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■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。

開催地
新 潟 市
高 崎 市
高 松 市
札 幌 市
京 都 市
那 覇 市
大 阪 市
松 江 市
仙 台 市
鳥 取 市

開催日
9月29日（木）
9月30日（金）
10月14日（金）
10月21日（金）
10月21日（金）
10月28日（金）
11月11日（金）
11月17日（木）
11月18日（金）
11月18日（金）

開催会場
ホテルオークラ新潟
高崎アーバンホテル
高松東急ＲＥＩホテル
ホテルライフォート札幌
ＫＫＲ京都くに荘
沖縄県青年会館
ＫＫＲホテル大阪
ホテル白鳥
仙台ガーデンパレス
白兎会館

開催地
福 岡 市
金 沢 市
熊 本 市

開催日
10月 7日（金）
10月28日（金）
11月25日（金）

開催会場
KKRホテル博多
KKRホテル金沢
KKRホテル熊本

●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

　【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。

旬な宿

9月14日から2
8日までの

間に発送を予定
してい　

ます。

Petit秋号
皆様の職場にお

届

けします。

プチ

1つのカゴに盛ると 全て割れてしまうかもしれない

複数のカゴに分けて盛ると 他のカゴの卵は割れずに、
リスクを分散できる

資金運用におけるリスク管理
卵は一つのカゴに盛るな（Don’t put all eggs in one basket.）

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【感染症・後遺症】電話相談窓口のご案内
ホームページの
ここをクリック
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詳しくは2面へ詳しくは2面へ

1 つのカゴに卵をすべて盛ると、カゴが倒れてしまったときに、全部の卵が割れてしまう
かもしれませんが、複数のカゴに分散して卵を盛ることで、そのうちの 1つのカゴが倒れ
てしまっても、 他のカゴの卵は影響を受けないで済むということを表しています。

※PDF版の頁順は、１、２、7、8、３～6となっています

カゴが倒れたときに …カゴが倒れたときに …

8ページを見るワン！

▲UP

https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.html
https://www.kkr.or.jp/nenkin/soudan_shisan/soudan/soudankai/index.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

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

▲

資金運用におけるリスク管理

（注）厚生年金保険給付積立金の運用収益額は、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。

　KKRは、リスク・リターン等の特性が異なる複数の
資産への分散投資による運用を行い、その際、資産構
成割合（基本ポートフォリオ）との乖離状況等の各種
リスク管理を適切に行っています。

◉リスクとは
 普段の生活においては、「失敗する危険」という意味
で使用されることが多いですが、資産運用においては、
「収益の変動（フレ幅）」という意味で用いることが一
般的です。
　運用を行う上で、安定的にリターンを獲得するため
には、適切にリスクを管理する必要があり、KKRでは
管理すべきリスクとして、市場リスク、信用リスク、
流動性リスク等に注目しています。

◉分散投資とは
 表紙の画の通り、投資対象資産や個々の銘柄を複数
に分けて投資することにより、そのうちの1つが値下
がりしても、他のものでカバーできるという考え方が
運用の格言にあります。
　年金運用のように長期にわたる運用においては、複
数の資産や多くの銘柄に分けて投資することが、一般
的であり、組み合わせる資産として、「国内債券」、
「国内株式」、「外国債券」、「外国株式」の伝統4資産
が軸になります。
　このように分散投資を行うことが、安定的な運用を
実現する上で大切と考えられています。

◉リターンとは
　投資を行うことで得られる収益のことで、株式の配
当や預金の利子、債券の利子である「インカムゲイ
ン」と株式や債券の値上がり（値下がり）等による損
益である「キャピタルゲイン（ロス）」の2種類があり
ます。

運用資産額

運用収益額（注）

運用利回り

7兆9,507億円

－1,473億円

－1.80％

リスク・リターン・分散投資について

令和４年度  第１四半期運用報告
厚生年金保険給付積立金（公的年金部分）<時価>
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詳細はこちら 検索kkrブライダルネット縁結び

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

■女性 39歳 / 活動期間１年９ヵ月
【プロフィールの公開を制限できるサービスがとてもよかった】
「ありがとうございました。」の感謝につきます。
問い合わせにも迅速に対応して下さり安全でしっかりとしたとても
良いサイトだと思います。私は活動を職場に知られたくなかったので
特定の省庁・支部を非公開にできるサービスがとてもよかったです。
このままブライダルネットを継続してほしいと思っております。
今後婚活をするようなことがあれば、またこのサイトを使いたいと
思います。
■女性 26歳 / 活動期間2ヵ月
【「なんでも相談窓口」でアドバイスをいただけた】
婚活サイトの利用は初めてでしたが、「なんでも相談窓口」でアドバ
イスをいただけたことで、安心して活動す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

