
虎の門病院（東京都港区）では、全国の組合員・OBとそのご家族で、新型コロナウイルス
感染症に関連した症状のある方、不安な方からの電話相談に対応しております。

新型コロナウイルス電話相談窓口のご案内
ホームページの
ここをクリック

検索ｋｋｒ介護

検索ｋｋｒセカンドライフ

検索ｋｋｒマネープラン

当会が運営する宿泊施設では、組合員とご
家族の健康増進支援の一環としてカロリー
等を控えたヘルシーメニューのご提供を開
始しました

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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放送大学 学生募集放送大学 学生募集
■請求期間：令和４年８月14日（日）まで■対  象  者：組合員とその被扶養者

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。
※申込時は正確な情報を入力いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

～ 令和４年度　第２学期（10月入学）～

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）■請求方法： KKR予約・ 申込システム 検索検索kkr予約申込

8月～10月KKR主催セミナー開催案内 参加無料  要事前予約

※諸事情により開催が変更・中止になる場合があります。
　セミナーでは、細かな計算を行うため、静かな会場環境にご協力ください。
　（10月開催の終活セミナーは9月号でご案内します。）
※資産運用を目的としたセミナーではありません。

コラボスタート！

KKR宿泊割引券は「泊まっ得!」
2,000円 割引2,000円 割引組合員料金から

さらに1泊につき

今月の注目記事

3面へ

×

入学料が「半額」
になります

入学料が「半額」
になります

締切間近です。請求はお早めに!!

詳しくは２面へ

どちらがお好み？
どちらがお好み？

KKRセカンドライフセミナー
主に50代の方向け

KKRマネープランセミナー
30

KKR介護準備セミナー

「生きがい」「家庭経済」「健康維持」を
テーマにしたセミナー

子育て、住宅等の費用や資産形成など、
将来生活設計を考えるセミナー

仕事と介護の両立、介護制度や相談窓口、
認知症などについて学ぶセミナー

8月27日（土）： KKRホテル東京
9月10日（土）： KKRホテル名古屋

9月 3日（土）： KKRホテル東京
10月15日（土）： ナディアパーク（名古屋）

50「家庭経済」の見直しに特化したセミナー
10月 1日（土）： TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

9月10日（土）： KKRホテル名古屋

10月22日（土）： KKRホテル大阪

10月22日（土）： KKRホテル大阪

主に30代の方向け

主に50代の方向け

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/tokutei/kaigo/kaigo-seminar/
http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kenkou/
https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.html
https://www.kkr-osaka.com/index.html


（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

 

 
 

（注）上記以外の施設でも順次、考案中です。  

●「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。

年金に関するご相談等は「 年金相談ダイヤル」へ 

■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）
0570-080-556（ナビダイヤル）

●受付時間： 9時00分～ 17時30分（土日祝日、年末年始を除く）●

■年金を受けている方がお亡くなりになったときは、

■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
0570‐055‐030（ナビダイヤル）
03‐3265‐8401（一般電話）

●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 ▶▶

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

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■全国年金相談会日程

■リモート年金相談会日程

全国年金相談会及びリモート年金相談会のご案内

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。
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　【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お気軽にご相談ください。

開催地
札 幌 市
熊 本 市
仙 台 市
福 井 市
旭 川 市
甲 府 市
大 阪 市
名 古 屋 市
広 島 市
新 潟 市
高 崎 市

開催日
8月 26日（金）
8月 26日（金）
9月 2日（金）
9月 2日（金）
9月 9日（金）
9月 9日（金）
9月 15日（木）
9月 16日（金）
9月 22日（木）
9月 29日（木）
9月 30日（金）

開催会場
ホテルライフォート札幌
KKR ホテル熊本
仙台ガーデンパレス
福井パレスホテル
ホテルクレッセント旭川
KKR 甲府ニュー芙蓉
KKR ホテル大阪
KKR ホテル名古屋
広島ガーデンパレス
ホテルオークラ新潟
高崎アーバンホテル

ＫＫＲ施設（一部）でタニタ監修ヘルシーメニューのご提供を開始！

(株)タニタの管理栄養士監修のもと、地元食材を使ったＫＫＲ各施設考案の“健康にやさしい”、お野菜たっぷりで
カロリー＆塩分控えめのＫＫＲ施設オリジナルメニューです。お近くにお越しの際には、ぜひ一度お召し上がりください！

開催地
福 岡 市
金 沢 市

開催日
10月 7日（金）
10月28日（金）

開催会場
KKRホテル博多
KKRホテル金沢

タニタ監修ヘルシーメニューとは？

KKRホテル大阪

船場汁の御膳

1,700円（税込） 564kcal

KKRホテル熊本
阿蘇自然豚のせいろ蒸し御膳

2,000円（税込） 586kcal“大阪郷土料理”がコンセプトのヘルシーメニュー

鯖のうまみとたっぷりの野菜がお腹も心も満たしてくれます

自家製ドレッシングで味わうサラダもおすすめです からだを想い、塩分と脂質を控えめに

熊本県産の阿蘇自然豚をおいしくヘルシーに仕上げました

▲UP

https://www.kkr-osaka.com/restaurantmenu/pg4364315.html
http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/restaurant/images/img_tanita_aso-natural-pig_2022.pdf
https://www.kkr.or.jp/nenkin/soudan_shisan/soudan/soudankai/index.html
https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.html
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・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？
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(株)タニタの管理栄養士監修のもと、地元食材を使ったＫＫＲ各施設考案の“健康にやさしい”、お野菜たっぷりで
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金 沢 市

