
忘新年会プラン 正餐料理 8名様～　
立食・着席ブッフェ 20名様～

★乾杯用スパークリングワインの特典付！
■ほかに正餐料理9,500円プランもあり

KKRホテル東京  ☎03-3287-2932

KKR忘新年会割引券で幹事様を応援!

KKR忘年会＆新年会特集KKR忘年会＆新年会特集
新生活様式対応の各種忘新年会プランをご用意いたしました！
今年も組合員様限定「KKR忘新年会割引券」の使用で、通常価格よりお１人様1,000円を全員分割引します！

KKRホテル金沢  ☎076-264-7858

KKRホテル大阪
組合員様限定 忘新年会プラン

「新生活様式」対応 節 SETSU

 ☎06-6941-1140
10名様～

洋食卓盛+飲み放題

月曜日～木曜日 4,400円 → 割引券使用 3,400円
金曜日～日曜日 4,900円 → 割引券使用 3,900円
■ほかに洋食卓盛、洋食コース、和食会席
　6,900円もあり

KKRホテル博多  ☎092-521-1433

コース料理+フリードリンク
洋食コース-節-7,200円
　→ 割引券使用 6,200円
和食会席-節-7,700円
　→ 割引券使用 6,700円

KKRポートヒル横浜
忘新年会プラン

 ☎045-621-9684
コース6名様～

洋食コーススタイルor和食重箱スタイル
通常5,000円 → 割引券使用 4,000円
※飲み放題別（1,500円・2,000円）
■ほかに、6,500円・8,000円の料理もあり　
■ポートヒル限定「神奈川県産やまゆり牛」のステーキ付！
★利用時間30分延長、乾杯用スパークリング
　ワイン等の特典付！

■ほかに7,000円・8,500円・10,000円の料理もあり
★送迎用タクシーチケットなどの選べる特典付！

※ご利用の際は事前にご予約ください。※料金・プラン内容は変更になる場合があります。※写真はすべてイメージです。

KKRホテル名古屋  ☎052-201-3390
忘新年会プラン 10名様～

和洋折衷会席or松花堂弁当+飲み放題

和食or洋食+飲み放題
通常 5,800円 → 割引券使用 4,800円

和食+ドリンク2杯
通常 4,500円 → 割引券使用 3,500円

8名様～

■他に和洋折衷コース-節-　8,200円もあり

　毎月1回10日発行第907号（8）　令和2年11月10日 第907号 令和2年11月10日　（1）

通常6,000円 → 割引券使用 5,000円
※期間中の日曜日・月曜日及び
　12/20 ～ 12/30は500円割引

※状況により個人盛になる場合があります

（祝日を除く）

KKRホテル熊本
Go To トラベル対応 忘新年会付 宿泊プラン

 ☎096-355-0123
4名様～

1泊2食付（会席料理）

■その他、リモート忘年会用の豪華お弁当4,000円～もあり

通常 10,000円
→Go To トラベル利用35%OFFで6,500円
→ 割引券使用 5,500円
さらに地域クーポン2,000円付！

割引券はほかのKKRホテルでも使用できます。　※詳しくは各施設のホームページ又は直接お電話でお問合せください。

新・忘新年会プラン
4名様～10名様

フランス料理or日本料理+飲み放題90分

通常 4,500円
→ 割引券使用 3,500円

KKRホテル東京
12階 展望レストラン芙蓉

2階レストラン
アイビス

 ☎03-3287-2934
11/16
▶1/31
11/16
▶1/31

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28 11/1

▶1/31
11/1
▶1/31

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

（12/30～ 1/3を除く）（12/30～ 1/3を除く）立食or着席ブッフェ+飲み放題
組合員 8,000円（一般8,500円～）
→ 割引券使用 7,000円

忘新年会
プラン

2～8名様

少人数向け
忘新年会
プラン

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

（12/30～ 1/3を除く）（12/30～ 1/3を除く）

※飲み物別途

10名様～

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
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受診を控えていませんか受診を控えていませんか

●名城病院・枚方公済病院

～コロナ禍でも連合会病院で
　必要な受診を～
～コロナ禍でも連合会病院で
　必要な受診を～
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※ＰＤＦ版の頁順は、１、２、７、８、３～６となっています

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、人間ドックや健康診断を控えていませんか。
病気の早期発見が遅れると重症化を招く可能性もあります。
皆様が安心して受診いただけるように全国の連合会病院で行っている感染症対策や診療体制、
人間ドック等についてご紹介します。詳しくは、病院のホームページをご覧ください。

日本医師会が患者さんが安心して医療機関に
来院できるよう、感染防止対策を徹底している
医療機関に対して、『新型コロナウイルス感染
症等感染防止対策実施医療機関 みんなで安心
マーク』を発行しています。

発熱されている方は専門入口、専門外来、
入院予定の方には胸部CT、手術の方には
PCR検査を行っています。

●横浜栄共済病院

感染が疑われる場合は、屋外に設置され
た専用の診療スペースへご案内し診察を
行います。

●横浜南共済病院

内科系の一部疾患（高血圧症、糖尿病等）
が対象です。当院の医師からご案内があ
り、CLINICSのアプリを設定された方は、
オンライン診療のご予約ができます。

●北陸病院

発熱等で来院された方は、別室（発熱者専
用）で待機・問診・診察をさせていただき
ます。

●広島記念病院

長崎県以外からの里帰りは、原則妊娠26週までに帰省。帰省後
2週間以上の自宅待機をとり、受診まで、毎日の体温測定や体調
管理。相談は産婦人科外来で対応させていただきます。

●佐世保共済病院
条件付きで里帰りの妊婦さんを受け入れ

今までご要望の多かった乳がん・婦人がん精密検診のコースで
す。毎週金曜日1日限定1名様の完全予約制のドックです。

●新小倉病院 女性専用ドック

「乳がんの発症リスクが高い人」、「一般的な乳がん検診の対象外・
不適当となる人」の2つの検診コースから「乳がんの発症しやす
さ」や、「個人の身体の状態」を評価して、それに応じてコースを選
択します。

●熊本中央病院 任意型乳がん検診コース

2021年2月から5月に
春のキャンペーンを実施します。
通常  初回 51,700円、
2回目以降 48,950円が
30,000円です。オプション検査も
多数ご用意しております。

●大手前病院
半日ドック割引

https://www.kkr.or.jp/
hospital/ hospital/

虎の門病院付属健康管理セン
ター・画像診断センターにてご
利用いただける「人間ドックギ
フト券」の販売を開始いたしま
した。ご家族やご友人など、大
切な方の健康を守るために人間ドックを勧めてみませんか？
※職場からの補助や割引との併用はできません。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

