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私たちはみなさまの生活をサポートします！私たちはみなさまの生活をサポートします！

国家公務員共済組合連合会（ＫＫＲ）は、国家公務員（共済組合員）
のみなさまの年金や福祉事業に関する業務を、加入共済組合と共同して
行うことを目的に設立されています。
年金の管理・運用、各種手続きや支払い業務を行っているほか、宿泊
施設や病院の運営、セミナー等の開催、介護等の相談窓口の設置など、
みなさまの生活に役立つ各種福祉事業を実施しています。
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刑務共済組合 厚生労働省第二共済組合 林野庁共済組合
日本郵政共済組合 国家公務員共済組合連合会職員共済組合
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共済組合員のメリット

結婚式場や宴会場を備えるホテル、
かけ流し温泉や露天風呂がある宿、
料理自慢の宿など、KKR が運営するホテルや旅館を、
組合員料金（会員料金）でご利用いただけます。

組合員サービスを実施しています！

※OBは任意継続組合員のみ対象

皆様の老後を支えます！
年金に関するご相談に応じます。

短期組合員の年金は共済組合では取り扱いません 

電話・手紙・来訪に
よるご相談に応じてい
ます。また、全国で年
金相談会を実施してい
ます。

お得な割引があります！

KKR協定住宅会社で購入・売却する際、割引を受
けられます。

放送大学の入学料が割引になります。

受講・参加は無料です！

皆様に役立つセミナーやフェアを各地で開催してい
ます。開催スケジュールはホームページ等でご案内し
ています。
●KKR介護準備セミナー ●KKR 住宅フェア
●KKRセカンドライフセミナー ●KKR終活セミナー
●KKRマネープランセミナー30 ●KKRマネープランセミナー50 