安心の
婚活サポート

 

192-5560120-

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

収益
（リターン）

時間

この変動（フレ幅）
がリスク

● 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）

リスク／リターンのイメージ

分散投資

▲

▲

▲UP

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


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
※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。

▶▶▶ kkrカード 検索検索

引越／レンタカー／スポーツクラブ／
資格取得／英会話／メガネ／美術館 など

●入会金・年会費永年無料！
●退職してもそのまま使えます
●ゴールドカードクラスの
　付帯サービス

●KKRオリジナル特典も充実
ETCカードも年会費無料

２社共通  対象引越日
10/31まで

スポーツクラブ ルネサンス

KKRメンバーズカード会員限定キャンペーン情報

※年会費無料のため、一定期間クレジットカードのご利用
が無い場合は更新カードが発行されません。

※特典を受けるにはKKRメンバーズカードが必要です。
※カードの発行には通常1か月程度の期間がかかります。

※お引越をされた方は、カード会社に住所変更の手続きを
お願いします。

kkr ルネサンス 検索検索
入会方法はwebで

引越基本料金

お問い合わせ

 Monthlyコーポレート会員
●月会費  2か月分
●レンタル用品
　　　　  最大  2か月分

 １Dayコーポレート会員
●レンタル用品  入会当日 平日／11：00～16：00

☎03-5600-53990円

0円
9/17～10/30

秋の0円スタートキャンペーン秋の0円スタートキャンペーン

★２人以上同時入会で月会費1か月分
　　　　　　　　　1,100円（税込）割引

☎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

※車両費+人件費 25%OFF 引越基本料金
※車両費+人件費 30%OFF

秋の引越キャンペーン秋の引越キャンペーン

■梱包資材等、他の特典は、専用ダイヤル又はKKRのHPでご確認ください。
■通常期間は、会員特典で引越基本料金20％OFFとなります。

［退職等年金給付制度］
終
身
退
職
年
金

有
期
退
職
年
金

積 立 時

制度
加入時

退職時
(積立終了)

受給権発生時
〈例：65歳〉

受 給 時◆給付算定基礎額の半分が終身退職年金、
残り半分が有期退職年金の財源となります。

給付算定基礎額

終身退職年金
算定基礎額

1/2
終身退職年金算定基礎額
終身年金現価率年金額 ＝

1/2
有期退職年金
算定基礎額

利子

付与額 有期退職年金算定基礎額
有期年金現価率年金額 ＝

年金額

年金額

※20年受給・10年
　受給・一時金の

　 いずれかを選択

令和3年10月～令和4年9月

基 準 利 率

終身年金現価率

有期年金現価率

モデル年金額モデル年金額 加入から年金受給までの全期間の基準利率が0.02％である場合の年金額（月額）

65歳
75歳

0.00％ 0.02％

23.033747
14.775829 
20.000000 
10.000000 

22.972879 
14.749085 
19.959725 
9.989841 

240月
120月

令和4年10月～令和5年9月

■基準利率と主な年金現価率（現行・令和 4年 10月～）
※（参考）保険料率・付与率：1.50％
　（平成 27年 10月～令和 6年 3月（予定））
※基準利率・年金現価率は連合会の定款で定めています。

詳しくは KKR ホームページを
　　　　　　　　　　 ご覧ください。

kkr基準利率

▲

検索

令和４年10月からの令和４年10月からの退職等年金給付の『基準利率』・『年金現価率』について

年
金
現
価
率

＋ ＝

標準報酬の月額等×付与率（1.5％）付与額 ＝

付与額×基準利率（複利計算）利子 ＝
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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

●平均標準報酬月額：40.5万円 ●加入期間：40年（20歳から60歳まで。平成27年10月以降の期間） ●受給開始：65歳

●モデル給付算定基礎額：3,860,767 円　●モデル年金月額〈65歳時点〉： A+B（ただし、有期退職一時金の受給は1回限り）
前提条件

　退職等年金給付は、平成27年 10月以後の組合員期間を対象として支給される年金です。
　退職等年金給付の「基準利率」（毎月の付与額に付利される利子を計算する利率）は、国債の利回り等を勘案して毎年9月末まで
に見直し、10月から翌年9月までの間、適用されます。令和4年 10月から適用される基準利率は、0.02％となります。
　これに伴い、「年金現価率」（給付算定基礎額を年金額に換算するための率）も変更されます。