●虎の門病院
人間ドックギフト券

介護を頑張っているご家族及び各施設スタッフさんのため、療養
中の方に一時的に入院していただく休息（レスパイト）入院の受
け入れを行っています。また外出自粛の影響により筋力低下され
た方の短期リハビリ入院も行っています。
※入院の際は、かかりつけ医師からの紹介状が必要となります。

●千早病院

人間ドックに特典

女性必見みんなで安心マーク

発熱外来や専用入口等を設置

オンライン診療

休息(レスパイト)入院

▲UP

https://www.kkr.or.jp/


〇発熱や風邪の症状が見られる方や体調のすぐれない
方の参加は、ご遠慮願います。
〇相談会場では、マスクの着用をお願いいたします。
〇相談会場ご来訪時に、検温を実施させていただきます。
〇当会相談員は、マスクを着用して対応させていただ
きます。

全国年金相談会のご案内

ご予約は開催日の1週間前まで承りますが、定員になり次第締め切らせて
いただきますので、お早めにお申し込みください。

開催地 開催日 開催会場
11月26日（木）
11月27日（金）
12月  3日（木）
12月  4日（金）
12月10日（木）
12月11日（金）
12月17日（木）
12月18日（金）
1月14日（木）
1月15日（金）
1月21日（木）
1月22日（金）
1月29日（金）
 1月29日（金）

ホテル白鳥
白兎会館
ホテルセントヒル長崎
ホテルマリターレ創世 佐賀
ホテルリガーレ春日野
ＫＫＲホテルびわこ
ホテルグランヴェール岐山
ＫＫＲホテル名古屋
ＫＫＲ山口あさくら
広島ガーデンパレス
サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ
ホテル北野プラザ六甲荘
ＫＫＲポートヒル横浜
ＫＫＲホテル博多

松 江 市
鳥 取 市
長 崎 市
佐 賀 市
奈 良 市
大 津 市
岐 阜 市
名 古 屋 市
山 口 市
広 島 市
岡 山 市
神 戸 市
横 浜 市
福 岡 市
詳しくはKKRホームページをご覧ください 検索検索kkr年金相談会

▲なお、今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況や参加予約人数の状況等によっては、
止むを得ず開催を中止する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策（お願い）

連合会病院の医療従事者による新型コロナウイルスに関する
講話について動画配信を開始しました。

平成30年度に作成し、各共済組合に配付した「セカンドライフ
セミナー」のダイジェスト版DVDについて、より多くの組合員
の皆様にご視聴いただけるように、動画配信を開始しました。
また、中止となった「住宅フェア」についても、一部ホームペー
ジで公開しております。

※KKRホームページトップページ下にあるバナーをクリックして、
　アクセスしてください。

検索検索kkr住宅割引協定住宅会社一覧および割引率は

▲

住宅を購入する際は、ＫＫＲ住宅割引協定をご利用ください！
KKRでは、組合員の皆さまのマイホーム取得をサポートするため、住宅会社37社と割引協定を締結しています。
分譲マンション、戸建て住宅、注文住宅の購入、ご自宅の売却、土地の売買などの際に割引特典を受けることができます。是非、
ご活用ください。（一部、割引対象外の商品、物件があります。）※OBの方は割引対象外となります。

割引特典を利用する際は、協定住宅
会社のスタッフに、ご相談の際に共済
組合員証を提示し、「KKRの割引を
利用」する旨を申し出てください。
なお、KKRの割引を利用する場合、
紹介状は不要です。

割引手順 物
件
の
検
討・資
料
請
求

相
　談

〈
共
済
組
合
員
証
の
提
示
〉

契
　約
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　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。

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

★ 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

利用者の声

詳細はこちら

▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲

プロフィールの添削などもしていただき、とてもあ
りがたかったです。おかげさまで結婚したいと思え
る相手と出会えました。(31歳／女性 )

２０２０年１０月１日より料金がグッとオトクになりました！

年会員コース

■じっくり結婚相手を
　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

令和2年11月下旬～令和3年1月開催

●介護相談サービス(手続や制度、ご自身や家族の介護相談など)
●介護施設等のご案内(お近くの介護施設や医療機関の情報提供など)

検索検索kkr介護ダイヤル
インターネットでの情報収集及びご相談

年中無休 9:00～21:00ご相談
●福祉用具カタログや介護総合パンフレットの無料送付
●有料老人ホームのご案内・取次ぎ　など

取次サービス 平日9：00～17：00

KKR介護相談ダイヤル
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又は共済組合名をお伝えください。

KKR介護相談ダイヤルのページにあるバナーから専用サイトに移動してご相談ください。

介護に関する情報の閲覧と、メールによるご相談を
受け付けていますので、是非ご利用ください。24時間受付

※土日祝日 年末年始
　(12/29～1/4）を除く

主なサービス内容（通話・相談無料）

コ コ ロ
フリーダイヤル

か ら ハ ロ ー

0I20-556-860

ＫＫＲ介護準備セミナー

ＫＫＲ子育て相談ダイヤル

共済組合員の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）
●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

●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 コ　　コ　　ロの

●専門医等の予約制サービス （平日9時～17時）

　　　・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

※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」利用登録のご案内

KKRホームページにて「Webセミナー・フェア等」の動画配信を開始しました。

○ご利用の際は、事前登録が必要となります。
○基礎年金番号または長期組合員番号で登録ができます。
　　・「基礎年金番号」は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」は毎年６月末に送付する「退職年金分掛金の払込実績通知書」に表示されています。

①組合員期間情報
②標準報酬情報
③老齢厚生年金等の年金額の試算

④在職支給停止後の支給額の試算
⑤退職等年金給付の試算
⑥ねんきん定期便情報
⑦退職年金分掛金の払込実績通知書の閲覧

【ご利用内容】 登録・ご利用は
KKRホームページトップの

ここをクリック

新型コロナウイルスに関する講話

セカンドライフセミナー・住宅フェア

登録後概ね2週間程度で、連合会年金部から郵送により
「ユーザＩＤのお知らせ」を送付いたします。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催を延期・中止する場合がありますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

KKR主催セミナー開催案内開催日程の
お知らせ 要事前予約

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

是非KKRホームページから登録していただき、本サービス
をご利用ください。

開催地区
1月16日(土)
開催日

福岡朝日ビル
会　場

福　岡

仕事との両立「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

検索kkr介護準備 ＫＫＲマネープランセミナー30 NEW 検索kkrマネープラン

開催地区
2月6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。

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）

年金相談会は事前の予約が必要です

☎03-3265-9708予約受付
専用電話

受付時間　9：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く）

電話での
ご予約

▲UP



〇発熱や風邪の症状が見られる方や体調のすぐれない
方の参加は、ご遠慮願います。
〇相談会場では、マスクの着用をお願いいたします。
〇相談会場ご来訪時に、検温を実施させていただきます。
〇当会相談員は、マスクを着用して対応させていただ
きます。