インターネットによる婚活応援サービス

日ごろの「歩く」をポイント化

介護に関する各種相談窓口

葬祭に関する各種相談窓口

【掲載内容は令和 4年 12月末現在の情報です】

※KKR終活セミナーはOBの方も参加できます。

5ページから

子育てに関する各種相談窓口

KKRの直営病院では、出産費、室料差額、人間ドック、
健康診断の割引などを受けることができます。

無料で相談できます！

夏休みやゴールデンウィークなどの繁忙
期に「組合員優先予約日」を設定。混み合

う時期でも、宿泊予約が取りやすくなっています。

長期 短期

宿 泊 施 設 病　院

年　金

KKR
宿泊割引券は
3ページへ！

現職組合員
限定

現職組合員
限定

93ページから

41ページから

84ページから

88ページから

90ページから

夏休み・冬休みシーズンやゴールデン
ウィークに組合員限定「KKR 宿泊割引券」

を発行！お得な組合員料金から、さらにお得に泊ま
れます。

さらに！

年金相談

さらに！

割　引

92ページ　　

86ページから

相 談 窓 口

 KKR子育て相談ダイヤル

82ページから

 KKR 介護相談ダイヤル

 KKR 葬祭コールセンター

マイホーム

生涯学習

便利 & 安心＆健康

KKRブライダルネット

KKR 会員証＋クレジットカード
132ページ　　KKR メンバーズカード

80ページから

87～92ページ

KKR 健幸ポイント

セミナー等

1



KKR号外
《住宅広告特集》web版

ホームページ

共済組合員のみなさまに役立つ情報を
様々な方法でお伝えしています

共済組合員とＯＢの皆様に役立
つ最新情報を掲載しています。

毎月1回最新情報を掲載した広報
紙を発行しています。
KKRホームページでもPDF版を

掲載しています。

ホームページ 広報紙KKR広報紙KKR

組合員割引特典付きの住宅情報を 
KKRホームページ（組合員専用ペー
ジ）にPDF版で
掲載しています。

KKR号外
《住宅広告特集》web版

https://www.kkr.or.jp/
検索検索ｋｋｒ 検索検索広報紙KKR 検索検索ｋｋｒ号外

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

ト
ピ
ッ
ク
ス

夏休みファミリー向け体験プラン ………………… ２

海水浴におすすめの日帰りプラン………………… ２

テレワークプラン・医療従事者支援プラン期間延長 ２

旬な宿大特集!夏号、KKRサービスガイド2021をお届

けしました…………………………………………… ２

　　　　赤ちゃん、お子様いらっしゃい………３～10

セミナーと年金相談会のご案内………………… 11

ライフステージに応じたサービスを提供しています… 12

　婚活、子育て、年金情報提供、葬祭、放送大学入学案内

国家公務員共済組合連合会広報紙
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

お 知 ら せお 知 ら せ
特定健診・特定保健指導

を受けよう！
メタボリックシンドロームや生活
習慣病の予兆を知ることができ、
生活習慣を見直すきっかけになり
ます。

マイナンバーは、行政を効率化
し、国民の利便性を高め、公平・
公正な社会を実現する社会基
盤です。

●お薬代が節約できます
●共済組合の財政負担が軽減されます

●医師・管理栄養士等から自分
に合ったアドバイスを受けら
れます

●共済組合の財政負担が軽減
されます

詳細は

0120-95-0178

厚生労働省の承認を得て、先発医薬品と同じレベ
ルの品質、有効性、安全性が確保されて発売され
ている医薬品です。
使用する際は、医師・薬剤師にご相談ください。

活用しよう！
ジェネリック医薬品（後発医薬品）

活用しよう！
ジェネリック医薬品（後発医薬品）

特定健診・特定保健指導
を受けよう！

★詳細は政府広報オンラインへ

マイナンバー
社会保障・税番号制度

政府広報　ジェネリック
マイナンバー

組合員の皆様のための宿泊施設
KKRホテルズ＆リゾーツの情報をお届けします

組合員の皆様のための宿泊施設
KKRホテルズ＆リゾーツの情報をお届けします

泊
と

まっ得
とく！ 旬な宿泊

と

まっ得
とく！

お得に泊まれる
組合員向け宿泊プランを
広報紙KKRとあわせて
発行しています

旬な宿
季節のおすすめ
宿泊プランを
皆様の職場に
紙面でお届けします

KKRホテルズ＆リゾーツは交通便利なシティホテルや自家源泉かけ流しの温泉宿など、タイプも様々。
宿泊だけでなく、会議・宴会・婚礼など、お得な組合員料金でご利用いただけます。

年4回
発行

毎月
発行

2



KKRで

宴会・忘新年会・

歓送迎会
新年会・

会会

KKRホテルズ＆リゾーツでは、

各種ご宴会プランを

ご用意しております。

ぜひご利用ください。

★くわしくは施設へお問い合わせください

歓送迎会会

kkr ホテルズ



https

全国の近畿日本ツーリストグループでお申込みいただけます 

海外特別契約施設海外特別契約施設
■ お申込方法 直接施設にご連絡ください。
お申込みの際は、下記の項目をお伝えの上、お申し込みください。

  1.利用年月日、利用人数、利用施設（商品）
  2.氏名、年齢、電話番号（利用者全員）、住所 
  3.勤務先（年金受給者の方は元の所属共済組合、年金証書番号）

■ 韓国契約施設 
  天安常緑リゾート
国際通話申込み番号-82（韓国国番号）-41-560-9022～9024 
水安堡常緑ホテル 
国際通話申込み番号-82（韓国国番号）-43-845-3500

旅行契約
KKR海外パッケージKKR海外パッケージ 
旅行契約 

3％割引3％割引 

https://www.knt.co.jp/

■提供エリア
青森県、岩手県、秋田県、福島県、栃木県、群馬県（水上地
区を除く）、茨城県、千葉県、福井県、鳥取県、島根県、岡山県、
香川県、徳島県、高知県、佐賀県、大分県、宮崎県、沖縄県
■お申込み方法
・お申込みの際は、「KKR国内提携施設」とお伝えの上、お申し込
 みください。
・組合員ご本人と2親等以内のご家族が割引対象となります。
※詳しくは、お近くの近畿日本ツーリストグループ各店まで
　お気軽にご相談ください。

が3%割引
下記提供エリアの
　　　  宿泊プランが3%割引

KKR国内提携施設 KKR国内提携施設 

■お申込み方法
・「KKR海外パッケージ旅行割引」とお伝えのうえ、お申し込みください。
・組合員ご本人と、旅行に同行される1親等のご家族の方も割引
 対象となります。
※詳しくは、お近くの近畿日本ツーリストグループ各店まで
　お気軽にご相談ください。

共済組合員の皆様は、下記共済組合が運営する宿泊施設において宿泊する際も

対 象 と な る 共 済 組 合
■日本私立学校振興・共済事業団（ガーデンパレス・しがくのやど）
■地方職員共済組合　　　　　　　　　■公立学校共済組合　
■警察共済組合　　　　　　　　　　　■東京都職員共済組合　
■全国市町村職員共済組合連合会（指定都市・市町村・都市職員共済組合）

