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No.915

　毎月1回10日発行第915号（8）　令和３年7月10日 第915号 令和３年7月10日　（1）

2021.7　　　　 ※ＰＤＦ版の頁順は、１、２、11、12、３～10となっています

…

●「在職期間や在職中の標準報酬を確認したい」
●「年金は何歳から、どのくらい受給できるのかを知りたい」
●「年金を受給しながら働く場合、収入によってどのくらいの
年金が支給されるのか知りたい」

●「ねんきん定期便の内容を確認したい」…など。

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 3面へ

▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/list/minakami/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/zao/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kamakura/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/numadu/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/biwako/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kinosaki/
https://www.kkr.or.jp/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/yokohama/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/miyanosita/


 

 

実施施設はこちら 

KKR ホテル東京   KKR ホテル中目黒  KKR ホテル金沢  

KKR ホテル名古屋  KKR ホテル大阪   KKR ホテル梅田 

KKR ホテル博多   KKR ホテル熊本 
※KKR 京都くに荘は、医療従事者支援プランのみ利用できます 

 

■ご予約は宿泊施設に直接お電話ください ■KKR宿泊割引券は使用できません  ■組合員証等をご提示ください 
 

エアコンのきいた和室で涼しい～快適～♪
ゴロゴロしながらお昼寝もできちゃう
★赤ちゃん用お昼寝ふとん貸出無料（要予約）

利用時間　11：00～16：00
●前日までの事前予約／
　 大人２名以上で予約可
※現職組合員割引あり　※平日割引あり

 

 

熱海サンビーチ

海開き期間中の遊泳可能時間

★ライトアップ    22:00まで

 

●KKRサービスガイド2021も
　一緒にお届けしています。

旬な宿大特集！夏号を
皆様の職場にお届けしました

皇居の見える会場でご参加いただけるイベントをご用意

お子様1名様あたり2,000円（税込）
プチパティシエ体験スケッチ

コックコート一式無料貸出

画材一式無料貸出

　　

小学生以下

逗子海岸（写真提供：逗子市）逗子海岸（写真提供：逗子市）

逗子海岸まで水着で行けちゃう♪個室休憩＆ランチ付 

　　日帰りプラン

※海水浴場の設営状況はお出かけ前に最新の情報をご確認ください
※KKR宿泊割引券・お子様同行割引券は使用できません 

海水浴におすすめの日帰りプラン海水浴におすすめの日帰りプラン

　　　　　

　
 

KKRホテル東京 ☎03-3287-2922

7/17●
～8/31●

土

火

ご家族や皇居のスケッチ、
夏休みの自由課題に挑戦！

作品とフレームはプレゼント

●ご宿泊者専用イベントです。●宿泊のご予約とイベントのご参加は、お電話で承ります。●プチパ
ティシエ体験は、1週間前までの受付となります。●スケッチは空き状況により、当日でも承れます。

組合員割引あり

海まで歩いて３分

葉山牛
ローストビーフ
ご飯のランチ付

畳でごろごろ

★コインロッカー無料
★温水シャワー室無料
★駐車場割引あり
★個室無料
（TV＆エアコン付）

KKR逗子 松汀園　☎046-871-2042 KKRホテル熱海　☎0557-85-2000

※日帰り温泉の平日営業開始時間は、日毎に変わります。（施設に要確認）
※ランチ営業は月・火・水・木（祝日除く）がお休みとなります。

KKRホテル熱海で

日帰り温泉
ホテルの敷地内から湧出する
自家源泉は美肌の湯

■ご入浴のみ

1,200円
※フロントにて組合員証をお見せください

組合員様  特別料金

通常1,600円

小タオル付 金・土・日・祝 ■ご入浴＋ランチセット

2,500円お1人様

ランチ営業時間 11:30～14:00
★ランチは和定食または中華定食（コーヒー付）

海開き 7/17～8/29
（予定）

9:00～16:00

●KKR ホテル熱海から徒歩７分

KKRホテル熱海で

日帰り温泉
ホテルの敷地内から湧出する
自家源泉は美肌の湯

大人 �����円
小学生 �����円
幼児 ���円（１歳～食事なし） 

平日（月～金曜）
　営業開始～20:00
土・日・祝日
　11:00～16:00

実施期間を９/30まで延長しました
組合員限定
テレワークプラン

お1人様 2,000円(税込）
お1人様
2,000円(税込）

※職種は問いません　※非常勤職員も対象 ※ご利用目的はテレワークに限りません

１泊素泊まり ８:00～20:00利用

医療機関で勤務する組合員等を応援

医療従事者支援プラン
全客室WiFi完備

講師はホテルパティシエ
デザートの１品を実際に作ろう！
★デザートはその場で試食、
または夕食のデザートとして
食べられる♪（夕食コース付宿泊
プランをご利用の場合）

第915号（2）　令和３年7 月10日

KKRホテル東京企画

▲UP

https://www.kkr.or.jp/hotel/list/zushi/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/atami/
http://www.kkrzushi.jp/
https://www.kkr-atami.gr.jp/spa/
https://www.kkr-hotel-tokyo.gr.jp/news/274
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/tokyo/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/tokyo/


諸事情により開催が変更・中止になる場合があります。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

第915号（2）　令和３年7 月10日 第915号 令和３年7月10日　（11）

セミナー 年金相談会

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～40代の方向けの、家計の現状認識と３つの資
金（教育資金、住宅資金、老後生活資金）の準備とリスク
（生活保障資金、医療・介護資金）への備えから将来生活
設計（マネーデザイン）を考えるセミナーです。
※資産運用を目的としたセミナーではありません。

