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老齢厚生年金の制度改正

繰下げ受給の上限年齢の引上げと繰上げ受給の減額率の変更

令和４年４月１日より年金の受給開始年齢が、60歳〜70歳までの間から60歳〜75歳までの間となります。
（月単位で選択できます。）
これに伴い、年金を繰下げ受給する場合の上限年齢と年金を繰上げ受給する場合の減額率が次のように変更
されます。

1

年金の繰下げの上限年齢の引上げ

2

年金の繰上げの減額率の変更

年金を繰下げ受給する場合の上限年齢が現行の70歳から75歳に引上げられます。
（１月につき最大0.7％の増額は変更
ありません。）
在職支給停止となっている年金額は増額の対象となりません。ただし、この場合でも経過的加算額は増額の対象となります。
なお、年金の繰下げの上限年齢の引上げの対象の方は、令和４年４月１日以降に70歳に到達する方（昭和27年４月２日
以降生まれの方）に限られます。

年金を繰上げ受給する場合の減額率が、現行の１月につき0.5％から0.4％に変更になります。
なお、減額率変更の対象の方は、令和４年４月１日以降に60歳に到達する方（昭和37年４月２日以降生まれの方）に
限られます。
※「退職等年金給付」も同様に繰下げ受給の上限年齢の引上げと繰上げ受給の減額率が変更となります。
最
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受給開始時期を自由に選択、増額は生涯続きます

直接相談もできます

●
「基礎年金番号」または「長期組合員番号」をあらかじめご確認のうえ、お問い合わせください。

KKR 年金相談ダイヤル

受付時間：9時00分〜17時30分

0570-080-556（ナビダイヤル）

（土日祝日・年末年始を除く）

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

全国年金相談会

03-3265-8155（一般電話）

「年金相談会」
へのご参加は
事前の予約が必要です。

（PDF版）
はスマートフォンでも閲覧できます

日程表は2面へ
組合（保険者）番号

保険者番号を入力

ログイン

入力消去
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■全国年金相談会日程

【ご相談内容の例】

開催日

開催地

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）
3月 3日（木）
3月 4日（金）
3月 4日（金）
3月11日（金）
3月18日（金）

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
福 島 市
宇 都 宮 市
宮 崎 市
大 分 市
千 葉 市

開催会場

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
ザ・セレクトン福島
ホテルマイステイズ宇都宮
ニューウェルシティ宮崎
ホテル日航大分オアシスタワー
ホテルプラザ菜の花
※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。

■リモート年金相談会日程
開催日
2月22日（火）

福

岡

KKRホテル博多

市

その他、年金に関することは、ご予約のうえ、お気軽にご相談ください。

「年金相談会」
は、事前の予約が必要です

●電話でのご予約
予約受付
専用電話

☎03-3265-9708

受付時間 9：30〜17：30（土日祝日・年末年始を除く）

●文書でのご予約

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。

開催会場

開催地

・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？

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。

最新情報は、KKRホームページをご覧ください ▶▶▶
kkr年金相談会

検索

老齢厚生年金の請求について
1．請求手続きについて

2．請求手続きの流れ

参考 連合会が決定・支給を行う老齢厚生年金の受給要件

次の①から③をすべて満たした方は老齢厚生年金を受給するこ
とができます。
①下表の年齢に達していること
②国民年金及び厚生年金被保険者期間等の合計が10年以上あること
③厚生年金被保険者期間が１年以上あること
生年月日
昭和32年４月２日〜昭和34年４月１日
昭和34年４月２日〜昭和36年４月１日
昭和36年４月２日〜

支給開始年齢
63歳
64歳
65歳

（注）支給開始年齢より早く（繰上げて）年金を受給したい場合は、
60
歳から支給開始年齢の前月までに請求することにより、
「繰上げ
受給の老齢厚生年金」
を受け取ることができます。詳しくは、連合
会などの各実施機関へお問い合わせください。

●「年金請求書」は各省等の共済組合または連合会へ提出してくだ
さい。
（このほか、最寄りの年金事務所へも提出可能です。）
最終加入が国家公務員共済組合の方の請求手続きの流れ