開催日
10月 7日（金）
10月28日（金）

開催会場
KKRホテル博多
KKRホテル金沢

タニタ監修ヘルシーメニューとは？

KKRホテル大阪

船場汁の御膳

1,700円（税込） 564kcal

KKRホテル熊本
阿蘇自然豚のせいろ蒸し御膳

2,000円（税込） 586kcal“大阪郷土料理”がコンセプトのヘルシーメニュー

鯖のうまみとたっぷりの野菜がお腹も心も満たしてくれます

自家製ドレッシングで味わうサラダもおすすめです からだを想い、塩分と脂質を控えめに

熊本県産の阿蘇自然豚をおいしくヘルシーに仕上げました

各経理の「財務諸表」については、
KKRホームページをご覧ください。 
 　　　  検索KKR財務諸表　
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連合会 令和3年度決算の概要連合会 令和3年度決算の概要
  年金事業

  福祉事業

年金保険料の受入、年金給付、積立金運用等を行う事業

医療事業、宿泊事業、結婚、介護等に関する
情報提供事業など

医療経理（ 組合員とその被扶養者のために運営している病院及び介護老人保健施設
の運営等に関する経理）

病院数：22施設（稼働病床：6,692床）　介護老人保健施設数：1施設（入所定員100人）
　新型コロナウイルス感染症関連補助金（251 億円）のほか、土地等売却による特別損益 427 億円が
大きく影響し、591 億円の黒字となりました。

宿泊経理（宿泊施設の運営等に関する経理）
施設数：33施設（宿泊定員：3,163 人）
　3年度の営業損益は、2年度に対し11 億円ほど改善しましたが、引き続き新型コロナウイルスの影響
を大きく受けたことから36 億円もの大幅な赤字となりました。
　また、資金繰りに支障を来したことから、新たに10 億円の運営資金を借り入れました。

保健経理（ 福祉増進に資するための情報提供事業及び健康増進支援事業のほか、　
福祉事業財源の繰入に関する経理）

令和3年度より新たな事業として「KKR健幸ポイント」がスタート
 　令和 3 年 10 月から「あるくこと」を中心とした組合員とその家族の健康づくりを支援する「健康増進
支援事業」を開始し、令和 3年度末における登録者数は15,983 名となっております。また、各種セミナー
においては、新型コロナウイルス感染対策を行ったうえでの開催でしたが、前年同様、参加者の方から
大変ご好評をいただきました。

情報提供事業
 　結婚、子育て、住宅、介護、葬儀に関する情報提供、各種セミナーの開催及び放送大学入学料割引。

＜繰入金について＞
 　各共済組合からの繰入金は、保健経理の介護及び住宅等に関する情報提供や健康増
進支援事業に97 百万円、医療経理の人間ドック等の内部患者割引などに1,705 百万円、
宿泊経理の施設利用の内部割引費のほか、コロナ禍における運営資金などの一部に2,871
百万円を充てております。

（注）各経理の計数は、計数ごとに四捨五入しているため、合計と合致しない場合があります。

組合員数：108.7 万人（0.3 万人増）、厚生年金等の受給権者数：132.0 万人 （0.8 万人増）
厚生年金保険経理（老齢厚生年金等の給付に関する経理）
　厚生年金拠出金の増や負担金収入の減があるものの、財政調整拠出金の減や運用収入の
増などにより、経常損益は 2,868億円の黒字、特別損益と合わせた当期損益は2,875億円の黒
字となりました。この結果、積立金は6兆 7,130億円となりました。

退職等年金経理（退職等年金給付に関する経理）
　保険料収入を1,061億円計上する一方、退職等年金給付の支給対象者がいまだ少数である
ため給付金も少ないことなどにより、当期損益は 1,115億円の黒字となりました。この結果、積立
金は 7,176億円となりました。

経過的長期経理（旧職域加算等の給付に関する経理）
　保険料収入がないものの、公務上給付や恩給等期間に係る財源などとして負担金収入を148億
円計上する一方、給付金を1,658億円計上するなどにより、経常損益は1,526億円の赤字、特別損
益と合わせた当期損益は1,323億円の赤字となりました。この結果、積立金は1,193億円となりました。
　なお、令和 4年度以降については積立金不足が見込まれるため、地方公務員共済組合連合
会から積立金の不足分を拠出金として受入れることにより、年金の支給財源は確保されます。

年金資産運用
　令和 3年度の運用利回りは、厚生年金保険給付積立金は、外国株式が堅調だったことから、全体で 6.13％となりました。
また、退職等年金給付積立金は 1.13％、経過的長期給付積立金は 11.94％となりました。

 （単位：億円）
厚生年金
保険経理

退職等
年金経理

経過的
長期経理

経常収益 32,330 1,146 161
負担金収入 10,784 531 148
掛金・組合員保険料収入 6,458 531
基礎年金交付金収入 272 0
厚生年金交付金収入 10,756
その他の収入 4,060 85 12

経常費用 29,462 31 1,687
給付金 12,472 17 1,658
基礎年金拠出金 5,873
厚生年金拠出金 10,906
財政調整拠出金 161 0
その他の経費 51 13 29