すべての組合員向けの、仕事と介護を両立、介護の心構え、
介護保険サービスの概要や相談窓口、認知症などについて
学ぶセミナーです。

検索ｋｋｒ介護KKR介護準備セミナー

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代の方向けの、充実したセカンドライフを実現する
ためのセミナーです。
＜3つのテーマ＞退職後の生きがいの見つけ方、家計の見直
し、健康維持の持つ意味
※セカンドライフセミナーご参加の方は、事前に年金額試算書を
入手のうえ、セミナー参加時にご持参いただくと便利です。詳し
くは12面「KKR年金情報提供サービス」をご覧ください。
（手続はお早めに）
※資産運用を目的としたセミナーではありません。

24時間受付インターネット予約
検索kkr予約申込

セミナーのご予約方法

●電話でのご予約

●文書でのご予約

予約受付
専用電話

年金額の試算や請求手続など、年金に関するご相談
に応じるため、年金相談会を開催しています。

KKRホテルの会場にお越しいただき、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。

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。

検索検索kkr年金相談会

▲

詳しくはKKRホームページをご覧ください

全国年金相談会

リモート年金相談会

受付時間  9：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く）

☎03-3265-9708

KKR主催セミナーと年金相談会のご案内 8月、9月

「年金相談会」は、事前の予約が必要です

 

 

実施施設はこちら 

KKR ホテル東京   KKR ホテル中目黒  KKR ホテル金沢  

KKR ホテル名古屋  KKR ホテル大阪   KKR ホテル梅田 

KKR ホテル博多   KKR ホテル熊本 
※KKR 京都くに荘は、医療従事者支援プランのみ利用できます 

 

■ご予約は宿泊施設に直接お電話ください ■KKR宿泊割引券は使用できません  ■組合員証等をご提示ください 
 

エアコンのきいた和室で涼しい～快適～♪
ゴロゴロしながらお昼寝もできちゃう
★赤ちゃん用お昼寝ふとん貸出無料（要予約）

利用時間　11：00～16：00
●前日までの事前予約／
　 大人２名以上で予約可
※現職組合員割引あり　※平日割引あり

 

 

熱海サンビーチ

海開き期間中の遊泳可能時間

★ライトアップ    22:00まで

 

●KKRサービスガイド2021も
　一緒にお届けしています。

旬な宿大特集！夏号を
皆様の職場にお届けしました

皇居の見える会場でご参加いただけるイベントをご用意

お子様1名様あたり2,000円（税込）
プチパティシエ体験スケッチ

コックコート一式無料貸出

画材一式無料貸出

　　

小学生以下

逗子海岸（写真提供：逗子市）逗子海岸（写真提供：逗子市）

逗子海岸まで水着で行けちゃう♪個室休憩＆ランチ付 

　　日帰りプラン

※海水浴場の設営状況はお出かけ前に最新の情報をご確認ください
※KKR宿泊割引券・お子様同行割引券は使用できません 

海水浴におすすめの日帰りプラン海水浴におすすめの日帰りプラン

　　　　　

　
 

KKRホテル東京 ☎03-3287-2922

7/17●
～8/31●

土

火

ご家族や皇居のスケッチ、
夏休みの自由課題に挑戦！

作品とフレームはプレゼント

●ご宿泊者専用イベントです。●宿泊のご予約とイベントのご参加は、お電話で承ります。●プチパ
ティシエ体験は、1週間前までの受付となります。●スケッチは空き状況により、当日でも承れます。

組合員割引あり

海まで歩いて３分

葉山牛
ローストビーフ
ご飯のランチ付

畳でごろごろ

★コインロッカー無料
★温水シャワー室無料
★駐車場割引あり
★個室無料
（TV＆エアコン付）

KKR逗子 松汀園　☎046-871-2042 KKRホテル熱海　☎0557-85-2000

※日帰り温泉の平日営業開始時間は、日毎に変わります。（施設に要確認）
※ランチ営業は月・火・水・木（祝日除く）がお休みとなります。

KKRホテル熱海で

日帰り温泉
ホテルの敷地内から湧出する
自家源泉は美肌の湯

■ご入浴のみ

1,200円
※フロントにて組合員証をお見せください

組合員様  特別料金

通常1,600円

小タオル付 金・土・日・祝 ■ご入浴＋ランチセット

2,500円お1人様

ランチ営業時間 11:30～14:00
★ランチは和定食または中華定食（コーヒー付）

海開き 7/17～8/29
（予定）

9:00～16:00

●KKR ホテル熱海から徒歩７分

KKRホテル熱海で

日帰り温泉
ホテルの敷地内から湧出する
自家源泉は美肌の湯

大人 �����円
小学生 �����円
幼児 ���円（１歳～食事なし） 

平日（月～金曜）
　営業開始～20:00
土・日・祝日
　11:00～16:00

実施期間を９/30まで延長しました
組合員限定
テレワークプラン

お1人様 2,000円(税込）
お1人様
2,000円(税込）

※職種は問いません　※非常勤職員も対象 ※ご利用目的はテレワークに限りません

１泊素泊まり ８:00～20:00利用

医療機関で勤務する組合員等を応援

医療従事者支援プラン
全客室WiFi完備

講師はホテルパティシエ
デザートの１品を実際に作ろう！
★デザートはその場で試食、
または夕食のデザートとして
食べられる♪（夕食コース付宿泊
プランをご利用の場合）