●「年金請求書」は、支給開始年齢に達する月の３か月前に、
実施機関（連合会、日本年金機構等）からご本人あてに送付
します。
●支給開始年齢を迎えましたら、
「年金請求書」に必要事項を
記入し、添付書類をご用意ください。添付書類は「年金請求
書」に同封しているパンフレットに記載しています。
●老齢厚生年金の決定と支給は、加入期間に応じてそれぞれ
の実施機関が行います。
（国家公務員共済組合の加入期間に
応じた老齢厚生年金の決定と支給は、連合会が行います。）

支給開始年齢に
達する月の
３か月前

連合会

請求書事前送付
請求者

支給開始年齢の
誕生日の前日以降

請求書提出
各省等の共済組合または連合会

連合会受付

最寄りの年金事
務所等、いずれ
の実施機関へも
提出可能です

（※）

連合会にて決定

他の実施機関にて決定

「年金証書」
「年金支払通知書」
の送付
ご本人あて
（※）国家公務員共済組合以外の加入期間がある場合、
請求書を当該の実施機関へ電子回付

退職後に「住所・氏名の変更があったときの届出」について
老齢厚生年金の支給開始年齢に達していない方が、退職（長期組合員資格を喪失）した後に住所・氏名の変更が生じた場合には、
「住所・
氏名変更届」を連合会年金部資格管理課あてに提出してください。※「住所・氏名変更届」は、KKRホームページからダウンロードできます。

〒102−8082

これから年金を受給される方

▲

発行所

届書ダウンロード

▲

変更届の提出先

年金

▲

▲

KKRホームページ

住所・氏名変更届ダウンロード

東京都千代田区九段南 1−1−10 九段合同庁舎
国家公務員共済組合連合会 年金部 資格管理課

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

ホームページもあわせてご覧ください
03-3222-1841

https://www.kkr.or.jp/ ｋｋｒ

検索
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評価委員会の評価結果について
連合会では、特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議決定）
に基づき、平成16年に外部有識者で構成される国家
公務員共済組合連合会評価委員会を設置し、連合会事業のうち、資産運用、医療、宿泊の3事業について、各年度の事業実績に
係る評価を得ることとしています。
今般、令和2年度の事業実績について評価結果がまとめられ、12月2日付で同委員会から評価報告書の提出がありました。
本紙では、同報告書の概要について皆様にお知らせします。

資産運用
●

厚生年金保険給付積立金、退職等年金給付積立金、 ● 経過的長期給付積立金は、新たな保険料収入がな
経過的長期給付積立金については、各積立金に係る
い閉鎖型年金で、令和4年度には残高がゼロになる
管理運用の方針を遵守し、安全かつ効率的な運用が
と見込まれ、令和2年4月以降は運用利回りによる評
行われていると評価できる。
価は行わないこととしている。なお、年金給付のた
● 厚生年金保険給付積立金は、令和2年度単年度で
めの現金を着実に確保しており、問題はないものと
は市場動向等によりベンチマーク収益率を下回る結
認められる。
果となったものの、中長期的な期間で見た実質的な ● 令和2年度においては、資産運用委員会委員の増
運用利回りは年金財政上必要な運用利回りを確保し
員の検討、基本ポートフォリオを踏まえた資金投
ており、問題はないものと認められる。
入・リバランス、ESGに関する取組、運用受託機関
● 退職等年金給付積立金は、単年度及び制度発足以
構成の見直し等を実施しており、運用体制及びリス
降の期間のいずれにおいても目標とする運用利回り
ク管理体制の強化が継続的に進められていると評価
が確保されていると評価できる。
できる。

医療事業
●

直営病院・旧令共済病院とも新型コロナウイルス
感染症の影響を大きく受け、患者の受診控えや不急
の手術の延期、人間ドックの抑制、院内クラスター
の発生に伴う診療制限などにより、患者数が前年比
で大きく減少し、非常に厳しい状況に直面した。直
営・旧令ともに経常損益・当期損益ともに黒字とな
っているものの、新型コロナ補助金等の特殊要因を
除いた当期損益は赤字となっており、引き続き積極
的な経営改善に期待したい。
● 第三次連合会病院中期計画に定める重点施策につ
いて、概ね着実に取り組んでいる点は評価できる。