他共済の宿

●宿泊料金の優待が受けられるのは、国家公務員共済組合の組合員（長期･短期･任
意継続）及び被扶養者、年金受給者（年金待機者を含む）です。

●ご宿泊の際は、「共済組合員証」「自衛官診療証」「KKR 宿泊施設特別利用者証」
「KKR メンバーズカード」等をフロントでご提示ください。
●適用となる料金は、ご宿泊される施設へ直接お問い合わせください。

KKRが無い
場所に行く
ときに便利

一般料金よりも低廉な宿泊料金で利用できます
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「組合員料金」を設定しています
一般利用者よりもリーズナブルな組合員様向け料金で、いつでもお得にご宿泊い
ただけます。

予約が取りやすくなっています
夏休みやゴールデンウィークなど、予約が集中する人気の時期に「組合員優先予
約日」を設定。組合員様からの予約を優先して受け付けています。

組合員様向けの割引券を発行しています
夏休み、冬休み、ゴールデンウィークに「KKR宿泊割引券」を発行。お得な
「組合員料金」から、さらに割引いたします。

忘新年会、歓送迎会もお得に
年末年始の忘新年会シーズンから春の歓送迎会まで、宴会プランでご利用いた
だける「KKR忘新年会・歓送迎会割引券」を発行しています。

KKRホテルズ＆リゾーツは、組合員の皆様のための宿泊施設です

   組合員のメリット

■令和 4 年12月 1日現在の情報です

https

全国の近畿日本ツーリストグループでお申込みいただけます 

海外特別契約施設海外特別契約施設
■ お申込方法 直接施設にご連絡ください。
お申込みの際は、下記の項目をお伝えの上、お申し込みください。

  1.利用年月日、利用人数、利用施設（商品）
  2.氏名、年齢、電話番号（利用者全員）、住所 
  3.勤務先（年金受給者の方は元の所属共済組合、年金証書番号）

■ 韓国契約施設 
  天安常緑リゾート
国際通話申込み番号-82（韓国国番号）-41-560-9022～9024 
水安堡常緑ホテル 
国際通話申込み番号-82（韓国国番号）-43-845-3500

旅行契約
KKR海外パッケージKKR海外パッケージ 
旅行契約 

3％割引3％割引 

https://www.knt.co.jp/

■提供エリア
青森県、岩手県、秋田県、福島県、栃木県、群馬県（水上地
区を除く）、茨城県、千葉県、福井県、鳥取県、島根県、岡山県、
香川県、徳島県、高知県、佐賀県、大分県、宮崎県、沖縄県
■お申込み方法
・お申込みの際は、「KKR国内提携施設」とお伝えの上、お申し込
 みください。
・組合員ご本人と2親等以内のご家族が割引対象となります。
※詳しくは、お近くの近畿日本ツーリストグループ各店まで
　お気軽にご相談ください。

が3%割引
下記提供エリアの
　　　  宿泊プランが3%割引

KKR国内提携施設 KKR国内提携施設 

■お申込み方法
・「KKR海外パッケージ旅行割引」とお伝えのうえ、お申し込みください。
・組合員ご本人と、旅行に同行される1親等のご家族の方も割引
 対象となります。
※詳しくは、お近くの近畿日本ツーリストグループ各店まで
　お気軽にご相談ください。

共済組合員の皆様は、下記共済組合が運営する宿泊施設において宿泊する際も

対 象 と な る 共 済 組 合
■日本私立学校振興・共済事業団（ガーデンパレス・しがくのやど）
■地方職員共済組合　　　　　　　　　■公立学校共済組合　
■警察共済組合　　　　　　　　　　　■東京都職員共済組合　
■全国市町村職員共済組合連合会（指定都市・市町村・都市職員共済組合）

他共済の宿

●宿泊料金の優待が受けられるのは、国家公務員共済組合の組合員（長期･短期･任
意継続）及び被扶養者、年金受給者（年金待機者を含む）です。

●ご宿泊の際は、「共済組合員証」「自衛官診療証」「KKR 宿泊施設特別利用者証」
「KKR メンバーズカード」等をフロントでご提示ください。
●適用となる料金は、ご宿泊される施設へ直接お問い合わせください。