第915号（2）　令和３年7 月10日

KKRホテル東京企画

東北地区
開催日 開催内容 開催場所

8月27日（金）●年金相談会 仙台市（仙台ガーデンパレス）

8月28日(土) ●介護準備　セミナー
仙台市（TKPガーデンシティ
　　　 PREMIUM仙台西口）

関東地区
開催日 開催内容 開催場所

9月11日(土) ●マネー30　セミナー 東　京（日本橋プラザ）

9月17日（金）●年金相談会 高崎市（高崎アーバンホテル）

9月25日(土) ●介護準備　セミナー 東　京（KKRホテル東京）

東海信越北陸地区
開催日 開催内容 開催場所

9月  3日（金） ●年金相談会 静岡市（静岡第一ホテル）
9月10日（金） ●年金相談会 甲府市（KKR甲府ニュー芙蓉）
9月16日（木） ●年金相談会 新潟市（ホテルオークラ新潟）

9月30日（木）●リモート　年金相談会 名古屋市（KKRホテル名古屋）

近畿地区
開催日 開催内容 開催場所

9月  3日（金） ●年金相談会 大阪市
（KKRホテル大阪）

9月  4日(土) ●セカンドライフ　セミナー
大阪市
（KKRホテル大阪）

北海道地区
開催日 開催内容 開催場所

8月27日（金）●年金相談会 札幌市（ホテルライフォート札幌）
9月10日（金）●年金相談会 旭川市（ホテルクレッセント旭川）

▲UP

https://www.kkr.or.jp/tokutei/seminar/secondlife-seminar/
https://www.kkr.or.jp/tokutei/seminar/secondlife-seminar/
https://www.kkr.or.jp/nenkin/soudan_shisan/soudan/soudankai/index.html
https://www.kkr.or.jp/nenkin/soudan_shisan/soudan/soudankai/index.html
https://www.kkr.or.jp/nenkin/news/2021/03/post-30.html
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo/kaigo-seminar/index.html
https://yoyaku.kkrnet.jp/area/table/3059/cj231E/M?S=lbpdm2ljndk
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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
ホームページもあわせてご覧ください

検索検索ｋｋｒ

　毎月1回10日発行第915号（12）　令和３年7月10日 第914号 令和３年6月10日　（1）

年中無休／24時間／全国対応 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

0I20-919-556

詳細はこちら
▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲

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

▲

KKR子育て相談ダイヤル妊娠･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

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

☎043‒276‒5111（総合受付） 検索検索kkr 予約申込

令和３年度 第2学期（10月入学）令和３年度 第2学期（10月入学）
KKR予約・申込システム

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。

募集要項や出願に関するお問い合わせ先（放送大学）

いつまでも、学ぶこころは忘れずに

■請求方法

入学料が半額割引に
なります

人生の
パートナー選びに

人生の
パートナー選びに

簡単入力、24時間いつでも、すぐに自分の年金記録や年金の試算額を見ることができます。

10,000円キャッシュバック！夏の婚活応援キャンペーン
7/1（木）13時～7/12（月）13時までに「年会員コース」に入会した方で、
1年間活動された場合は、半額（10,000円）キャッシュバックいたします。

ライフステージに応じたサービスを提供しています。

または でユーザIDを取得すると

ユーザIDの申請はKKRホームページトップのこちらから
〇「ユーザIDのお知らせ」の送付まで、約2週間程度かかります。

年会員コース

■じっくり結婚相手を
　探したい

　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
★ 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

通話・相談
無料

共済組合員のご家族の方も
ご利用いただけます

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）※土日祝日  年末年始（12/29～1/4）を除く。

「KKR年金情報提供サービス」自分の年金のことなら

もしもの準備・いざその時も・
その後のご相談も

・葬儀のお問合せ・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。

主なサービス内容主なサービス内容

※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。

（注1）6月末に送付した「退職年金分掛金の払込実績通知書」に表示されています。
（注2）毎年誕生月の下旬に送付する「ねんきん定期便」に表示されています。

長期組合員番号（注1） 基礎年金番号（注2）

▲UP

https://www.kkr-bridal.net/initiatives/
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kosodate/kosodate-dial.html
https://nenkin-info.kkr.or.jp/shokai/jsp/shokai/JSTopMenu.jsp
https://www.kkr.or.jp/tokutei/sousai/sousai-dial.html
https://yoyaku.kkrnet.jp/regist/is?SMPFORM=lftd-rctap-f9d3349535998e5235d07d1c260d7641
https://yoyaku.kkrnet.jp/regist/is?SMPFORM=lftd-rctap-f9d3349535998e5235d07d1c260d7641
https://www.kkr.or.jp/tokutei/sousai/sousai-dial.html
https://nenkin-info.kkr.or.jp/shokai/jsp/shokai/JSTopMenu.jsp
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kosodate/kosodate-dial.html
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kosodate/kosodate-dial.html
https://www.kkr-bridal.net/initiatives/
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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♪

条件

1泊２食 

1室2名～

土・休前日と8/7～14平日

9,830円 10,830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

北海道
川湯温泉

四季御膳プラン

北海道ならではの食材を使用した会席料理 
7/1～9/30／1室1名様利用はプラス
1,500円

7/1～9/30／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

7/1～9/30／1室1名様利用はプラス1,000円 
／Tなし客室利用は1名様1,000円引

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿
標高880m 蔵王の大自然を家族で楽しもう

条件

小学生まで花火セットプレゼント（7/17～8/31）特典

●12歳以下のお子様添寝無料
●駐車場無料（宿泊日6:00～翌22:00）
特典

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

10,500円 11,500円

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

山形県
蔵王温泉

蔵王牛プチなべ会席プラン

蔵王牛小鍋、前菜、刺身などの会席膳（全11品）
★「しゃぶしゃぶ」or「すき焼き」から選択可 ★小学生まで
のお子様はキッズステーキディナー（お1人様7,440円～）