また、現中期計画策定時に実施することとしていた
中期計画の中間的見直しにも取り組み、見直し後の
中期計画に沿って、引き続き健全経営の確保と良質
な医療の提供に資する効果的な取組に期待したい。
● 新型コロナウイルス対応については、行政機関か
らの要請に応じて、感染者等のための病床の確保、
帰国者・接触者外来の設置等を行った。また、看護
師をはじめとする病院職員が自らも感染のリスクと
闘いながらその責務を果たしており、本部・病院職
員が一体となって新型コロナウイルス対応に取り組
んだことは評価できる。

宿泊事業
● 令和2年度の営業損益は、新型コロナウイルス感
援や社会貢献に積極的に取り組む姿勢は評価できる。
染症の感染拡大により深刻な影響を受け、宿泊、宴 ● 令和2年度の宿泊内部利用率については、新型コ
会、婚礼等全ての部門において大幅な減収となった
ロナウイルス感染症の影響により59％にとどまり、
ことなどから、前年度に対して大幅な減益となった。
第四次中期経営改善計画に掲げる目標（64％以上）を
今後とも、新商品・新サービスの開発・提供、経費
下回ったことから、引き続き内部利用促進に向けた
削減など、実効ある経営改善に取り組み、営業利益
実効ある取組に期待したい。
の回復に努められたい。
● 施設の整理合理化については、新型コロナウイルス
● 医療機関に勤務する組合員等に対し低廉な宿泊プ
感染症という未曽有の事態を踏まえ、整理合理化基
ランの提供や医療機関への弁当の無償提供を行い、
準の適用を見送ったことはやむを得ないと考えられ
また、官庁や自治体からの軽症感染者等の受入れの
るが、今後、感染症収束後も経営状況が回復しない
打診に対し受入可能と回答した。新型コロナウイル
施設については、改善に向けた取組を促すとともに、
ス感染症の拡大により宿泊施設の経営に大きな打撃
組合員の福祉施設として可能な限り、そのネットワ
を受けたにも関わらず、組合員等に対する様々な支
ークの維持に努められたい。
評価報告書はホームページにも掲載しております。
KKRホームページ

KKRについて

ディスクロージャー等

「KKR葬祭コールセンター」
まで
KKRインフォメーション 葬祭に関する各種ご相談は

フリーダイヤル クイック こころ
令和2年度評価報告書

0 1 2 0 - 9 1 9 - 5 5 6［年中無休

24時間対応］

▲UP
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KKR健幸ポイントからのお知らせ

〜パリ編〜

KKR健幸ポイント

バーチャル
ウォーキングラリー

第１回
第１回

コースゴール者TOP5

11月に行われたバーチャルウォーキングラリー
（パリ編）では、1,836名の方がゴールされました。
厳正なる抽選により、ゴール者から１,000名の方に
KKRホテル東京特製賞品を贈呈！

！

おめでとうございます

1位

まこと 様 …………3,598,244歩

2位

ショウチノスケ 様 …2,585,013歩

3位

vtr10000sp1 様 …2,141,381歩

4位

うしうし 様 …………1,126,014歩

5位

あおい 様 …………1,020,212歩

(上位者についてはKKRホームページにも掲載しています。)

①クッキー詰合わせ
②ブラックビーフカレー
（レトルト）５食

※当選者には、商品のお届け先の登録などに
ついて メールにてご案内いたします。

のどちらか１セット

画像は
イメージです。

今は500ポイント無くても！

500ポイントで抽選会に参加しよう！

KKR健幸ポイントクーポン（５千円相当）が当たる
抽選会は年に２回開催されます。
抽選会は１月26日（水）に実施されます。
次回は令和４年６月頃を予定。
最大 9,000名
※１月25日までにポイント交換作業を行ってください。