経常損益 2,868 1,115 △ 1,526
特別損益 6 0 203
当期損益 2,875 1,115 △ 1,323

年度末積立金 67,130 7,176 1,193

医療経理 （単位：百万円）
3年度決算

経常収益 213,979
患者収入 181,320
その他の収入 32,659

経常費用 197,576
職員給与 55,042
材料費 53,655
その他の経費 88,879

経常損益 16,403
特別損益 42,744
当期損益 59,147

保健経理 （単位：百万円）
3年度決算

経常収益 4,680
各共済組合からの繰入金 4,673
短期財調経理からの受入金 6

経常費用 4,686
情報提供事業等経費 63
健康増進支援事業経費 46
医療経理へ繰入 1,705

人間ドック等の内部患者割引 1,573
離島診療 6
合同庁舎診療所 127

宿泊経理へ繰入 2,871
内部割引費 446
コロナ禍における運営資金等の一部 2,425

経常損益 △ 6
特別損益 1
当期損益 △ 5

宿泊経理 （単位：百万円）
3年度決算

経常収益 9,381
営業収益 5,711
保健経理より受入 2,871
その他の収入 800

経常費用 11,195
営業費用 9,330
減価償却費 1,684
その他の経費 181

経常損益 △ 1,814
営業損益 △ 3,619
営業外損益 1,805

特別損益 △ 38
当期損益 △ 1,852
借入金残高 6,279 

▲UP

https://www.kkr.or.jp/kkr/disclosure/zaimushohyo.html


虎の門病院（東京都港区）では、全国の組合員・OBとそのご家族で、新型コロナウイルス
感染症に関連した症状のある方、不安な方からの電話相談に対応しております。

新型コロナウイルス電話相談窓口のご案内
ホームページの
ここをクリック

検索ｋｋｒ介護

検索ｋｋｒセカンドライフ

検索ｋｋｒマネープラン

当会が運営する宿泊施設では、組合員とご
家族の健康増進支援の一環としてカロリー
等を控えたヘルシーメニューのご提供を開
始しました

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

　毎月1回10日発行第928号（8）　令和４年８月10日 第928号 令和４年８月10日　（1）

トピックス
KKR健幸ポイント ×
KKRホテルズ&
リゾーツコラボ開始！  …2
全国年金相談会及び
リモート年金相談会のご案内
 …………………………2
KKR年金相談ダイヤル…2

KKR宿泊割引券のご利用は
9月30日チェックアウトまで
……………………3～6

連合会
令和3年度決算の概要 …7
KKR子育て相談ダイヤル
のご案内…………………8
KKR葬祭コールセンター …8
KKRブライダルネット…8
※PDF版の頁順は、１、２、7、8、
　３～10となっています

国家公務員共済組合連合会広報紙

No.9282022.8　　　　

放送大学 学生募集放送大学 学生募集
■請求期間：令和４年８月14日（日）まで■対  象  者：組合員とその被扶養者

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。
※申込時は正確な情報を入力いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

～ 令和４年度　第２学期（10月入学）～

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）■請求方法： KKR予約・ 申込システム 検索検索kkr予約申込

8月～10月KKR主催セミナー開催案内 参加無料  要事前予約

※諸事情により開催が変更・中止になる場合があります。
　セミナーでは、細かな計算を行うため、静かな会場環境にご協力ください。
　（10月開催の終活セミナーは9月号でご案内します。）
※資産運用を目的としたセミナーではありません。

コラボスタート！

KKR宿泊割引券は「泊まっ得!」
2,000円 割引2,000円 割引組合員料金から

さらに1泊につき

今月の注目記事

3面へ

×

入学料が「半額」
になります

入学料が「半額」
になります

締切間近です。請求はお早めに!!

詳しくは２面へ

どちらがお好み？
どちらがお好み？

KKRセカンドライフセミナー
主に50代の方向け

KKRマネープランセミナー
30

KKR介護準備セミナー

「生きがい」「家庭経済」「健康維持」を
テーマにしたセミナー

子育て、住宅等の費用や資産形成など、
将来生活設計を考えるセミナー

仕事と介護の両立、介護制度や相談窓口、
認知症などについて学ぶセミナー

8月27日（土）： KKRホテル東京
9月10日（土）： KKRホテル名古屋

9月 3日（土）： KKRホテル東京
10月15日（土）： ナディアパーク（名古屋）

50「家庭経済」の見直しに特化したセミナー
10月 1日（土）： TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

9月10日（土）： KKRホテル名古屋

10月22日（土）： KKRホテル大阪

10月22日（土）： KKRホテル大阪

主に30代の方向け

主に50代の方向け

 

KKR子育て相談ダイヤル
サービス内容（通話・相談無料）
●育児相談サービス
●医療機関の情報提供サービス
（24時間年中無休）

（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）

※ご利用の際は、所属省庁又は
　共済組合名をお伝えください。

詳細はこちら

▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲

２０，０００円

年会員コース

■じっくり結婚相手を

■２年目以降無料

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）20,000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

妊娠･出産･
子育てのことなら

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

▲

通話・相談 無料

■女性 37歳 / 活動期間2年2ヵ月
活動を始めて間もない時期に、アドバイザーの方に相談に乗っ
ていただき、とても丁寧に対応してもらいました。特に緊急事
態宣言の時期には、親身にお話を聞いていただき励みになり
ました。そのおかげでよい出会いに恵まれました。結婚は来年
になるかもしれませんが、少しずつ相手と歩調を合わせて進め
ていきたいと思います。

■女性 26歳 / 活動期間2ヵ月
婚活サイトの利用は初めてでしたが、「なんでも相談できる窓
口」として、対面でアドバイスをしてもらいました。そのため、
安心して活動することができ、良い相手を見つけることができ
ました。本当にありがとうございました。

ご利用者の声ご利用者の声

★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
★婚活パーティー等、イベントを多数ご用意

24時間年中無休通話・相談無料
ご希望の地区の担当者へ直接おつなぎします。

KKR葬祭コールセンター
ク イ ッ ク

フリーダイヤル
コ コ ロ

～葬祭に関するご相談は～

●葬儀のお問い合わせ・お申込み

●各種相談（法事・法要、仏壇・仏具、墓地・墓石、遺言・遺品整理など）

※KKR特約葬祭業者では、葬儀費用の一部に割引があります。
（詳しい内容はお問合せください。）

主なサービス内容主なサービス内容0120-919-556

相談ダイヤルでは、
こんなお声をいただいています。

●医師の診断を受けたほうが良いのか、
　迷ったときに相談が可能です

生後4ヵ月。子どもの眠りが浅いようで心配です。
病気でしょうか?医師へ相談したほうが良いですか?
するとしたら、何科でしょうか?
何度も泣いて、目が覚めるという繰り返しでしょうか。昼夜の
区別がつき始めると、まとめて眠るようになってきます。受診
前に、日中の時間に散歩したり、簡単な赤ちゃん体操などをし
て、親子とも気分を変えるのも効果的かもしれません。季節的
に暑かったり寒かったりすることもあります。室温、寝具、衣
類にも気配りしてみてください。ご心配の内容を相談できる窓
口として、近隣の地域の子育てサイトをご案内します。必要で
あれば睡眠外来受診の手段をお伝えし、小児科かかりつけ医
や耳鼻科等への相談も推奨します。また、併せて日本睡眠学
会専門医療機関から、近隣の複数の医療機関をお伝えします。