全国年金相談会のご案内

ご予約は開催日の1週間前まで承りますが、定員になり次第締め切らせて
いただきますので、お早めにお申し込みください。

開催地 開催日 開催会場
11月26日（木）
11月27日（金）
12月  3日（木）
12月  4日（金）
12月10日（木）
12月11日（金）
12月17日（木）
12月18日（金）
1月14日（木）
1月15日（金）
1月21日（木）
1月22日（金）
1月29日（金）
 1月29日（金）

ホテル白鳥
白兎会館
ホテルセントヒル長崎
ホテルマリターレ創世 佐賀
ホテルリガーレ春日野
ＫＫＲホテルびわこ
ホテルグランヴェール岐山
ＫＫＲホテル名古屋
ＫＫＲ山口あさくら
広島ガーデンパレス
サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ
ホテル北野プラザ六甲荘
ＫＫＲポートヒル横浜
ＫＫＲホテル博多

松 江 市
鳥 取 市
長 崎 市
佐 賀 市
奈 良 市
大 津 市
岐 阜 市
名 古 屋 市
山 口 市
広 島 市
岡 山 市
神 戸 市
横 浜 市
福 岡 市
詳しくはKKRホームページをご覧ください 検索検索kkr年金相談会

▲なお、今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況や参加予約人数の状況等によっては、
止むを得ず開催を中止する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策（お願い）

連合会病院の医療従事者による新型コロナウイルスに関する
講話について動画配信を開始しました。

平成30年度に作成し、各共済組合に配付した「セカンドライフ
セミナー」のダイジェスト版DVDについて、より多くの組合員
の皆様にご視聴いただけるように、動画配信を開始しました。
また、中止となった「住宅フェア」についても、一部ホームペー
ジで公開しております。

※KKRホームページトップページ下にあるバナーをクリックして、
　アクセスしてください。

検索検索kkr住宅割引協定住宅会社一覧および割引率は

▲

住宅を購入する際は、ＫＫＲ住宅割引協定をご利用ください！
KKRでは、組合員の皆さまのマイホーム取得をサポートするため、住宅会社37社と割引協定を締結しています。
分譲マンション、戸建て住宅、注文住宅の購入、ご自宅の売却、土地の売買などの際に割引特典を受けることができます。是非、
ご活用ください。（一部、割引対象外の商品、物件があります。）※OBの方は割引対象外となります。

割引特典を利用する際は、協定住宅
会社のスタッフに、ご相談の際に共済
組合員証を提示し、「KKRの割引を
利用」する旨を申し出てください。
なお、KKRの割引を利用する場合、
紹介状は不要です。

割引手順 物
件
の
検
討・資
料
請
求

相
　談

〈
共
済
組
合
員
証
の
提
示
〉

契
　約

第907号（2）　令和2年11月10日 第907号 令和2年11月10日　（7）

　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。

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

★ 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

利用者の声

詳細はこちら
▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲

プロフィールの添削などもしていただき、とてもあ
りがたかったです。おかげさまで結婚したいと思え
る相手と出会えました。(31歳／女性 )

２０２０年１０月１日より料金がグッとオトクになりました！

年会員コース

■じっくり結婚相手を
　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

令和2年11月下旬～令和3年1月開催

●介護相談サービス(手続や制度、ご自身や家族の介護相談など)
●介護施設等のご案内(お近くの介護施設や医療機関の情報提供など)

検索検索kkr介護ダイヤル
インターネットでの情報収集及びご相談

年中無休 9:00～21:00ご相談
●福祉用具カタログや介護総合パンフレットの無料送付
●有料老人ホームのご案内・取次ぎ　など

取次サービス 平日9：00～17：00

KKR介護相談ダイヤル
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又は共済組合名をお伝えください。

KKR介護相談ダイヤルのページにあるバナーから専用サイトに移動してご相談ください。

介護に関する情報の閲覧と、メールによるご相談を
受け付けていますので、是非ご利用ください。24時間受付

※土日祝日 年末年始
　(12/29～1/4）を除く

主なサービス内容（通話・相談無料）

コ コ ロ
フリーダイヤル

か ら ハ ロ ー

0I20-556-860

ＫＫＲ介護準備セミナー

ＫＫＲ子育て相談ダイヤル

共済組合員の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）
●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

●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 コ　　コ　　ロの

●専門医等の予約制サービス （平日9時～17時）

　　　・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

※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」利用登録のご案内

KKRホームページにて「Webセミナー・フェア等」の動画配信を開始しました。

○ご利用の際は、事前登録が必要となります。
○基礎年金番号または長期組合員番号で登録ができます。
　　・「基礎年金番号」は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」は毎年６月末に送付する「退職年金分掛金の払込実績通知書」に表示されています。

①組合員期間情報
②標準報酬情報
③老齢厚生年金等の年金額の試算

④在職支給停止後の支給額の試算
⑤退職等年金給付の試算
⑥ねんきん定期便情報
⑦退職年金分掛金の払込実績通知書の閲覧

【ご利用内容】 登録・ご利用は
KKRホームページトップの

ここをクリック

新型コロナウイルスに関する講話

セカンドライフセミナー・住宅フェア

登録後概ね2週間程度で、連合会年金部から郵送により
「ユーザＩＤのお知らせ」を送付いたします。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催を延期・中止する場合がありますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

KKR主催セミナー開催案内開催日程の
お知らせ 要事前予約

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

是非KKRホームページから登録していただき、本サービス
をご利用ください。

開催地区
1月16日(土)
開催日

福岡朝日ビル
会　場

福　岡

仕事との両立「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

検索kkr介護準備 ＫＫＲマネープランセミナー30 NEW 検索kkrマネープラン

開催地区
2月6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。

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）

年金相談会は事前の予約が必要です

☎03-3265-9708予約受付
専用電話

受付時間　9：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く）

電話での
ご予約

▲UP



忘新年会プラン 正餐料理 8名様～　
立食・着席ブッフェ 20名様～

★乾杯用スパークリングワインの特典付！
■ほかに正餐料理9,500円プランもあり

KKRホテル東京  ☎03-3287-2932

KKR忘新年会割引券で幹事様を応援!