詳しい情報、入会申込書の請求は

A終身退職年金 B有期退職年金

7,000円 20年の受給期間を選択　   　 8,058円
10年の受給期間を選択　   　16,100円

A + B
（20年） 15,058円
（10年） 23,100円

有期退職一時金を選択    1,930,400円 1,937,400円

▲UP

https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/zaisei/taisyokutounenkin/28riritsu.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/info/cc-limitation-sacai.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/info/cc-limitation-renaissance.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/info/cc-limitation-art.html


ナディアパーク（名古屋）

検索ｋｋｒ介護

検索ｋｋｒセカンドライフ

検索ｋｋｒマネープラン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

■開催日程

10月22日（土）
開催日 開催会場

「生きがい」「家庭経済」「健康維持」をテーマにしたセミナー

検索ｋｋｒセカンドライフKKRセカンドライフセミナー
主に50代の方向け

KKRホテル大阪

■開催日程

10月15日（土）
開催日 開催会場

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

検索ｋｋｒマネープランKKRマネープランセミナー 30
主に30代の方向け

■開催日程

10月 1日（土）
11月 5日（土）

開催日 開催会場

「家庭経済」の見直しに特化したセミナー

検索ｋｋｒマネープランKKRマネープランセミナー 50
主に50代の方向け

※資産運用を目的としたセミナーではありません。（マネー30・50、セカンド）

TKPガーデンイティPREMIUM仙台西口
TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前

■開催日程

10月28日（金）
10月29日（土）
11月11日（金）・12日（土）
11月25日（金）・26日（土）

開催日 開催会場

検索ｋｋｒ終活KKR終活セミナー

KKRホテル東京
TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原
TKPガーデンシティ仙台
広島ガーデンパレス

■開催日程

10月22日（土）
開催日 開催会場

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

検索ｋｋｒ介護KKR介護準備セミナー

KKRホテル大阪

予約受付

家族に迷惑をかけない「人生」の締め括り方や、残される家族のために相続や遺言のこと
を考えるセミナー。・参加者全員にKKRオリジナルエンディングノートプレゼント

●インターネット予約
●KKR終活セミナー受付専用ダイヤル　0120-088-556
 （通話料無料）平日9：00～17：00（他のセミナーの受付はできません）

東京：10/11（火）～  仙台・広島：10/17（月）～
検索kkr予約申込

セミナーの
ご予約方法

24時間
受付インターネット予約 検索kkr予約申込
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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
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開催期間 

 

    

【バーチャルウォーキングラリーへの参加方法】

10月～11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。

　バーチャルウォーキングラリーには、「KKR健幸ポイント」にご登録いただいている方は、自動的に参加できます
（イベント期間中にご登録いただいても参加できます）。
　ただし、歩数をサーバーに送信していただく必要があるため、本事業用のアプリ「HealthPlanet　　」左上の
「  　」マークを日ごろから週に1回は忘れずに押していただきますよう、よろしくお願いいたします。

今回のウォーキングラリーは、地球の裏側のペルー。
数千年もの昔の古代ナスカ人が描いたとされる謎だらけの地上絵が出迎え、

やがて空中都市「マチュピチュ」へ・・・

≪期間中に総歩数をクリアした方へのご褒美≫
① クリアした方全員へKKR健幸ポイント500ｐｔ（11/24開催の5千円クーポン抽選会参加1クチ分）

② 抽選で1,000名さまへKKRホテルズ＆リゾーツ厳選賞品※のいずれか 
　　　　　　　　※ 以下をラインナップしていますが、材料調達等の都合により、変更することがあります
　　　　くわしくはKKR健幸ポイントホームページまたは別途お配りするチラシをご覧ください

歩 (総距離：197.1km相当）
１日あたり 7,822 歩

総歩数：281,577281,577281,577
Welcome!
短時間勤務職員
の皆さま

● KKRホテル東京メイドパウンドケーキ3種セット＆特製ブラックビーフカレー（レトルト2食）セット ● KKRホテル東京メイドガトーパルフュメマロン（栗の香り
高きケーキ）＆特製ブラックビーフカレー（レトルト2食）セット ● KKRホテル金沢メイド焼き菓子詰め合わせ ● KKRホテル名古屋メイド鯱サブレセット ● KKR
ホテル大阪オリジナルドライフルーツケーキ＆ホテルメイドちりめん山椒 ● KKRホテル熊本特製ビーフシチュー（レトルト5食）● KKR鎌倉わかみやオリジナル
レーズンサンド＆ダックワーズ詰め合わせ ● KKR下呂しらさぎオリジナル温泉の素（入浴剤）＆木の健康グッズセット ● KKRホテルびわこ特製近江牛しぐれ煮

