円
　2日券 10,800円 →10,000円
★館内レンタルスキーあり
★お子様用スキー用具一式無料レンタル実施中
　

選べるスキーリフト1日券付（大人4,000円相当）
●ノルン水上スキー場（車15分）
●宝台樹スキー場（車30分）

お子様に

は最寄駅またはバスターミナルからの送迎です （時間が決められていたり、事前予約が必要な場合もあります）うれしいうれしい
無料送迎付

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お
一
人
様
あ
た
り
の
組
合
員
料
金
で
す
。
組
合
員
証
等
の
ご
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
全
て
の
施
設
が
全
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禁
煙
で
す
。

　●
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真
は
全
て
イ
メ
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ジ
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す
。

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/12/post-356.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/zao-fuyu-mankitsu-plan-20211130.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/meguro-sosyun-plan-20211130.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/post-319.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/12/post-358.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/12/post-359.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-339.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/kamakura-akitabi-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/yokohama-takarajima-plate-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/12/post-357.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/10/post-327.html


北海道
川湯温泉

北海道
函館･湯の川温泉

効能豊かな北の名湯100％かけ流し
香り、食感、風味をお楽しみいただけます

1泊2食 土・休前日平日

11,830円 12,830円

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

和の味覚会席膳プラン

知床和牛と握り寿司の付いた会席料理

12/10～3/31（12/31～1/1除く）／2月利
用は1名様プラス1,500円／1室1名様利用はプ
ラス1,000円／1室3名様以上はお1人様1,000
円引