KKR忘年会＆新年会特集KKR忘年会＆新年会特集
新生活様式対応の各種忘新年会プランをご用意いたしました！
今年も組合員様限定「KKR忘新年会割引券」の使用で、通常価格よりお１人様1,000円を全員分割引します！

KKRホテル金沢  ☎076-264-7858

KKRホテル大阪
組合員様限定 忘新年会プラン

「新生活様式」対応 節 SETSU

 ☎06-6941-1140
10名様～

洋食卓盛+飲み放題

月曜日～木曜日 4,400円 → 割引券使用 3,400円
金曜日～日曜日 4,900円 → 割引券使用 3,900円
■ほかに洋食卓盛、洋食コース、和食会席
　6,900円もあり

KKRホテル博多  ☎092-521-1433

コース料理+フリードリンク
洋食コース-節-7,200円
　→ 割引券使用 6,200円
和食会席-節-7,700円
　→ 割引券使用 6,700円

KKRポートヒル横浜
忘新年会プラン

 ☎045-621-9684
コース6名様～

洋食コーススタイルor和食重箱スタイル
通常5,000円 → 割引券使用 4,000円
※飲み放題別（1,500円・2,000円）
■ほかに、6,500円・8,000円の料理もあり　
■ポートヒル限定「神奈川県産やまゆり牛」のステーキ付！
★利用時間30分延長、乾杯用スパークリング
　ワイン等の特典付！

■ほかに7,000円・8,500円・10,000円の料理もあり
★送迎用タクシーチケットなどの選べる特典付！

※ご利用の際は事前にご予約ください。※料金・プラン内容は変更になる場合があります。※写真はすべてイメージです。

KKRホテル名古屋  ☎052-201-3390
忘新年会プラン 10名様～

和洋折衷会席or松花堂弁当+飲み放題

和食or洋食+飲み放題
通常 5,800円 → 割引券使用 4,800円

和食+ドリンク2杯
通常 4,500円 → 割引券使用 3,500円

8名様～

■他に和洋折衷コース-節-　8,200円もあり

　毎月1回10日発行第907号（8）　令和2年11月10日 第907号 令和2年11月10日　（1）

通常6,000円 → 割引券使用 5,000円
※期間中の日曜日・月曜日及び
　12/20 ～ 12/30は500円割引

※状況により個人盛になる場合があります

（祝日を除く）

KKRホテル熊本
Go To トラベル対応 忘新年会付 宿泊プラン

 ☎096-355-0123
4名様～

1泊2食付（会席料理）

■その他、リモート忘年会用の豪華お弁当4,000円～もあり

通常 10,000円
→Go To トラベル利用35%OFFで6,500円
→ 割引券使用 5,500円
さらに地域クーポン2,000円付！

割引券はほかのKKRホテルでも使用できます。　※詳しくは各施設のホームページ又は直接お電話でお問合せください。

新・忘新年会プラン
4名様～10名様

フランス料理or日本料理+飲み放題90分

通常 4,500円
→ 割引券使用 3,500円

KKRホテル東京
12階 展望レストラン芙蓉

2階レストラン
アイビス

 ☎03-3287-2934
11/16
▶1/31
11/16
▶1/31

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28 11/1

▶1/31
11/1
▶1/31

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

（12/30～ 1/3を除く）（12/30～ 1/3を除く）立食or着席ブッフェ+飲み放題
組合員 8,000円（一般8,500円～）
→ 割引券使用 7,000円

忘新年会
プラン

2～8名様

少人数向け
忘新年会
プラン

11/1
▶2/28
11/1
▶2/28

（12/30～ 1/3を除く）（12/30～ 1/3を除く）

※飲み物別途

10名様～

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

kkr病院一覧 検索検索

受診を控えていませんか受診を控えていませんか

●名城病院・枚方公済病院

～コロナ禍でも連合会病院で
　必要な受診を～
～コロナ禍でも連合会病院で
　必要な受診を～
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※ＰＤＦ版の頁順は、１、２、７、８、３～６となっています

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、人間ドックや健康診断を控えていませんか。
病気の早期発見が遅れると重症化を招く可能性もあります。
皆様が安心して受診いただけるように全国の連合会病院で行っている感染症対策や診療体制、
人間ドック等についてご紹介します。詳しくは、病院のホームページをご覧ください。

日本医師会が患者さんが安心して医療機関に
来院できるよう、感染防止対策を徹底している
医療機関に対して、『新型コロナウイルス感染
症等感染防止対策実施医療機関 みんなで安心
マーク』を発行しています。

発熱されている方は専門入口、専門外来、
入院予定の方には胸部CT、手術の方には
PCR検査を行っています。

●横浜栄共済病院

感染が疑われる場合は、屋外に設置され
た専用の診療スペースへご案内し診察を
行います。

●横浜南共済病院

内科系の一部疾患（高血圧症、糖尿病等）
が対象です。当院の医師からご案内があ
り、CLINICSのアプリを設定された方は、
オンライン診療のご予約ができます。

●北陸病院

発熱等で来院された方は、別室（発熱者専
用）で待機・問診・診察をさせていただき
ます。

●広島記念病院

長崎県以外からの里帰りは、原則妊娠26週までに帰省。帰省後
2週間以上の自宅待機をとり、受診まで、毎日の体温測定や体調
管理。相談は産婦人科外来で対応させていただきます。

●佐世保共済病院
条件付きで里帰りの妊婦さんを受け入れ

今までご要望の多かった乳がん・婦人がん精密検診のコースで
す。毎週金曜日1日限定1名様の完全予約制のドックです。

●新小倉病院 女性専用ドック

「乳がんの発症リスクが高い人」、「一般的な乳がん検診の対象外・
不適当となる人」の2つの検診コースから「乳がんの発症しやす
さ」や、「個人の身体の状態」を評価して、それに応じてコースを選
択します。

●熊本中央病院 任意型乳がん検診コース

2021年2月から5月に
春のキャンペーンを実施します。
通常  初回 51,700円、
2回目以降 48,950円が
30,000円です。オプション検査も
多数ご用意しております。

●大手前病院
半日ドック割引

https://www.kkr.or.jp/
hospital/ hospital/

虎の門病院付属健康管理セン
ター・画像診断センターにてご
利用いただける「人間ドックギ
フト券」の販売を開始いたしま
した。ご家族やご友人など、大
切な方の健康を守るために人間ドックを勧めてみませんか？
※職場からの補助や割引との併用はできません。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

●虎の門病院
人間ドックギフト券

介護を頑張っているご家族及び各施設スタッフさんのため、療養
中の方に一時的に入院していただく休息（レスパイト）入院の受
け入れを行っています。また外出自粛の影響により筋力低下され
た方の短期リハビリ入院も行っています。
※入院の際は、かかりつけ医師からの紹介状が必要となります。

●千早病院

人間ドックに特典

女性必見みんなで安心マーク

発熱外来や専用入口等を設置

オンライン診療

休息(レスパイト)入院

▲UP
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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

効能豊かな北の名湯100％かけ流し

お得に宿泊！ 得々プラン
1泊2食 1室2名～ 12/30

まで

季節の素材を使った会席料理

四季御膳プラン北海道の旬を満喫♪

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

11/10～12/30／1室1名様利用は
プラス1,500円

北海道ならではの食材を吟味し季節に
合わせた料理

食事

条件

1泊2食 平日 土・休前日

1室2名～ 8,330円 8,830円 1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 13,800円 14,800円