●管理栄養士への相談が可能です

離乳食について、好き嫌いができてしまったりとか、栄
養のことを考えると、作る自信がありません。栄養士相
談の予約をお願いします。
旬の食品を使いながら、色々な種類を少しずつ、食事の幅を
広げることを試してみてください。離乳食を食べる時にお腹が
すいていることも大切です。管理栄養士への相談受付は平日
9時から17時です。予約をお取次ぎします。

●子育て、子どもの発育でお悩みの時も
　ご利用ください

幼稚園に通い始めましたが、自分で話したこともすぐ忘
れたり、思い出そうとしてもできないようで癇癪を起こ
したりします。病気ではありませんが相談できますか?
新たな環境で学ぶことも多く、様々なことを受け止め、対応す
るのに時間がかかっている状況だと思います。癇癪は自分の
言っていることが、ある程度理解してもらったと、お子さまに
実感してもらうことも必要です。お子さまと一緒に短気になっ
ても解決しません。お子さまの話を気長に聞いてあげたり、少
し場所や場面を変えてみるなどしてください。

●病院が開いていない時でも、
　24時間365日相談ができ、近隣の病院を
　お調べすることが可能です

生後6ヵ月。激しく泣いています。かかりつけの病院は時
間外で閉まっており、誰にも相談ができません。病院で
診てもらった方が良いでしょうか。今から診ていただけ
る病院を教えてください。
赤ちゃんは気持ちを訴える時に泣きます。おむつが汚れてい
ないでしょうか?お腹が減っていたり、寒い暑いなどは無いで
すか?甘えたいときもあります。背中をトントンしたり、抱き方
を変えたり、子守唄を歌ったりと工夫ができますか。口の中が
荒れていたり、痛みや不快感で泣くこともあります。時間外で
も診察可能なお近くの病院をお調べします。

第928号（8） 令和４年８月10日

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

安心の
婚活サポート

検索検索kkr葬祭

ひとりで悩まないで  KKR子育て相談ダイヤルのご紹介

▲UP

https://www.kkr.or.jp/
https://www.kkr.or.jp/tokutei/sousai/sousai-dial.html
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kosodate/kosodate-dial.html
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効能豊かな北の名湯100％かけ流し
北海道の旬を満喫♪

1泊２食

1室2名～

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

四季御膳プラン

●屈斜路湖「砂湯」（車15分）
●摩周湖で星空観賞（車20分）

北海道
川湯温泉

北海道
函館･湯の川温泉

かわいいお子様ランチはまさに「映え」ます

北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
KKRはこだて  

条件

北海道ならではの食材を吟味し季節に
合わせた料理

8/1～9/30／1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

1泊２食
1室2名～
平日

9月8月

14,800円 13,800円

条件

お部屋食でお楽しみください
●大人は季節の和食会席●お子様ランチは、
フレンチトースト・チーズフォンデュ・いなり
ずし・シューアイスなど

8/1～9/30／土・休前日利用は1名様
プラス1,500円／3日前までに要予約

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

1泊２食

1室2名～

9月の土・休前日、8月の平日9月の平日

9,300円 10,300円

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

蔵王温泉三昧プラン

山形県
蔵王温泉

群馬県
水上温泉

みなかみの大自然と温泉でリフレッシュ

群馬県利根郡みなかみ町大穴859
0278-72-2345

谷川岳ロープウェイまで車・バスで20分
KKR水上 水明荘

条件

旬の地元食材を駆使した会席膳★お子様は
「キッズステーキプラン」1泊2食7,440円～

8/1～9/30／1室1名様利用はプラス
1,000円／Tなし客室は1名様1,000円引

1泊2食 1室2名～

全日

小学生大人

18,150円 12,500円

条件群馬の食材を中心にした献立
★お子様は「ダムカレー」「お城御膳」から選択可　

8/1～9/30（8/10～13除く）
／ 1室1名様利用はプラス1,000
円（平日のみ利用可）／予約・キャ
ンセルは4日前まで※ラフティング
体験なしの場合、大人11,800円、小学
生8,900円

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好
小学生までの添い寝のお子様は宿泊が無料

KKRホテル東京 東京都千代田区大手町1-4-1
03-3287-2922東京都

竹橋
東京都
中目黒

全室有線LAN・WiFi完備

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
KKRホテル中目黒

条件皇居を眺望するレストランでご朝食
（6:45～9:00）
※添寝のお子様の朝食代は別途800円

9/1～11/30（土・休前日を
除く）／1室2名様の場合1名様
プラス1,500円で皇居側デラック
スツインへ変更可

1泊サービス朝食付

1室3名

全日

6,000円

条件

和風朝食を無料提供（7:00～9:00）

8/1～9/30／電話予約限定／他の
プラン特典との併用不可／3日前までの
要予約

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル
レストランから横浜港の夜景を一望

1泊2食 1室2名～
平日

小学生まで大人

11,600円 8,600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

お部屋タイプお任せ

神奈川県
横浜

神奈川県
鎌倉

キッズスペース＆キッズガーデン常設

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
0467-25-4321

ビーチまで徒歩3分＆屋内プールのある宿
KKR鎌倉わかみや

条件

●大人は洋食のカジュアルコース
●お子様は「ヨコハマ宝島プレート」
8/1～9/16／海側和室利用は1名様プラス
1,000円／洋室ツイン利用は要問合せ／
3日前までに要予約

1泊２食
1室2名～

土・休前日と8/6～10平日

14,800円 15,600円

条件

特選会席
★小学生はお子様グルメ料理（1泊2食9,000円）

8/1～9/30／大人1名様プラ
ス2,000円でウェルカムベビー認
定部屋に変更可※8/1、9/5は屋内
プール休業

由比ガ浜ビーチで

小学生まで（全日）　　7,500円
小学生まで（全日）　　　6,800円

※8/6～13、9/17・18・23・24利用はお1人様13,480円

※8月の土曜日、9/16～18・22～24利用はお1人様
12,000円※8/10～14利用はお1人様14,000円

※土・休前日と8/1～10・16～27利用は1名様プラス
2,000円※8/11～15利用は1名様プラス2,500円

※8/11～15利用は大人お1人様17,600円

ホテルからの景観ホテルからの景観

摩周湖摩周湖

鍋プリンプレゼントファミリープラン

ご家族みんなで食べられる
「鍋プリン」プレゼント!!