条件

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
自慢の和食会席と源泉かけ流し温泉を堪能

1泊2食

1室2名～1室2名～

土・休前日平日

13,800円 14,800円

KKRはこだて 北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484

海の幸御膳プラン

新鮮なお刺身、焼
き物、鍋など、まさ
に絶品海の幸満載

12/10～4/9（12/28～
1/5除く）／3日前までに要予約

はこだてクリスマスファンタジー★函館山から見る花火と夜景

条件

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿
ゲレンデが目の前、パウダースノースキーを満喫！

1泊2食

12月・3月の平日

1月の土・休前日と2月の全日

1月の平日と12月・3月の土・休前日

1室2名～

 9,300円

10,300円

12,000円

KKR蔵王 白銀荘 山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187

冬蔵王満喫プラン

料理長おすすめ会席膳
12/10～3/31（12/29～1/3除く）／1
室1名様利用は要問合せ／ Tなし客室利
用は1名様1,000円引

条件

白銀に包まれた静かな一軒宿
スノーシーズンを楽しもう！

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

15,650円 17,650円

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

大人は和会席膳、お子様はお子様料理
1/4～3/20／1室1名様利用

はプラス1,000円（平日のみ利用可）
※お子様のリフト券はフロントでお買い
求めください

条件

緑に包まれた都心のビジネスホテル
13時からチェックインできます

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

13時IN無料プラン

和風朝食を無料サービス
（7:00～9:00）
アーリーチェックイン13時
（通常15時）

12/10～2/28（12/31～1/1除く）／
電話予約限定／他のプラン特典との併用不可
条件

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル
60周年記念！ファミリー大歓迎！

1泊2食

1室1名

土・休前日平日

11,600円 13,600円

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

●大人の夕食は月替わりのカジ
ュアルフレンチ●お子様の夕食は「ヨ
コハマ宝島プレート」※朝食はレストラ
ンで和食御膳（お子様も同じ料理）

12/10～3/31（指定日を除く）／山側
和室利用時料金／海側和室･洋室ツイン利
用は要問合せ／3日前まで要予約

条件

古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿
古都鎌倉や三浦半島をゆっくりめぐる湘南の旅

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

11,080円 13,080円

1泊サービス朝食付 1室2名（ツイン）　

土・休前日

平日 7,000円

8,000円

KKR逗子 松汀園 神奈川県逗子市新宿3-2-26
046-871-2042

葉山牛付会席コース

葉山牛サーロイン陶板焼きと旬菜
お造りが付いた会席料理

12/10～2/28（12/28～1/3除く）条件

湘南鎌倉の和風リゾートホテル
春の鎌倉！江ノ電一日乗車券「のりおりくん」付

1泊2食

1室2名～ 

土・休前日平日

12,100円 15,600円

KKR鎌倉わかみや 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
0467-25-4321

歴史＆絶景スポットめぐりプラン

月替わりの会席料理
★1名様プラス1,000円でお部屋食に変更可

12/10～4/9 （12/29～1/3除く）条件

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿
江ノ島イルミネーション「湘南の宝石」をじっくりと

1泊朝食付

1室2名～　

土・休前日と12/26～28平日

7,500円 9,500円

KKR江ノ島ニュー向洋 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
0466-23-7710

お気軽な朝食付プラン

朝食は安心のお部屋食で提供

12/10～2/28（12/29～1/3除く）／
1室1名様利用、BT付和室利用はプラス1,000円
条件

箱根の主要観光施設が車・バスで30分圏内
超贅沢で豪華な会席プラン

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

15,950円 18,450円

KKR宮の下 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350

相模湾贅沢会席プラン

お1人様ずつ「イセエビのお造り」と「鮑の
陶板焼き」、さらに「金目のしゃぶしゃぶ」「金目
の兜煮」が食べられる

12/10～2/28（年末年始、連休は別料金
のため要問合せ）／5日前の15:00までに要
予約／アーリーチェックイン14:00からOK

条件

温泉
情報

北の名湯！ 　源泉100％
かけ流し温泉（硫黄泉）

絶品！

お子様（小学生まで）　　         　 全日　6,000円

お子様（小学生まで）　　　　　 全日　7,100円

お子様（小学生まで）　　　　　　　全日　8,600円

お子様（3歳～小学生）　　　　全日　  4,600円

観光

山形県
蔵王温泉

群馬県
水上温泉

東京都
中目黒

神奈川県
横浜

神奈川県
湘南･逗子海岸

神奈川県
鎌倉

神奈川県
湘南･
片瀬海岸

神奈川県
箱根

特典

駐車場無料＆荷物預かり可特典

モーニングコーヒーをサービス特典

●江ノ電一日乗車券「のりおりくん」付（大
人650円相当）●未就学で食事なし・添い寝の
お子様は、宿泊無料、ご飯＋ふりかけサービス、
紙風船と折り紙＆アメニティプレゼント

特典

駐車場無料＆荷物預かり可特典

「ヨコハマ宝島プレート」2食付

湘南ブランド 江ノ電で

※2/11利用はお1人様14,080円 松汀園リフレッシュプラン

スタンダード木賀会席プラン

リンパマッサージやリフレクソロジーを
始めました　※施術内容や予約可能な日時は
施設にお問合せください

1泊2食＋施術約60分（平日）10,980円～

お部屋食

関東三大イルミネーション認定
「湘南の宝石」（2/28まで開催中）

観光

相模湾会席相模湾会席

1泊2食 1室2名～ 2/28
まで10,950円～  

選べるスキーリフト券付

夕食付のお子様限定
「鎌倉キッズパフェ」付

全山共通リフト券の宿泊者割引
　1日券　5,500円 →　5,000円
　2日券 10,800円 →10,000円
★館内レンタルスキーあり
★お子様用スキー用具一式無料レンタル実施中
　

選べるスキーリフト1日券付（大人4,000円相当）
●ノルン水上スキー場（車15分）
●宝台樹スキー場（車30分）

お子様に

は最寄駅またはバスターミナルからの送迎です （時間が決められていたり、事前予約が必要な場合もあります）うれしいうれしい
無料送迎付

●
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な
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＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
静岡県

