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　毎月1回10日発行第903号（12）　令和2年7月10日 第903号 令和2年7月10日　（1）

ＫＫＲセカンドライフセミナー
早めの備えで、充実したセカ
ンドライフを！「生きがい」「健
康」「家庭経済」の3つのテー
マから考えるセミナー（主に
５０歳代を対象）

開催地区開催日 会　場
9月　5日(土)
9月26日(土)

ＫＫＲホテル大阪
ナディアパーク

大　阪
名古屋

ＫＫＲマネープランセミナー50
ＫＫＲセカンドライフセミナー
で人気の「家庭経済」に特化
したセミナー
（主に５０歳代を対象）

開催地区開催日 会　場
8月29日(土) コラッセふくしま福　島

共済組合員・OBとそのご家族（２親等以内）限定の、
インターネットで活動する　　　　　　　    　　　　　です。会員制の婚活サービス

  7月1日（水）13:00 ～ 7月27日（月）13：00までキャンペーン期間

キャンペーン料金（税込）年会員
コース 13,500円

通常料金（税込）

30,０００円

夏の婚活応援キャンペーン夏の婚活応援キャンペーン

★ 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

詳細はこちら

▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲

55%OFF！！
通常料金の

さらにメッセージ交換等に
使えるポイントプレゼント

全国年金相談会についてのお知らせ

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。
割引用の「募集要項」等は、KKR予約・申込システムからご請求ください。

入学料が
半額割引に
なります

組合員とその被扶養者■対象者
令和2年8月23日（日）まで■請求期間

■請求方法

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

放送大学 学生募集

KKR予約・申込システム

検索検索kkr予約申込

～令和2年度 第2学期（10月入学）～ 皆さまの職場に
お届けしました

旬な宿大特集！夏号
KKRサービスガイド2020

旬な宿には
お得な
割引券付き

全国年金相談会は、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、7月以降も当面の間中止とさせていただきます。
今後の全国年金相談会開催及びご予約の再開時期については、あらためてＫＫＲホームページや本紙等でご案内いたします。
組合員の皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

●年金額試算・・・・・「KKR年金情報提供サービス」がご利用いただけます。
●各種ご照会・・・・・ KKRホームページにおける「年金　よくある質問Ｑ＆Ａ」をご参照ください。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。

▲ ▲

KKRホームページ よくある質問Ｑ＆Ａ年金

ＫＫＲ子育て相談ダイヤル

●育児相談サービス（24時間年中無休）
　　　・病気、健康に関する相談
　　　・妊娠・出産に関する相談
　　　・育児・子育てに関する相談
　　　・メンタル（育児の悩み）相談

●専門医等の予約制サービス
　　　・症状等について小児科医との相談
　　　・栄養や食事等について管理栄養士との相談
　　　・育児の悩みについて臨床心理士との相談

ご家族の方も
ご利用いただけ

ます

通話・相談
無料

7月1日（水）からの新しいサービスです！

サービス内容（通話・相談無料） ●医療機関の情報提供サービス（24時間年中無休）
　　　・近隣の病院・診療所などの情報提供サービス

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。

ご利用の際は所属省庁名又は共済組合名をお伝えください
0I20-192-556
フ リ ー ダ イ ヤ ル イ ク ジ の コ コ ロ

セミナーのご予約はこちら インターネット予約 24時間受付
https://yoyaku.kkrnet.jp/検索kkr予約申込

　4月号でご案内した、7月開催の各セミナー及び9月12日開催の住宅フェア（東京）については、新型コロナウィルスの感染拡大の
影響を受けて、やむを得ず開催を見合わせることとなりました。
　今後予定しているセミナー等の開催についても、見合わせる場合がありますので、本紙、KKRホームページ等にてご確認願います。

※年間スケジュールは、KKRホームページ又は本紙４月号をご覧ください。

ＫＫＲ介護準備セミナー
「介護と仕事の両立」、「介護
とストレス」、「介護をするこ
とになったそのとき、困らな
いようにする」などについて学ぶセミナー

開催地区
9月　5日(土)
開催日

ＫＫＲホテル大阪
会　場

大　阪

ＫＫＲマネープランセミナー30
教育等子育てや住宅等の費
用と退職後の生活に、早く
から備えるための資産形成
など、将来生活設計を考えるセミナー（主に３０～４０歳代を対象）

開催地区
9月12日(土)
開催日

日本橋プラザ
会　場

東　京

※資産運用を目的としたセミナーではありませんので、ご注意ください。

NEW

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

登録・ご利用はKKRホームページトップの
こ
こ
を

ク
リ
ッ
ク

利用者の声（縁結びストーリー）や
各サービス等の詳細はKKRブライダル
ネットホームページをご確認ください。

KKR主催セミナー開催案内 直近の開催日程
のお知らせ 要事前予約

※セカンドライフ（マネープラン50）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1面の「KKR年金情報提供サービス」をご覧ください。(資産運用を目的としたセミナーではありませんので、ご注意ください。)

検索kkr介護準備 検索kkrマネープラン

検索kkrマネープラン
検索kkrセカンドライフ

（受付）平日9時～17時
  （年末年始休業12/29～1/4）

ト
ピ
ッ
ク
ス

国家公務員共済組合連合会広報紙

No.9032020.7　　　　

KKR夏のイベント特集ビアガーデン…… ２
　　　　　夏休みはKKRの宿へ…… ３～１０
医療記事 生活習慣病×栄養サポート対談 １１
KKR子育て相談ダイヤル ………………１２
KKR主催セミナー・フェア
直近の開催日程のお知らせ………………１２
KKRブライダルネット ……………………１２
※ＰＤＦ版の頁順は、１、２、１１、１２、３～１０となっています

「ＫＫＲ年金情報提供サービス」を
ご利用ください
長期組合員番号に加え、基礎年金番号で登録ができるよ
うになりました。「長期組合員番号」は6月末に送付しまし
た「退職年金分掛金の払込実績通知書」（圧着ハガキ）に
表示されています。

〇在職支給停止後の支給額の試算
　（年金額が決定している方についても簡易試算ができます）
〇退職等年金給付の試算
〇退職年金分掛金の払込実績通知書の閲覧

「KKR年金情報提供サービス」は、新たに機能を追加しました。

是非KKRホームページからご登録していただき、本サービスをご利用ください。
登録後概ね2週間程度で、連合会年金部より郵送で「ユーザIDのおしらせ」を
送付いたします。

ここに記載の9ケタの数字を入力

KKR
宿泊割引券は
「泊まっ得！」2,000円割引

▲UP



●写真はすべてイメージです　●料金はすべて税込み表示です　●詳細は、各ホテルのホームページまたはお電話にてご確認ください

夏のイベント特集！！
KKRホテルでリフレッシュ！
暑さも忘れる楽しいひとときを

お過ごしください

KKRインフォメーション 葬祭に関する各種ご相談は「KKR葬祭コールセンター」まで
クイック  こころフリーダイヤル

［年中無休　24時間対応］0120-919-556

第903号（2）　令和2年7月10日 第903号 令和2年7月10日　（11）

17:00／受付
19:00／ショータイム
（30～40分／1回）

ビアフェスタ2020
         with performance

KKRホテル東京 ☎03-3287-2932

8/6㈭
・7㈮

冷たいビールとベリーダンスショーを楽しむ

港の見えるＢＢＱ
　  ビアガーデン2020

KKRポートヒル横浜☎045ｰ621-9684

9/27㈰
まで
開催中

ハイボール全7種含む2時間飲み放題付

●ジンギスカンプラン
4,950円

全プランにポートヒル名物
横濱黒カレー含むフードバー付
小学校6年生までのお子様
お子様BBQプラン1,000円

庭園＆屋上バーベキュー

KKR京都くに荘 ☎075-222-0092

7/17㈮
～

10/11㈰
プレミアムモルツ含む2時間飲み放題付

レストラン シャトー
　　  Summer Fair

KKRホテル大阪 ☎06-6941-6557

8/31㈪
まで
開催中

※イベント開催日除く※イベント開催日除く

プレミアムモルツ・レモンサワー2時間飲み放題付

飲み放題のビール・ワイン・焼酎等と
お酒に合うお料理と毎回好評のベリーダンスショーを

お楽しみください。

18:00～21:00（ラストオーダー20:30）10F大宴会場「瑞宝」

●ランチ　12:00～15:00
●ディナー18:00～21:00（クローズ30分前ラストオーダー）

●ランチ 　11:30～15:00（ラストオーダー14:30）
●ディナー 17:30～20:30（ラストオーダー20:00）

17:00～21:00（ラストオーダー20:00）

各コースに豚・鶏・ウインナー
野菜盛・フード付

2名様～要予約

5,500円

●ホテルでは設備・備品類の消毒を徹底し、テーブル毎の距離を保つよう工夫して営業いたします。
●37.5℃以上の発熱をされているお客様、体調のすぐれないお客様は入場をご遠慮くださいますようお願いします。
●イベントの中止・変更の可能性がありますので、お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

5,500円
●スタンダードプラン

5,500円
●丘の上の女子会プラン

●鳥居コース
　国産牛ロース付

5,800円
●舟形コース
　和牛カルビ＆
　海鮮3種盛付

7,800円
●京の肉牛コース
　京の肉和牛ロース＆
　海鮮4種盛付
11,000円

6,500円
●神奈川県産
　　　やまゆり牛プラン

8,000円
●日本三大和牛
　　　近江牛プラン

お1人様
3,900円

予約受付　10:00～18:00

★個人盛料理＋プレ
ミアムモルツ・レモ
ンサワー飲み放題
★前日午前中までの
ご予約で「瓦そば」
プレゼント
★6名様以上で個室
利用可（要予約3
日前まで）

※写真は5人前です

※開催時期、コースにつきましては状況により
変更する場合がございます。施設にお問い合
わせください。

生活習慣病×
栄養サポート（対談）

 　：生活習慣病、特に腎疾患や糖尿病の患者さんにとっ
て、日々の食生活を改善することは極めて重要です。す
でに病気が進行した方はもちろん、現在は気になる症状
がない方も、予防的に食生活を変えていくことが欠かせ
ません。そこで当院では、外来診療のタイミングで管理
栄養士による栄養指導を行っています。

　　 ：例えば、日本人の食塩摂取量は約12ｇ/日と多め
になりがち。腎疾患のある人は6ｇ/日未満、健康な人でも
7～ 8ｇ/日未満が理想ですから、大幅に塩分制限しな
ければならないこともあります。しかし、医師が「塩分を
減らしてください」と伝えるだけでは難しいでしょう。

　　 ：そうした指導内容を生活の中でどう実践してもら
うか、それを考えるのが私たち管理栄養士の仕事。日ご
ろの食事内容を聞き取り、どう改善すればよいかを患者
さんと相談していきます。一度だけでは効果が見込みづ
らいので、外来があるたびに栄養指導を実施して、継続
的に関わることを重視しています。

 　：栄養のプロが患者さんに伴走してくれるのは、医師
の立場からもありがたいです。ずっと体重が減らなかっ
た患者さんが、毎月の栄養指導を導入した結果、9㎏減
量できた例もあります。