特典

お子様に花火とお菓子の
プレゼント（8/31まで）

特典

駐車場料金無料（宿泊日6:00～翌22:00）特典

モーニングコーヒーを
サービス

特典

お泊りの翌日はラフティング半日体験付
（通常大人6,500円～7,000円）※水着とタオル
をご持参ください※詳細お問合せはマックスまで
（TEL 0278-72-4844）

特典

小学生以下添い寝無料（1ベッド1名様
まで）※小学生以下ベッド有はお1人様5,000円
特典

●屋内プール利用券付（小学生以上）
●未就学児のお子様は添い寝無料、ご飯＋ふ
りかけサービス、折り紙と紙風船・砂遊びセ
ット・花火プレゼント、お子様アメニティ付

特典

蔵王温泉大露天風呂（割引券あり）

●渋谷(電車4分) ●新宿三丁目(電車12分) 
●上野（電車35分）
※中目黒駅からの所要時間

ラフティングラフティング

ラフティング体験付プラン

1泊朝食付 平日のみ

1室1名（シングル）

1室2名（ツイン）

8,900円

8,300円

オータムプラン 夏季限定トリプルルームプラン
トリプルルームトリプルルーム

由比ガ浜ビーチ由比ガ浜ビーチ

ヨコハマ宝島プレートプラン

親子でフレンチ体験プラン
大人　13,200円～　
小学生　9,800円～ 9/30

まで

ヨコハマ宝島プレートヨコハマ宝島プレート

夏だ！ リゾートプラン

蔵王温泉大露天風呂蔵王温泉大露天風呂蔵王高原の爽やかな風に吹かれながら夏のひと時

お子様ランチお子様ランチ

屋内プール無料券付

県民割等

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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https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/05/kawayu-shikigozen-20220526.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/zao-onsen-zanmai-20220722.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/tokyo-autumn-plan-20220722.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/05/2-11.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-428.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/05/2-12.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-406.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/05/hakodate-nabe-pudding-20220526.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/05/minakami-rafting-taiken-20220526.html


効能豊かな北の名湯100％かけ流し
北海道の旬を満喫♪

1泊２食

1室2名～

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

四季御膳プラン

●屈斜路湖「砂湯」（車15分）
●摩周湖で星空観賞（車20分）

北海道
川湯温泉

北海道
函館･湯の川温泉

かわいいお子様ランチはまさに「映え」ます

北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
KKRはこだて  

条件

北海道ならではの食材を吟味し季節に
合わせた料理

8/1～9/30／1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

1泊２食
1室2名～
平日

9月8月

14,800円 13,800円

条件

お部屋食でお楽しみください
●大人は季節の和食会席●お子様ランチは、
フレンチトースト・チーズフォンデュ・いなり
ずし・シューアイスなど

8/1～9/30／土・休前日利用は1名様
プラス1,500円／3日前までに要予約

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿

1泊２食

1室2名～

9月の土・休前日、8月の平日9月の平日

9,300円 10,300円

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

蔵王温泉三昧プラン

山形県
蔵王温泉

群馬県
水上温泉

みなかみの大自然と温泉でリフレッシュ

群馬県利根郡みなかみ町大穴859
0278-72-2345

谷川岳ロープウェイまで車・バスで20分
KKR水上 水明荘

条件

旬の地元食材を駆使した会席膳★お子様は
「キッズステーキプラン」1泊2食7,440円～

8/1～9/30／1室1名様利用はプラス
1,000円／Tなし客室は1名様1,000円引

1泊2食 1室2名～

全日

小学生大人

18,150円 12,500円

条件群馬の食材を中心にした献立
★お子様は「ダムカレー」「お城御膳」から選択可　

8/1～9/30（8/10～13除く）
／ 1室1名様利用はプラス1,000
円（平日のみ利用可）／予約・キャ
ンセルは4日前まで※ラフティング
体験なしの場合、大人11,800円、小学
生8,900円

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好
小学生までの添い寝のお子様は宿泊が無料

KKRホテル東京 東京都千代田区大手町1-4-1
03-3287-2922東京都

竹橋
東京都
中目黒

全室有線LAN・WiFi完備

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
KKRホテル中目黒

条件皇居を眺望するレストランでご朝食
（6:45～9:00）
※添寝のお子様の朝食代は別途800円

9/1～11/30（土・休前日を
除く）／1室2名様の場合1名様
プラス1,500円で皇居側デラック
スツインへ変更可

1泊サービス朝食付

1室3名

全日

6,000円

条件

和風朝食を無料提供（7:00～9:00）

8/1～9/30／電話予約限定／他の
プラン特典との併用不可／3日前までの
要予約

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル
レストランから横浜港の夜景を一望

1泊2食 1室2名～
平日

小学生まで大人

11,600円 8,600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

お部屋タイプお任せ

神奈川県
横浜

神奈川県
鎌倉

キッズスペース＆キッズガーデン常設

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
0467-25-4321

ビーチまで徒歩3分＆屋内プールのある宿
KKR鎌倉わかみや

条件

●大人は洋食のカジュアルコース
●お子様は「ヨコハマ宝島プレート」
8/1～9/16／海側和室利用は1名様プラス
1,000円／洋室ツイン利用は要問合せ／
3日前までに要予約

1泊２食
1室2名～

土・休前日と8/6～10平日

14,800円 15,600円

条件

特選会席
★小学生はお子様グルメ料理（1泊2食9,000円）

8/1～9/30／大人1名様プラ
ス2,000円でウェルカムベビー認
定部屋に変更可※8/1、9/5は屋内
プール休業

由比ガ浜ビーチで

小学生まで（全日）　　7,500円
小学生まで（全日）　　　6,800円

※8/6～13、9/17・18・23・24利用はお1人様13,480円

※8月の土曜日、9/16～18・22～24利用はお1人様
12,000円※8/10～14利用はお1人様14,000円

※土・休前日と8/1～10・16～27利用は1名様プラス
2,000円※8/11～15利用は1名様プラス2,500円

※8/11～15利用は大人お1人様17,600円

ホテルからの景観ホテルからの景観

摩周湖摩周湖

鍋プリンプレゼントファミリープラン

ご家族みんなで食べられる
「鍋プリン」プレゼント!!