ポイント交換や
クーポンの詳細は
KKRホームページ
をご覧ください。

１クチ 500ポイントで何クチでも！

ポイント交換はアプリから

アプリに関する質問は
THLカスタマーサポートへ
0120-771-015
（平日9:00〜18:00）
：kkr-info@healthlink.co.jp

※諸事情により開催が変更・中止になる場合があります。

KKRマネープランセミナー 30

2月 5日（土）

セミナーのご予約方法

入学料が半額
割引になります

検索

※資産運用を目的としたセミナーではありません。

京

開催会場

kkr予約申込

24時間受付

検索

放送大学学生募集

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

検索

3つの特徴
★年会員コースなら結婚するまで使い放題
★専任スタッフがいつでも徹底サポート
★無料トライアル会員コースもご用意

KKRブライダルネットで出会った
新しいカップルのインタビュー記事のご紹介！
20代カップルの恋のキューピッドはお父さん！？

Ｍさん×Ｒさん の縁結びストーリー
20代前半で結婚を決めたお二人にインタビューをさせていただきました。
お互いに恋愛をしながら、信頼関係を築いているところが魅力的なカップルです。
結婚への段取りをしっかり考えていらっしゃり、決断力の高さがうかがえる
お二人でした。
●詳しくはKKRブライダルネットサイトの
「縁結びストーリー」ページよりご確認ください ▶

KKRホテル東京

インターネット予約

kkrブライダルネット

参加無料 要事前予約

ｋｋｒマネープラン

開催地区
東

お問い合わせ

将来の生活設計を考える。

主に30代〜40代の方向け
開催日

詳細はこちら

▲ ▲

KKR主催セミナー 開催案内

〜 令和４年度

第1学期（４月入学）〜

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。

■対 象 者：組合員とその被扶養者
■請求期間：令和４年２月13日（日）
まで
■請求方法： KKR予約・ 申込システム
検索
KKR予約申込

▲UP

第921号

毎月1回10日発行

令和４年１月10日（3）

▲UP

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

今から予約できる宿
●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︒ ●全ての施設が全室禁煙です︒ ●写真は全てイメージです︒

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

＋入湯税
北海道

KKR かわゆ

川湯温泉

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

015-483-2643

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

平日

条件

群馬県

1月の土・休前日と2月の全日
3月の平日
和の味覚会席膳

温泉
情報

北の名湯！源泉100％
かけ流し温泉
（硫黄泉）
群馬県利根郡みなかみ町大穴859

0278-72-2345

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！

スノーシュー体験
大人 5,000円 小学生

半日コース

4,500円

※詳細は施設に要問合せ

KKR ホテル中目黒

東京都

中目黒

3/20
まで

東京都目黒区東山1-27-15

03-3713-8131

緑に包まれた都心のビジネスホテル

バス付シングルのご予約でツインルームを独り占め

平日限定

バス付シングル振替プラン

1泊サービス朝食付

平日のみ

1室1名

7,500円

竹橋

ツインルーム

神奈川県

横浜

1室2名〜

土・休前日

神奈川県逗子市新宿3-2-26

046-871-2042

1泊2食

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

平日

土・休前日

7,500円 9,500円

朝食はお部屋食
特典 駐車場無料＆荷物
預かり可
条件 1/11〜3/31 ／ 1
室 1 名様利用はプラス
1,000 円
うれしい
無料送迎付

江の島シーキャンドル

鎌倉

ヨコハマ宝島プレート

土・休前日

11,600円 13,600円
全日 8,600円
条件 1/11〜3/31
（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

KKR 鎌倉わかみや

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

0467-25-4321

湘南鎌倉の和風リゾートホテル

夕食付のお子様限定
鎌倉キッズパフェ付

サーフィン
（イメージ）

歴史＆絶景スポットめぐりプラン
平日

1室2名〜

サーフィンの拠点！夜は夕食時間を気にせず江ノ島イルミネーション

1室2名〜

神奈川県

葉山牛

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿

1泊朝食付

お子様に

モーニングコーヒーをサービス

1泊2食

11,080円 13,080円

お部屋食

平日

江ノ電で

プラン

KKR 江ノ島ニュー向洋

045-621-9684

春の鎌倉！江ノ電一日乗車券「のりおりくん」付

葉山牛サーロイン陶板焼き 松汀園リフレッシュプラン
1泊2食＋施術約60分（平日）10,980円〜
と旬菜お造りが付いた会席料理
リンパマッサージやリフレクソロジーを始めました
特典 駐車場無料＆荷物預かり可
※施術内容や予約可能な日時は施設にお問い合わせください
条件 1/11〜3/18