　　 ：最近では、日々の食事をスマートフォンで撮影して
もらい、その画像を見ながらアドバイスするケースも多い
です。麺類を好む患者さんなら「かけうどんよりも釜揚げ
うどんにしましょう」、味噌汁が好きな患者さんなら「イ
ンスタント味噌汁を作るとき味噌の量を半分にしてみま
しょう」など、気軽に実践できる方法から提案しています。

　　 ：「怒られるから病院に行きたくない」と患者さんに
思わせては本末転倒ですからね。その人の状態に応じて
スモールステップで目標設定し、段階を追ってゴールへ
進んでもらうためにも、医師と管理栄養士の密接な連携
が大切です。

☎03-3588-1111
https://www.toranomon.gr.jp/
虎の門病院

☎044-877-5111
https://www.toranomon.gr.jp/kajigaya
虎の門病院分院

虎の門病院

このバナーを
クリック！

医師と管理栄養士が役割分担
外来での実践的な栄養指導とは？

 　：外来では「余分なものを削る」ことが多い一方、入院
では「足りないものを補う」必要性がより高いと言えます。
栄養不足が危惧される患者さんを助けるために尽力して
いるのがＮＳＴ(栄養サポートチーム)であり、それを取り
まとめているのが本田先生です。

　　 ：ＮＳＴは、医師や看護師、管理栄養士、薬剤師な
どで構成される多職種のチーム。週1回の回診で、特に
栄養状態が心配な患者さんを支援しています。「食べら
れない」状態であっても、その原因は患者さんにより
様々。複数の専門職がそれぞれの知見を基に議論を重
ねることで、最適な解決策を導き出していきます。点滴
での栄養摂取が必要な場合もありますが、できるだけ
「口から食べる」ことにこだわり、全身の機能回復を目指
します。

　　 ：先生方に嚥下機能や消化機能などをしっかりア
セスメントしてもらうことで、私たちはベストの食事内容
を考えることができます。刻み食にしたり、栄養剤を補
助的に使用したりと、当院では様々なパターンの食事を
用意していますから。あえて食事量を通常の3分の1程度
にすることで、「完食できた！」という達成感を味わって
もらうこともありました。

　　 ：食事を残すことへの罪悪感が強く、食べることへ
の自信を失っていた患者さんでしたね。食事量の調整で
気持ちが切り替わったことをきっかけに栄養状態が安定
しました。看護師が患者さんの思いに気づき、管理栄養
士が食事量を調整するというようにＮＳＴの連携が実り、
その患者さんは元気に退院されました。

 　：チーム医療の重要性が叫ばれる前から、横のつなが
りを重視する風土があった当院だからこそ、診療科の垣
根を越えたスムーズな連携が実現できているのかもしれ
ませんね。

入院患者の食事を多職種で改善！
ＮＳＴ(栄養サポートチーム)の活躍

検索広報紙KKR

●過去に掲載した医療記事をKKRホームページでご覧いただけます。右のバナーをクリックし、
　組合員専用ページへ。
　https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.htm

澤　直樹分院腎センター内科 部長
さわ なお き

よし かわ むつみ

吉川　睦管理栄養士
ほん だ あや

本田　文分院消化器外科

外来でも入院でも！診療科の垣根を越え、専門家の連携による栄養サポートを提供
病気やけがからできるだけ早く回復するためにも、それらの重症化を予防するためにも、適切な栄養摂取が重要です。
虎の門病院では、診療科の垣根を越えて多職種連携することで、患者さんに対するより効果的な栄養サポートを実現
しています。

澤 澤

澤

本田

本田

本田

吉川
吉川

吉川

本田

澤

▲UP



●写真はすべてイメージです　●料金はすべて税込み表示です　●詳細は、各ホテルのホームページまたはお電話にてご確認ください

夏のイベント特集！！
KKRホテルでリフレッシュ！
暑さも忘れる楽しいひとときを

お過ごしください

KKRインフォメーション 葬祭に関する各種ご相談は「KKR葬祭コールセンター」まで
クイック  こころフリーダイヤル

［年中無休　24時間対応］0120-919-556

第903号（2）　令和2年7月10日 第903号 令和2年7月10日　（11）

17:00／受付
19:00／ショータイム
（30～40分／1回）

ビアフェスタ2020
         with performance

KKRホテル東京 ☎03-3287-2932

8/6㈭
・7㈮

冷たいビールとベリーダンスショーを楽しむ

港の見えるＢＢＱ
　  ビアガーデン2020

KKRポートヒル横浜☎045ｰ621-9684

9/27㈰
まで
開催中

ハイボール全7種含む2時間飲み放題付

●ジンギスカンプラン
4,950円

全プランにポートヒル名物
横濱黒カレー含むフードバー付
小学校6年生までのお子様
お子様BBQプラン1,000円

庭園＆屋上バーベキュー

KKR京都くに荘 ☎075-222-0092

7/17㈮
～

10/11㈰
プレミアムモルツ含む2時間飲み放題付

レストラン シャトー
　　  Summer Fair

KKRホテル大阪 ☎06-6941-6557

8/31㈪
まで
開催中

※イベント開催日除く※イベント開催日除く

プレミアムモルツ・レモンサワー2時間飲み放題付

飲み放題のビール・ワイン・焼酎等と
お酒に合うお料理と毎回好評のベリーダンスショーを

お楽しみください。

18:00～21:00（ラストオーダー20:30）10F大宴会場「瑞宝」

●ランチ　12:00～15:00
●ディナー18:00～21:00（クローズ30分前ラストオーダー）

●ランチ 　11:30～15:00（ラストオーダー14:30）
●ディナー 17:30～20:30（ラストオーダー20:00）

17:00～21:00（ラストオーダー20:00）

各コースに豚・鶏・ウインナー
野菜盛・フード付

2名様～要予約

5,500円

●ホテルでは設備・備品類の消毒を徹底し、テーブル毎の距離を保つよう工夫して営業いたします。
●37.5℃以上の発熱をされているお客様、体調のすぐれないお客様は入場をご遠慮くださいますようお願いします。
●イベントの中止・変更の可能性がありますので、お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

5,500円
●スタンダードプラン

5,500円
●丘の上の女子会プラン

●鳥居コース
　国産牛ロース付

5,800円
●舟形コース
　和牛カルビ＆
　海鮮3種盛付

7,800円
●京の肉牛コース
　京の肉和牛ロース＆
　海鮮4種盛付
11,000円

6,500円
●神奈川県産
　　　やまゆり牛プラン

8,000円
●日本三大和牛
　　　近江牛プラン

お1人様
3,900円

予約受付　10:00～18:00

★個人盛料理＋プレ
ミアムモルツ・レモ
ンサワー飲み放題
★前日午前中までの
ご予約で「瓦そば」
プレゼント
★6名様以上で個室
利用可（要予約3
日前まで）

※写真は5人前です

※開催時期、コースにつきましては状況により
変更する場合がございます。施設にお問い合
わせください。

生活習慣病×
栄養サポート（対談）

 　：生活習慣病、特に腎疾患や糖尿病の患者さんにとっ
て、日々の食生活を改善することは極めて重要です。す
でに病気が進行した方はもちろん、現在は気になる症状
がない方も、予防的に食生活を変えていくことが欠かせ
ません。そこで当院では、外来診療のタイミングで管理
栄養士による栄養指導を行っています。

　　 ：例えば、日本人の食塩摂取量は約12ｇ/日と多め
になりがち。腎疾患のある人は6ｇ/日未満、健康な人でも
7～ 8ｇ/日未満が理想ですから、大幅に塩分制限しな
ければならないこともあります。しかし、医師が「塩分を
減らしてください」と伝えるだけでは難しいでしょう。

　　 ：そうした指導内容を生活の中でどう実践してもら
うか、それを考えるのが私たち管理栄養士の仕事。日ご
ろの食事内容を聞き取り、どう改善すればよいかを患者
さんと相談していきます。一度だけでは効果が見込みづ
らいので、外来があるたびに栄養指導を実施して、継続
的に関わることを重視しています。

 　：栄養のプロが患者さんに伴走してくれるのは、医師
の立場からもありがたいです。ずっと体重が減らなかっ
た患者さんが、毎月の栄養指導を導入した結果、9㎏減
量できた例もあります。

　　 ：最近では、日々の食事をスマートフォンで撮影して
もらい、その画像を見ながらアドバイスするケースも多い
です。麺類を好む患者さんなら「かけうどんよりも釜揚げ
うどんにしましょう」、味噌汁が好きな患者さんなら「イ
ンスタント味噌汁を作るとき味噌の量を半分にしてみま
しょう」など、気軽に実践できる方法から提案しています。

　　 ：「怒られるから病院に行きたくない」と患者さんに
思わせては本末転倒ですからね。その人の状態に応じて
スモールステップで目標設定し、段階を追ってゴールへ
進んでもらうためにも、医師と管理栄養士の密接な連携
が大切です。

☎03-3588-1111
https://www.toranomon.gr.jp/
虎の門病院

☎044-877-5111
https://www.toranomon.gr.jp/kajigaya
虎の門病院分院

虎の門病院

このバナーを
クリック！

医師と管理栄養士が役割分担
外来での実践的な栄養指導とは？

 　：外来では「余分なものを削る」ことが多い一方、入院
では「足りないものを補う」必要性がより高いと言えます。
栄養不足が危惧される患者さんを助けるために尽力して
いるのがＮＳＴ(栄養サポートチーム)であり、それを取り
まとめているのが本田先生です。

　　 ：ＮＳＴは、医師や看護師、管理栄養士、薬剤師な
どで構成される多職種のチーム。週1回の回診で、特に
栄養状態が心配な患者さんを支援しています。「食べら
れない」状態であっても、その原因は患者さんにより
様々。複数の専門職がそれぞれの知見を基に議論を重
ねることで、最適な解決策を導き出していきます。点滴
での栄養摂取が必要な場合もありますが、できるだけ
「口から食べる」ことにこだわり、全身の機能回復を目指
します。

　　 ：先生方に嚥下機能や消化機能などをしっかりア
セスメントしてもらうことで、私たちはベストの食事内容
を考えることができます。刻み食にしたり、栄養剤を補
助的に使用したりと、当院では様々なパターンの食事を
用意していますから。あえて食事量を通常の3分の1程度
にすることで、「完食できた！」という達成感を味わって
もらうこともありました。

　　 ：食事を残すことへの罪悪感が強く、食べることへ
の自信を失っていた患者さんでしたね。食事量の調整で
気持ちが切り替わったことをきっかけに栄養状態が安定
しました。看護師が患者さんの思いに気づき、管理栄養
士が食事量を調整するというようにＮＳＴの連携が実り、
その患者さんは元気に退院されました。

 　：チーム医療の重要性が叫ばれる前から、横のつなが
りを重視する風土があった当院だからこそ、診療科の垣
根を越えたスムーズな連携が実現できているのかもしれ
ませんね。

入院患者の食事を多職種で改善！
ＮＳＴ(栄養サポートチーム)の活躍

検索広報紙KKR

●過去に掲載した医療記事をKKRホームページでご覧いただけます。右のバナーをクリックし、
　組合員専用ページへ。
　https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.html