伊豆・熱海温泉
静岡県

伊豆長岡温泉

静岡県
沼津

新潟県
越後湯沢温泉

長野県
上諏訪

山梨県
甲府

石川県
金沢

岐阜県
平湯温泉

岐阜県
下呂温泉 愛知県

名古屋

全客室オーシャンビュー＆絶景露天風呂
季節の食材を使用したグルメプラン

1泊2食

1室1名～

土・休前日平日

13,600円 16,600円

KKRホテル熱海 静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000

四季彩プラン

四季折々の食材を使用した創作料理

★１名様プラス4,100円で『伊勢海老＆
鮑＆金目鯛プラン』に変更可

12/10～4/9（12/29～1/10、1/12
･13、2/11・12、3/19・20除く）／ 1室
3名様利用はお1人様500円引／ 1室4
名様以上はお1人様1,500円引
※1室1名様利用はシングルルーム

条件

海まで1分！キッズルーム新設＆ミニ卓球台あり
豪華な食材を使用した当館最上級プランです

1泊2食

1室2名～ 

土・休前日平日

15,550円 18,050円

KKR沼津はまゆう 静岡県沼津市志下192
055-931-0592

五つ星会席プラン

●伊勢海老 ●あしたか牛 ●金目鯛 ●鮑 ●炊
込御飯 の五つ星がついた会席プラン※伊勢海老は
2人で1匹（1名様3名様等の場合はおまかせ）
12/10～1/31（12/26～1/3除く）

★1月の平日はお1人様500円引

●沼津漁港（車10分）昼食におすすめ！
●沼津港深海水族館（沼津漁港隣接）
●三島スカイウォーク（車30分）　

●伊豆パノラマパーク(車5分) ●世界遺産 韮山反
射炉（車10分）●三島スカイウォーク（車30分）

条件

12/10～4/7（12/31～1/3
除く）／ 1室1名様利用はプ
ラス500円／ T付客室利用
は1名様プラス1,000円

条件

湯沢高原ロープウェイ乗り場まで徒歩7分
東京から新幹線で約70分のスノーリゾート

1泊2食 1室2名～

土・休前日

平日 14,900円

17,900円

KKR湯沢ゆきぐに 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
025-784-3424

スキーリフト券付プラン

日替わりの会席料理★大人は生ビー
ル1杯サービス★お子様はソフトドリンク飲
み放題（大人は100円）★週末限定で夕食を
「蟹御膳」に変更可（1名様プラス5,000円）

1/4～3/31／
3日前までに要予約
条件

諏訪湖まで徒歩1分！諏訪大社や美術館めぐりに
すき焼きで際立つ信州牛の旨味

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

11,350円 12,350円

KKR諏訪湖荘 長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259

信州牛すき焼きコース

信州牛の旨味を堪能する諏訪湖荘最上級
のコース※小学生の夕食は選べるお子様膳
0才～未就学児は宿泊無料★3歳以上なら
お子様ランチサービス

富士山を望む展望風呂と日本庭園の宿
寒くなってきたから鍋料理

なごみ

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

12,850円 13,850円

KKR甲府ニュー芙蓉 山梨県甲府市塩部3-6-10
055-252-1327

甲州牛と金目鯛のしゃぶしゃぶ

●金目鯛しゃぶしゃぶ
●山梨県のブランド牛「甲州牛」
★夕食時に山梨県産ワインサービス

12/10～12/28
／ 1室1名様利用は平日のみ利用可／
T付客室利用は1名様プラス1,000円

条件

金沢城公園の前、兼六園・ひがし茶屋街も徒歩圏内
小学生のお子様添い寝無料！

1泊朝食付 1室1～3名

土・休前日

平日 8,000円

9,000円

KKRホテル金沢 石川県金沢市大手町2-32
076-264-3261

お子様歓迎プラン 個人盛りのご朝食※添い
寝の小学生の朝食料金900円
12/10～3/31（12/31～1/1

除く）／1名様プラス500円で金沢
城公園が見える客室に変更可／1
名様プラス2,000円でデラックス
ツインに変更可※別途、宿泊税
（1泊あたり200円）をお預かりします