源泉100％かけ流し温泉（硫黄泉）
川湯温泉は古くから湯治湯として知られる名湯です 6,830円～7,830円

四季御膳四季御膳

北海道ならではの旬の味覚と源泉かけ流しの温泉
北海道ならではの新鮮なお刺身満載

絶品！
海の幸御膳プラン

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

11/10～
12/29

お造り、焼き物、鍋など、
まさに絶品の海の幸満載

食事 条件

自慢の温泉は
湯の川温泉でも珍しい「源泉かけ流し」

海の幸御膳海の幸御膳

お部屋食お部屋食

★旬の素材をレストランでご用意

お手軽満喫得々プラン
1泊2食 1室1名～

12/29
まで

9,800円～10,800円

ロープウェイが目の前、四季の魅力満喫の温泉宿
たっぷりの天然温泉と山形の味覚を満喫

蟹とローストビーフの特選プラン

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

　　11/10～12/25／1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

●ズワイガニの蟹すき鍋 ●ローストビーフ 
●洋風茶碗蒸し の3品を加えた会席膳
★山形名物『芋煮汁』付

食事

条件

1泊２食 全日

1室２名 24,900円

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 11,300円 12,300円

特選会席膳特選会席膳

皇居に隣接、東京駅からアクセス良好
厳選した旬の高級食材のみを使用したディナープラン

東京プレミアムプラン

KKRホテル東京 東京都千代田区大手町1-4-1
03-3287-2921東京都

竹橋

　　11/10～3/31（12/31～
1/3除く）／ツイン利用時料金／3日前15
時までに要予約／フランス料理は平日のみ
※他の客室タイプもございます

日本料理orフランス料理
からお選びください

食事

条件
駐車料金無料（到着日6:00～
チェックアウト日22:00）

特典
洋食洋食 和食和食

JR山形駅より蔵王温泉
直行便で約40分、バス
停から当館まで徒歩5分

バスでお越しの方へ

温泉＆錦秋に包まれた静かな一軒宿
ソフトドリンク飲み放題＆魚沼産コシヒカリ付ソフトドリンク飲み放題＆魚沼産コシヒカリ付

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

11/10～12/25／1室1名様利用は
プラス1,000円（平日のみ利用可）

上州牛やカニをメインに旬の地物を
活かした献立 ★ソフトドリンク飲み放題付

食事

条件

1泊２食 11月の全日

1室２名～ 19,650円

12月の全日

18,350円

上州牛＆カニ会席上州牛＆カニ会席

四季替わり会席 ※日替わりのため一例です四季替わり会席 ※日替わりのため一例です

本紙掲載のプランでKKR水上orKKR湯沢にご宿泊のお客様

上州牛＆
カニ会席プラン

新米付新米付 新米付新米付

新米「魚沼産コシヒカリ」付
水上・湯沢 共通特典 ★お1人様につき5kg

1泊2食 平日 11/10～11/22 11/23～12/18

1室２名～ 14,800円 13,800円

谷川連峰のパノラマが広がる展望温泉の宿
ソフトドリンク飲み放題＆魚沼産コシヒカリ付

四季替わりスタンダードプラン

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

　　 11/10～12/18／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2,000円（平日のみ
利用可）／風呂付和室に変更は1名様プラス1,000円

季節の日替わりスタンダードコース ★ソフトドリンク
飲み放題 ★1名様プラス2,200円で夕食グレードアップ可

食事

条件

スキー場開き 12月上旬
初滑り料金（12/18まで）
1日券3,000円　

温泉
情報
温泉
情報

温泉
情報
温泉
情報



＋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

金目鯛のしゃぶしゃぶ＆黒毛和牛の
ステーキが付く豪華会席料理
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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

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 13,400円 15,400円

港の見える丘公園に隣接する結婚式のできるホテル
横浜のイルミネーションとともにご満喫ください横浜のイルミネーションとともにご満喫ください

フレンチコースプランやまゆり牛＆松茸の洋風土瓶蒸し

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

　　11/10～12/22／山手側和室／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

●神奈川県産「やまゆり牛」のステーキ
●洋風松茸の土瓶蒸し ほか

食事

条件

レストランからの夜景レストランからの夜景

※山手側和室利用時料金

連泊がお得！ 朝食付プラン
1泊2食 1室2名～
1泊目 12/30

まで8,000円

2泊目以降
7,500円

夕食時ワンドリンクサービス特典

車、荷物等朝
から預かり可

特典

平日限定平日限定

※12/24～
　26除く
※12/24～
　26除く

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 16,100円 19,600円

湘南鎌倉の和風リゾートホテル
この秋おすすめ！プレミアムグルメプラン

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

　　11/10～12/28／お部屋食は和室のみ

食事

条件

会席料理会席料理

鎌倉の朝ごはんプラン
1泊2食 1室2名～
平日
10,100円～

土・休前日
12,700円～

黒毛和牛のステーキ付会席プラン
金目鯛のしゃぶしゃぶ＆お部屋食お部屋食

12/28
まで

紅葉情報紅葉情報 長谷寺のライトアップが幻想的
（11月下旬～12月上旬）

とろける足柄牛を4つの調理法で、5つの
部位を食べ比べ

江ノ島・湘南散策の拠点となる料理自慢の宿
KKR江ノ島ニュー向洋

静岡県熱海市春日町7-39
0557-85-2000

神奈川県
湘南･片瀬海岸

客室一例客室一例

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 15,950円 18,450円

箱根の奥座敷、箱根七湯のひとつ木賀温泉
贅沢にブランド牛を食べつくしてみませんか

KKR宮の下 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
0460-87-2350

11/10～12/30／5日前の15時までに要予
約／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）