澤　直樹分院腎センター内科 部長
さわ なお き

よし かわ むつみ

吉川　睦管理栄養士
ほん だ あや

本田　文分院消化器外科

外来でも入院でも！診療科の垣根を越え、専門家の連携による栄養サポートを提供
病気やけがからできるだけ早く回復するためにも、それらの重症化を予防するためにも、適切な栄養摂取が重要です。
虎の門病院では、診療科の垣根を越えて多職種連携することで、患者さんに対するより効果的な栄養サポートを実現
しています。

澤 澤

澤

本田

本田

本田

吉川
吉川

吉川

本田

澤

▲UP
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検索検索ｋｋｒ

　毎月1回10日発行第903号（12）　令和2年7月10日 第903号 令和2年7月10日　（1）

ＫＫＲセカンドライフセミナー
早めの備えで、充実したセカ
ンドライフを！「生きがい」「健
康」「家庭経済」の3つのテー
マから考えるセミナー（主に
５０歳代を対象）

開催地区開催日 会　場
9月　5日(土)
9月26日(土)

ＫＫＲホテル大阪
ナディアパーク

大　阪
名古屋

ＫＫＲマネープランセミナー50
ＫＫＲセカンドライフセミナー
で人気の「家庭経済」に特化
したセミナー
（主に５０歳代を対象）

開催地区開催日 会　場
8月29日(土) コラッセふくしま福　島

共済組合員・OBとそのご家族（２親等以内）限定の、
インターネットで活動する　　　　　　　    　　　　　です。会員制の婚活サービス

  7月1日（水）13:00 ～ 7月27日（月）13：00までキャンペーン期間

キャンペーン料金（税込）年会員
コース 13,500円

通常料金（税込）

30,０００円

夏の婚活応援キャンペーン夏の婚活応援キャンペーン

★ 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

詳細はこちら

▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲

55%OFF！！
通常料金の

さらにメッセージ交換等に
使えるポイントプレゼント

全国年金相談会についてのお知らせ

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。
割引用の「募集要項」等は、KKR予約・申込システムからご請求ください。

入学料が
半額割引に
なります

組合員とその被扶養者■対象者
令和2年8月23日（日）まで■請求期間

■請求方法

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

放送大学 学生募集

KKR予約・申込システム

検索検索kkr予約申込

～令和2年度 第2学期（10月入学）～ 皆さまの職場に
お届けしました

旬な宿大特集！夏号
KKRサービスガイド2020

旬な宿には
お得な
割引券付き

全国年金相談会は、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、7月以降も当面の間中止とさせていただきます。
今後の全国年金相談会開催及びご予約の再開時期については、あらためてＫＫＲホームページや本紙等でご案内いたします。
組合員の皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

●年金額試算・・・・・「KKR年金情報提供サービス」がご利用いただけます。
●各種ご照会・・・・・ KKRホームページにおける「年金　よくある質問Ｑ＆Ａ」をご参照ください。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。

▲ ▲

KKRホームページ よくある質問Ｑ＆Ａ年金

ＫＫＲ子育て相談ダイヤル

●育児相談サービス（24時間年中無休）
　　　・病気、健康に関する相談
　　　・妊娠・出産に関する相談
　　　・育児・子育てに関する相談
　　　・メンタル（育児の悩み）相談

●専門医等の予約制サービス
　　　・症状等について小児科医との相談
　　　・栄養や食事等について管理栄養士との相談
　　　・育児の悩みについて臨床心理士との相談

ご家族の方も
ご利用いただけ

ます

通話・相談
無料

7月1日（水）からの新しいサービスです！

サービス内容（通話・相談無料） ●医療機関の情報提供サービス（24時間年中無休）
　　　・近隣の病院・診療所などの情報提供サービス

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。

ご利用の際は所属省庁名又は共済組合名をお伝えください
0I20-192-556
フ リ ー ダ イ ヤ ル イ ク ジ の コ コ ロ

セミナーのご予約はこちら インターネット予約 24時間受付
https://yoyaku.kkrnet.jp/検索kkr予約申込

　4月号でご案内した、7月開催の各セミナー及び9月12日開催の住宅フェア（東京）については、新型コロナウィルスの感染拡大の
影響を受けて、やむを得ず開催を見合わせることとなりました。
　今後予定しているセミナー等の開催についても、見合わせる場合がありますので、本紙、KKRホームページ等にてご確認願います。

※年間スケジュールは、KKRホームページ又は本紙４月号をご覧ください。

ＫＫＲ介護準備セミナー
「介護と仕事の両立」、「介護
とストレス」、「介護をするこ
とになったそのとき、困らな
いようにする」などについて学ぶセミナー

開催地区
9月　5日(土)
開催日

ＫＫＲホテル大阪
会　場

大　阪

ＫＫＲマネープランセミナー30
教育等子育てや住宅等の費
用と退職後の生活に、早く
から備えるための資産形成
など、将来生活設計を考えるセミナー（主に３０～４０歳代を対象）

開催地区
9月12日(土)
開催日

日本橋プラザ
会　場

東　京

※資産運用を目的としたセミナーではありませんので、ご注意ください。

NEW

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

登録・ご利用はKKRホームページトップの
こ
こ
を

ク
リ
ッ
ク

利用者の声（縁結びストーリー）や
各サービス等の詳細はKKRブライダル
ネットホームページをご確認ください。

KKR主催セミナー開催案内 直近の開催日程
のお知らせ 要事前予約

※セカンドライフ（マネープラン50）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1面の「KKR年金情報提供サービス」をご覧ください。(資産運用を目的としたセミナーではありませんので、ご注意ください。)

検索kkr介護準備 検索kkrマネープラン

検索kkrマネープラン
検索kkrセカンドライフ

（受付）平日9時～17時
  （年末年始休業12/29～1/4）
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国家公務員共済組合連合会広報紙

No.9032020.7　　　　

KKR夏のイベント特集ビアガーデン…… ２
　　　　　夏休みはKKRの宿へ…… ３～１０
医療記事 生活習慣病×栄養サポート対談 １１
KKR子育て相談ダイヤル ………………１２
KKR主催セミナー・フェア
直近の開催日程のお知らせ………………１２
KKRブライダルネット ……………………１２
※ＰＤＦ版の頁順は、１、２、１１、１２、３～１０となっています

「ＫＫＲ年金情報提供サービス」を
ご利用ください
長期組合員番号に加え、基礎年金番号で登録ができるよ
うになりました。「長期組合員番号」は6月末に送付しまし
た「退職年金分掛金の払込実績通知書」（圧着ハガキ）に
表示されています。

〇在職支給停止後の支給額の試算
　（年金額が決定している方についても簡易試算ができます）
〇退職等年金給付の試算
〇退職年金分掛金の払込実績通知書の閲覧

「KKR年金情報提供サービス」は、新たに機能を追加しました。

是非KKRホームページからご登録していただき、本サービスをご利用ください。
登録後概ね2週間程度で、連合会年金部より郵送で「ユーザIDのおしらせ」を
送付いたします。

ここに記載の9ケタの数字を入力

KKR
宿泊割引券は
「泊まっ得！」2,000円割引

▲UP





　　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」からお選びください

（4）

●
特
別
な
表
記
が
な
い
限
り
お
一
人
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あ
た
り
の
組
合
員
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金
で
す
。
組
合
員
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し
ま
す
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●
全
て
の
施
設
が
全
室
禁
煙
で
す
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　●
写
真
は
全
て
イ
メ
ー
ジ
で
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

小学生（お子様定食） 全日 6,000円

●神秘の摩周湖（車20分）
●天下の絶景 美幌峠（車45分）

知床和牛と握り寿司の付いた会席料理食事
　　7/1～9/30／1室1名様利用はプラス
1,500円／和室12畳利用は1名様プラス
1,000円、特別室利用は1名様プラス2,000
円（1室2名様～）／2日前まで要予約

条件

12,830円12,330円

1泊2食 平日 土・休前日と8/8～15

1室2名～

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

効能豊かな北の名湯100％かけ流し
是非召し上がっていただきたい特別メニュー

和の味覚会席プラン

北海道北海道
川湯温泉川湯温泉

四季御膳プラン 1泊2食 1室2名～
★季節の食材を
　使った会席料理

9/30
まで

9,830円~10,330円

釧路川源流川下り
90分 5,000円～
釧路川源流川下り
90分 5,000円～
★原始の自然を残す釧路川源流部を
経験豊かなガイドがご案内します
※屈斜路ecoツアーズが実施するもので
手配・媒介・取次を行うものではありません

★原始の自然を残す釧路川源流部を
経験豊かなガイドがご案内します
※屈斜路ecoツアーズが実施するもので
手配・媒介・取次を行うものではありません

●蔵王温泉大露天風呂（割引券あり） 
●蔵王エコーラインでお釜までドライブ（約50分）

食事 　　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

※7/4・23～25、8/1～7・16～22、9/19～21利用はお
1人様12,300円 ※8/8～15利用はお1人様14,300円 ★7/1～17・19～22利用はお1人様1,000円引

条件

　　　　　 1名様プラス1,000円で「牛た
んの鉄板焼き」と「鮑のステーキ・エビのグ
リル添え」の特選会席プランに変更可

11,300円10,300円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187KKR蔵王 白銀荘

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿
標高880m 高原リゾート蔵王で大自然を楽しもう

蔵王牛プチなべ会席プラン

山形県山形県
蔵王温泉蔵王温泉

キッズステーキ
ディナープラン
小学生まで 1泊2食

★花火セット
　プレゼント

7/18
～8/31

5,460円~

＋体験料＋体験料

●諏訪峡（車10分） 
●谷川岳ロープウェイ（車20分）

群馬の食材を中心にした献立食事
　　7/1～9/30（8/13～15除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円／3日前まで
要予約

条件

7,900円10,650円

1泊2食 大人 お子様（小学生）

1室2名～

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

温泉＆涼風に包まれた静かな一軒宿
みなかみにアウトドアの夏がやって来た！

ラフティング体験型プラン

群馬県群馬県
水上温泉水上温泉

●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

食事

　　旬の味覚を味わうお部
屋食プラン ※1名様利用時は
レストランでご用意

食事

　　レストラン
で日替わりの和
食料理

　　2泊から利用可条件

22,600円（延泊11,300円）

2泊4食 平日

1室1名～

函館満喫♪連泊割引プラン

北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484KKRはこだて

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
函館は北海道の玄関口！ 交通アクセスもばっちり♪

連泊限定連泊限定

家族で楽しむ夏♪家族で楽しむ夏♪

★9月利用はお1人様1,000円引

ゆったりお部屋食
お手軽なお値段でグレードアップのご夕食

北海道北海道
函館･湯の川温泉函館･湯の川温泉

7/1～9/30／土・休前日利用は
1名様プラス1,500円

条件

12,800円13,800円

1泊2食 1室1名～ 7月・8月 9月

平日

美食会席プラン
美食会席美食会席

しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ
すき焼きすき焼き

お泊まりの翌日はラフティング半日体験
★カヌー体験（大人 6,000円、小学生 5,000円）もあります
※ラフティング・カヌー体験についての詳細は、ウィズ・スポ
ーツ（TEL 0278-72-5312）へお尋ねください

体験料 大人 7,000円、小学生 5,000円

牛しゃぶしゃぶ
90分食べ放題プラン
大人
※詳細は施設までお問い合わせください

※8/13～15除く

9/30
まで

13,800円小学生11,800円

群馬県産

ラフティングラフティング

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

＋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

ダブルルームダブルルーム
東京スカイツリー東京スカイツリー

●
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
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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