群馬県産牛のしゃ
ぶしゃぶが90分食べ放
題（夕食18時スタート） 
★小学生もしゃぶしゃぶ食
べ放題 ★幼児はお子様御
膳orダムカレーから選択
（お1人様8,900円）

和朝食を無料サービス（7:00～9:00）

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好
アクセス至便のKKRホテル東京から都心各所へ

条件

1泊素泊まり
1室2名

平日のみ

6,900円

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

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル
港の見えるビアガーデンでジュウジュウBBQ

1泊2食 

1室2名～

土・休前日平日

14,700円 16,700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

神奈川県
横浜

やまゆり牛BBQプラン

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
三大蟹と道産和牛付

条件

7 / 1 ～
9/30（8/11～
14除く）／
1室1名様利
用はプラス
1,000円

7/1～9/30（7/21～8/8を除く）／他の
プラン併用不可／電話予約限定／3日前
までに要予約／1日限定2室
※お子様も大人と同料金です

7/1～8/31（土・休前日を除く）／1室
1名様利用はプラス600円／お部屋タイ
プはホテルおまかせ

条件

1泊２食 1室２名～

平日

9月7月・8月

17,800円 16,800円

KKR はこだて 北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484

北海道
函館･湯の川温泉

巴会席プラン

毛蟹、ずわい蟹、たらば蟹、道産和牛のサーロ
イン陶板焼きなどのお食事をお部屋食にて
ご用意★手軽なお値段のお部屋食「美食会席プ
ラン」もあり（お1人様 4,000円引） ●五稜郭 ●元町地区 ●函館山からの

夜景 ●トラピスチヌ修道院 ●ベイエ
リア など

谷川岳ロープウェイまで車・バスで20分
いっぱい食べて元気を出しましょう

1泊２食 1室２名～

全日

お子様（小学生）大人

13,800円 11,800円

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

90分牛しゃぶ食べ放題プラン

※7/21～24、8/7～15、9/18・19利用は別料金のため要問合せ

※7/22～8/15、8/21・28利用はお1人様
16,580円（プレミアム会席）

緑に包まれた都心のビジネスホテル
CS5チャンネル視聴無料、有線LAN・Wi-Fi完備

条件

あわびor葉山牛サーロイ
ン陶板焼きから選べます

7/1～9/5／シングル利用、大正館指定
は1名様プラス1,100円～／Tなし客室利用
は1名様1,100円引／3日前まで要予約

条件

1泊サービス朝食付

1室3名（トリプル）

土・休前日平日

5,500円 6,400円

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

夏季限定トリプルプラン

●渋谷（電車4分） ●上野動物園（電
車33分）●新宿三丁目（電車12分）
※中目黒駅からの所要時間

古都鎌倉にほど近い大正ロマンの隠れ宿
逗子海岸へは歩いて3分！

1泊2食 7/1～16と9/1～5の平日 土・休前日と7/17～8/31

1室2名～ 11,580円 14,080円

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

神奈川県
湘南･逗子海岸

ファミリービーチ逗子プラン

横須賀軍港めぐり（電車3駅）★大人1,500円チケットあり

小学生（お子様定食）　全日　6,000円
幼児　（お子様ランチ）全日　5,500円

四季御膳四季御膳
巴会席巴会席

大鵬煎餅お土産付プラン
1泊朝食付 1室2名～
5,100円～6,100円

9/30
まで

丘の上の
ブルーライトプラン
1泊2食 1室2名～
★カジュアルフレンチコース
★小学生は期間限定「横浜洋食プレート」
　（大人と同料金）

11,200円～

7/1～9/30

ラフティング半日体験付プラン
※8/11～14は要問合せ 1泊2食 

1室2名～※4日前までに要予約
9/30
まで

牛たんと鮑の特選会席プラン
1泊2食 1室2名～
11,500円～16,200円

9/30
まで 大人 17,800円～  小学生 13,900円～

群馬県産牛しゃぶしゃぶ群馬県産牛しゃぶしゃぶ

お部屋で夕食お弁当プラン
1泊夕食付 1室2名（ツイン）

※1室1名（シングル）利用はプラス600円

※7/22～8/8除く

8/31まで

平日・祝日     9,900円   
土・休前日 11,900円

トリプルルームトリプルルーム

神奈川県産神奈川県産

お部屋食お部屋食

7/1～9/30（7/22～
8/8除く）／山側和室利用／
海側和室・洋室ツインは要
問合せ／ 3日前まで要予約
※7/17～21、8/9～28、9/18
～19の料金は要問合せ

条件神奈川県産や
まゆり牛BBQコー
ス（2時間飲み放題
付） ★横濱ブラック
カレー・サラダ食べ
放題

大人1名様につき小学生ま
でのお子様1名様が無料 ★US牛
・ソーセージなど、ソフトドリンク飲
み放題のお子様BBQ付

特典

●お食事付のお子様に花火プレゼント（小学生以
下）●到着日13時からチェックアウト後14時ま
で休憩室・駐車場・温水シャワー無料（要予約）

特典

逗子海岸（写真提供：逗子市）逗子海岸（写真提供：逗子市）

プチ鍋（すき焼き）プチ鍋（すき焼き）

お部屋タイプおまかせ

ホテルからの景観ホテルからの景観

サマープラン

★平日は和食or
洋食から選択可
（平日以外は和食
のみ）

＋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

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/2021/05/kawayu-breakfast-20210528.html