1,500名

▲UP

https://www.kkr.or.jp/tokutei/2022-event-3.pdf
https://www.kkr.or.jp/tokutei/sousai/syukatu-seminar.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/seminar/secondlife-seminar/
https://yoyaku.kkrnet.jp/area/table/3059/cj231E/M?S=lbpdm2ljndk
https://www.kkr.or.jp/
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo/kaigo-seminar/
https://yoyaku.kkrnet.jp/area/table/3059/cj231E/M?S=lbpdm2ljndk
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金目鯛姿煮金目鯛姿煮

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
かわいいお子様ランチはまさに「映え」ます　

KKRはこだて 北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484

●ラフティング ●キャニオニング ●カヌー などの
アウトドア会社をご案内します（要問合せ）

北海道
函館･湯の川温泉

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

9/12～10/31／土・休
前日利用は9月プラス1,500
円、10月プラス1,000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
黒毛和牛として人気の山形牛、極上の旨味をどうぞ黒毛和牛として人気の山形牛、極上の旨味をどうぞ

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

ファミリー

●蔵王温泉大露天風呂（割引券あり）●蔵王
エコーラインでお釡までドライブ（約50分）
★紅葉の見頃は10月上旬～11月上旬

山形県
蔵王温泉

条件

山形牛すき焼き会席膳
★しゃぶしゃぶに変更可（要予約）
9/12～11/30／土・休前日利用は9月
・11月プラス1,000円、10月プラス
1,700円／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
平日

1室2名～

10月9月・11月

13,800円 14,800円

谷川岳ロープウェイまで車・バスで20分
旬の味覚を豪華ラインナップでご提供

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

群馬県
水上温泉

条件

●ズワイガニ（お1人様1杯）
●土瓶蒸し
●茸と牛肉の陶板焼きなど（全7品）
9/12～11/30／1室1名様利用
はプラス1,000円（平日のみ利
用可）

1泊２食

1室2名～

全日

14,350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

お部屋タイプお任せオータムプラン

東京都
竹橋

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（4～12歳）の朝食代は別途800円

9/12～11/30（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泊朝食付

平日のみ

1室2名（ツイン）1室1名（シングル）

8,900円 8,300円

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

11,200円 13,200円

緑に包まれた都心のビジネスホテル
全室有線LAN・WiFi完備

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

中目黒

条件

和風朝食を無料提供（7:00～9:00）
10/1～11/30／風呂なしシングル利用は500円引

／風呂付シングル利用はプラス500円／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ホテル
レストランから横浜港の夜景を一望