●皇居（徒歩2分）  ●東京駅（車5分） ●銀座
（車10分） ●東京スカイツリー（電車20分） 
●舞浜（東京駅から電車20分）

●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

食事

　　12歳以下の添い寝のお子様無料
／駐車料金無料（6:00～翌22:00）

　　皇居を眺望できる12Fレストランで
ご朝食(6:45～9:00） ※4歳～12歳のお子
様の朝食料金は700円、3歳以下のお子様は無料

食事　　生ハムメロン、日本三大
和牛のひとつ「近江牛」とフォ
アグラのロッシーニを贅沢に
楽しめるフレンチフルコース

※小学生でベッド利用の場合、大人料金の20％割引

※7/18・23～25、8/1・8・9～15・22・29
利用はお1人様14,580円

※7/19～22、8/23～28利用は大人お1人様10,500円
※7/23～25、8/1・8～15・22利用は大人お1人様14,000円

※7/23～25、8/8～10、9/19～21利用はお1人様16,900円

　　7/1～8/31（平日のみ）／お部屋の
タイプ指定不可／レギュラーツイン1室
2名様の場合、お1人様1泊プラス1,500
円で皇居側デラックスツインに変更可

条件

8,900円7,500円

平日のみ 1泊素泊まり 1泊朝食付

1室1名

8,300円6,900円1室2名

東京都千代田区大手町1-4-1
03-3287-2921KKRホテル東京

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観光スポットへ♪

お部屋タイプおまかせサマープラン ダブルルーム格安プラン

東京都東京都
竹橋竹橋

東京都目黒区東山1-27-15
03-3713-8131KKRホテル中目黒

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

小学生添寝無料
ホテルの無料駐車場は12時から利用可（先着順／予約不可）

●港の見える丘公園
　（ホテル隣）
●外国人墓地（徒歩2分）
●山下公園・横浜中華街
　（徒歩10分）　　7/1～9/30／山側バ

ス・トイレ付和室／海側和室
利用は1名様プラス1,000
円／洋室ツインは要問合せ
／1室3名様利用は割引あり
／3日前まで要予約

条件

16,400円14,400円

1泊2食 平日 土・休前日と7/18～8/29

1室2名～

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

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル
The YOKOHAMA！ フレンチの王道！

近江牛とフォアグラのロッシーニ＆生ハムメロンプラン

神奈川県神奈川県
横浜横浜

近江牛ＢＢＱプラン
港の見えるビアガーデンで

1泊2食 1室2名～

★2時間飲み放題付
※6畳和室

9/27
まで

15,900円~18,400円

お子様（小学生） 全日 9,000円
16,700円12,100円

1泊2食 平日 土・休前日と8/8～15

1室2名～

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

湘南鎌倉の和風リゾートホテル
由比ガ浜ビーチへ徒歩2分 駐車場無料！ 温泉とプールがある宿

プールでリゾートプラン

神奈川県神奈川県
鎌倉鎌倉

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350KKR宮の下神奈川県神奈川県

箱根箱根

　　7/1～9/6／1室1名様利用は
プラス1,100円／3日前まで要予約

食事 あわびor葉山牛サーロイン
陶板焼きから選べます

条件

13,580円9,980円

1泊2食 7/1～17と9/1～6の平日 土・休前日と7/19～8/31

1室2名～

神奈川県逗子市新宿3-2-26
046-871-2042KKR逗子 松汀園

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！

わくわくサマー逗子プラン

神奈川県神奈川県
湘南
逗子海岸
湘南
逗子海岸

小学生（全日） 6,400円
幼児 3歳以上（全日） 5,900円

●新江ノ島水族館（徒歩12分）
●片瀬東浜海岸（徒歩3分）

11,500円9,500円

1泊2食 平日 土・休前日と7/26～31、8/2～7・16～21

1室2名～

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

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！ みんなで、ご家族で、夏休み満喫！

美味♪江ノ島和風会席プラン

神奈川県神奈川県
湘南
片瀬海岸
湘南
片瀬海岸

7,800円

10,800円

11,800円

13,800円

16,800円

20,800円

1泊2食
1室2名～ 大人 小学生まで

下記以外

8/1・16・17・
21～23・27・29
7/23～25、
8/5・8～15・18

静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000KKRホテル熱海

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル
夏だ！ 熱海だ！

夏休みサマープラン

静岡県静岡県
伊豆・熱海温泉伊豆・熱海温泉

8,000円7,000円

1泊サービス朝食付 平日 土・休前日

1室2名（ツイン）

6,500円

1泊サービス朝食付 全日

1室2名（ダブル）

お得な添寝無料プラン
特典

江戸の名工グルメプラン
※3日前までに要予約

9/30
まで

18,100円

1泊2食
1室1名 16,900円1室2名

東京都東京都
中目黒中目黒

　　ベッド利用2名様に同伴の小学生
は添寝無料
　　ツインルーム利用／1日限定5室条件

　　和朝食を無料サービス
（7:00～9:00）
食事

　　7/1～9/30／他のプラ
ン併用不可／電話予約限定／
3日前まで要予約

条件

特典

　　●夏休み限定・お子様プレゼント
あり（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

　　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／1室4名様
以上利用、6畳和室利用は大人1名様500円引

食事

条件

　　駐車場は宿泊日と翌日が終日
無料＆荷物も預かり可
特典

食事

　　7/1～8/31
※7/6、8/3は屋内プールが利用できません
条件　　●2日間有効の屋内プール無料利用券

付（小学生以上） ●無料駐車場チェックイン
前でもＯＫ ●未就学のお子様は添い寝無
料、ご飯＋ふりかけサービス、砂遊びセット・
花火・アメニティをプレゼント ●水遊びビニ
ールプールご用意 ●キッズスペース常設

　　わかみや自慢の特選会席
★1名様プラス1,000円でお部屋食可（和室限定）
★1名様プラス2,000円でグルメ会席に変更可
★小学生のお子様はお子様定食（3種類からチョイス）
特典

ロッシーニロッシーニ

屋内プール屋内プール

和風会席和風会席

葉山牛葉山牛

エアコンの効いた和室でお昼寝もできちゃう

★温水シャワー・個室無料
★駐車場割引あり ★平日割引あり
※大人2名様以上で予約可

畳でごろごろ 個室休憩＆ランチ付

大正館DE★日帰りプラン
葉山牛

ローストビーフ
ご飯のランチ付

大人
小学生
1歳～幼児（食事なし）

5,500円
3,500円
500円

屋内プール無料利用券付屋内プール無料利用券付夏だ！夏だ！

温泉
情報

温泉は熱海の湯
（疲労回復）
★入浴は一晩中ＯＫ

湘南の夏！湘南の夏！

　　新鮮な魚介類をふんだんに使った和風会
席料理 ★小学生はお子様定食、幼児のお子様はラン
チプレート

　　7/23～8/31

食事

条件

　　日本料理または中国料理から選択可 
★お子様は日替わりメニュー

熱海サンビーチ熱海サンビーチ

箱根“満喫”木賀プラン
箱根登山鉄道が7月末に復旧決定！

13,450円10,950円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

　　月替わりの創作会席料理食事

　　7/1～9/30／1名様プラ
ス5,000円で“半露天風呂付
特別室”へ変更可（2名様から）
※7/23～25、8/8～16、9/19～
21利用は土・休前日料金に大人1名
様プラス1,000円 ★幼児（お子様ラ
ンチ）は小学生料金の1,200円引

条件

箱根小涌園ユネッサンを1日中遊びつくせる

湯ネッサンお楽しみプラン

　　箱根小涌園ユネッサン（水着ゾー
ン）と森の湯（温泉）の全エリア対象の
1日パスポート付（通常大人3,500円）

特典

小学生（お子様御膳） 全日 7,500円

16,350円13,850円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

小学生（お子様御膳） 全日 9,500円

超お得！超お得！

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

熱海サンビーチ（徒歩7分）

四季彩プラン ※9/19～
　22除く

9/1
～30

13,600円

1泊2食 1室2名～
平日

16,600円土・休前日

★海鮮ちらし・
金目鯛・鮑が付いた会席料理 
※金目鯛と鮑は外国産です

ユネッサンユネッサン

（5）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
＋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



　　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」からお選びください

（4）
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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

小学生（お子様定食） 全日 6,000円

●神秘の摩周湖（車20分）
●天下の絶景 美幌峠（車45分）

知床和牛と握り寿司の付いた会席料理食事
　　7/1～9/30／1室1名様利用はプラス
1,500円／和室12畳利用は1名様プラス
1,000円、特別室利用は1名様プラス2,000
円（1室2名様～）／2日前まで要予約

条件

12,830円12,330円

1泊2食 平日 土・休前日と8/8～15

1室2名～

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

効能豊かな北の名湯100％かけ流し
是非召し上がっていただきたい特別メニュー

和の味覚会席プラン

北海道北海道
川湯温泉川湯温泉

四季御膳プラン 1泊2食 1室2名～
★季節の食材を
　使った会席料理

9/30
まで

9,830円~10,330円

釧路川源流川下り
90分 5,000円～
釧路川源流川下り
90分 5,000円～
★原始の自然を残す釧路川源流部を
経験豊かなガイドがご案内します
※屈斜路ecoツアーズが実施するもので
手配・媒介・取次を行うものではありません

★原始の自然を残す釧路川源流部を
経験豊かなガイドがご案内します
※屈斜路ecoツアーズが実施するもので
手配・媒介・取次を行うものではありません

●蔵王温泉大露天風呂（割引券あり） 
●蔵王エコーラインでお釜までドライブ（約50分）

食事 　　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

※7/4・23～25、8/1～7・16～22、9/19～21利用はお
1人様12,300円 ※8/8～15利用はお1人様14,300円 ★7/1～17・19～22利用はお1人様1,000円引

条件

　　　　　 1名様プラス1,000円で「牛た
んの鉄板焼き」と「鮑のステーキ・エビのグ
リル添え」の特選会席プランに変更可

11,300円10,300円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

山形県山形市蔵王温泉904-8
023-694-9187KKR蔵王 白銀荘

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿
標高880m 高原リゾート蔵王で大自然を楽しもう

蔵王牛プチなべ会席プラン

山形県山形県
蔵王温泉蔵王温泉

キッズステーキ
ディナープラン
小学生まで 1泊2食

★花火セット
　プレゼント

7/18
～8/31

5,460円~

＋体験料＋体験料

●諏訪峡（車10分） 
●谷川岳ロープウェイ（車20分）

群馬の食材を中心にした献立食事
　　7/1～9/30（8/13～15除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円／3日前まで
要予約