※11/21・22と12/29・30利用はお1人様19,450円
食事

条件

足柄牛会席足柄牛会席

木賀会席プラン
1泊2食 1室2名～
10,950円～14,450円

12/30
まで

足柄牛会席プラン

　　味噌仕立ての猪鍋で身体の芯から温まって
ください ★お食事は伊豆の名物「わさび丼」をご用意

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 9,990円 10,990円

かけ流しの湯が評判の静かなお宿
冬の定番「鍋」を今年は「猪鍋」でご用意します

KKR伊豆長岡 千歳荘 静岡県伊豆の国市古奈82
055-948-0010

11/10～12/25／
7日前まで要予約

※11/21・22利用は大人お1人様11,990円
食事

条件

猪鍋とわさび丼猪鍋とわさび丼

猪鍋とわさび丼プラン

静岡県
伊豆・熱海温泉

全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル
KKRホテル熱海

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
0466-23-7710

四季彩会席四季彩会席

　　夕食・朝食とも客室でお召し上がりいただくお
部屋食コース ●夕食は、お造り・焼物・煮物・揚物・
蒸物やデザートまで！ ●朝食はアジの干物メイン
の和食

1泊２食 平日 土・休前日と12/27・28

1室２名～ 8,000円 10,000円

安心＆のんびりと♪心置きなくお過ごしください

　　11/10～12/28／1室1名様
利用はプラス1,000円／BT付客室
は大人1名様プラス1,000円／6畳
利用は大人1名様500円引

食事

条件

1泊２食 平日 土・休前日

1室1名～ 14,000円 17,000円

海の恵みが堪能できる季節の和会席

旬の食材を使用し時季により内容を替えて
提供する和会席

食事

11/10～12/28（11/21・22、
12/6・13除く）／1室4名様利用
はお1人様1,000円引／1室1名
様利用はシングルルーム

条件

秋の四季彩プラン

敷地内から湧き出る源泉を使用
★内風呂・露天風呂とも相模湾が一望できます

貸切風呂もかけ流し温泉！
利用無料（要予約）紅葉情報紅葉情報 熱海梅園もみじまつり

（11/14～12/6）

●新江ノ島水族館（徒歩15分）
●江の島（徒歩20分）

夕食も朝食もお部屋でプランお部屋食お部屋食

夕食・朝食お部屋食夕食・朝食お部屋食

三島スカイウォーク
（車30分）

静岡県
沼津

　　●夕食は「海鮮重」「さくら海老のかき揚げ」
「1人1匹！ 金目鯛の煮付け」 ●朝食は「和食膳」
★夕食・朝食ともにお部屋でのご提供 
※大人5名様以上の場合は別室の場合あり

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 11,550円 14,050円

駿河湾の夕陽と富士の雄姿を臨む海辺の温泉宿
お部屋食でゆっくり♪三ツ星プラン

KKR沼津はまゆう 静岡県沼津市志下192
055-931-0592

※11/2利用はお1人様12,550円
※11/21・22利用はお1人様15,050円
食事

　　11/10～12/25／1室1名様利用
はプラス1,000円（平日のみ利用可）
条件

お部屋食お部屋食

お部屋で三ツ星プラン

特別宿泊プラン「かがやき」

●沼津港深海水族館（車10分）
●三島スカイウォーク（車30分）

金沢城公園・玉泉院
丸庭園ライトアップ
（11/29まで毎日）

神奈川県
鎌倉

神奈川県
箱根

　　A5ランク和牛の
逸品＆旬の諏訪湖わ
かさぎがメインの和
風会席コース ★ソフト
ドリンクバー全10種類付

1泊２食 平日 土・休前日と12/27～30

1室２名～ 12,350円 13,350円

畳の館内が心地よい天然温泉かけ流しの宿
10種類の無料ソフトドリンクバー付

KKR諏訪湖荘 長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
0266-58-1259

　　11/10～12/30／
1室1名様利用はプラス
500円／Tなし和室／T
付客室利用は1名様プ
ラス1,000円

食事 条件

信州牛＆わかさぎ炭火焼信州牛＆わかさぎ炭火焼

「五蔵地酒 純米吟醸酒」
おみやげ付プラン
1泊2食 1室2名～ 12,350円～

12/30
まで

A5信州牛＆諏訪湖わかさぎ
炭火焼きプラン

長野県
上諏訪

静岡県
伊豆長岡温泉

★諏訪市甲州街道沿いの5軒の酒蔵すべてのお酒
　が楽しめる「飲み比べセット」のお土産付

　　和食料理長が「地産地消」をテーマに創りあげ
た新メニュー ★夕食・朝食とも「白梅亭」個室でお召し上
がりください

1泊２食 平日 土・休前日

1室1～3名 23,800円 25,800円

金沢城公園の前、観光に便利なシティホテル
日本庭園を眺める個室でお食事を

KKRホテル金沢 石川県金沢市大手町2-32
076-264-3261

　　●このプランのみJR金沢駅に
無料送迎（要予約） ●駐車料金無料 
●2名様客室はデラックスツイン

　　11/10～11/30／3日前
まで要予約／1日限定3組 
※別途、金沢市宿泊税（1泊あたり
200円）をお預かりします

食事

条件

夕食夕食

石川県
金沢

温泉
情報
温泉
情報

温泉
情報
温泉
情報

伊勢まぐろの造り、握りなど創作まぐろ
会席料理

1泊２食 平日 土・休前日

1室1名～ 15,200円 16,200円

日本三名泉の下呂温泉と創作和会席の宿
期間限定の会席料理をご賞味

KKR下呂しらさぎ 岐阜県下呂市森1209
0576-25-5505

11/10～12/30／リビング付ツイン
ルームは別料金

食事

条件

伊勢まぐろ会席伊勢まぐろ会席

岐阜県
下呂温泉

伊勢まぐろ
スペシャル会席プラン

温泉
情報
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！

特典
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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

　　近江牛料理（炙り寿司・溶岩焼・しゃぶしゃぶ
orすきやき）と季節の逸品料理を堪能

1泊２食 日～木曜 土・休前日

1室２名～ 19,400円 22,200円

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル
当ホテル最高峰！ 絶品近江牛料理を満喫

KKRホテルびわこ 滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020

　　11/10～1/31（11/10～27と12/27～1/3
は別料金のため要問合せ）／1室1名様利用はプ
ラス1,000円（平日のみ利用可）／客室定員利用

※金曜日利用はお1人様20,400円
食事

条件

近江牛極み会席近江牛極み会席

近江牛極み会席プラン

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）

滋賀県
琵琶湖

和室1室4名以上利用で
鯛のうす造りサービス

特典

秋の食材をふんだんに使用した
「京会席」

1泊２食 平日

1室1名～ 14,000円～18,000円

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
温泉露天風呂＆無料駐車場あり（25台）！

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

　　11/10～11/30／土・休前日利用は
プラス2,000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

食事

条件

鴨川会席鴨川会席

紅葉情報紅葉情報
●大原三千院（11月中旬～11月下旬）バス50分
●東福寺（11月中旬～11月下旬）電車15分　
●実相院（11月中旬～12月上旬）バス30分
●京都御所（11月下旬～12月中旬）徒歩10分　
※例年の見頃

京都府
京都

鴨川会席プラン

　　あべのハルカス300展望台
チケット引換券付(1,500円相当) 
※現地で入場券との引き換えが必要と
なります ※料金はお1人様あたり

特典

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）

1泊素泊まり 平日・日曜 土・休前日

5,100円 5,600円

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
地上300m! 日本一の超高層ビルから大阪の街を一望

あべのハルカス300
展望台チケット引換券付プラン

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

　　11/10～12/30
（11/21・22利用は特
別料金のため要問合せ）

条件

あべのハルカスあべのハルカス

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名（ツイン）6,900円 8,900円

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル
大阪城を目の前に、美味しい朝食で元気に行こう！大阪城を目の前に、美味しい朝食で元気に行こう！