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

120分ゆっくり延長

神奈川県
横浜

条件

月替わりのカジュアルフレンチ
9/19～11/30（9/23・

24、10/8・9除く）／海側和
室・洋室ツイン利用は要問合
せ／3日前までに要予約

湘南鎌倉の和風リゾートホテル
キッズスペース＆キッズガーデン常設

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

神奈川県
鎌倉

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）

9/12～9/30／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

条件 9/12～9/30／
1室1名様利用、BT
付和室利用はプラス
1,000円

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

14,800円 15,600円

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

11,700円 13,700円

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿
秋は相模湾が目の前の新江ノ島水族館へ

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

新江ノ島水族館
　　　チケット付プラン

神奈川県
湘南･
片瀬海岸 うれしいアーリーチェックイン14:00

プチ贅沢なプランです

KKR宮の下 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350

神奈川県
箱根

条件会席料理に3種類の
グルメから1つ選択可
●金目鯛の姿煮
●足柄牛の陶板焼き
●鮑の踊り焼き

10/1～11/30
／お1人様プラス
5,000円で「半露天風
呂付客室」に変更可
（2名様～）

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

13,450円 15,950円

味くらべセレクトスペシャル

ご家族みんなで食べられる「鍋プリン」
プレゼント！！

特典

チェックアウト
時間を120分延長可
（通常10時→12時）

特典

鍋プリンプレゼント鍋プリンプレゼント鍋プリンプレゼント

●彫刻の森美術館（車7分）●大涌谷（車20
分）●仙石原ススキ草原（車・バス20分）

プランプラン

プランプラン

お子様ランチお子様ランチ

ズワイガニズワイガニ
山形牛すき焼き山形牛すき焼き

ズワイガニ1杯付プランプラン

ホテルからの景観ホテルからの景観

駐車場料金無料（宿泊日6:00～翌22:00）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

新鮮な魚介類をふんだん
に使った和風会席をお部屋食で
★小学生は「お子様定食」7,400円、
幼児は「お子様ランチ」6,600円

●大人2,500円、小学
生1,200円、幼児（3歳以上）
800円相当の新江ノ島水族
館チケット付●車、荷物等
朝から預かり可

特典

 6060朝食付プラン 1泊朝食付　お1人様 
　　6,060円※月・火・水（平日）限定（休前日除く）

※お部屋タイプお任せ／1日2室限定

9/19～11/30

プールdeウェルネス

1泊2食

1室2名～　平日

10月9月

13,800円 13,300円

小学生まで（全日）　　　6,800円

山形牛すき焼き会席

1泊サービス朝食付

平日

土・休前日

1室2名

7,000円

8,000円

プランプラン
共同浴室共同浴室

カジュアルフレンチディナー付プランカジュアルフレンチディナー付プラン プランプラン

プランプラン

屋内プール屋内プールレストランからの夜景レストランからの夜景

※10/8・9利用はお1人様16,950円

60周年記念

新江ノ島水族館新江ノ島水族館

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

第929号（4）　
＋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/2022/08/zao-sukiyaki-20220829.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/tokyo-autumn-plan-20220722.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/yokohama-french-20220829.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/enoshima-enosui-20220829.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/post-434.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/yokohama-60th-breakfast-20220829.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/de-2.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/120-1.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/minakami-zuwaikani-20220829.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/05/hakodate-nabe-pudding-20220526.html


金目鯛姿煮金目鯛姿煮

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
かわいいお子様ランチはまさに「映え」ます　

KKRはこだて 北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484

●ラフティング ●キャニオニング ●カヌー などの
アウトドア会社をご案内します（要問合せ）

北海道
函館･湯の川温泉

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

9/12～10/31／土・休
前日利用は9月プラス1,500
円、10月プラス1,000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
黒毛和牛として人気の山形牛、極上の旨味をどうぞ黒毛和牛として人気の山形牛、極上の旨味をどうぞ

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

ファミリー

●蔵王温泉大露天風呂（割引券あり）●蔵王
エコーラインでお釡までドライブ（約50分）
★紅葉の見頃は10月上旬～11月上旬

山形県
蔵王温泉

条件

山形牛すき焼き会席膳
★しゃぶしゃぶに変更可（要予約）
9/12～11/30／土・休前日利用は9月
・11月プラス1,000円、10月プラス
1,700円／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
平日

1室2名～

10月9月・11月

13,800円 14,800円

谷川岳ロープウェイまで車・バスで20分
旬の味覚を豪華ラインナップでご提供

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

群馬県
水上温泉

条件

●ズワイガニ（お1人様1杯）
●土瓶蒸し
●茸と牛肉の陶板焼きなど（全7品）
9/12～11/30／1室1名様利用
はプラス1,000円（平日のみ利
用可）

1泊２食

1室2名～

全日

14,350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

お部屋タイプお任せオータムプラン

東京都
竹橋

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（4～12歳）の朝食代は別途800円

9/12～11/30（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泊朝食付

平日のみ

1室2名（ツイン）1室1名（シングル）

8,900円 8,300円

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

11,200円 13,200円

緑に包まれた都心のビジネスホテル
全室有線LAN・WiFi完備

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

中目黒

条件

和風朝食を無料提供（7:00～9:00）
10/1～11/30／風呂なしシングル利用は500円引

／風呂付シングル利用はプラス500円／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ホテル
レストランから横浜港の夜景を一望