条件

7,900円10,650円

1泊2食 大人 お子様（小学生）

1室2名～

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

温泉＆涼風に包まれた静かな一軒宿
みなかみにアウトドアの夏がやって来た！

ラフティング体験型プラン

群馬県群馬県
水上温泉水上温泉

●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

食事

　　旬の味覚を味わうお部
屋食プラン ※1名様利用時は
レストランでご用意

食事

　　レストラン
で日替わりの和
食料理

　　2泊から利用可条件

22,600円（延泊11,300円）

2泊4食 平日

1室1名～

函館満喫♪連泊割引プラン

北海道函館市湯川町2-8-14
0138-57-8484KKRはこだて

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
函館は北海道の玄関口！ 交通アクセスもばっちり♪

連泊限定連泊限定

家族で楽しむ夏♪家族で楽しむ夏♪

★9月利用はお1人様1,000円引

ゆったりお部屋食
お手軽なお値段でグレードアップのご夕食

北海道北海道
函館･湯の川温泉函館･湯の川温泉

7/1～9/30／土・休前日利用は
1名様プラス1,500円

条件

12,800円13,800円

1泊2食 1室1名～ 7月・8月 9月

平日

美食会席プラン
美食会席美食会席

しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ
すき焼きすき焼き

お泊まりの翌日はラフティング半日体験
★カヌー体験（大人 6,000円、小学生 5,000円）もあります
※ラフティング・カヌー体験についての詳細は、ウィズ・スポ
ーツ（TEL 0278-72-5312）へお尋ねください

体験料 大人 7,000円、小学生 5,000円

牛しゃぶしゃぶ
90分食べ放題プラン
大人
※詳細は施設までお問い合わせください

※8/13～15除く

9/30
まで

13,800円小学生11,800円

群馬県産

ラフティングラフティング

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

＋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

ダブルルームダブルルーム
東京スカイツリー東京スカイツリー

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

●皇居（徒歩2分）  ●東京駅（車5分） ●銀座
（車10分） ●東京スカイツリー（電車20分） 
●舞浜（東京駅から電車20分）

●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

食事

　　12歳以下の添い寝のお子様無料
／駐車料金無料（6:00～翌22:00）

　　皇居を眺望できる12Fレストランで
ご朝食(6:45～9:00） ※4歳～12歳のお子
様の朝食料金は700円、3歳以下のお子様は無料

食事　　生ハムメロン、日本三大
和牛のひとつ「近江牛」とフォ
アグラのロッシーニを贅沢に
楽しめるフレンチフルコース

※小学生でベッド利用の場合、大人料金の20％割引

※7/18・23～25、8/1・8・9～15・22・29
利用はお1人様14,580円

※7/19～22、8/23～28利用は大人お1人様10,500円
※7/23～25、8/1・8～15・22利用は大人お1人様14,000円

※7/23～25、8/8～10、9/19～21利用はお1人様16,900円

　　7/1～8/31（平日のみ）／お部屋の
タイプ指定不可／レギュラーツイン1室
2名様の場合、お1人様1泊プラス1,500
円で皇居側デラックスツインに変更可

条件

8,900円7,500円

平日のみ 1泊素泊まり 1泊朝食付

1室1名

8,300円6,900円1室2名

東京都千代田区大手町1-4-1
03-3287-2921KKRホテル東京

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観光スポットへ♪

お部屋タイプおまかせサマープラン ダブルルーム格安プラン

東京都東京都
竹橋竹橋

東京都目黒区東山1-27-15
03-3713-8131KKRホテル中目黒

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

小学生添寝無料
ホテルの無料駐車場は12時から利用可（先着順／予約不可）

●港の見える丘公園
　（ホテル隣）
●外国人墓地（徒歩2分）
●山下公園・横浜中華街
　（徒歩10分）　　7/1～9/30／山側バ

ス・トイレ付和室／海側和室
利用は1名様プラス1,000
円／洋室ツインは要問合せ
／1室3名様利用は割引あり
／3日前まで要予約

条件

16,400円14,400円

1泊2食 平日 土・休前日と7/18～8/29

1室2名～

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

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル
The YOKOHAMA！ フレンチの王道！

近江牛とフォアグラのロッシーニ＆生ハムメロンプラン

神奈川県神奈川県
横浜横浜

近江牛ＢＢＱプラン
港の見えるビアガーデンで

1泊2食 1室2名～

★2時間飲み放題付
※6畳和室

9/27
まで

15,900円~18,400円

お子様（小学生） 全日 9,000円
16,700円12,100円

1泊2食 平日 土・休前日と8/8～15

1室2名～

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

湘南鎌倉の和風リゾートホテル
由比ガ浜ビーチへ徒歩2分 駐車場無料！ 温泉とプールがある宿

プールでリゾートプラン

神奈川県神奈川県
鎌倉鎌倉

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350KKR宮の下神奈川県神奈川県

箱根箱根

　　7/1～9/6／1室1名様利用は
プラス1,100円／3日前まで要予約

食事 あわびor葉山牛サーロイン
陶板焼きから選べます

条件

13,580円9,980円

1泊2食 7/1～17と9/1～6の平日 土・休前日と7/19～8/31

1室2名～

神奈川県逗子市新宿3-2-26
046-871-2042KKR逗子 松汀園

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！

わくわくサマー逗子プラン

神奈川県神奈川県
湘南

逗子海岸
湘南

逗子海岸

小学生（全日） 6,400円
幼児 3歳以上（全日） 5,900円

●新江ノ島水族館（徒歩12分）
●片瀬東浜海岸（徒歩3分）

11,500円9,500円

1泊2食 平日 土・休前日と7/26～31、8/2～7・16～21

1室2名～

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

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！ みんなで、ご家族で、夏休み満喫！

美味♪江ノ島和風会席プラン

神奈川県神奈川県
湘南
片瀬海岸
湘南
片瀬海岸

7,800円

10,800円

11,800円

13,800円

16,800円

20,800円

1泊2食
1室2名～ 大人 小学生まで

下記以外

8/1・16・17・
21～23・27・29
7/23～25、
8/5・8～15・18

静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000KKRホテル熱海

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル
夏だ！ 熱海だ！

夏休みサマープラン

静岡県静岡県
伊豆・熱海温泉伊豆・熱海温泉

8,000円7,000円

1泊サービス朝食付 平日 土・休前日

1室2名（ツイン）

6,500円

1泊サービス朝食付 全日

1室2名（ダブル）

お得な添寝無料プラン
特典

江戸の名工グルメプラン
※3日前までに要予約

9/30
まで

18,100円

1泊2食
1室1名 16,900円1室2名

東京都東京都
中目黒中目黒

　　ベッド利用2名様に同伴の小学生
は添寝無料
　　ツインルーム利用／1日限定5室条件

　　和朝食を無料サービス
（7:00～9:00）
食事

　　7/1～9/30／他のプラ
ン併用不可／電話予約限定／
3日前まで要予約

条件

特典

　　●夏休み限定・お子様プレゼント
あり（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

　　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／1室4名様
以上利用、6畳和室利用は大人1名様500円引

食事

条件

　　駐車場は宿泊日と翌日が終日
無料＆荷物も預かり可
特典

食事

　　7/1～8/31
※7/6、8/3は屋内プールが利用できません
条件　　●2日間有効の屋内プール無料利用券

付（小学生以上） ●無料駐車場チェックイン
前でもＯＫ ●未就学のお子様は添い寝無
料、ご飯＋ふりかけサービス、砂遊びセット・
花火・アメニティをプレゼント ●水遊びビニ
ールプールご用意 ●キッズスペース常設

　　わかみや自慢の特選会席
★1名様プラス1,000円でお部屋食可（和室限定）
★1名様プラス2,000円でグルメ会席に変更可
★小学生のお子様はお子様定食（3種類からチョイス）
特典

ロッシーニロッシーニ

屋内プール屋内プール

和風会席和風会席

葉山牛葉山牛

エアコンの効いた和室でお昼寝もできちゃう

★温水シャワー・個室無料
★駐車場割引あり ★平日割引あり
※大人2名様以上で予約可

畳でごろごろ 個室休憩＆ランチ付

大正館DE★日帰りプラン
葉山牛

ローストビーフ
ご飯のランチ付

大人
小学生
1歳～幼児（食事なし）

5,500円
3,500円
500円

屋内プール無料利用券付屋内プール無料利用券付夏だ！夏だ！

温泉
情報

温泉は熱海の湯
（疲労回復）
★入浴は一晩中ＯＫ

湘南の夏！湘南の夏！

　　新鮮な魚介類をふんだんに使った和風会
席料理 ★小学生はお子様定食、幼児のお子様はラン
チプレート

　　7/23～8/31

食事

条件

　　日本料理または中国料理から選択可 
★お子様は日替わりメニュー

熱海サンビーチ熱海サンビーチ

箱根“満喫”木賀プラン
箱根登山鉄道が7月末に復旧決定！

13,450円10,950円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

　　月替わりの創作会席料理食事

　　7/1～9/30／1名様プラ
ス5,000円で“半露天風呂付
特別室”へ変更可（2名様から）
※7/23～25、8/8～16、9/19～
21利用は土・休前日料金に大人1名
様プラス1,000円 ★幼児（お子様ラ
ンチ）は小学生料金の1,200円引

条件

箱根小涌園ユネッサンを1日中遊びつくせる

湯ネッサンお楽しみプラン

　　箱根小涌園ユネッサン（水着ゾー
ン）と森の湯（温泉）の全エリア対象の
1日パスポート付（通常大人3,500円）

特典

小学生（お子様御膳） 全日 7,500円

16,350円13,850円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

小学生（お子様御膳） 全日 9,500円

超お得！超お得！

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉

熱海サンビーチ（徒歩7分）

四季彩プラン ※9/19～
　22除く

9/1
～30

13,600円

1泊2食 1室2名～
平日

16,600円土・休前日

★海鮮ちらし・
金目鯛・鮑が付いた会席料理 
※金目鯛と鮑は外国産です

ユネッサンユネッサン

（5）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
＋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



天ぷらメニューから好きなものを
オーダーバイキング

　　●館内なら卓球無料 
●ビーチパラソル・ビーチ
チェアなど無料貸出 ●ス
ワン・フラミンゴなど大き
な浮輪あり（有料貸出） 
※海水浴場の開設状況によって
変更の場合があります

特典
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（6）　令和2年7月10日（6）　令和2年7月10日