秋旅大阪朝食付プラン

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

11/10～12/30／シングル・トリプル利用
は要問合せ／大阪城側客室利用は1名様プ
ラス500円（通常1,000円）

大阪城が一望できる12Fのレストランで
和食膳のご朝食

食事

条件

和朝食膳和朝食膳

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

春日懐石利き酒プラン
1泊2食 1室2名～

11月

12月・1月

平日

20,150円

18,150円

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿
奈良の美食と地酒のマリアージュ

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

11/10～1/31（12/31～1/1除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円

　　みかさ荘自慢の
「春日懐石」
★料理に合わせて取り揃
えた奈良の地酒から3種
類を選べる利き酒セット付

食事

条件

土・休前日利用は1名様プラス1,000円／
利き酒なしは1名様850円引

条件

春日懐石春日懐石

1泊2食 1室2名～
11,300円～14,300円

鰻重or大和牛ステーキ重
プラン

お部屋食お部屋食

　　●活けがに三昧：かにすき鍋・焼きがに・
かに刺し・雑炊・茹でがに姿盛り・せこがに 
★かに刺しと茹でがには活けずわいがに（タグ付）
を使用 ●かに御膳：かに料理の会席コース 
●かにづくし：かにすき鍋・焼きがに・かに刺
し・雑炊・茹でがに姿盛り

1泊2食 1室2名～
（Tなし和室） 活けがに三昧

平日 30,400円

かに御膳

18,400円

かにづくし

16,400円

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿
ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫

KKR城崎 玄武 兵庫県豊岡市城崎町湯島75
0796-32-2631

　　11/10～12/28／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

食事
条件

かにづくしかにづくし

冬の味覚プラン

兵庫県
城崎温泉

7つの外湯めぐり無料券プレゼント特典

愛媛県
松山・道後温泉

　　ふぐ薄造り、ふぐちり鍋、ふぐ唐揚げ等のふぐ会席
　　　　　　　　　 1名様プラス3,000円で
人気の『厳選とらふぐ会席』に変更可

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 15,650円 17,650円

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿
季節の食材「ふぐ」を調理長が丹念に調理します

KKR道後ゆづき 愛媛県松山市岩崎町1-7-37
089-941-2934

食事

　　11/10～12/27／1室1名様利用は
プラス1,000円
条件

※写真のふぐ刺しは3人前です※写真のふぐ刺しは3人前です

美食ふぐ会席プラン

●道後温泉3つの外湯「道後温泉本館」
　「椿の湯」「飛鳥の湯泉」（徒歩10分）
●日本100名城「松山城」（電車20分）

博多四季会席プラン
1泊２食 平日 土・休前日

1室1～3名 13,600円 14,600円

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

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

11/10～12/29／1日限定5室／2日前まで
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

旬の食材を使用した月替わりの会席食事

条件

四季会席　※月替わりのため一例です四季会席　※月替わりのため一例です

健やか朝食付プラン
1室1～3名 1泊朝食付
平日
6,300円

土・休前日
8,400円

12/29
まで

滞在中の駐車料金無料特典

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～ 7,900円 8,900円

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分
名城「熊本城」大・小天守閣完成！※熊本城まで徒歩5分名城「熊本城」大・小天守閣完成！※熊本城まで徒歩5分

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

　　 11/10～12/29／1名様プラス1,000円で
城側客室に変更可（2名様から）／1室1名様利用
は要問合せ／電話予約限定

朝食は和洋料理のお膳でご用意食事

条件

レストランレストラン

旬のくまもと会席プラン
今なら超お得
同料金で1泊2食

にもできます

12/29
まで

●お1人様1本ミネラルウォーター付
●滞在中駐車場料金無料（通常1,000円）

特典

お得な！朝食付プラン大天守閣完成大天守閣完成

1泊２食 平日 土・休前日

1室1名～ 15,800円 16,800円

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル
肉質が柔らかく、味の広がりも良い愛知県ブランド牛肉質が柔らかく、味の広がりも良い愛知県ブランド牛

知多牛のしゃぶしゃぶと
鮑のステーキプラン

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

11/10～12/25／1室2名様以上の場合は
城側客室をご用意／3日前まで要予約／18
時までにご到着ください

　　 知多牛のしゃぶしゃぶと鮑
のステーキがメインのご夕食
食事

条件

知多牛しゃぶしゃぶ
※写真はイメージ
知多牛しゃぶしゃぶ
※写真はイメージ

さわやか朝食付プラン
1泊朝食付 1室1名～
平日
6,800円

土・休前日
7,800円

12/25
まで

駐車場
料金無料

特典

（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

＋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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※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

　　近江牛料理（炙り寿司・溶岩焼・しゃぶしゃぶ
orすきやき）と季節の逸品料理を堪能

1泊２食 日～木曜 土・休前日

1室２名～ 19,400円 22,200円

悠久の琵琶湖を臨む露天風呂のある安らぎのホテル
当ホテル最高峰！ 絶品近江牛料理を満喫

KKRホテルびわこ 滋賀県大津市下阪本1-1-1
077-578-2020

　　11/10～1/31（11/10～27と12/27～1/3
は別料金のため要問合せ）／1室1名様利用はプ
ラス1,000円（平日のみ利用可）／客室定員利用

※金曜日利用はお1人様20,400円
食事

条件

近江牛極み会席近江牛極み会席

近江牛極み会席プラン

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）

滋賀県
琵琶湖

和室1室4名以上利用で
鯛のうす造りサービス

特典

秋の食材をふんだんに使用した
「京会席」

1泊２食 平日

1室1名～ 14,000円～18,000円

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
温泉露天風呂＆無料駐車場あり（25台）！

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

　　11/10～11/30／土・休前日利用は
プラス2,000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

食事

条件

鴨川会席鴨川会席

紅葉情報紅葉情報
●大原三千院（11月中旬～11月下旬）バス50分
●東福寺（11月中旬～11月下旬）電車15分　
●実相院（11月中旬～12月上旬）バス30分
●京都御所（11月下旬～12月中旬）徒歩10分　
※例年の見頃