神奈川県

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル

※朝食は和食御膳
（お子様も同じ料理）

※2/11 利用はお 1 人様 14,080 円

湘南･片瀬海岸

KKR ポートヒル横浜

「ヨコハマ宝島プレート」2食付プラン

特典

葉山牛付会席コース
平日

土・休前日

●大人はカジュアルフレンチ
●お子様は
「ヨコハマ宝島プレート」

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

和食弁当

9,900円 11,900円

お子様（小学生まで）

古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿

湘南ブランド

平日・祝日

1室1名〜

KKR 逗子 松汀園

03-3287-2922

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好

60周年記念！ファミリー大歓迎！

和風朝食を無料サービス
（7:00〜9:00）
バス付シングルのご予約でツイン
ルーム 1 名様利用に振替
条件 1/11〜3/25
（土･休前日を除く）
／電話
予約限定／他のプラン特典との併用不可
神奈川県

東京都千代田区大手町1-4-1

平日のお弁当は和食 or 洋食から
選択可
（土・日・祝日は和食のみ）
条件 1/11〜3/31 ／シングルはプラス600円 オプション 追 加 料 金 で レ ス ト ラ ン
／3 日前までに要予約／ 1室 2 名様の場合、 朝 食（6:45〜9:00）※3 歳 以 下 の
お 1 人様プラス 1,500 円で皇居側のデラック お子様は無料
特典 駐車場無料
（6:00〜翌 22:00）
スツインへ変更可

特典

湘南･逗子海岸

KKR ホテル東京

東京都

1室2名

★ノルン水上or宝台樹から選べるスキーリフト1日券付 宝台樹スキー場
（大人 4,000 円相当）

季節の和会席膳
1/11〜3/20 ／1 室 1 名
様 利 用 は プ ラ ス 1,000 円
（平日のみ利用可）

全山共通リフト券の宿泊者割引
1日券 5,000円
2日券 10,000円
★館内レンタルスキーあり
お子様スキー無料レンタル実施中

料理長おすすめ会席膳
条件 1/11〜3/31 ／ T な し 客 室 利 用 は 1 名
様 1,000 円引

1泊夕食付

土・休前日

条件

10,300円
12,000円
9,300円

お部屋でご夕食お弁当プラン

15,650円 17,650円

1室2名〜

蔵王温泉スキー場

お部屋にホテル特製のお弁当をお届けします

選べるスキーリフト券付 プラン
平日

023-694-9187

1室2名〜

1泊2食

1月の平日と3月の土・休前日

KKR 水上 水明荘

1泊2食

山形県山形市蔵王温泉904-8

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

土・休前日

知床和牛と握り寿司の付いた会席料理
1/11〜3/31 ／ 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