特典

お子様に花火とお菓子の
プレゼント（8/31まで）

特典

駐車場料金無料（宿泊日6:00～翌22:00）特典

モーニングコーヒーを
サービス

特典

お泊りの翌日はラフティング半日体験付
（通常大人6,500円～7,000円）※水着とタオル
をご持参ください※詳細お問合せはマックスまで
（TEL 0278-72-4844）

特典

小学生以下添い寝無料（1ベッド1名様
まで）※小学生以下ベッド有はお1人様5,000円
特典

●屋内プール利用券付（小学生以上）
●未就学児のお子様は添い寝無料、ご飯＋ふ
りかけサービス、折り紙と紙風船・砂遊びセ
ット・花火プレゼント、お子様アメニティ付

特典

蔵王温泉大露天風呂（割引券あり）

●渋谷(電車4分) ●新宿三丁目(電車12分) 
●上野（電車35分）
※中目黒駅からの所要時間

ラフティングラフティング

ラフティング体験付プラン

1泊朝食付 平日のみ

1室1名（シングル）

1室2名（ツイン）

8,900円

8,300円

オータムプラン 夏季限定トリプルルームプラン
トリプルルームトリプルルーム

由比ガ浜ビーチ由比ガ浜ビーチ

ヨコハマ宝島プレートプラン

親子でフレンチ体験プラン
大人　13,200円～　
小学生　9,800円～ 9/30

まで

ヨコハマ宝島プレートヨコハマ宝島プレート

夏だ！ リゾートプラン

蔵王温泉大露天風呂蔵王温泉大露天風呂蔵王高原の爽やかな風に吹かれながら夏のひと時

お子様ランチお子様ランチ

屋内プール無料券付

県民割等

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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＋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