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

120分ゆっくり延長

神奈川県
横浜

条件

月替わりのカジュアルフレンチ
9/19～11/30（9/23・

24、10/8・9除く）／海側和
室・洋室ツイン利用は要問合
せ／3日前までに要予約

湘南鎌倉の和風リゾートホテル
キッズスペース＆キッズガーデン常設

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

神奈川県
鎌倉

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）

9/12～9/30／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

条件 9/12～9/30／
1室1名様利用、BT
付和室利用はプラス
1,000円

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

14,800円 15,600円

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

11,700円 13,700円

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿
秋は相模湾が目の前の新江ノ島水族館へ

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

新江ノ島水族館
　　　チケット付プラン

神奈川県
湘南･
片瀬海岸 うれしいアーリーチェックイン14:00

プチ贅沢なプランです

KKR宮の下 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350

神奈川県
箱根

条件会席料理に3種類の
グルメから1つ選択可
●金目鯛の姿煮
●足柄牛の陶板焼き
●鮑の踊り焼き

10/1～11/30
／お1人様プラス
5,000円で「半露天風
呂付客室」に変更可
（2名様～）

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

13,450円 15,950円

味くらべセレクトスペシャル

ご家族みんなで食べられる「鍋プリン」
プレゼント！！

特典

チェックアウト
時間を120分延長可
（通常10時→12時）

特典

鍋プリンプレゼント鍋プリンプレゼント鍋プリンプレゼント

●彫刻の森美術館（車7分）●大涌谷（車20
分）●仙石原ススキ草原（車・バス20分）

プランプラン

プランプラン

お子様ランチお子様ランチ

ズワイガニズワイガニ
山形牛すき焼き山形牛すき焼き

ズワイガニ1杯付プランプラン

ホテルからの景観ホテルからの景観

駐車場料金無料（宿泊日6:00～翌22:00）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

新鮮な魚介類をふんだん
に使った和風会席をお部屋食で
★小学生は「お子様定食」7,400円、
幼児は「お子様ランチ」6,600円

●大人2,500円、小学
生1,200円、幼児（3歳以上）
800円相当の新江ノ島水族
館チケット付●車、荷物等
朝から預かり可

特典

 6060朝食付プラン 1泊朝食付　お1人様 
　　6,060円※月・火・水（平日）限定（休前日除く）

※お部屋タイプお任せ／1日2室限定

9/19～11/30

プールdeウェルネス

1泊2食

1室2名～　平日

10月9月

13,800円 13,300円

小学生まで（全日）　　　6,800円

山形牛すき焼き会席

1泊サービス朝食付

平日

土・休前日

1室2名

7,000円

8,000円

プランプラン
共同浴室共同浴室

カジュアルフレンチディナー付プランカジュアルフレンチディナー付プラン プランプラン

プランプラン

屋内プール屋内プールレストランからの夜景レストランからの夜景

※10/8・9利用はお1人様16,950円

60周年記念

新江ノ島水族館新江ノ島水族館

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

第929号（4）　
＋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
。

海まで1分！キッズルーム＆卓球台あり
献立を秋の食材にリニューアルしました

KKR沼津はまゆう 静岡県沼津市志下192
055-931-0592

●沼津港深海水族館（車10分）
●北條寺、願成就院、大河ドラマ館（車20分）

静岡県
沼津

条件

お造りが七種付いた創作会席
9/10～9/30／1室1名様利用は

プラス1,000円（平日のみ利用可）

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

11,050円 13,550円

湯沢高原ロープウェイ乗り場まで徒歩10分
牛と豚、お好みの味はどっち？お好みを食べ比べ！

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

にいがた和牛のすき焼 VS 越の光ポーク地酒蒸し
　　　　　　　　　　　　肉肉祭プラン

七種盛付会席

●湯沢高原パノラマパーク（徒歩7分） ●清津峡トンネル（車
25分）●苗場ドラゴンドラ（車30分）紅葉営業10/8～11/6

新潟県
越後湯沢温泉

条件

●にいがた和牛のすき焼●越の光ポークのせいろ蒸し ほか
10/1～12/24／5日前までに要予約

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

14,150円 15,150円

諏訪湖まで徒歩1分！諏訪大社や美術館めぐりに
秋のとっておき、会席料理で松茸が勢揃い！

KKR諏訪湖荘 長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259

長野県
上諏訪

条件

●松茸の土瓶蒸し●信州牛と松茸のすき焼
き●松茸茶碗蒸し など★諏訪地方の名産うなぎ丼付

9/12～11/30／1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
★0歳～未就学児は宿泊無料＆3歳からお子様ランチ
サービス

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

13,350円 14,350円

フルーツ狩りや昇仙峡観光の拠点にぴったり
150gだぜ～ワイルドだろ～

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

どーんとステーキプラン

山梨県
甲府

条件

山梨ブランド「甲州牛」をステーキで
★小学生「お子様膳」1泊2食 6,500円
★幼児「お子様ランチ」1泊2食 5,800円

9/12～9/30／T付客室利用は1名様
プラス1,000円／1室1名様は平日のみ利用可

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

11,850円 12,850円

金沢城公園の前、兼六園・ひがし茶屋街も徒歩圏内
能登が育んだ希少な赤「のとうし」VS 日本海の赤い高級魚「のどぐろ」

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

条件

予約時にお選びください●希少の赤「能登牛会
席」●海の恵み「のどぐろ北陸近海会席」

10/1～12/27／ 3日前までに要予約／ 1名様プラス
1,000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（1室2名）
※別途、宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

1泊２食

1室1～3名

10月・11月の土・休前日平日と12月の全日

17,700円 19,700円

食堂前のバードテーブルで野鳥を間近に観察
最高級の飛騨牛を使った自慢のお料理

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

あなたはどっちの赤？

岐阜県
平湯温泉

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

9/12～12/28／4日前までに要予約

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

15,800円 16,800円

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿
秋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

岐阜県
下呂温泉

条件

飛騨サーモンステーキ、飛騨しめじと舞茸の
釡めし、旨味きのこスープなど（全10品）
9/12～10/31／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～