※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

お子様（小学生まで） 全日 6,000円

●沼津港深海水族館（車10分）
●沼津漁港（車10分）昼食におすすめ
●三島スカイウォーク（車20分）

湯沢高原アルプの里
（ロープウェイ乗り場まで徒歩約10分）

　　7/18～8/16／3歳以下
の添い寝のお子様は無料
条件

食事

　　8/1～8/24条件

9,850円8,850円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

お子様（小学生まで） 全日 8,500円
17,550円11,550円~

1泊2食 右記以外 8/8～8/15

1室2名～

静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010KKR伊豆長岡 千歳荘

かけ流しの湯が評判の静かなお宿
今年の夏休みはお肉にかぶりつき！！

串焼きお肉を食べるっ！プラン 夏のはまゆう満喫プラン

静岡県静岡県
伊豆長岡温泉伊豆長岡温泉

かけ流し温泉で
湯治プラン1泊2食 

1室2名～
★2泊目は400円引、3泊目以降は700円引

※8/10～15除く

7,800円~8,800円

静岡県沼津市志下192
055-931-0592KKR沼津はまゆう

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿
夏休み限定！ サクサク、アツアツをお楽しみください

海が目の前海が目の前

長野県産長野県産

連泊得連泊得

静岡県静岡県
沼津沼津

お子様（小学生まで） 全日 5,000円

10,800円

13,800円

9,800円

1泊2食 平日 1室2名～

8/1～7、8/17～9/5

8/8～16、9/19～21

9/6～18・22～30

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

谷川連峰のパノラマが広がる展望温泉の宿
山海のご馳走と生ビール＆ソフトドリンク飲み放題

越後湯沢で思い出作りファミリープラン

新潟県新潟県
越後湯沢温泉越後湯沢温泉

●明野のひまわり畑　
●桃狩り　●ぶどう狩り

食事

　　7/1～9/30

7月は甲州牛の冷しゃぶ、
8月はステーキ、9月は塩焼き

条件

11,850円10,850円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

山梨県甲府市塩部3-6-10
055-252-1327KKR甲府ニュー芙蓉

富士山を望む展望風呂と創作会席の宿
甲州牛を月替わりの調理法でお楽しみください

楽しもうプラン
甲州牛を月替りで

山梨県山梨県
甲府甲府

要害温泉を楽しもうプラン
1泊2食 1室2名～ 9/30

まで9,850円～10,850円

●上高地（バス30分）
●新穂高ロープウェイ（バス30分）
●乗鞍高原（車40分）

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

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

岐阜県岐阜県
平湯温泉平湯温泉

お子様（小学生まで） 全日 7,100円

●諏訪湖（徒歩1分） ●諏訪大社（上社・下社とも車20分） 
●霧ヶ峰高原（車30分） ●蓼科高原（車40分）

食事

　　7/1～9/30／1室1名様利用はプラス
500円／BT無和室／T付客室利用は1名様
プラス1,000円

　　長野県産牛のヒレステーキ＆リブロース
食べ放題の和風会席コース
条件

11,350円10,850円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259KKR諏訪湖荘

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿
貸切家族風呂は当日先着順で利用無料

牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン

長野県長野県
上諏訪上諏訪

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

金沢金沢

岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505KKR下呂しらさぎ

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

岐阜県岐阜県
下呂温泉下呂温泉

島郷海水浴場（徒歩3分）島郷海水浴場（徒歩3分）

足湯足湯

ロープウェイロープウェイ

甲州牛ステーキ甲州牛ステーキ

飛騨牛ステーキ飛騨牛ステーキ

天然鮎の塩焼き天然鮎の塩焼き

第903号

※8/10～15利用は大人お1人様12,450円
　　お子様の夕食は「串焼きお肉」を
お腹いっぱい堪能 、大人は基本会席
★自分でトッピング
「オリジナルクレープ」を作ろう！ 
※お肉は海鮮に変更可

食事

7/1～
9/30

串焼きお肉串焼きお肉

調理長のおまかせ御膳 ★お子様はお子様食食事

　　8/1～9/30／土・休前日利用は大人1名様
プラス1,000円 ★親子で1室3名様以上利用は
ファミリー割引お1人様1,000円引

条件

　　●生ビール飲み放題 ●ソフトドリンク
飲み放題 ●お子様に花火プレゼント
特典

※詳細は施設にお問い合わせください

5階フロアは
わんちゃん同室専用客室
5階フロアは
わんちゃん同室専用客室

●ロビーに無料ドリンクバー
●女性のお客様にはおしゃれ
　浴衣をご用意
●貸切家族風呂利用無料
　(先着順)
●ロビーにコミック・絵本・
　文庫コーナー

牛ヒレ＆リブロース牛ヒレ＆リブロース

★夕食はワインビーフを使用した月替わり会席
※8/9～16、9/19～22除く
※T付客室は1名様プラス1,500円

金澤フレンチ金澤フレンチ

石垣が見えるレストランで夕食を

14,900円13,900円

1泊2食 平日 土・休前日

1室1～3名

金澤フレンチプラン

　　金沢の郷土料理「治部煮」を洋風にアレンジ 
★小学生まで「お子様ランチ」サービス（大人1名様につき1食）
食事

　　7/1～9/30（7/23～25、
8/8～15、9/19～21除く）／1
名様プラス500円で金沢城公
園が見える客室に変更可
※別途、金沢市宿泊税（1泊あたり
200円）をお預かりします

条件

　　リビング付
ツインルームは
別料金

条件

お子様歓迎プラン
小学生のお子様添い寝無料！

9,100円8,100円

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1～3名

　　個人盛の朝食御膳
※添い寝のお子様の朝食料金は小学生900円、
幼児600円

食事

　　創作和食会席（全7品）
※9月からは秋の献立でご用意
食事

　　大人1名様につき小学生1名様は
添い寝無料（通常2,000円）
特典

夏休み夏休み

8,300円

8月と土・休前日
お弁当プラン

　　4日前まで要予約条件

料理長特製弁当A5飛騨牛1品付！

お部屋で安心・安全

7,300円

1泊2食 7月・9月の平日

1室2名～

　　朝・夕お部屋でお弁当食事

最高級和牛A5等級飛騨牛1品付！

飛騨牛セレクトプラン
15,800円14,800円

1泊2食 7月・9月の平日 8月と土・休前日

1室2名～

　　ご予約時にステーキ・しゃぶしゃぶ・すき焼き
をお選びください
食事

10,950円

8/18～9/30 特別謝恩価格

通常12,250円→

飛騨川天然鮎の塩焼き会席プラン

　　7/1～9/30（7/23～25、8/8～15、9/19～21
除く）／土・休前日利用は1名様プラス1,000円
条件

創作和食会席をご賞味ください

12,250円

1泊2食 1室1名～ 7/1～8/17

平日

飛騨の夏の味覚

夏の巧味会席プラン

16,200円15,200円

1泊2食 平日 土曜日と7/23・24、8/9～14

1室1名～

　　天然鮎塩焼きのほか「鮎づくし会席」をご用意食事

　　7/1～9/30（火・水曜日
を除く）
※8/1～23利用は土・休前日料金に
1名様プラス1,000円
※毎週火・水曜日は素泊まりプラン
のみ受付（お1人様5,000円～）

条件

電話予約限定

　　7/1～8/31条件

金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

※8/13～16利用はお1人様12,850円

1日5組限定

＋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

　　OSAKA海遊きっぷ（海遊館入館券＋
メトロ1日乗車券）大人2,800円相当付

●
小
学
生
以
下
の
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金
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設
に
お
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せ
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い
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　●
お
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変
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●
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て
の
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設
が
全
室
禁
煙
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真
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て
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。

※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

お子様 全日 7,500円
1,070円

（小学生まで）
（3歳以上添い寝）

●名古屋港水族館（車30分） ●金シャチ横丁
（徒歩5分） ●名古屋城本丸御殿（徒歩5分）
●徳川園・美術館（車15分）

　　7/1～9/30／大人4名様以上で
和室利用可／3日前まで要予約
条件

　　名古屋城を望みながら優雅にご朝食食事

9,800円8,800円

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～

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

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル
世界中の海の仲間に会いに行こう！

名古屋港水族館入場券付プラン

愛知県愛知県
名古屋名古屋

★名古屋港水族館入館券付（大人2,030円相当）

明智光秀ゆかりの地「坂本」
●旧竹林院 ●滋賀院門跡 
●日吉大社 ●西教寺など
（車10～15分）

近江牛は自分好みの焼き加減で食事

　　7/1～9/30（7/17～
8/22、9/18～21利用は別
料金のため要問合せ）／客
室定員で利用時の料金です

条件

14,400円

15,400円

17,200円

1泊2食

月～木曜

金曜日

土・休前日

1室2名～

滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020KKRホテルびわこ

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル
近江牛の味、とろけるような食感をお楽しみください

近江牛ステーキ膳プラン

滋賀県滋賀県
琵琶湖琵琶湖

お子様宿泊プラン
小学生まで 1泊2食

★おもちゃの無料貸出あり
8,000円~

大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800KKRホテル梅田

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
大阪府大阪府
梅田梅田

奈良県奈良市高畑大道町1224
0742-22-5582KKR奈良みかさ荘

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿
奈良県奈良県
奈良奈良

●あべのハルカス（電車20分） ●通天
閣・新世界（電車30分） ●ユニバーサ
ルシティ・海遊館（電車30分）

●志賀直哉旧居（徒歩3分） ●新薬師寺
（徒歩10分） ●東大寺（徒歩15分） ●春日
大社（ささやきの小路から徒歩10～15分）

食事

　　7/1～9/30／シングル・トリプル利
用は要問い合わせ／1名様プラス500円
で大阪城側客室（通常1,000円） ※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

　　健康志向の食材
を使ったお膳にて朝
食をご用意

条件

8,900円6,900円

1泊朝食付 平日 土・休前日
1室2名
（ツイン）

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
06-6941-1122KKRホテル大阪

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル
夏色に輝く大阪城を目の前に、美味しい朝食で元気にいこう！

夏旅大阪朝食プラン

大阪府大阪府
森之宮森之宮

1泊2食 1室2名

※3日前まで
　に要予約

15,400円~18,400円

和室1室4名利用で鯛の
うす造りサービス

特典

さわやか朝食付プラン
6,800円

1室1名～
平日 7,800円土・休前日

名古屋港水族館／シャチ名古屋港水族館／シャチ

近江牛ステーキ膳近江牛ステーキ膳

小学生（お子様料理）全日 7,500円
地元食材を使用した会席料理食事

　　7/18～8/31（8/8～15除く）
／6畳BT無客室利用／T付8畳利用
は1名様プラス1,000円、BT付10畳
利用は1名様プラス2,000円（大人
のみ）／海水浴＆プールはホテル営
業日のみ

条件

12,800円11,300円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

三重県鳥羽市安楽島町1075
0599-25-3226KKR鳥羽いそぶえ荘

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能
海水浴＆プールか鳥羽水族館のチケット付

夏のファミリー＆カップルプラン

三重県三重県
鳥羽鳥羽

姿造りプラン
松坂牛陶板焼きと伊勢海老の

1泊2食 1室2名～ 9/30
まで13,300円~14,800円

●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
2,500円相当） ●手持ち「花火セット」プレ
ゼント（ご家族に1セット）

プールプール

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
075-222-0092KKR京都くに荘

鴨川畔宮家ゆかりの宿 風情ある温泉露天風呂がうれしい

京都府京都府
京都京都

露天風呂露天風呂

ホテルからの景観ホテルからの景観

京会席プラン

　　7/1～9/30（8/16除く）／前日までの要予約条件

条件

季節の釜飯が付いた京料理が楽しめる

　　旬の食材を生かした京会席（箱盛）と季節の釜飯食事

食事なし宿泊のみの自由なプラン

シンプルステイプラン
8,800円7,800円

1泊素泊まり 1室1名～ 7/1～14、7/17～8/1、8/18～31 7/15・16、8/2～15・17

平日

13,800円12,800円

1泊2食 1室1名～ 7/1～14、7/17～8/1、8/18～9/5 7/15・16、8/2～15・17、9/6～30

平日

7/1～8/31（8/16除く）

　　土・休前日利用は1名様
プラス2,000円／客室定員
で利用時の料金です／滞在
中の客室清掃等はございま
せん ★連泊割引お1人様1泊あ
たり500円引 ※別途、京都市宿泊
税（1泊あたり200円）をお預かり
します