KKRが無い
場所に行く
ときに便利

一般料金よりも低廉な宿泊料金で利用できます



■交通機関及び地図マーク
JR線 私鉄 地下鉄

■掲載内容について
・掲載内容は令和4年12月1日現在の情報です。内容については変更となる場合もありますので予めご了承ください。
・客室の「BT」は B：客室内バス（風呂）、T：客室内トイレを表し、客室におけるバス・トイレ設置状況を表しています。
・客室内は全室禁煙です。喫煙される際は所定の喫煙スペースをご利用ください。
・本紙に掲載されている写真はイメージです。

KKR Hotels ＆ Resortsのホームページにも情報満載！ https://www.kkr.or.jp/hotel/

■施設マーク

大浴場（入浴時間）

貸切風呂（入浴時間）

■ご予約・お申込方法
お電話またはホームページ（https://www.kkr.or.jp/hotel/）等からお申し込みいただけます。
お電話でお申し込みの際は直接施設に下記の事項をお申し付けください。

①ご利用月日…チェックイン○月○日、チェックアウト○月○日
②ご利用人数…大人○人（小学生○人、幼児○人）③お食事の数
④ご住所、お名前、お電話番号、お勤め先
★会議・ご宴会等につきましても、ご利用希望の施設までお気軽にお問い合わせください。

■料金のご案内 組合員等の方は、お得な料金でご利用いただけます。
ご宿泊料金は、ご利用になる施設やご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。
料金の詳細につきましては、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください。

温泉大浴場（入浴時間）
温 泉

日帰り入浴（時間）日帰り

会議室（最少～最大収容人数）
会議室

無料駐車場（台数）無
料

最寄り駅からの送迎（要予約／要条件確認） ご夕食の部屋出し（要予約／要条件確認）

洗浄機付トイレ（客室内または館内に設置） 車椅子対応の客室またはトイレがある コインランドリーあり

無線インターネット接続可能ランドリーサービスあり

マッサージサービス（時間）

大浴場 共 同

貸 切

利用 金料待優金料員合組 一般料金
区分

対
象
の
方

・左記以外の方・国共済組合員（長期･短期･任意
　継続）とその被扶養者
・継続長期組合員とその被扶養者
・国共済年金受給者とその被扶養者

ご
提
示
い
た
だ
く
も
の

・共済組合員証、自衛官診療証
・職員証
・KKR宿泊施設特別利用者証 ー
・KKRメンバーズカード
※上記のうちいずれか

■ご予約のご変更・お取り消し
ご都合によりご予約を取り消されたり変更される場合は、ご予約された施設にご連絡ください。
なお、ご予約の取り消しにかかる料金は、原則としてご利用当日までの期間に応じて頂戴します。

■レジャーマーク

海水浴・湖水浴 プール 釣り スキー ゴルフ

テニス 登山・ ハイキング ウォーキング サイクリング カヌー・ボート遊び

山菜狩り 紅葉狩り 果物狩り 花見 きのこ狩り

※施設から徒歩圏内の場合もあれば車で30～40分程かかる場合もあります。詳細は各施設にお問い合わせください。

ペット専用宿泊施設「ペッドリーム」設置（予約制）

娯楽設備

宴会場
宴会場（最少～最大収容人数）

有
料
有料駐車場（台数）

サウナ

共同浴室（入浴時間）

露天風呂
露天風呂

・他の共済組合の
組合員、年金待機
者、年金受給者と
その被扶養者

・共済組合員証、
加入者証
・職員証
・OBの証明書

・職員証
・社員証
・健康保険被保
　険者証

・利用契約のあ
る公団・事業団
等の職員、企業
の社員等

宿泊

予
約
・
申
込
み
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■交通機関及び地図マーク
JR線 私鉄 地下鉄

■掲載内容について
・掲載内容は令和4年12月1日現在の情報です。内容については変更となる場合もありますので予めご了承ください。
・客室の「BT」は B：客室内バス（風呂）、T：客室内トイレを表し、客室におけるバス・トイレ設置状況を表しています。
・客室内は全室禁煙です。喫煙される際は所定の喫煙スペースをご利用ください。
・本紙に掲載されている写真はイメージです。