土・休前日平日

15,800円 16,800円

名古屋城に一番近いホテル
ホテルパティシエのスイーツをお楽しみください

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

スイーツ食べ放題プラン

愛知県
名古屋

条件

三河一色産うなぎ「ひつまぶし」★お子様は
「金鯱お子様バスケット」or「豪華お子様御膳」

1泊2食 1室1名～
全日

小学生まで大人

12,900円 8,940円

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能
三重県をまるごと堪能「三大グルメプラン」

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

条件

●松阪牛 ●鮑の陶板焼き 
●伊勢海老の姿づくり（2名様で1
尾）※1名様利用の場合は伊勢海老は皿
盛りとなります

10/1～12/15／1室1名様利用は
プラス1,000円／Tなし6畳利用時料金
※9月利用の料金は要問合せ

1泊２食
1室2名～
（6畳）

土・休前日平日

15,800円 17,300円

伊勢三昧美し国プラン

リニューアルリニューアルリニューアル

※9/17・18・23・24利用はお1人様14,550円

※10/8・9利用はお1人様16,150円

プランプラン

プランプラン

にいがた和牛にいがた和牛

七種盛付会席七種盛付会席

越の光ポーク越の光ポーク

たっぷり松茸とうなぎ丼プランプラン

松茸土瓶蒸し松茸土瓶蒸し

のどぐろのどぐろ

飛騨牛ステーキ飛騨牛ステーキ

ステーキステーキ

夕食に山梨県産ワイン（赤・白）サービス特典

●オリジナルケーキ60分
食べ放題（ソフトドリンク付）
※宿泊日14時以降または翌日11
時～17時に利用可
●駐車場料金無料

特典

能登牛能登牛

うれしいうれしい
無料送迎付

特選A5飛騨牛セレクトプラン

飛騨牛1品付 和会席プラン
平日　　　　12,800円　
土・休前日　13,800円

1泊2食
1室2名～

12/28
まで

飛騨サーモンときのこ釜めし満喫会席プラン

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！

お伊勢さん（内宮）無料ガイド付特典

うま

飛騨サーモン会席飛騨サーモン会席

三大グルメ会席三大グルメ会席

9/12～11/30
（月曜日を除く）／3
日前までに要予約

●MOA美術館（車10分）　●初島（船23分）

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

13,600円 16,600円

敷地内から湧出する自家源泉＆全室オーシャンビュー
四季折々の食材を使用した創作料理

KKRホテル熱海 静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000

秋の四季彩プラン

静岡県
伊豆・熱海温泉

条件

時季に合わせて献立を替えた創作会席
9/12～11/30（9/17～19・23・24、

10/8・9・15、11/5除く） 四季彩プラン料理イメージ四季彩プラン料理イメージ

※ケーキの種類は季節で変更あり※ケーキの種類は季節で変更あり

宿泊客専用ラウンジ
利用無料（一般1,500円）
■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）

＋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

※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
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https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/05/post-405.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/yuzawa-niku2matsuri-20220829.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/post-435.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/post-437.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-410.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/07/hirayu-tokusen-a5-hidagyu-20220722.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/gero-salmon-kinoko-kaiseki-20220829.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/06/post-429.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/post-438.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/post-439.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/news/2022/07/kkr-5076.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2022/08/post-436.html


京都中心部に位置し寺社めぐりに最適
秋の味覚の王様「松茸」をご用意

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

●ラフティング ●キャニオニング ●カヌー などの
アウトドア会社をご案内します（要問合せ）

京都府
京都

残暑に負けるな！残暑に負けるな！

条件

●松茸の土瓶蒸し ●松茸の釡飯 
などの松茸料理
9/12～11/12 ※別途、宿泊税
（1泊あたり200円）をお預かりします

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
黒毛和牛として人気の山形牛、極上の旨味をどうぞ和食(寿司等）のお好きな料理をお楽しみください

KKRホテル梅田 大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800大阪府

梅田

条件 10/1～11/30

1泊素泊まり

1室2名（ツイン）

1室1名（シングル）

土・休前日平日

6,200円 6,700円

6,500円 7,500円

1泊2食付
1室1名～

土・休前日平日

13,800円 15,800円

1泊朝食付

1室2名

土・休前日と9/18・23平日

6,500円 8,000円

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル
KKRホテル大阪 大阪府大阪市中央区馬場町2-24

06-6941-1122大阪府
森之宮

アドベンチャーワールドまで車で10分
お造りも付いた大満足のプランです

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

イノブタしゃぶしゃぶ食べ放題

和歌山県
白浜温泉

条件

プレミア和歌山認定の「イブの恵み」を
食べ放題でご用意

お食事券 2,000円分付 (本券1枚でソフト
ドリンク1杯サービス） ※「がんこ」のご予約はお客様
ご自身でお願いします※ホテル近隣の2店舗のみ利用可

10/1～12/25（10/8・9除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）

条件 9/12～9/30／シングル利用はプラス
1,000円、トリプル利用は1,000円引／1名様
プラス500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2食