箱根の主要観光施設が車・バスで30分圏内
ひと家族に花火1セットプレゼント

条件

1泊２食 1室2名 小学生（全日）大人（平日）

11,300円 7,500円

12,850円 8,300円

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

ご家族旅行応援プラン

7/1～9/30／土・休前日利用は大人1名様プラス
2,500円／旧盆・連休は別料金のため要問合せ

条件 7/17～8/15

三島や修善寺への観光拠点に便利
夏の思い出に、好きな具材をトッピング

1泊2食

1室2名～

土・休前日平日

8,850円 9,850円

KKR 伊豆長岡 千歳荘 静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010

静岡県
伊豆長岡温泉

ハンバーガープラン

お子様の夕食は自分で作るハンバーガー
★メインの具材はハンバーグ・エビカツ・フィッシュ
フライから選択（要予約）※大人の夕食は会席料理

条件 7/31～9/30大人もお子様も豚のしゃぶしゃぶ食べ放題

条件 7/1～9/30／1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

国産うなぎと月替わりのお料理

条件 7/1～
9/30※7/5、
8/2、9/6は屋
内プール休業

湘南鎌倉の和風リゾートホテル
海まで2分！ 温泉とプールがある宿

1泊2食

1室2名～

土・休前日と8/16～21平日（右記以外）

14,800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

神奈川県
鎌倉

プールでリゾートプラン

わかみや自慢の四季会席 
★お子様グルメ膳は黒毛和牛ステ
ーキ膳 or 黒毛和牛のすき焼き膳
or 金目鯛しゃぶしゃぶ膳から選択

●大人は創作和食「木賀会席」●小学生は
「お子様膳」★「お子様プレート」に変更は1,200円引

湯沢高原ロープウェイ乗り場まで徒歩10分
生ビール＆ソフトドリンク飲み放題

1泊２食 1室2名～ 

土・休前日と
7/31～8/11

平日 10,900円

12,900円

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

新潟県
越後湯沢温泉

豚しゃぶ食べ放題ファミリー

フルーツ狩りや昇仙峡観光の拠点にぴったり
温泉で汗を流し、うなぎを食べて夏を乗り切ろう

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

13,350円 14,350円

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

山梨県
甲府

うなぎで

小学生（お子様グルメ膳）　 全日　　9,000円

お子様（小学生まで）　全日　　6,000円

お子様（小学生まで） 全日    5,000円

お子様（小学生まで）　　　　　　　全日   8,500円

夏鱧と刺身会席夏鱧と刺身会席

ビーチまで徒歩7分＆全室オーシャンビュー
海の幸をご堪能いただけるプラン

条件

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

静岡県
伊豆・熱海温泉

四季彩プラン

●海鮮ちらし ●金目鯛煮付け ●鮑源泉水蒸
しが付いた会席料理※9月は秋の献立に替わります

7/2～21、9/1～30（9/18・19・
25除く）／1室大人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

条件 7/22～8/28

海まで1分！キッズルーム新設＆ミニ卓球台あり
新登場！　静岡牛「葵」ステーキ付

1泊２食 
1室2名～

日程により

14,850円～21,850円

KKR 沼津はまゆう 静岡県沼津市志下192
055-931-0592

静岡県
沼津

夏鱧と刺身10種盛付作って食べよう 会席プラン

静岡牛「葵」ステーキと刺身
が10種類ついた会席料理 
★お子様はキャラクター海鮮ちらし
・ステーキ・プリンアラモードなど
がついた限定メニュー　

条件 7/1～9/30／1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

●鰻 ●信州そば ●信州牛の焼きしゃぶ 
●信州サーモン など★同料金で部屋食「厳選！
お好み重プラン」に変更可

条件 7/1～9/30／トリプル・和室は1室
4名様まで利用可※別途、金沢市宿泊税
（1泊あたり200円）をお預かりします

金沢城公園の石垣を眺めながらご朝食
※添寝の小学生の朝食料金900円

条件

特典

7/1～9/30／1室1名様利
用、BT付和室利用は大人1名様
プラス1,000円

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿
夏といえば湘南！ 片瀬東浜海岸まで徒歩3分

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

神奈川県
湘南･片瀬海岸

江ノ島 四季会席プラン

和風会席料理をお部屋食で

諏訪湖まで徒歩1分！諏訪大社や美術館めぐりに
信州で食べたいものを制覇！！

1泊２食

1室2名～

8月と土・休前日7月・9月の平日

12,350円 13,350円

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

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

石川県
金沢

お子様歓迎プラン

1泊2食

1室2名～

土・休前日と7/22～8/6、8/15～20平日

9,500円 11,500円

小学生 （お子様定食）  　　　 全日　  6,400円
3歳から（お子様ランチ）　　  全日　  5,900円

四季彩会席四季彩会席

夏だ！夏だ！ お部屋食お部屋食
屋内プール無料利用券付屋内プール無料利用券付

※7/22～8/15利用はお1人様18,600円

※7/23～8/15利用は大人お1人様
13,350円

※8/7～15・21・28利用はお1人様16,450円

※8/12～16利用は大人お1人様14,400円　
※8/17～28利用は大人お1人様11,900円

※8/22～27利用は大人お1人様10,500円
※8/7～14・21利用は大人お1人様14,000円

●駐車場・更衣室・温水シャ
ワー無料●2日間有効の屋内プー
ル無料利用券付（小学生以上）
●小学生未満のお子様は添寝無
料、ご飯＋ふりかけサービス、砂遊
びセットと花火プレゼント、お子
様アメニティー付