KKR Hotels ＆ Resortsのホームページにも情報満載！ https://www.kkr.or.jp/hotel/

■施設マーク

大浴場（入浴時間）

貸切風呂（入浴時間）

■ご予約・お申込方法
お電話またはホームページ（https://www.kkr.or.jp/hotel/）等からお申し込みいただけます。

お電話でお申し込みの際は直接施設に下記の事項をお申し付けください。

①ご利用月日…チェックイン○月○日、チェックアウト○月○日
②ご利用人数…大人○人（小学生○人、幼児○人）③お食事の数
④ご住所、お名前、お電話番号、お勤め先
★会議・ご宴会等につきましても、ご利用希望の施設までお気軽にお問い合わせください。

■料金のご案内 組合員等の方は、お得な料金でご利用いただけます。
ご宿泊料金は、ご利用になる施設やご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。

料金の詳細につきましては、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください。

温泉大浴場（入浴時間）
温 泉

日帰り入浴（時間）日帰り

会議室（最少～最大収容人数）
会議室

無料駐車場（台数）無
料

最寄り駅からの送迎（要予約／要条件確認） ご夕食の部屋出し（要予約／要条件確認）

洗浄機付トイレ（客室内または館内に設置） 車椅子対応の客室またはトイレがある コインランドリーあり

無線インターネット接続可能ランドリーサービスあり

マッサージサービス（時間）

大浴場 共 同

貸 切

利用 金料待優金料員合組 一般料金
区分

対
象
の
方

・左記以外の方・国共済組合員（長期･短期･任意
　継続）とその被扶養者
・継続長期組合員とその被扶養者
・国共済年金受給者とその被扶養者

ご
提
示
い
た
だ
く
も
の

・共済組合員証、自衛官診療証
・職員証
・KKR宿泊施設特別利用者証 ー
・KKRメンバーズカード
※上記のうちいずれか

■ご予約のご変更・お取り消し
ご都合によりご予約を取り消されたり変更される場合は、ご予約された施設にご連絡ください。

なお、ご予約の取り消しにかかる料金は、原則としてご利用当日までの期間に応じて頂戴します。

■レジャーマーク

海水浴・湖水浴 プール 釣り スキー ゴルフ

テニス 登山・ ハイキング ウォーキング サイクリング カヌー・ボート遊び

山菜狩り 紅葉狩り 果物狩り 花見 きのこ狩り

※施設から徒歩圏内の場合もあれば車で30～40分程かかる場合もあります。詳細は各施設にお問い合わせください。

ペット専用宿泊施設「ペッドリーム」設置（予約制）

娯楽設備

宴会場
宴会場（最少～最大収容人数）

有
料
有料駐車場（台数）

サウナ

共同浴室（入浴時間）

露天風呂
露天風呂

・他の共済組合の
組合員、年金待機
者、年金受給者と
その被扶養者

・共済組合員証、
加入者証
・職員証
・OBの証明書

・職員証
・社員証
・健康保険被保
　険者証

・利用契約のあ
る公団・事業団
等の職員、企業
の社員等

あああああ

KKR かわゆ TEL：015-483-2643
FAX：015-483-2840

https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kawayu/〒088-3465 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

源泉掛流しの北の名湯、川湯温泉でやすらぎの休日を。
道東の観光拠点に最適な宿

■客室（全室T付）24室
（ツイン2室／和室20室／和洋室1室／特別室1室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

【温泉名】川湯温泉 【泉質】硫黄泉
【効能】高血圧症・動脈硬化症・慢性皮膚病・きりきず・糖尿
病・神経痛・筋肉痛他
★内湯も露天風呂も、効能豊かな北の名湯を100%源泉かけ流し

春東藻琴の8万㎡の芝桜、硫黄山つつじヶ原の100万㎡の白
つつじ

夏●トレッキング、カヌー体験、乗馬体験、牧場体験等をご
紹介 ●早朝の森林浴、知床巡り、摩周湖・阿寒湖巡り等

秋 9月下旬～10月下旬 硫黄山・屈斜路湖・摩周湖・美幌
峠・阿寒湖・知床半島（車90分）等で紅葉が見頃に

冬●12月 屈斜路湖の白鳥 ●2月～3月 網走の流氷見学 ●2月
2日～22日「ダイヤモンドダスト in KAWAYU」：厳寒の

夜空に輝く氷の結晶がイルミネーションと重なり幻想的！

通年●夏季・冬季「摩周湖星紀行」：摩周湖第一展望台より
「天の川銀河」に出会う！（当日申込み可［有料］／天候に

より中止の場合あり／除外期間あり／要問合せ）●屈斜路湖畔
の露天風呂“秘湯”めぐり

●バリアフリー対応
【食】春：山菜料理 夏：ソイ、イカ 秋：鮭、イクラ、ジャガ
イモ、カボチャ、キノコ等 冬：真鱈、カキなど季節のおすす
めの他、帆立、カレイ、ホッケ、カニなど新鮮なオホーツクの
幸は一年中楽しめます！手作りのお料理でおもてなし