水上温泉

KKR 蔵王 白銀荘

冬蔵王満喫プラン

11,830円 12,830円

1室2名〜

山形県

蔵王温泉

ゲレンデが目の前、パウダースノースキーを満喫！

和の味覚会席膳プラン
1泊2食

kkr 今から

土・休前日

12,100円 15,600円

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

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 条件 1/11〜4/9

神奈川県

箱根

KKR 宮の下

ウェルカムベビー認定部屋
（1名様プラス2,000円）

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

箱根の主要観光施設が車・バスで30分圏内

極上の味覚を存分に味わう

ふぐ会席プラン
1泊2食
1室2名〜

平日

アーリー
チェックイン
うれしい14:00

0460-87-2350

ふぐ会席

土・休前日

15,950円 18,450円

※2/11・12、
3/19・20 利用はお 1 人様 19,450 円

本格的ふぐ会席 ●ふぐ刺 ●ふぐ鍋
●焼物 ●雑炊

条件

1/11〜3/31 ／3日前の
12:00 までに要予約

木賀会席プラン 1泊2食 1室2名〜
10,950円〜14,450円

3/31
まで

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）

KKR ホテル熱海

静岡県熱海市春日町7-39

0557-85-2000

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

四季彩プラン
1泊2食

1室1名〜

平日

四季彩会席

※月替わりのため一例です

13,600円 16,600円

KKR 湯沢ゆきぐに

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

025-784-3424

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

17,900円

選べるスキー場1日リフト券付

KKR ホテル金沢

石川県金沢市大手町2-32

076-264-3261

金沢城公園の前、兼六園・ひがし茶屋街も徒歩圏内

KKRお子様料理コンテスト受賞記念＆キッズエリア新設

金賞のお子様金御膳

お子様歓迎 2 食付プラン
大人

1泊2食
1室1〜4名
平日

13,500円

小学生

岐阜県

下呂温泉

2/28

★日本海で水揚げされた
まで
くし
蟹尽ラン タグ付のずわい蟹を使用
1泊2食 39,500円〜
プ

KKR 下呂しらさぎ

冬の味覚をお楽しみください

岐阜県下呂市森1209

0576-25-5505

平日

滋賀県

土・休前日

11,850円 12,850円

●ヒレ･三角カルビ･赤身
（計 180g）
or
●三角カルビ･赤身
（計 300g）
から選択可

★信州牛すき焼きコースに変更は 1 名様 500 円引

条件 1/11〜4/7 ／ 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

岐阜県

平湯温泉

特典

KKR 平湯たから荘

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
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

0578-89-2626

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

うれしい
無料送迎付

なごみ

奥飛騨和会席プラン
平日

土・休前日

12,800円 13,800円

和会席 ※月替わりのため一例です
特典 ●小学生に
「くじ引き」
●お子様用そ
条件 1/11〜3/31 ／ 2日前までに要予約
りの貸出●星座早見盤プレゼント（お子
『スキーパック平湯』
10,700円〜
様同行の 1 組に 1 枚）
●お子様にサービス ★1/5より
（平日大人1名様）
承ります
ドリンク●双眼鏡無料貸出
（5 組限定）

愛知県

名古屋

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

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル

1泊2食

1室2名〜

15,200円 16,200円

KKR ホテルびわこ

★部屋食希望は、
同料金で
「A5飛騨牛1品付3段重」

プチフレンチプラン

土・休前日

冬の味覚天然ブリと、
蟹、
帆立などの
海鮮釜飯をメインにした献立
温泉
条件 1/11〜2/28 ／リビング付
情報
ツインルームは別料金
琵琶湖

平日

匠会席

大人気のホテル特製ケーキが食べ放題

天然寒ブリと海鮮釜飯会席

天然寒ブリと
海鮮釜飯会席プラン
1泊2食

0266-58-1259

奥飛騨ならではのグルメ和会席

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

1室1名〜

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

諏訪湖まで徒歩1分！諏訪大社や美術館めぐりに

1室2名〜

●小学生はコンテスト受賞の金御膳 or
銀ランチ●大人は治部煮会席
特典 ●未就学で食事なし・添い寝のお
子様は宿泊無料●お子様アメニティ付

1/11〜3/31 ／土・休前日利用は大人
プ ラ ス1,000円※別 途、宿 泊 税（1泊 あ た り
200円）
をお預かりします

KKR 諏訪湖荘

1泊2食

5,900円

条件

長野県

上諏訪

1室2名〜

湯沢高原スキー場

1/11〜3/31 ／ 3 日前までに要予約 スキー無料レンタルご用意あり（小学低学年頃向け）

金沢

土・休前日

11,550円 14,050円

1泊2食

日替わりの会席料理★大人は生ビール（大人 5,000 円相当）
1 杯サービス★お子様はソフトドリンク飲み ●GALA湯沢 ●湯沢高原 ●NASPA
放題（大人は 100 円）
★週末限定で夕食を「蟹 ●神立高原 ★お子様もリフト券付です
※格安レンタルスキーご紹介します★施設にお子様
御膳」
に変更可
（1 名様プラス 5,000 円）

石川県

平日

選べる〜匠 Takumi〜 プラン

土・休前日

小学生まで（お子様料理）全日 9,700円

条件

静岡の幸満喫プラン

大人

お子様（小学生まで）

12,800円〜 7,900円〜

大人はプチフレンチ★お子様はお子様ランチ
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 60 分食べ放題
※14 時以降のレ 条件 1/11〜2/28
（ソフトドリンク飲み放題付）
（月曜日を除く）
ストラン営業時間内または翌日 11:00〜17:00 に ／ 3 日前までに要予約／ 1 室 2 名
利用可●駐車場料金無料
（15:00〜翌 11:00）様 以 上 利 用 は 名 古 屋 城 側 客 室 ／
●期間限定で駄菓子バー登場！お子様無料 18:00 までにご到着ください
特典