特 典

駐車場無料＆荷物預かり可

屋内プール屋内プール

四季会席四季会席

夏休みファミリープラン
1泊2食 1室2名～
★小学生まで 7,800円～11,800円

13,800円～20,800円
7/22～8/31

夏のぬまづ
満喫プラン
1泊2食 1室2名～
11,550円～18,550円

お子様のお夕食はお子様のお夕食は

特典　　ビーチパラソ
ル・ビーチチェアな
ど無料貸出 ★歩いて
3分で海水浴場あり

特典 ●生ビール＆ソフトドリンク飲
み放題●お子様に花火プレゼント

特典 ●夕食時に山梨県産ワインサ
ービス●お子様がご一緒の場合、
山梨のフルーツで作ったシャーベ
ットを家族全員にサービス

特典 大人1名様につき小学生
1名様は添寝無料（通常2,000円）

特典 ドリンクバー専用ボトルプレゼント
★ロビーに無料ドリンクバーあり

8/28
まで

厳選料理プラン

夏だ！夏だ！ 夏休み夏休み

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

スタミナ補充プラン

うなぎ付会席うなぎ付会席

2食付ファミリー
プラン1泊2食 1室3名

9/30
まで

大人 14,200円～  小学生 5,000円～

ファミリープランファミリープラン

★小学生も
大人と同じ
お料理（中・
高学年向け）

  Ａ 彫刻の森美術館
  Ｂ 箱根園水族館チケット付

  Ｃ 箱根小涌園ユネッサン　　パスポート付

通常大人1,600円、小学生は割引券
使用で700円 
通常大人1,500円、小学生750円 
通常大人3,500円、小学生1,800円

3種類のお子様連れ人気スポット
から選べるチケット付 

Ａ

Ｂ
Ｃ

ハンバーガーハンバーガー

プラン

豚のしゃぶしゃぶ豚のしゃぶしゃぶ
信州を味わい尽くし！

厳選料理厳選料理

＋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
（5）今から予約できる宿 直前の日程でご予約できる宿泊プランを拾い上げてホームページでご紹介しています kkr  今から

●
小
学
生
以
下
の
宿
泊
料
金
は
、
施
設
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　●
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
。

※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/2021/05/post-295.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/post-296.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/izu-hamburger-20210531.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/yuzawa-tabehodai-family-20210528.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/kofu-unagi-20210528.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-300.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/2-6.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/post-299.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/numazu-hamo-sashimi-20210531.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/numazu-summer-20210531.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/post-298.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/post-297.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/enoshima-shiki-kaiseki-20210528.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/


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～

全日

12,800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

愛知県
名古屋

スイーツ

夕食は三河一色産うなぎの「ひつまぶし」
※お子様はお子様ランチ
条件 7/1～9/30（月曜日を除く）／1室1名様
利用はプラス1,000円（平日のみ利用可）／1室
2名様以上はキャッスルビュー客室をご用意

条件 7/1～9/30／客室定員利
用時の料金

お子様と遊べるスペースを新設しました
開放感あふれるデッキでBBQ

1泊２食

1室2名～ 

土・休前日日～木曜日

13,200円 16,000円

KKR ホテルびわこ 滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020

滋賀県
琵琶湖

レイクサイドBBQ宿泊プラン

新生活様式対応のBBQ（国産牛・豚・鶏と
焼き野菜）★1名プラス1,000円で海鮮三種盛付に
変更可 ★1名様プラス4,000円で近江牛BBQに変更可

条件 7/1～9/30（7/21～8/20、9/18・19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500円
★他の部屋タイプもあります（料金は要問合せ）

条件 7/1～9/30
（8/8・10 除く）／
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

夏の日替わり
メニュー

条件 7/1～9/30／4日前までに要予約

徒歩5分のバスターミナルから上高地や飛騨高山へ
最高級和牛A5等級飛騨牛1品付！

1泊２食

1室2名～

土・休前日と8/23～31平日

12,800円 13,800円

1泊２食

1室1名～

土曜日と 7/18・22・23、8/8～13平日

15,200円 16,200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

岐阜県
平湯温泉

3段重プラン

最高級A5等級飛騨牛1品と奥飛騨
ならではのグルメを詰めた3段重★夕食
・朝食ともお部屋にご用意

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
和食（寿司など）のお好きなお料理をお楽しみください

1泊素泊まり

クィーンダブル　1室2名（1ベッド）

ツインルーム　1室2名（2ベッド）

平日・日曜

5,750円

6,500円

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

和食の「がんこ」お食事券2,000円付プラン

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿
世界遺産めぐりにぴったり

1泊２食 1室２名～ 平日

2泊目

3泊目以降

1泊目 11,300円

10,300円

9,300円

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

奈良県
奈良

古都奈良散策
連泊割引プラン

お子様（小学生まで）　 　　　 7,900円

鳥羽湾毎夜連続花火が敷地内から見えます（8月予定）
海水浴＆プールか鳥羽水族館のチケット付

条件

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

三重県
鳥羽

夏のファミリー＆カップルプラン

月替わりの会席7/1～8/31（8/3～18除く）／
6畳BT無客室利用／T付8畳・
BT付10畳利用は要問合せ／海水
浴＆プールは7/17～8/31のみ

条件 3日前18時までに要予約7/1～9/30（8/16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／客室定員で利
用時の料金です※別途、京都市宿泊税（1泊あたり200円）をお預かりします