●硫黄山（車3分）
●屈斜路湖（車7分）
●摩周湖（車20分）
●美幌峠（車40分）
●阿寒湖（車60分）
●知床（車90分）

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

料理イメージ

川湯温泉駅

KKRかわゆ

国道
３９１
号線

●川湯温泉病院

至弟子屈

硫黄山
▲

つつじケ原

道
道
５
２
号
線

●大鵬の実家

●
挽歌の碑

●共同浴場

商
店
街

●郵便局

●
川湯温泉
観光案内所 川湯屋内温水プール

● ●
役場支所

●警察派出所●
屋内ゲートボール場

●消防署

JR
釧網
本線

川湯中学校
●

●GS滋光寺●

●青少年会館

●パークゴルフ場
●川湯小学校あいさつ道り 文

文●
バ
ス
セ
ン
タ

硫黄山 つつじが原

■交通
電車／JR川湯温泉駅（釧網本線）から阿寒バス「川
湯温泉」行で10分「役場前」下車、徒歩2分
車／女満別空港から国道243号経由80km、約90分

温 泉
13:00～翌9:00

無
料

40台
宴会場

5～70名

日帰り
13:00～20:00

※マークの見方については6頁をご覧ください

ｋｋｒホテルズ

露天風呂

宿泊

北
海
道

7※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



豊富な湯量の温泉、旬の味覚、
四季折々に実った風情を見せる
由緒ある日本庭園……
美しい道南の観光に最適な温泉宿

KKR はこだて TEL：0138-57-8484
FAX：0138-57-8485

https://hakodate.kkr.or.jp/〒042-0932 北海道函館市湯川町2-8-14

【温泉名】湯の川温泉
【泉質】含土類石膏食塩泉
【効能】リウマチ・神経痛・きりきず・やけど・慢性皮膚病
貧血 他
★歴史ある湯の川温泉の中でも数少ない「源泉かけ流し」。湯
量が豊富で常に新しく、さらりとした湯は、神経痛や皮膚病等
に効果あり

春 4月中旬～5月上旬 函館山公園、五稜郭公園、美晴公園等
桜の名所がたくさん！「函館･桜まつり」、「松前桜まつり」

等開催 ●5月上旬「箱館五稜郭祭」 ●5月中旬～6月中旬「恵山
つつじまつり」

夏

秋 9月下旬～10月下旬 見晴公園（車10分）、大沼公園（車60
分）等で紅葉が見頃に

冬大沼の白鳥の観賞他、「はこだてクリスマスファンタジー」、
12月上旬～2月下旬の「はこだてイルミネーションファン

タジー」等、ロマンチックに煌くイベントがたくさん！

通年 「函館山夜景コース」：世界三大夜景100万ドルの夜景を堪
能！（バス＋函館山ロープウェイ／往復1時間30分／有料）

【食】毛ガニ料理、イカサシ、

烏賊めしに、秋は鮭、冬は帆立、
石狩鍋等、

、
旬の幸を贅沢に！

●五稜郭公園（車10分）●トラピスチヌ修道院（車10分）
●函館山ロープウェイ・西波止場・立待岬（車20分）
●函館競馬場（市電5分）●元町周辺（市電45分）

湯の川終点 

●湯倉神社 

至札幌方面 
 函館新道 
産
業
道
路 

GS● 

●グルメシティ 

●ラグビー 
 競技場 

湯の川温泉 

KKRはこだて 

●東郵便局 

湯の川商店街 

至トラピスチヌ修道院 

至函館空港 
●市営熱帯植物園 ●平成館 ホテル    ● 

 プリンス湯の川 
● 
湯の浜 

● 
花びしホテル 

イチマス● 

至函館駅 

平成館 
新館 
● 

●湯の川観光ホテル 
湯の浜公園 
● 

●足湯 

汐見橋 
国道278号線 ●ローソン 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

大浴場

■客室（全室T付）23室
（シングル5室／ツイン2室／和室15室／和洋室1室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