1室2名～

土・休前日平日

13,100円 14,100円～

1泊2食

1室1名～

土・休前日平日

18,450円～20,450円～

1泊2食 1室2名～（Tなし和室）

土・休前日

平日 15,300円

16,300円

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿
KKR城崎 玄武 兵庫県豊岡市城崎町湯島75

0796-32-2631
兵庫県
城崎温泉

条件

高級魚「のどぐろ」をお造りや鍋、
煮付けや唐揚げでご提供
★同料金で「但馬牛会席」に変更可 9/12～11/5／ 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

良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判
秋限定、おいでませ長州山口へ！

KKR山口あさくら 山口県山口市神田町2-18
083-922-3268

のどぐろ会席

山口県
湯田温泉

●車海老の造り●海老海鮮包み焼
●国産牛ヒレステーキ など、肉・お魚を
たっぷり取り入れた創作会席料理

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

条件

瀬戸内の食材を中心とした会席料理

大阪城が一望できる12Fレストランで
和食膳のご朝食

10/1～11/30

条件 10/1～12/29／ 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 9/12～11/30／
3日前までに要予約

1泊２食

1室2名～
お子様

（お子様膳）

土・休前日平日

 13,150円～ 15,650円～

 7,300円 8,300円

1泊２食

1室1名～

土・休前日平日

12,300円 14,300円

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル
1F「al camon」でフレンチディナー♪

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

四季のフルコースプラン

福岡県
博多

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熊本県

熊本

条件

和・洋・中のコースから
予約時選択

9/12～9/30／電話予約限定／
5日前まで要予約

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

15,000円 16,000円

ファミリー

プランプラン

松茸会席松茸会席

和朝食膳和朝食膳

アフリカゾウ／とべ動物園アフリカゾウ／とべ動物園

季節の食材を使った料理長自慢のフレンチ
フルコース
滞在中の駐車場料金無料特典

 BBQコース宿泊プラン
　11,800円～16,800円

お子様大満足

●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

和食の「がんこ」
お食事券2,000円付

プランプラン松茸会席

プランプラン

カジュアルフレンチディナー付プラン～車海老の宴より～
ぶちうまいっちゃプラン

プランプラン

プランプラン

※9/17・18・22～24、10/8・9は特別料金のため
要問合せ

※10/10～11/12利用は1名様プラス3,000円
※9/17・18・23・24、10/8・9利用は1名様プラス
5,000円　

※10/8・9利用は別料金（要問合せ）

10/10
まで

1泊2食 1室1名～

 クエ大鍋プラン
平日 11,900円　土・休前日 12,900円

10/1～12/25
1泊2食  1室2名～ ※10/8・9除く

 健やか朝食付プラン
平日 5,300円　土・休前日 7,300円

10/1～12/29
1泊朝食付 1室1名～

●お子様膳 　　9,500円　
●お子様ランチ 7,750円
●プラネット　 8,500円

※小学生1泊2食ベッド有

日曜・月曜と10/10・11
は休館日となります

プランプラン

大阪城の絶景と満足の朝食で残暑を吹き飛ばせ！

イノブタしゃぶしゃぶイノブタしゃぶしゃぶ

7つの外湯めぐり無料券プレゼント特典

特典

車海老の宴車海老の宴

お子様（小学生まで）全日　　7,500円

フレンチ（季節の一例）フレンチ（季節の一例） ★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

プラン お子様

くまモンルームくまモンルーム

のどぐろ会席のどぐろ会席

大阪朝食プランプラン

上品な旨さののどぐろをご堪能ください

琵琶湖のほとりのホテル♪
旬の食材と滋賀の名産近江牛

KKRホテルびわこ 滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020

宝楽会席プラン

滋賀県
琵琶湖

条件

●近江牛の朴葉
味噌焼き ●土瓶蒸し 
●季節の釡めし など

9/12～11/30／金曜日利用は1名
様プラス1,000円／土・休前日利用は1
名様プラス3,800円／客室定員利用時
の料金※11/6～25の料金は要問合せ

1泊２食

日～木曜日

1室2名～

14,900円

宝楽会席宝楽会席

和室1室大人4名様以上利用で
鯛のうす造りサービス

特典

琵琶湖博物館
お子様人気スポット!!

（車40分）

水族展示室など

様々な展示が楽しめます

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
室
禁
煙
で
す
。

　●
写
真
は
全
て
イ
メ
ー
ジ
で
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
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

▲UP
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