条件

木のおもちゃで遊べるキッズルームができました
最高級和牛A5等級飛騨牛1品付

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

12,800円 13,800円

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

奥飛騨和会席プラン

奥飛騨ならではのグ
ルメ和会席★1名様プラス
3,000円で『A5飛騨牛セレ
クトプラン』に変更可（A5飛
騨牛150gをステーキ、すき
焼き、しゃぶしゃぶから選択）

1 2 / 1 0～
3/31（12/29～
1/3利用は要問
合せ）／ 2日前ま
でに要予約

条件

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿
冬の味覚をお楽しみください

1泊2食

1室1名～

土・休前日平日

15,200円 16,200円

KKR下呂しらさぎ 岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505

天然寒ブリと
海鮮釡飯会席プラン

冬の味覚天然ブリと、蟹、帆立などの
海鮮釡飯をメインにした献立
1/7～2/28／リビング付ツインルー
ムは別料金

条件

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル
大人気のホテル特製ケーキが食べ放題

1泊2食

1室2名～

お子様（小学生まで）大人

12,800円～ 7,900円～

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

夕食はプチフレンチコース★お子様はお子様ランチ

12/18～2/28（月曜日と12/31
～1/3除く）／3日前までに要予約／1
室2名様以上利用は名古屋城側客室
／18:00までにご到着ください

条件

かけ流しの湯が評判の静かなお宿
2大名物を一度に味わう！！

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

10,990円 11,990円

KKR伊豆長岡 千歳荘 静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010

●静岡産牛ステーキ ●大金目の煮付け
（2名様で1尾） が付いた会席料理

1/4～4/28（1/8・9、2/11・
12、3/19・20除く）

条件

五つ星★食材 選べる
小学生まで（お子様料理）　
全日　9,700円

小学生（お子様膳）　　　　　　全日 　6,500円 　　
幼児　（お子様ランチ）　　　　全日　 5,800円 　

お子様（小学生）　　　　　　全日　　 5,000円

特典

●小学生に「くじ引き」
あり（空くじなし）●積雪時、お子様用
そりの貸出あり●星座早見盤プレゼン
ト（お子様同行の1組に1枚）●お子様
に夕食時ドリンクサービス●星空観賞
に双眼鏡無料貸出（5組限定）

特典

●ホテルメイドケーキ60分食べ放題（ソ
フトドリンク飲み放題付）※宿泊日14時以降のレ
ストラン営業時間内または翌日11:00～17:00に利
用可●駐車場料金無料（15:00～翌11:00）●期
間限定で駄菓子バー登場！お子様無料

特典

大人1名様につき小学
生1名様は添い寝無料
（通常2,000円）

特典 蟹尽くしプラン
※12/26～1/7除く

★日本海で水揚げされた
タグ付のずわい蟹を使用

39,500円～  
12/18
～2/28
まで1泊2食

温泉
情報

日本三名泉「下呂温泉」
美肌の湯ともいわれ、チェックイン
から翌朝9時まで入浴ＯＫ！

プチフレンチプラン

選べるスキー場1日リフト券付
（大人5,000円相当）
●GALA湯沢　●湯沢高原　●NASPA
●神立高原　★お子様もリフト券付です

貸切風呂使用料無料（かけ流しの
温泉です！）

特典
観光

静岡産牛と大金目の煮付けダブル

うれしいうれしい
無料送迎付

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

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
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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

四季彩会席　※月替わりのため一例です四季彩会席　※月替わりのため一例です

五つ星会席五つ星会席

静岡産牛と大金目煮付け会席静岡産牛と大金目煮付け会席

信州牛すき焼き信州牛すき焼き

金目鯛しゃぶしゃぶイメージ金目鯛しゃぶしゃぶイメージ

和会席　※月替わりのため一例です和会席　※月替わりのため一例です

ホテルメイドケーキ　※種類は変わる場合ありホテルメイドケーキ　※種類は変わる場合あり

ホテルメイドケーキ※種類は変わる場合ありホテルメイドケーキ※種類は変わる場合あり

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-340.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/izu-double-plan-20211130.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/yuzawa-skiliftkentsuki-plan-20211130.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-341.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/suwako-sukiyaki-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-300.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-342.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-343.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-313.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/kanazawa-kanidukushi-20211130.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/12/post-360.html