●
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
。

湯沢高原ロープウェイ乗り場まで徒歩7分
今年の夏こそ賑やかに！

1泊２食

1室2名～

土・休前日と8/1・4・5・15平日

11,450円 12,400円

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

チョコレートファウンテン

新潟県
越後湯沢温泉

長野県
上諏訪

夕食デザートは地産素材のバイキング

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259

諏訪湖まで徒歩1分！諏訪大社や美術館めぐりに
KKR諏訪湖荘

条件

新調理長の和食
★デザートはチョコレートのミニ噴水をご用意

8/1～9/30／3日前までに要予約

条件長野県産牛、アルプス牛、信州米豚が
食べ放題★小学生は選べるお膳料理（1泊2食 
5,000円）★1名様プラス500円で「信州味わ
い尽くしプラン」に変更可

8/1～9/30／1室1名様利用はプラス
500円／トイレ付客室利用は1名様プラス
1,000円 ★幼児は無料＆3歳から夕食お子
様ランチサービス

金沢城公園の前、兼六園・ひがし茶屋街も徒歩圏内
キッズエリアでホテル滞在中も楽しめます

KKRホテル金沢 石川県金沢市大手町2-32
076-264-3261石川県

金沢

岐阜県
平湯温泉

最高級の飛騨牛を使った自慢のお料理

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
0578-89-2626

食堂前のバードテーブルで野鳥を間近に観察
KKR平湯たから荘 

条件

金沢城公園の石垣を眺めながらご朝食

8/1～9/30／1室4名でも利用可能（要
問合せ）※別途、宿泊税（1泊あたり200円）を
お預かりします

条件

A5飛騨牛150gの調理法を予約時選択
●ステーキ ●すき焼き ●しゃぶしゃぶ
★飛騨牛1品付「和会席」に変更は割引あり（要問合せ）

8/1～9/30／小学生は大人料金
の80％／4日前までに要予約

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿
夏の味覚をご賞味ください

KKR下呂しらさぎ 岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505

子ども全員

特選A5飛騨牛

岐阜県
下呂温泉

愛知県
名古屋

宿泊客専用ラウンジで寛ぎを満喫

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1
052-201-3326

名古屋城に一番近いホテル
KKRホテル名古屋 

条件

天然鮎の塩焼きほか「鮎づくし会席」
8/1～8/31／リビング付ツインルーム利用は別料金

1泊２食
1室1名～

全日

11,250円

1泊２食
1室1名～

土・休前日と8/11・12・14・15平日

15,800円 16,800円

条件

●夜は寿司と名古屋コー
チンの赤味噌鍋●朝は名古屋
めし風のバイキング　

8/1～9/30 ／
3日前までに要予約
／ 1室2名様以上は
名古屋城側客室

ラウンジ満喫

敷地内から湧出する自家源泉
熱海サンビーチまで徒歩6分！

KKRホテル熱海 静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000

KKR熱海の夏休みプラン

静岡県
伊豆・熱海温泉

静岡県
沼津

豪華な食材を使用した当館最上級プラン

静岡県沼津市志下192
055-931-0592

海まで1分！キッズルーム新設＆ミニ卓球台あり
KKR沼津はまゆう

条件

日本料理or中国料理から選択可　
8/1～8/30

1泊２食

1室2名～

土・休前日と8/21・22平日

15,050円 17,550円

1泊２食 1室2名～

お子様
（全日）

お子様膳

大人
（平日） 13,500円

9,000円
お子様プレート

7,500円

条件

●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名様で1匹（1名様・3名様等
の場合はおまかせ）

8/21～9/30／1室1名様利用は
プラス1,000円（平日のみ利用可）

五つ星会席

※8/2・3・14、9/17・18・23・24利用は大人
13,400円※8/6～13利用は大人14,400円

※8/7・9・10・15～17・19・21・26利用は
土・休前日料金※8/5・8・11～14・18利用は
大人20,800円、お子様11,800円

※8/23～26利用はお1人様16,050円※8/27、
9/17・18・23・24利用はお1人様18,550円

※8/6～15・20利用はお1人様15,950円

※8/1～22利用はお1人様17,300円～

天然鮎の塩焼き天然鮎の塩焼き

大人に同伴のお子様は宿泊無料＆朝食付特典

●小学生にガチャガチャ●花火
のお土産付●星座早見盤（1組に1枚）
●お子様サービスドリンクあり

特典

●ご家族に花火セットプレゼント
●お子様にしゃぼん玉プレゼント

特典

駐車場料金
無料
（15:00～
翌11:00）

特典

ステーキ食べ放題
1泊2食 1室2名～

8/28～9/30の平日
8/1～5・16～27、
9月の土・休前日

11,850円

12,850円

飛騨牛ステーキ飛騨牛ステーキ

五つ星会席五つ星会席

お子様ランチプレゼントプラン 8/31
まで

四季彩プラン
13,600円～　

9/1～
30

朝食付長野県産

鳥羽湾毎夜連続花火が敷地内から見えます（8月予定）
鳥羽シーサイドホテルの海水浴＆プールまたは鳥羽水族館のチケット付（通常大人2,800円相当）

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

三重県
鳥羽

小学生まで
（お子様ランチ）

土・休前日平日

16,800円～

10,800円

13,800円～

7,800円

1泊２食 

1室2名～

1泊2食 1室1名～

※9/17～19・23
・24除く

のどぐろ会席プラン
1泊2食 1室1～4名

★小学生まで全日2,900円（お子様料理）
※3日前までに要予約

五つ星　食材

熱海サンビーチ熱海サンビーチ

うれしいアーリーチェックイン14:00
ユネッサン・森の湯共通パスポート付（大人3,500円、小学生1,800円相当）

KKR宮の下 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350

箱根小涌園ユネッサンパスポート付プラン

神奈川県
箱根

条件

夕食は会席料理

8/1～9/30／土・
休前日利用は大人プラス
2,500円／連休は別途料
金のため要問合せ
★箱根彫刻の森美術館や箱
根園水族館のチケット付プ
ランもございます

ステーキ食べ放題ステーキ食べ放題

プラン

チョコレート
ファウンテン
チョコレート
ファウンテン

小学生まで（全日）　　　7,000円

プラン
食べ放題

プラン
1泊朝食付

1室2～4名

土・休前日平日

8,000円 9,000円

平日16,800円　土・休前日17,800円

宿泊客専用ラウンジ 名城館

キッズエリアキッズエリア

無料プラン

うれしいうれしい
無料送迎付

1泊２食
1室2名～

土・休前日と8/23～31平日

15,800円 16,800円

セレクトプラン 飛騨川天然鮎の プラン塩焼き会席

1泊2食  小学生まで
★お子様ランチを3名様までプレゼント！

■14:00～23:00（90分制）■ドリンクバーあり（19:00～アルコールも提供）

※お子様4名様からは1泊2食付6,450円　※詳細は施設に要問合せ

4,250円～（ランチ込）

駄菓子詰め放題
条件 8/1～8/31（8/6～14除く）
／Tなし6畳利用時料金／海水浴＆
プールはホテル営業日のみ

特典

1泊2食

1室2名～
（6畳）

土・休前日平日

11,600円 13,100円

月替わりの会席

小学生（お子様料理）　　全日　7,500円

夏のファミリー＆カップルプラン

美し国プラン 1泊2食 1室2名～

★伊勢海老・鮑・松阪牛を堪能！
15,300円～16,800円 9/30

まで

うま

ジュゴン／鳥羽水族館ジュゴン／鳥羽水族館

8/1～
9/30

名古屋城一望 新オープン 一般1,500円  ▶▶
   組合員無料

ユネッサンユネッサン

名古屋プラン

宿泊客専用ラウンジ宿泊客専用ラウンジ

＋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
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

●
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せ
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い
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　●
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●
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設
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煙
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す
。

　●
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真
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て
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メ
ー
ジ
で
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（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

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/numazu-itsutsuboshi-kaiseki-20220722.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-421.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/hirayu-tokusen-a5-hidagyu-20220722.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/post-431.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-414.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-424.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/news/2022/07/kkr-5076.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-412.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-413.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-411.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-423.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-409.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/post-430.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/05/kkr-2.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/05/post-405.html


眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル
多彩なあそび場でお子様と1日楽しめます♪

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

プレイヴィル大阪城公園

大阪府
森之宮

和歌山県
白浜温泉

いっぱい食べて、白浜を楽しもう

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2
0739-42-3383

白良浜海水浴場まで徒歩2分
KKR白浜 美浜荘 

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

12,100円～ 13,100円～

条件

90分間ご飯とステーキが食べ放題
8/1～9/30（8/6～15除く）／1室1名

様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）
※8/6～15は「伊勢海老と牛陶板焼きプラン」
お1人様19,500円～