京都中心部に位置し寺社めぐりに最適
ご家族・カップルで、着物で京都観光

1泊２食 1室1名～ 平日

小学生

大人 20,500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

京都府
京都

着物で

大人は京会
席、お子様はお子
様料理

条件 7/1～8/31／土・休前日と8/1～8利用は1名様プ
ラス1,650円／ 7/22・23・25利用は要問合せ／シング
ル・トリプル利用は要問い合わせ／1名様プラス550円
で大阪城側客室をご用意 ※1泊9,020円以上の場合は別途、
大阪府宿泊税（1泊あたり100円）をお預かりします　
オプション 1名様プラス1,320円で朝食追加可 ★朝食
追加の場合、10歳までのお子様に無料で朝食弁当プレゼント

条件 7/1～8/31／リビング付ツインルーム
は別料金

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿
夏の味覚をお楽しみください

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

豪華A5飛騨牛 飛騨川天然鮎の

清流飛騨川で育った天然鮎の塩焼きのほか鮎
尽くし会席 ★小学低学年向け「お子様プレート」1泊2食
6,450円、小学高学年向け「お子様定食」1泊2食7,550円
（7/17・18・22～24、8/7～14は別料金）

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル
屋内・外のあそび場でお子様と1日楽しめる

1泊素泊まり1室2名
平日

8月7月

6,450円 7,000円

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

プレイヴィル大阪城公園

小学生（お子様ランチ） 　　　 全日　 7,500円

うれしいうれしい
無料送迎付

お部屋食お部屋食

※8/1～22利用はお1人様15,000円

※中学生は全日10,000円（大人料理）

★通常、親子1組（保護者1名＋子ども1名）2,300円の
ボーネルンド プレイヴィル大阪城公園1dayパス付

★着物レンタル一式＆着付け料金込

※金曜日利用は14,200円 
※7/16～8/19、9/17～22は料金が異なる場合
あり(要問合せ)

特典 夏休みお子様くじ引きあり

特典 ●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（大人2,500
円相当）●お子様にプレゼント付

特典 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）
※ご予約はお客様ご自身でお願いします
※ホテル近隣の3店舗で利用可

特典 駄菓子バー登場！ お子様は無料

A5飛騨牛3段重A5飛騨牛3段重
天然鮎の塩焼き会席天然鮎の塩焼き会席

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

塩焼き会席プラン

★ソフトドリンク飲み放題付
※14時以降のレストラン営業時間内で利用可

現職組合員様限定現職組合員様限定

BBQBBQ

からだ遊びゾーンからだ遊びゾーン

大和会席　※仕入れにより献立は異なります大和会席　※仕入れにより献立は異なります

大和会席プラン 1泊2食 1室2名～
※8/8・10除く13,300円～15,300円

9/30
まで

特選A5飛騨牛セレクト
1泊2食 1室2名～15,800円～17,300円
★A5飛騨牛150gをステーキ・すきやき・
しゃぶしゃぶから4日前までにご予約ください 

9/30
までプラン

ビュッフェプラン
パティシエ本気のスイーツを是非お楽しみください

ホテルメイドスイーツ

10種類以上が食べ放題 60分

ホテルメイドスイーツホテルメイドスイーツ

鳥羽水族館／ジュゴン鳥羽水族館／ジュゴン

着物で京都散策着物で京都散策京都散策プラン 京会席付京会席付

ボーネルンド
1day パス付プラン

＋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

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

今月号掲載以外の宿泊プランや掲載期間以外の料金はWEBで検索（6）（6）
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https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/04/post-214.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-302.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/03/biwao-bbq-20210330.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/2000-1.html
https://www.kkr-umedahotel.com/workingspace/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/1day.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-178.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-307.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/04/kyoto-kyoukaiseki-20210427.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-304.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-301.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/a5-2.html


良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判
長州やまぐちのおいしい夏の味覚を堪能

条件

1泊2食

1室1名～

土・休前日平日

17,650円 19,650円

KKR 山口あさくら 山口県山口市神田町2-18
083-922-3268

山口県
湯田温泉

●剣先烏賊の姿造り ●烏賊しゅうまい 
●国産牛ヒレステーキ など
7/1～8/31／3日前まで要予約

条件 7/1～9/30／1日限定5室／
2日前までに要予約
※別途、福岡市宿泊税（1泊あたり
200円）をお預かりします

角島大橋（車90分）
エメラルドグリーンの海と白い橋の
コントラストは息をのむ美しさ

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル
和創り「萌木」の旬の料理でおもてなし

1泊２食

1室1名～

土・休前日平日

13,600円 14,600円

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

福岡県
博多

博多

ぶちうまいっちゃプラン

旬の食材を使用した月替わりの会席

剣先烏賊の宴剣先烏賊の宴

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿
夏休みは、いで湯と城と文学のまち松山の旅へ

1泊2食

1室2名～

平日

12,150円

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

夏の

くまモンと一緒に

坊ちゃん会席プラン

四季会席プラン

瀬戸内の食材を中心とした会
席料理 ★1名様プラス2,500円
で豪華「マドンナ会席」に変更可

条件 7/1～9/30／1日限定2組／電話予約
限定

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分
くまモンがお部屋でお迎えします

1泊２食

1室2名～

土・休前日平日

11,000円 12,000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

熊本県
熊本

季節を感じる和・洋・中のコースから
予約時に選択※お子様はお子様向け料理

条件 7/1～9/30（8/13～15利用は要問合せ）／
土・休前日利用は1名様プラス1,000円／T付客
室利用は1名様プラス1,000円

条件 7/1～9/30（8/7～14除く）／土・休前日
利用は大人プラス2,500円、お子様プラス
1,000円／ツイン利用はお1人様1,000円引／
1名様プラス3,500円で松山城が見える和洋特
別室に変更可