滋賀県
琵琶湖

京都府
京都 大阪府

梅田

奈良県
奈良

大阪府
森之宮

和歌山県
白浜温泉

兵庫県
城崎温泉

山口県
湯田温泉 熊本県

熊本

お子様と遊べるスペースを新設しました
新生活様式対応！夕食・朝食ともに個室でゆっくり

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

15,400円 18,200円

KKRホテルびわこ 滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020

プライベートルーム　宿泊プラン

夕食・朝食とも個室でお召し上がりください
★夕食は「近江牛重」または「国産特選うな重」から選択
★レストラン食の「近江牛会席プラン」もございます
（お1人様14,900円～）

三大和牛（神戸・松阪・近
江）を味わい尽くすプラン

12/10～2/28（12/31～1/2除く）／客室
定員利用時料金／2日前18:00までに要予約
※1/10以降の利用は要問合せ（1/10から3/9頃
は大浴場工事のため利用できない場合あり）

条件

京都中心部に位置し寺社めぐりに最適
早春の京都を着物で歩く　

1泊2食 1室1名～ 平日

小学生

大人 17,300円

14,200円

KKR京都くに荘 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
075-222-0092

レンタル着物付宿泊プラン
夕食は京会席、
小学生はお子
様料理

条件

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
春だ！旅に出よう！

1泊朝食付
シングル

ツイン

デラックスツイン

和室

1室1名（1ベッド）

1室2名（2ベッド）

1室2名（2ベッド）

1室2名（布団2組）

平日･日曜

5,850円

5,350円

5,850円

5,850円

KKRホテル梅田 大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800

タリーズ朝食付プラン
朝食は1階『タリー

ズコーヒー』で洋食セッ
ト（7:00～11:00）

条件

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿
日本庭園を眺めながらのお食事で至福のひとときを

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

16,300円 17,300円

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

ちょっと贅沢な春日会席プラン

当館最高峰の
会席料理

1名様プラス1,000円で利
き酒付★地元の定番や希少な地酒の中
から3種類選べます

12/10～4/9（12/31～1/2
除く）／1室1名様利用はプラス
1,000円

バス1日フリー乗車券が便利
（奈良公園・西ノ京方面）

条件

日本三大古湯（泉）のひとつ南紀白浜温泉
7頭のジャイアントパンダがお出迎え 

1泊2食

1室2名～

小学生大人

16,900円～ 9,300円～

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

プレミア和歌山 イブ美豚
しゃぶしゃぶ食べ放題プラン

イブ美豚が食べ放題でお造りやデザート
まで付いています

12/10～3/18（12/29～1/5除
く）／1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）／ 2日前までに要
予約／幼児、中・高校生、65歳以上は
要問合せ

条件

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿
ずわいがにの本場城崎で豪快に、かに料理を堪能

1泊2食 1室2名～ 
平日

（Tなし和室）

かに御膳 かにづくし活けがに三昧

32,100円 19,100円 17,100円

KKR 城崎 玄武 兵庫県豊岡市城崎町湯島75
0796-32-2631

冬の味覚プラン

●活けがに三昧（かにすき鍋・焼きがに
・かに刺し・茹でがに姿盛り）★かに刺しと茹
でがには活けずわいがに（タグ付）を使用●か
に御膳（かに料理の会席コース）●かにづくし
（かにすき鍋がメインのコース）

12/10～3/31（12/29～1/3は特別料
金のため要問合せ）／土・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1,000円（平日のみ利用可）／ 1名様プラ
ス500円でT付客室に変更可※活けがに三昧
は2/28まで（12/29～1/5は除外日）　