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！

滋賀県大津市下阪本1-1-1

お子様と遊べるスペースを新設しました

077-578-2020

当ホテル人気No.1 絶品近江牛料理を満喫

豪華近江牛会席プラン
1泊2食

1室2名〜

平日

豪華近江牛会席

土・休前日

16,900円 19,400円

※金曜日利用はお 1 人様 17,900 円

近江牛 4 種料理を堪能！
和室 1 室 4 名様以上のご利用で
「鯛の薄造り」
サービス
条件 1/11〜3/9 ／客室定員利用時料金
／電話予約限定
特典

★個室でお食事『プライベートルーム de
宿泊プラン』
は、
お 1 人様 15,400 円〜

※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 ※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）
※特に明記のない場合、
「平日」は日〜金曜日を、
「休前日」は土曜日、祝日の前日と祝日の金曜日を指します ※B:客室内バス
（お風呂）あり T：客室内トイレあり

●お料理の内容は︑仕入状況により変更となる場合があります︒ ●全ての施設が全室禁煙です︒ ●写真は全てイメージです︒

14,900円

静岡の幸会席

信州アルプス牛をお好きな部位のセットから選べる

選べる スキーリフト券付プラン
1室2名〜

新登場

●まぐろ食べ比べ御飯 ●深海魚天ぷら
観光
●三島野菜サラダ などがついた会席料理
●沼津港深海水族館（車 10 分）
条件 1/11〜3/31 ／ 1 室 1 名様利用はプラス
●三島スカイウォーク（車 30 分）
1,000 円
（平日のみ利用可）

1/14〜4/9（1/30･31、2/11・12、
3/19・20 除く）
／ 1 室 3 名様以上利用は
割引あり※1 室 1 名様利用はシングルルーム

平日

海まで1分！キッズルーム新設＆ミニ卓球台あり

静岡にこだわった新プランです

1室2名〜

条件

1泊2食

静岡県沼津市志下192

055-931-0592

※2/11・12、
3/19・20 利用はお 1 人様 15,050 円
※3/21〜31 の平日利用はお 1 人様 12,550 円

★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

新潟県

KKR 沼津はまゆう

津

1泊2食

土・休前日

四季折々の食材を使用した創作料理

越後湯沢温泉

静岡県

沼

●小学生以下の宿泊料金は︑施設にお問い合わせください︒

静岡県

伊豆・熱海温泉

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
●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︒ ●全ての施設が全室禁煙です︒ ●写真は全てイメージです︒