京都府
京都

鴨川会席プラン

　　あべのハルカス300展望台
チケット引換券付(1,500円相当) 
※現地で入場券との引き換えが必要と
なります ※料金はお1人様あたり

特典

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）

1泊素泊まり 平日・日曜 土・休前日

5,100円 5,600円

大阪駅から徒歩８分、明るくゆとりのある客室
地上300m! 日本一の超高層ビルから大阪の街を一望

あべのハルカス300
展望台チケット引換券付プラン

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

　　11/10～12/30
（11/21・22利用は特
別料金のため要問合せ）

条件

あべのハルカスあべのハルカス

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名（ツイン）6,900円 8,900円

眼前に大阪城公園の緑が広がるシティホテル
大阪城を目の前に、美味しい朝食で元気に行こう！大阪城を目の前に、美味しい朝食で元気に行こう！

秋旅大阪朝食付プラン

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

11/10～12/30／シングル・トリプル利用
は要問合せ／大阪城側客室利用は1名様プ
ラス500円（通常1,000円）

大阪城が一望できる12Fのレストランで
和食膳のご朝食

食事

条件

和朝食膳和朝食膳

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

春日懐石利き酒プラン
1泊2食 1室2名～

11月

12月・1月

平日

20,150円

18,150円

奈良公園に近く、和の趣を味わえる宿
奈良の美食と地酒のマリアージュ

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

11/10～1/31（12/31～1/1除く）／1室
1名様利用はプラス1,000円

　　みかさ荘自慢の
「春日懐石」
★料理に合わせて取り揃
えた奈良の地酒から3種
類を選べる利き酒セット付

食事

条件

土・休前日利用は1名様プラス1,000円／
利き酒なしは1名様850円引

条件

春日懐石春日懐石

1泊2食 1室2名～
11,300円～14,300円

鰻重or大和牛ステーキ重
プラン

お部屋食お部屋食

　　●活けがに三昧：かにすき鍋・焼きがに・
かに刺し・雑炊・茹でがに姿盛り・せこがに 
★かに刺しと茹でがには活けずわいがに（タグ付）
を使用 ●かに御膳：かに料理の会席コース 
●かにづくし：かにすき鍋・焼きがに・かに刺
し・雑炊・茹でがに姿盛り

1泊2食 1室2名～
（Tなし和室） 活けがに三昧

平日 30,400円

かに御膳

18,400円

かにづくし

16,400円

駅から徒歩1分、日本海の幸が楽しめる宿
ずわいがにと外湯めぐりで城崎温泉を満喫

KKR城崎 玄武 兵庫県豊岡市城崎町湯島75
0796-32-2631

　　11/10～12/28／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

食事
条件

かにづくしかにづくし

冬の味覚プラン

兵庫県
城崎温泉

7つの外湯めぐり無料券プレゼント特典

愛媛県
松山・道後温泉

　　ふぐ薄造り、ふぐちり鍋、ふぐ唐揚げ等のふぐ会席
　　　　　　　　　 1名様プラス3,000円で
人気の『厳選とらふぐ会席』に変更可

1泊２食 平日 土・休前日

1室２名～ 15,650円 17,650円

名湯、道後温泉で風情あふれるくつろぎの宿
季節の食材「ふぐ」を調理長が丹念に調理します

KKR道後ゆづき 愛媛県松山市岩崎町1-7-37
089-941-2934

食事

　　11/10～12/27／1室1名様利用は
プラス1,000円
条件

※写真のふぐ刺しは3人前です※写真のふぐ刺しは3人前です

美食ふぐ会席プラン

●道後温泉3つの外湯「道後温泉本館」
　「椿の湯」「飛鳥の湯泉」（徒歩10分）
●日本100名城「松山城」（電車20分）

博多四季会席プラン
1泊２食 平日 土・休前日

1室1～3名 13,600円 14,600円

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

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

11/10～12/29／1日限定5室／2日前まで
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

旬の食材を使用した月替わりの会席食事

条件

四季会席　※月替わりのため一例です四季会席　※月替わりのため一例です

健やか朝食付プラン
1室1～3名 1泊朝食付
平日
6,300円

土・休前日
8,400円

12/29
まで

滞在中の駐車料金無料特典

1泊朝食付 平日 土・休前日

1室2名～ 7,900円 8,900円

熊本城を目前に臨み、繁華街まで徒歩7分
名城「熊本城」大・小天守閣完成！※熊本城まで徒歩5分名城「熊本城」大・小天守閣完成！※熊本城まで徒歩5分

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

　　 11/10～12/29／1名様プラス1,000円で
城側客室に変更可（2名様から）／1室1名様利用
は要問合せ／電話予約限定

朝食は和洋料理のお膳でご用意食事

条件

レストランレストラン

旬のくまもと会席プラン
今なら超お得
同料金で1泊2食

にもできます

12/29
まで

●お1人様1本ミネラルウォーター付
●滞在中駐車場料金無料（通常1,000円）

特典

お得な！朝食付プラン大天守閣完成大天守閣完成

1泊２食 平日 土・休前日

1室1名～ 15,800円 16,800円

名古屋城を間近に望む、くつろぎのシティホテル
肉質が柔らかく、味の広がりも良い愛知県ブランド牛肉質が柔らかく、味の広がりも良い愛知県ブランド牛

知多牛のしゃぶしゃぶと
鮑のステーキプラン

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

11/10～12/25／1室2名様以上の場合は
城側客室をご用意／3日前まで要予約／18
時までにご到着ください

　　 知多牛のしゃぶしゃぶと鮑
のステーキがメインのご夕食
食事

条件

知多牛しゃぶしゃぶ
※写真はイメージ
知多牛しゃぶしゃぶ
※写真はイメージ

さわやか朝食付プラン
1泊朝食付 1室1名～
平日
6,800円

土・休前日
7,800円

12/25
まで

駐車場
料金無料

特典

（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

＋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



1泊2食 木～月曜日

1室2名～ 12,200円

敷地内から湧く源泉を贅沢にかけ流しの静かな宿
名城「熊本城」大・小天守閣完成！※熊本城まで徒歩5分お部屋にて心ゆくまでゆっくりお召し上がりいただけます

KKR平湯たから荘 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-120578-89-2626

　　 A5等級飛騨牛が1品付い
た料理長特製のお弁当と奥飛騨
の高級地酒3種（白ビール、黒ビ
ール、特選蓬莱）をお部屋にご用
意 ★お弁当のみプランに変更は平日
4,900円引、土・休前日3,900円引

食事

特典付夕食弁当特典付夕食弁当

お部屋でお弁当プラン

岐阜県
平湯温泉

特典付特典付

1泊2食 木～月曜日

1室2名～ 22,200円

大変なお値打ち価格でご提供しております

　　 A5特選飛騨牛（モモ、ヒレ、サーロ
イン）合計200gをステーキで食べ比べ 
★A5飛騨牛150gセレクトプランに変更は平
日7,400円引、土・休前日6,400円引（要予約）

食事

飛騨牛3種
食べ比べ
飛騨牛3種
食べ比べ

A5飛騨牛
3種食べ比べプラン

1日8組限定1日8組限定

うれしいうれしい
無料送迎付

　　 11/10～12/28の木～月曜日（火・水曜日を除く）
／1室1名様利用はプラス2,000円（平日のみ利用可） 
※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～）

朝食はお部屋で「おにぎり弁当」食事
星座早見表プレゼント特典

条件

※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

屋上テラス

▲UP