条件

良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判
12～2月限定　コース最上級！本場山口で食す！

1泊2食

1室1名～

土・休前日平日

21,650円 23,650円

KKR山口あさくら 山口県山口市神田町2-18
083-922-3268

トラふくフルコース

トラふくフルコースに白子料理3品付！ 
●トラふく白子天婦羅･カマ唐揚げ 
●トラふくちり鍋（白子付）
●トラふく白子入り茶碗蒸しなど
グレードアップした期間限定コース

12/10～2/28（12/31～1／3除く）／3日
前まで要予約※1/8・9、2/10・12・22・24は
特別料金のため要問合せ
★1月･2月利用は1名様1,000円引　　　　

条件

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分　
ホテル敷地内に小型・中型犬専用ドッグランができました

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

14,500円 15,500円

KKRホテル熊本 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
096-355-0121

わんぱくワンちゃん宿泊プラン

夕食は和・洋・中から選択可

12/10～4/9／城側客室をご用意／ 1日
限定2室／要予約2日前／電話予約限定

条件

de

●お土産に近江牛しぐれ煮を
プレゼント●夕食時にワンドリン
クをサービス

特典

※12/29・30、1/3は別料金

オプション

観光

アドベンチャーワールドチケット付

★大人4,800円相当のアドベンチャーワールド1日入園券付

城崎7つの外湯の無料券プレゼント特典

ホテル敷地内別棟のペット用宿泊ケージ
2ケージまで無料

特典

プレミアム

営業時間 10:00～17:00　
ご滞在中のドッグラン基本使用料サー
ビス＋ワンちゃんへササミジャーキー付
※季節・天候その他により営業時間が変更
になる場合がありますので、ご予約時に必
ずご確認ください

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル
日本を代表する3大ブランドを食べ比べ

1泊2食 1室2名（ツイン）

土・休前日

平日 21,550円

23,200円

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

三大和牛食べ比べ
　　　   会席プラン

12/10～
12/28／3日ま
での要予約／シ
ングル・トリプ
ル利用は要問合せ／1名様プラス550円で大阪城側客
室をご用意（通常1,000円）★「季節御膳」8,600円～も
ご用意可（1/8～3/31）★1泊朝食付プランは6,650円～
（1月・2月は6,100円～）※1泊9,020円以上の場合は別
途、宿泊税（1泊あたり100円）をお預かりします　

条件

かに料理（一例）かに料理（一例）

※ふくちり、ふく刺しは4人盛りイメージです※ふくちり、ふく刺しは4人盛りイメージです

12/10～3/31（1/6除く）／土・休前日利用は1名
様あたりシングルはプラス500円、ツインタイプはプ
ラス250円、和室はプラス800円／ 12/31、1/1、
3/19・26は特別料金のため要問合せ★素泊まりの場
合は、上記から1名様850円引★ツインタイプは3名、和室
は3名～5名でも利用可（料金は要問合せ）

　　 12/10～2/28（12/31～1/2、2/24
・25除く）／土・休前日利用は大人プラ
ス2,000円、小学生プラス1,000円／

5日前18時までに要予約／客室定員利
用時料金です※別途、宿泊税（1泊あたり
200円）をお預かりします

着物レンタル一式＆着付け料金込

三重県
鳥羽

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能
鳥羽水族館のチケット付

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

11,300円 12,800円

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

月替わりの会席 1/5～4/9／ 1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）／トイレ無6畳／
トイレ付8畳利用は1名様プラス1,000円

条件

小学生（お子様ランチ） 　　　全日　 7,500円

鳥羽水族館のチケット付
（通常大人2,500円相当）

特典

※中学生は全日10,000円（大人料理）

春のファミリー＆カップル

組合員様限定

※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（消費税込）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、祝日の金曜日を指します　※お問合せ・ご予約は、直接各宿泊施設へお電話ください 

＋入湯税 このマークのついた施設は別途入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします
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https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-344.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/post-324.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/osaka-3daiwagyu-tabekurabe-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-349.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/12/post-355.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/post-320.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-345.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/08/biwako-private-room-20210827.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/11/post-347.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/09/post-326.html