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

＋入湯税
京都府

KKR 京都くに荘

京都

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

京都中心部に位置し寺社めぐりに最適

冬季限定、体を温める美味しい料理

1室2名〜

平日

泊税
（1 泊あたり 200 円）
をお預かりします

プレミアムふぐコース

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

日本三大古湯（泉）のひとつ南紀白浜温泉

0739-42-3383

アドベンチャーワールドチケット付

プレミア和歌山 イブ美豚しゃぶしゃぶ食べ放題 プラン
1泊2食

大人

1室2名〜

小学生

16,900円〜 9,300円〜

イブ美豚が食べ放題でお造りや
デザートも付いています
条件 1/11〜3/18 ／1 室 1 名様利用
はプラス 1,000 円
（平日のみ利用可）

★
『3 種のクエお試しプラン』
もあり
（入園券なしの場合 13,100 円〜）

山口県

アドベンチャーワールド（車10 分）

山口県山口市神田町2-18

083-922-3268

良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判

冬季限定 本場山口で食すコース最上級！

プレミアムトラふくフルコースプラン
1泊2食

平日

1室1名〜

条件

博多

白子料理 3 品付

20,650円 22,650円

KKR ホテル博多

冬の味覚プラン

1泊2食 1室2名〜
平日
（Tなし和室）

かに御膳

かにづくし

城崎 7 つの外湯の無料券プレゼント

愛媛県

松山・道後温泉

但馬牛会席

19,100円 17,100円 16,100円

別途 6,500 円でご用意可
（要予約）
特典

かに料理
（一例）

条件 1/11〜
3/31 ／ 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

KKR 道後ゆづき

愛媛県松山市岩崎町1-7-37

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿

アフリカゾウ／とべ動物園

お子様大満足プラン
平日

089-941-2934

土・休前日

11,650円〜 14,150円〜

★小学生は
「お子様会席」
7,300 円〜8,300 円

ふくちり、
ふく刺しは4人盛りイメージです

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

092-521-1361

全 員 分 の「と べ 動 物 園」入 園 券（通 常 大 人
500 円）と、
「えひめこどもの城」のりもの
チケット 1,100 円綴り
（1 予約 1 セット ) 付
※各施設の休園日は要事前確認

熊本県

熊本

KKR ホテル熊本

条件

1/11〜4/9 ※3/5 か ら 大 人
1 名様プラス 1,000 円
熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

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

わんぱくワンちゃん宿泊プラン
1泊2食

土・休前日

14,600円 15,600円

博多和牛のステーキを含む旬の会席
駐車場料金無料
条件 1/11〜4/9
（水曜日を除く）／1 日限
定 3 室／2 日前までに要予約※別途、宿泊
税
（1 泊あたり 200 円）
をお預かりします
特典

ずわいがにの本場城崎で豪快に、かに料理を堪能

特典

博多うまかもん会席プラン
1室1名〜

0796-32-2631

瀬戸内の食材を中心とした会席料理

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル

平日

兵庫県豊岡市城崎町湯島75

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿

1室2名〜

和創り「萌木」の旬の料理でおもてなし

1泊2食

ら 1 名様 850 円引★ツインタイプは 3 名、和室は 3 名〜
5 名の利用可 ( 料金は要問合せ）

KKR 城崎 玄武

1泊2食

※2/10・12・22・24 は特別料金のため要問合せ

朝食

とべ動物園＆えひめこどもの城に行こう！

土・休前日

トラふくフルコースに白子料理 3 品付●ト
ラふく白子天ぷら・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
1/11〜2/28 ／3 日前まで要予約

福岡県

兵庫県

城崎温泉

06-6362-6800

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 1/11〜3/31 ／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／ 2/26、3/19・
26 は特別料金のため要問合せ★素泊まりは、上記か

●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）
●但馬牛会席（但馬牛
しゃぶしゃぶ小鍋･ステーキ･マリネ
が付いた和会席）
★茄でずわいがには

00 円、
大人 4,8 00 円相当の
,8
2
生
学
ールド
小
チャーワ
アドベン 付
券
1 日入園

KKR 山口あさくら

湯田温泉

5,850円
5,350円
デラックスツイン
1室2名
（2ベッド） 5,850円
和室
1室2名（布団2組） 5,850円
ツイン
1室2名
（2ベッド）

ム朝食に変更可
（1 日限定 6 名様）

KKR 白浜 美浜荘

平日･日曜

シングル
1室1名
（1ベッド）

条件 1/11〜2/28
（2/24・25 除 く）／ 3 日 前
までに要予約／客室定員利用時料金※別途、宿

大阪府大阪市北区堂山町4-1

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室

1泊朝食付

ふぐコース料理 ●てっさ
（ふぐ刺し）●
焼きふぐ ●ふぐ唐揚げ ●てっちり（鍋）●〆
の雑炊★朝食は 1 名様プラス 1,500 円でプレミア

和歌山県

KKR ホテル梅田

タリーズ朝食付プラン

土・休前日

17,300円〜 19,300円〜

白浜温泉

梅田

春だ！旅に出よう！

京都のプレミアムふぐコースプラン
1泊2食

大阪府

平日
土・休前日
博多うまかもん会席

健やか朝食付プラン

4/9
まで

平日 6,300円 土・休前日 8,400円

1室2名〜

14,500円
15,500円

1/11〜4/9 ／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

096-355-0121

ミニドッグラン
＆カフェ登場

夕食は和・洋・中から
選択可
特典 ペット用宿泊ケージ 2
ケージまで無料

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※営業時間が変更になる場合あり

（予約時に要確認）

ドッグラン

▲UP