条件

海遊館海遊館

　　土・休前日利用は1名様
プラス1,500円／他の部屋
タイプもございます
※7/23～25、8/8・9、9/19～21
は特別料金のため要問合せ

条件
家族4人でのご宿泊にお得なプランをご用意

3,750円

1泊素泊まり

コネクティングルーム　2室4名

平日・日曜

条件 7/1～9/30

ファミリープランまいどおおきに！

※コネクティングルームはハリウッドツイン2室（部屋の中で行き来可）

8/1～
9/30

条件

夏だ！ ジンベイザメに会いに行こう！

6,550円

1泊素泊まり
クィーンダブル　　1室2名（1ベッド）
ハリウッドツイン　1室2名（2ベッド）

平日・日曜

きっぷ付プランOSAKA海遊

★小学生は1,400円引（中学生は大人と同料金） ※7/23、8/8、9/19利
用はお1人様9,900円
※7/25利用はお1人様
10,900円

7/1
～9/30
（7/25除く）鱧会席プラン

はも

組合員様限定

　　●駐車場料金無料 ●1室2名様以上
利用は、名古屋城側客室をご用意
特典

大和牛会席大和牛会席

一泊朝食付プラン
古都奈良をゆっくり散策してみませんか

朝食は大和名物「茶がゆ」
※白ごはんにも変更可

食事

食事

日本庭園を眺めながら会席料理をご堪能

大和牛会席プラン
14,300円13,300円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

6,300円5,300円

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～

メイン料理が大和牛ステーキの和風会席

　　7/1～9/30（8/15除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円
条件

特典

（7）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
＋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

詳しくは、ホームページをご覧ください
https://www.kkr.or.jp/hotel/package



天ぷらメニューから好きなものを
オーダーバイキング

　　●館内なら卓球無料 
●ビーチパラソル・ビーチ
チェアなど無料貸出 ●ス
ワン・フラミンゴなど大き
な浮輪あり（有料貸出） 
※海水浴場の開設状況によって
変更の場合があります

特典

●
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す
。
組
合
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●
全
て
の
施
設
が
全
室
禁
煙
で
す
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全
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す
。

（6）　令和2年7月10日（6）　令和2年7月10日

※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

お子様（小学生まで） 全日 6,000円

●沼津港深海水族館（車10分）
●沼津漁港（車10分）昼食におすすめ
●三島スカイウォーク（車20分）

湯沢高原アルプの里
（ロープウェイ乗り場まで徒歩約10分）

　　7/18～8/16／3歳以下
の添い寝のお子様は無料
条件

食事

　　8/1～8/24条件

9,850円8,850円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

お子様（小学生まで） 全日 8,500円
17,550円11,550円~

1泊2食 右記以外 8/8～8/15

1室2名～

静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010KKR伊豆長岡 千歳荘

かけ流しの湯が評判の静かなお宿
今年の夏休みはお肉にかぶりつき！！

串焼きお肉を食べるっ！プラン 夏のはまゆう満喫プラン

静岡県静岡県
伊豆長岡温泉伊豆長岡温泉

かけ流し温泉で
湯治プラン1泊2食 

1室2名～
★2泊目は400円引、3泊目以降は700円引

※8/10～15除く

7,800円~8,800円

静岡県沼津市志下192
055-931-0592KKR沼津はまゆう

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿
夏休み限定！ サクサク、アツアツをお楽しみください

海が目の前海が目の前

長野県産長野県産

連泊得連泊得

静岡県静岡県
沼津沼津

お子様（小学生まで） 全日 5,000円

10,800円

13,800円

9,800円

1泊2食 平日 1室2名～

8/1～7、8/17～9/5

8/8～16、9/19～21

9/6～18・22～30

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

谷川連峰のパノラマが広がる展望温泉の宿
山海のご馳走と生ビール＆ソフトドリンク飲み放題

越後湯沢で思い出作りファミリープラン

新潟県新潟県
越後湯沢温泉越後湯沢温泉

●明野のひまわり畑　
●桃狩り　●ぶどう狩り

食事

　　7/1～9/30

7月は甲州牛の冷しゃぶ、
8月はステーキ、9月は塩焼き

条件

11,850円10,850円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

山梨県甲府市塩部3-6-10
055-252-1327KKR甲府ニュー芙蓉

富士山を望む展望風呂と創作会席の宿
甲州牛を月替わりの調理法でお楽しみください

楽しもうプラン
甲州牛を月替りで

山梨県山梨県
甲府甲府

要害温泉を楽しもうプラン
1泊2食 1室2名～ 9/30

まで9,850円～10,850円

●上高地（バス30分）
●新穂高ロープウェイ（バス30分）
●乗鞍高原（車40分）

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

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿

岐阜県岐阜県
平湯温泉平湯温泉

お子様（小学生まで） 全日 7,100円

●諏訪湖（徒歩1分） ●諏訪大社（上社・下社とも車20分） 
●霧ヶ峰高原（車30分） ●蓼科高原（車40分）

食事

　　7/1～9/30／1室1名様利用はプラス
500円／BT無和室／T付客室利用は1名様
プラス1,000円

　　長野県産牛のヒレステーキ＆リブロース
食べ放題の和風会席コース
条件

11,350円10,850円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259KKR諏訪湖荘

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿
貸切家族風呂は当日先着順で利用無料

牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プラン

長野県長野県
上諏訪上諏訪

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

金沢金沢

岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505KKR下呂しらさぎ

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿

岐阜県岐阜県
下呂温泉下呂温泉

島郷海水浴場（徒歩3分）島郷海水浴場（徒歩3分）

足湯足湯

ロープウェイロープウェイ

甲州牛ステーキ甲州牛ステーキ

飛騨牛ステーキ飛騨牛ステーキ

天然鮎の塩焼き天然鮎の塩焼き

第903号

※8/10～15利用は大人お1人様12,450円
　　お子様の夕食は「串焼きお肉」を
お腹いっぱい堪能 、大人は基本会席
★自分でトッピング
「オリジナルクレープ」を作ろう！ 
※お肉は海鮮に変更可

食事

7/1～
9/30

串焼きお肉串焼きお肉

調理長のおまかせ御膳 ★お子様はお子様食食事

　　8/1～9/30／土・休前日利用は大人1名様
プラス1,000円 ★親子で1室3名様以上利用は
ファミリー割引お1人様1,000円引

条件

　　●生ビール飲み放題 ●ソフトドリンク
飲み放題 ●お子様に花火プレゼント
特典

※詳細は施設にお問い合わせください

5階フロアは
わんちゃん同室専用客室
5階フロアは
わんちゃん同室専用客室

●ロビーに無料ドリンクバー
●女性のお客様にはおしゃれ
　浴衣をご用意
●貸切家族風呂利用無料
　(先着順)
●ロビーにコミック・絵本・
　文庫コーナー

牛ヒレ＆リブロース牛ヒレ＆リブロース

★夕食はワインビーフを使用した月替わり会席
※8/9～16、9/19～22除く
※T付客室は1名様プラス1,500円

金澤フレンチ金澤フレンチ

石垣が見えるレストランで夕食を

14,900円13,900円

1泊2食 平日 土・休前日

1室1～3名

金澤フレンチプラン

　　金沢の郷土料理「治部煮」を洋風にアレンジ 
★小学生まで「お子様ランチ」サービス（大人1名様につき1食）
食事

　　7/1～9/30（7/23～25、
8/8～15、9/19～21除く）／1
名様プラス500円で金沢城公
園が見える客室に変更可
※別途、金沢市宿泊税（1泊あたり
200円）をお預かりします

条件

　　リビング付
ツインルームは
別料金

条件

お子様歓迎プラン
小学生のお子様添い寝無料！

9,100円8,100円

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1～3名

　　個人盛の朝食御膳
※添い寝のお子様の朝食料金は小学生900円、
幼児600円

食事

　　創作和食会席（全7品）
※9月からは秋の献立でご用意
食事

　　大人1名様につき小学生1名様は
添い寝無料（通常2,000円）
特典

夏休み夏休み

8,300円

8月と土・休前日
お弁当プラン

　　4日前まで要予約条件

料理長特製弁当A5飛騨牛1品付！

お部屋で安心・安全

7,300円

1泊2食 7月・9月の平日

1室2名～

　　朝・夕お部屋でお弁当食事

最高級和牛A5等級飛騨牛1品付！

飛騨牛セレクトプラン
15,800円14,800円

1泊2食 7月・9月の平日 8月と土・休前日

1室2名～

　　ご予約時にステーキ・しゃぶしゃぶ・すき焼き
をお選びください
食事

10,950円

8/18～9/30 特別謝恩価格

通常12,250円→

飛騨川天然鮎の塩焼き会席プラン

　　7/1～9/30（7/23～25、8/8～15、9/19～21
除く）／土・休前日利用は1名様プラス1,000円
条件

創作和食会席をご賞味ください

12,250円

1泊2食 1室1名～ 7/1～8/17

平日

飛騨の夏の味覚

夏の巧味会席プラン

16,200円15,200円

1泊2食 平日 土曜日と7/23・24、8/9～14

1室1名～

　　天然鮎塩焼きのほか「鮎づくし会席」をご用意食事

　　7/1～9/30（火・水曜日
を除く）
※8/1～23利用は土・休前日料金に
1名様プラス1,000円
※毎週火・水曜日は素泊まりプラン
のみ受付（お1人様5,000円～）

条件

電話予約限定

　　7/1～8/31条件

金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル

※8/13～16利用はお1人様12,850円

1日5組限定

＋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

　　OSAKA海遊きっぷ（海遊館入館券＋
メトロ1日乗車券）大人2,800円相当付
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※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

お子様 全日 7,500円
1,070円

（小学生まで）
（3歳以上添い寝）

●名古屋港水族館（車30分） ●金シャチ横丁
（徒歩5分） ●名古屋城本丸御殿（徒歩5分）
●徳川園・美術館（車15分）

　　7/1～9/30／大人4名様以上で
和室利用可／3日前まで要予約
条件

　　名古屋城を望みながら優雅にご朝食食事

9,800円8,800円

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～

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

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル
世界中の海の仲間に会いに行こう！

名古屋港水族館入場券付プラン

愛知県愛知県
名古屋名古屋

★名古屋港水族館入館券付（大人2,030円相当）

明智光秀ゆかりの地「坂本」
●旧竹林院 ●滋賀院門跡 
●日吉大社 ●西教寺など
（車10～15分）

近江牛は自分好みの焼き加減で食事

　　7/1～9/30（7/17～
8/22、9/18～21利用は別
料金のため要問合せ）／客
室定員で利用時の料金です

条件

14,400円

15,400円

17,200円

1泊2食

月～木曜

金曜日

土・休前日

1室2名～

滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020KKRホテルびわこ

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル
近江牛の味、とろけるような食感をお楽しみください

近江牛ステーキ膳プラン

滋賀県滋賀県
琵琶湖琵琶湖

お子様宿泊プラン
小学生まで 1泊2食

★おもちゃの無料貸出あり
8,000円~

大阪府大阪市北区堂山町4-1
06-6362-6800KKRホテル梅田

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
大阪府大阪府
梅田梅田

奈良県奈良市高畑大道町1224
0742-22-5582KKR奈良みかさ荘

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿
奈良県奈良県
奈良奈良

●あべのハルカス（電車20分） ●通天
閣・新世界（電車30分） ●ユニバーサ
ルシティ・海遊館（電車30分）

●志賀直哉旧居（徒歩3分） ●新薬師寺
（徒歩10分） ●東大寺（徒歩15分） ●春日
大社（ささやきの小路から徒歩10～15分）

食事

　　7/1～9/30／シングル・トリプル利
用は要問い合わせ／1名様プラス500円
で大阪城側客室（通常1,000円） ※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