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿
城崎温泉を気軽に楽しみたい方におすすめ

1泊２食 1室２名～

平日（Tなし和室）

8/1～12・16～217月と8/22～9/30

9,100円 10,100円

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

夢花火プラン

地元でとれた海の幸を使ったお料理
★1名様プラス3,000円で「焼がに会席」「紅ずわいがに姿
盛り御膳」、1名様プラス6,000円で「但馬牛会席」に変更
可（要予約）★お子様ランチプランは平日5,400円～

お子様（お子様会席）　　 7,300円
　　　（お子様ランチ）　 6,300円

12時レイトチェックアウト特 典

　　 

1室1～2名1泊朝食付

平日

土・休前日

7,000 通常18,000円→
12,000円～

円～11,500
　　 条件

食事

地下1階にはサウナ完備のガーデンスパ大浴場
をご用意 ＪＲ札幌駅南口より徒歩約５分 ＪＲ仙台駅東口から徒歩約３分

朝食無料サービスプラン
1室1名～1泊2食

平日

土・休前日

円
通常20,000円→
14,000円

1室2名～

1泊2食 全日

16,000円

豪華夕食付ゆったりプラン 1泊2食付宿泊プラン
約５

札幌・仙台・広島でKKR宿泊割引券・KKRお子様同行割引券が使えます
★チェックイン時には組合員証等を必ずご提示ください
下記３施設と特別利用契約を締結しています
●KKR宿泊割引券・KKRお子様同行割引券が使用できます
●各省庁共済組合が発行する補助券・助成券は使用できません
●KKRポイントカードへのポイント付与・交換はできません

北海道産食材使用
の健康朝ごはん

6/1～9/30／1日
限定5室／1室2名様利
用の場合、お1人様プラ
ス3,000円でデラックス
ツインに変更可

　　 条 件

食事 四季折々の食材を
利用した和・洋の折衷会
席と人気の朝食付
★1名様プラス1,000円で
「旬の握り寿司」または「魚介
のアクアパッツァ」を追加
★1名様プラス1,000円で
90分飲み放題

食 事夕食は主に広島県の素
材を使用したこだわりの和食
会席または洋食コース※和洋
混合でのお申込みはできません
※夕食開始時間18:00～20:006/1～9/30／電話予約限定

　　 条 件 6/1～9/30（8/3～5
除く）／1日限定5室／2名
様から利用可／電話予約
限定／キャンセル・変更は
2日前まで

定価から自社割引クーポンで6,000円引にて
ご提供

広島県の食材を満喫！料理長こだわりの
会席付プラン

●さっぽろ羊ケ丘展望台 ●札幌市円山動物園

特選Ａコース

条件 7/1～9/30（土曜日と
7/22～24、8/7～14除く）
／T付8畳和室★除外日は
「連休特別プラン」をご用意（大人
16,500円～19,500円）

90分間ご飯とリブロースステーキが食べ放題

白良浜海水浴場まで徒歩2分
赤ちゃんパンダに会いに行こう！

1泊２食
1室2名～
平日

お子様（4歳～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

和歌山県
白浜温泉

国産牛リブロースステーキ 城崎

アドベンチャーワールド（車10分）アドベンチャーワールド（車10分）

特典 アドベンチャーワール
ド入園券付（大人4,800円、小
人2,800円相当）中高生券・
セニア券は、宿泊予約のうえ
ホテルにご連絡ください

特典 7つの外湯めぐり無料券
プレゼント

特典 夕食時、
お子様にジュー
ス1杯サービス

特典 ●熊本城入園券付 ●お城散策マッ
プ付 ●入浴剤プレゼント●お子様に無
料ガチャポン※熊本城は状況により閉園の
可能性あり

特典 駐車場料金無料

食べ放題プラン

★施設からよく見えます
※状況により変更または中止あり　

夢花火夢花火

※7/21～24、8/7・8・13～15は特別料金のため要問合せ
★7月利用は1名様2,000円引

おいでませ
長州山口へ
おいでませ
長州山口へ ～剣先烏賊の宴より～

けんさきいか

坊ちゃん列車と松山城坊ちゃん列車と松山城

選べる自衛隊グッズ付
　　　　　　　　　　プラン

9/30
まで1泊素泊まり

平日 6,300円 土・休前日 8,400円

小学4年～6年生　 　　 全日 　7,000円
4歳～小学3年生 　　　 全日 　5,000円

お泊りプラン

博多四季会席　※月替わりのためイメージです博多四季会席　※月替わりのためイメージです くまモンルームくまモンルーム

7/26～8/20の
平日と8/22
（8/13～15除く）

城崎夏物語城崎夏物語夢花火夢花火

＋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

※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

●
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
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https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/05/shirahama-steak-20210531.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-308.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-315.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-310.html
https://www.polestar-sapporo.com/
https://www.hotelgp-sendai.com/
https://www.hotelgp-hiroshima.com/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-312.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-311.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2021/06/post-309.html
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https://www.kkr.or.jp/hotel/news/2021/06/kkrno.html
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