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿
打上花火が施設からよく見えます

KKR城崎 玄武 兵庫県豊岡市城崎町湯島75
0796-32-2631

城崎夢花火プラン

兵庫県
城崎温泉

山口県
湯田温泉

旬！地魚豪華8点刺盛り×牛すき焼き

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
KKR山口あさくら

1泊2食

1室1名～

土・休前日平日

19,750円～ 21,750円～

1泊2食

1室1名～

土・休前日平日

14,600円 15,600円

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

15,000円 16,000円

●本日水揚げの地魚8種盛 ●牛すき焼き
●めごち天婦羅●甘鯛釡飯 など、料理長が吟
味する和会席

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿
とべ動物園＆えひめこどもの城に行こう！

KKR道後ゆづき 愛媛県松山市岩崎町1-7-37
089-941-2934

愛媛県
松山・道後温泉

福岡県
博多

1F「al camon」でフレンチディナー♪

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
092-521-1361

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル
KKRホテル博多

条件

瀬戸内の食材を中心とした会席料理

和会席コース

8/1～9/30

条件 8/1～9/30（土・休前日と8/11～14利用は要問合せ）
／1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）／T付
客室利用は1名様プラス500円★夢花火は8/26までの月～金
（8/8～15除く）21:00から約5分間

条件

季節の食材を使った料理長自慢の
フレンチフルコース

8/1～9/30／1日限定5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

条件 8/1～11/30／3日前までに要予約

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分
くまモンタイプの客室に泊まろう！

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

お子様

熊本県
熊本

条件

和・洋・中のコースから予約時選択

8/1～9/30／電話予約限定
／5日前まで要予約

お子様（小学生まで）全日　　6,500円～

リブロースステーキ食べ放題プランリブロースステーキ食べ放題プラン

7つの外湯
めぐり無料券
プレゼント

特典

●保護者1名＋子ども1名2,300
円相当のボーネルンドプレイヴィ
ル大阪城公園1dayパス付
●朝食は、大人1,320円、お子様990
円で追加可

特典

滞在中の駐車場料金無料特典
●お子様へ無料ガチャポン
●駐車場料金無料（出発日夕方まで）

特典

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

特典

京都中心部に位置し寺社めぐりに最適
嵐山 夏の風物詩（毎週水曜・土曜実施）

1泊2食
1室1名～
水曜日

8/17～318/3～13

15,800円 13,800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

京都府
京都

大阪府
梅田

夏だ！ジンベエザメに会いに行こう！

大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
KKRホテル梅田  

条件

夕食は基本の「鴨川会席」
8/3～8/31（水・土のみ）／土曜日利

用はプラス2,000円／小学生は1泊2食
9,500円／ 5日前までに要予約／鵜飼船
欠航の場合は通常プランに変更※別途、
宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

※写真のお造りは2人前です※写真のお造りは2人前です

欲張り♪大漁まつりＤＸプラン

1泊2食 Tなし和室（1室2名～）

8/1～10・15～20の平日

8/21～31と9月の平日

10,300円

9,300円

大満足プラン

フルコースプラン ファミリープラン

お子様プラン
健やか朝食付プラン
1泊朝食付 1室1名～ 
平日 6,300円　　土・休前日 8,400円

迎賓館 入館整理券付プラン
　11,800円～13,800円　

※水曜日は迎賓館休館※8/16、9/17・18・23・24除く

鵜飼鑑賞チケット付プラン

海遊館入館券付プラン

鵜飼鵜飼

1泊素泊まり
ツイン

（1室2名）
和　室

（1室2名）

土・休前日平日・日曜

6,900円 7,400円

7,400円 9,000円

条件 8/1～9/30／小・中学生は1,200円引

※8/6～13・20・27、9/17・18・23・24は
別料金のため要問合せ

海遊館入館券付（通常大人2,400円）
※ご希望の入館日時をお教えください

特典

タリーズ朝食付プラン
1泊朝食付　ツイン（1室2名）

※8/6～13・20・27、9/17・18・23・24は別料金のため要問合せ

※小学生1泊2食ベッド有

平日・日曜5,360円　土・休前日5,860円

9/30
まで

ジンベエザメ／海遊館ジンベエザメ／海遊館

ボーネルンド

条件 8/1～8/31／シングル利用はプラス1,100
円、トリプル利用は1,100円引／1名様プラス
550円で大阪城側客室※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

1泊素泊まり
1室2名

土・休前日平日

7,000円 8,650円
お子様（小学生まで）添い寝　　無料

1dayパス付プラン

ボーネルンドプレイヴィル大阪城公園ボーネルンドプレイヴィル大阪城公園

国産牛
国産牛リブロースステーキ国産牛リブロースステーキ

城崎夢
花火

※8/10・12～14、9/17・18・23・24、
10/8・9は特別料金のため要問合せ

※8/6～14利用は別料金のため要問合せ

1泊2食

1室2名～

お子様
（お子様膳）

土・休前日平日

12,650円～15,150円～

7,300円 8,300円 アフリカゾウ／とべ動物園アフリカゾウ／とべ動物園

四季の

9/30
まで

フレンチ（季節の一例）フレンチ（季節の一例）
●お子様膳　　 9,500円
●お子様ランチ 7,750円
●プラネット　 8,500円

★KKRお子様料理コンテスト入賞「プラネット」は、3日
前まで要予約、1日限定5食、日本料理レストラン限定
★小学生まで添い寝の場合は宿泊無料＆お食事代のみ

くまモンルームくまモンルーム

9/30
まで

1泊2食
1室1名～

BBQBBQ

滋賀県
琵琶湖

開放感あふれるデッキでBBQ

滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020

お子様と遊べるスペースを新設しました
KKRホテルびわこ

プラン

近江牛会席プラン 9/30
まで1泊2食  1室2名～

※8/5～19利用は別料金のため要問合せ
14,900円～17,700円

1泊2食 1室2名～

金曜日

土・休前日

日～木曜日 12,900円

13,900円

15,700円

条件 8/1～9/30／客室定員利用時の料金

国産牛・豚・鶏・焼
き野菜のBBQ（ごはん
・サラダ付）

花火プレゼント特典

※8/15～19利用は左記料
金プラス1,000円～
※8/5～14利用は要問合せ

レイクサイドBBQ宿泊レイクサイドBBQ宿泊

＋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
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
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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 ▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/bbq.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-416.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-387.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/post-433.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-420.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-391.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-427.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/07/dogo-children-20210720.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-418.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/03/post-386.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/1day-3.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/post-432.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/12-1.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/02/biwako-oumigyu-kaiseki-20220201.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/