　　健康志向の食材
を使ったお膳にて朝
食をご用意

条件

8,900円6,900円

1泊朝食付 平日 土・休前日
1室2名
（ツイン）

大阪府大阪市中央区馬場町2-24
06-6941-1122KKRホテル大阪

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル
夏色に輝く大阪城を目の前に、美味しい朝食で元気にいこう！

夏旅大阪朝食プラン

大阪府大阪府
森之宮森之宮

1泊2食 1室2名

※3日前まで
　に要予約

15,400円~18,400円

和室1室4名利用で鯛の
うす造りサービス

特典

さわやか朝食付プラン
6,800円

1室1名～
平日 7,800円土・休前日

名古屋港水族館／シャチ名古屋港水族館／シャチ

近江牛ステーキ膳近江牛ステーキ膳

小学生（お子様料理）全日 7,500円
地元食材を使用した会席料理食事

　　7/18～8/31（8/8～15除く）
／6畳BT無客室利用／T付8畳利用
は1名様プラス1,000円、BT付10畳
利用は1名様プラス2,000円（大人
のみ）／海水浴＆プールはホテル営
業日のみ

条件

12,800円11,300円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

三重県鳥羽市安楽島町1075
0599-25-3226KKR鳥羽いそぶえ荘

鳥羽湾一望の客室と伊勢志摩の海の幸を堪能
海水浴＆プールか鳥羽水族館のチケット付

夏のファミリー＆カップルプラン

三重県三重県
鳥羽鳥羽

姿造りプラン
松坂牛陶板焼きと伊勢海老の

1泊2食 1室2名～ 9/30
まで13,300円~14,800円

●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
2,500円相当） ●手持ち「花火セット」プレ
ゼント（ご家族に1セット）

プールプール

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
075-222-0092KKR京都くに荘

鴨川畔宮家ゆかりの宿 風情ある温泉露天風呂がうれしい

京都府京都府
京都京都

露天風呂露天風呂

ホテルからの景観ホテルからの景観

京会席プラン

　　7/1～9/30（8/16除く）／前日までの要予約条件

条件

季節の釜飯が付いた京料理が楽しめる

　　旬の食材を生かした京会席（箱盛）と季節の釜飯食事

食事なし宿泊のみの自由なプラン

シンプルステイプラン
8,800円7,800円

1泊素泊まり 1室1名～ 7/1～14、7/17～8/1、8/18～31 7/15・16、8/2～15・17

平日

13,800円12,800円

1泊2食 1室1名～ 7/1～14、7/17～8/1、8/18～9/5 7/15・16、8/2～15・17、9/6～30

平日

7/1～8/31（8/16除く）

　　土・休前日利用は1名様
プラス2,000円／客室定員
で利用時の料金です／滞在
中の客室清掃等はございま
せん ★連泊割引お1人様1泊あ
たり500円引 ※別途、京都市宿泊
税（1泊あたり200円）をお預かり
します

条件

海遊館海遊館

　　土・休前日利用は1名様
プラス1,500円／他の部屋
タイプもございます
※7/23～25、8/8・9、9/19～21
は特別料金のため要問合せ

条件
家族4人でのご宿泊にお得なプランをご用意

3,750円

1泊素泊まり

コネクティングルーム　2室4名

平日・日曜

条件 7/1～9/30

ファミリープランまいどおおきに！

※コネクティングルームはハリウッドツイン2室（部屋の中で行き来可）

8/1～
9/30

条件

夏だ！ ジンベイザメに会いに行こう！

6,550円

1泊素泊まり
クィーンダブル　　1室2名（1ベッド）
ハリウッドツイン　1室2名（2ベッド）

平日・日曜

きっぷ付プランOSAKA海遊

★小学生は1,400円引（中学生は大人と同料金） ※7/23、8/8、9/19利
用はお1人様9,900円
※7/25利用はお1人様
10,900円

7/1
～9/30
（7/25除く）鱧会席プラン

はも

組合員様限定

　　●駐車場料金無料 ●1室2名様以上
利用は、名古屋城側客室をご用意
特典

大和牛会席大和牛会席

一泊朝食付プラン
古都奈良をゆっくり散策してみませんか

朝食は大和名物「茶がゆ」
※白ごはんにも変更可

食事

食事

日本庭園を眺めながら会席料理をご堪能

大和牛会席プラン
14,300円13,300円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

6,300円5,300円

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～

メイン料理が大和牛ステーキの和風会席

　　7/1～9/30（8/15除く）／
1室1名様利用はプラス1,000円
条件

特典

（7）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
＋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

詳しくは、ホームページをご覧ください
https://www.kkr.or.jp/hotel/package



坊ちゃん会席（一例）坊ちゃん会席（一例）

14,650円12,150円
8,300円7,300円
7,300円6,300円

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

お子様
（小学生）

お子様
（幼児）

お造り3種盛り
に「鮑」をお1人
様に1個ご用意

●
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
。

第903号（8）　令和2年7月10日（8）　令和2年7月10日

　　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「焼きがに付会席」「紅ずわ
いがに姿盛り御膳」に変更可（要予約）

食事

　　7/1～9/30（8/13～16は別料金のた
め要問合せ）／土・休前日利用は1名様プラ
ス1,000円／1室1名様利用はプラス1,000
円（平日のみ利用可）／T付客室利用は1名様
プラス1,000円

条件

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

“美味い”と評判の料理と源泉かけ流し温泉が堪能できる宿

城崎夏満喫プラン

和歌山県和歌山県
白浜温泉白浜温泉

兵庫県豊岡市城崎町湯島75
0796-32-2631KKR城崎 玄武

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

兵庫県兵庫県
城崎温泉城崎温泉

食事

　　7/1～9/30

　　月替わりの会席料理
★Aお子様は「子ども会席」、
Bお子様は「エビフライ・ステーキセット」 条件

15,650円13,650円
10,955円9,555円
7,825円6,825円

1泊2食 1室2名～ 平日 土・休前日

大人

山口県山口市神田町2-18
083-922-3268KKR山口あさくら

良質な自家源泉と料理長自慢の創作和会席が評判
家族旅行にピッタリのお得なプラン

ファミリープラン

山口県山口県
湯田温泉湯田温泉

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

福岡市内の中心地 博多 天神 にも近いホテル
福岡県福岡県
博多博多

●道後温泉本館（徒歩10分）　
●松山城（電車20分）

食事

愛媛県松山市岩崎町1-7-37
089-941-2934KKR道後ゆづき

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！

夏の坊ちゃんプラン

愛媛県愛媛県
松山・道後温泉松山・道後温泉

お子様（小学生まで） 全日 5,000円

16,000円15,000円
1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～

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

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分
くまモンルーム和洋特別室から圧巻！ 熊本城天守閣を望む

洋中オーダーバイキング食べ放題プラン

熊本県熊本県
熊本熊本

お得な朝食付プラン
1泊朝食付  1室2名～
平日

9/30
まで

900円
土・休前日 900円

10,100円
9,100円

1泊2食 1室2名～

7/1～31、8/23～9/30

8/1～12・17～22

平日 Tなし和室

但馬牛会席但馬牛会席

●白良浜海水浴場
（徒歩2分） 
●アドベンチャーワ
ールド（車10分）

食事

　　90分間ご飯とステーキが食べ放題食事

四季めぐり会席プラン
自慢のお料理と入園券のセットプラン

鮑付鮑付

いっぱい食べて当館自慢の温泉も楽しもう！

　　7/1～9/30（7/23～25、
8/7～15除く）／T付8畳和室
条件

9,000円～15,900円～
1泊2食 大人 小学生（お子様定食）

1室2名～

6,500円～12,100円～
1泊2食 大人 お子様（小学生まで）

1室2名～

国産牛リブロースステーキ国産牛リブロースステーキ

ファミリープランファミリープラン

　　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）
特典

　　●小学生未満の方にお子様ラ
ンチ（夕・朝食）を1名様分 ●小学生
未満の方にアイスクリーム券 ●小学
生には夕食時、子どもビール（炭酸飲
料）1本 ●大人の方へは夕食時、日本
酒またはソフトドリンクを1杯 ●チェ
ックイン14:00、チェックアウト11:00

特典

　　7つの外湯めぐり無料券プレゼント特典
国産牛リブロース
ステーキ食べ放題プラン 但馬牛会席プラン

1泊2食 1室2名～（Tなし和室）

※8/13～16は別料金
15,100円~17,100円

9/30
まで

特典付特典付

※8月利用は大人プラス2,000円、Aお子様プラス
1,400円、Bお子様プラス1,000円 ※9月利用は大
人プラス1,000円、Aお子様プラス700円、Bお子
様プラス500円 ※7/22～25、8/8・9・13～15、
9/19～21は特別料金（施設へ要問合せ）

★7/1～31利用は1名様1,000円引（大人のみ）

Aお子様

Bお子様

　　　　　  1名様プラス2,500円で贅沢に
旬の食材を使用した『マドンナ会席』に変更可

　　瀬戸内海や宇和海で獲れた魚介類をは
じめ瀬戸内の食材を中心とした会席料理
★小学生はお子様会席、幼児の方はお子様ランチ

　　7/1～9/30（8/8～15除く）条件

お子様にポンジュース1杯
サービス

特典

健やか朝食付プラン
1日の始まりは美味しい朝食で！

広報紙限定広報紙限定
10歳以下のお子様の寝具・アメニティ料金が無料

8,400円6,300円
1泊朝食付 平日 土・休前日

1室1名～

8,100円6,000円
1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～

外観外観

朝食付ファミリープラン

　　当日予約可条件

　　2日前までに要予約
／電話予約限定
条件

　　●大人2名様につき10歳以下のお子様1名様分
の寝具・アメニティ料金が無料（朝食代別途600円） 
●ハリウッドツイン・トリプルにご案内可（要予約）

特典

1階カフェ
レストランにてご朝食

食事

　　滞在中の駐車料金無料
条件　　7/1～9/30／1日限定
5室 ※別途、福岡市宿泊税（1泊
あたり200円）をお預かりします

特典

食事

　　●小学生以下のお子様にくま
モンタオルと歯ブラシ＆ガチャガチ
ャ無料コイン1枚プレゼント
●滞在中の駐車場料金無料 
●「くまモン」ミネラルウォーター付　　洋中オーダーバイキング40種以上から

お好きなものを食べ放題 
※月曜はレストラン定休日のため
日本料理をご用意
条件　　7/1～9/30／電話予約限定／
くまモンルームは夏季限定1室 
※街側一般客室利用は大人11,500円～ 
※城側一般客室利用は大人12,500円～

特典

※城側客室利用はプラス
1,000円(2名様～)／シ
ングル利用は要問合せ

くまモンルームに泊まってくまモンルームに泊まって

くまモングッズくまモングッズ

＋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

土・休前日 900円
くまモンル ムは夏季限定1室 
※街側一般客室利用は大人11,500円～
※城側一般客室利用は大人12,500円～

1,000円(
ングル利用