■交通
電車／JR函館駅（函館本線）正面出口より徒歩3分の函
館市電・湯の川行で30分「湯の川温泉駅」下車、徒歩5分
車／道央道・大沼公園 ICから国道5号、産業道路経
由約50分
★函館空港からバスで8分「湯の川温泉」下車、徒歩5分

温 泉 
11:00～翌8:00

会議室 
10～80名

囲碁・将棋

日帰り 
11:00～21:00

（客室完備）

無 

料 

31台

貸 切 
11:00～翌8:00

宴会場 
5～100名

～21:00

※マークの見方については6頁をご覧ください

旬「よさこい道南大会」「湯の川温泉花火大会」：夏のフィ
ナーレを飾るイベント。夜は最盛期のイカ漁の漁火を見ながら
の花火大会も！

●8月上旬「函館港まつり」：花火大会、ワッショイは
こだて（パレード）、いか踊りの自由参加  等　●8月下

ｋｋｒホテルズ

「お部屋食プラン」料理一例

春の桜、初夏のさくらんぼ狩り。夏は高山植物、トレッキング。
秋は紅葉、いも煮。冬はスキー、樹氷……
温泉とともに四季の魅力を満喫！

【温泉名】蔵王温泉 【泉質】硫黄泉
【効能】神経痛・関節痛・五十肩・冷え性・慢性皮膚病 他
★当荘自慢の、源泉100%天然かけ流し大浴場は窓が大きく開き
ます。雪景色・花咲く木々・紅葉が楽しめ開放感いっぱい！

春●4月中旬～5月上旬、西蔵王公園の大山桜、霞城公園の
桜ライトアップ、2.6km続く馬見ヶ崎さくらライン等 ●

山形が誇るさくらんぼ“佐藤錦”を堪能 ●エメラルドグリーン
のお釜が見事

夏

秋●ぶどう、ラ・フランス等の“フルーツ狩り”●9月下旬
～11月上旬、蔵王山山頂からの標高毎におりてくる紅葉

は格別に美しい

冬

●中央ロープウェイ乗場が目の前、スキー・登山には最高！
●季節によりフルーツの宅配便あり ●全山共通リフト券割引販
売あり ●レンタルスキー・ウェアあり

●蔵王中央ロープウェイ（徒歩1分）［ぶな林・ドッコ沼トレッ
キング］●蔵王ロープウェイ（徒歩7分）［観松平・地蔵岳］●
リナワールド（車20分） ●観光さくらんぼ園（車30分） ●山
形野草園（車15分）●山寺（車50分） ●お釜（車40分）

ローソン

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

蔵王ロープウェイ「フニテル」

TEL：023-694-9187
FAX：023-694-9068
https://zao.kkr.or.jp/〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉904-8

KKR蔵王 白銀荘
はくぎ ん そ うざ お う

■客室（一部T無）24室

チェックイン
（和室20室／洋室2室／和洋室2室）

15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

温 泉 
13:00～翌10:00

宴会場 
～30名

会議室 
2

別棟
（ペットのみ）

～50名

囲碁・将棋
・卓球他

日帰り 
13:00～18:00

無 

料 

20
冬季有料
台

■交通
電車／JR山形駅（奥羽本線・山形新幹線）東口から
山交バス「蔵王温泉」行で40分「蔵王温泉」下車、
蔵王中央ロープウェイ温泉駅方向へ徒歩5分
車／山形自動車道・山形蔵王ICから国道286号、西蔵
王高原ライン経由20km、25分。または東北中央自動

※マークの見方については6頁をご覧ください
※スキー期間のご予約は、9月1日より承ります

【食】春は「山菜料理」、夏のニジマスの塩焼きなどの川魚料理、
細竹などを使った郷土料理、秋の「いも煮」等季節のおすすめ
他、蔵王牛のすき焼、しゃぶしゃぶ、青菜漬等の「漬物バイキン
グ」も好評！

蔵王ならではの高山植物、トレッキング、スーパースライ
ダー、緑に囲まれた“蔵王温泉大露天風呂”など大満

喫。花笠まつり8月5・6・7日

源泉かけ流し温泉に、蔵王限定の絶景「樹氷」ライトアッ
プも見事……白銀に包まれる蔵王。パウダースノーのゲ

レンデも目の前で快適！樹氷まつり2月

ｋｋｒホテルズ

KKR蔵王白銀荘

車道・山形上山ICから20分

宿泊

北
海
道

8 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



豊富な湯量の温泉、旬の味覚、
四季折々に実った風情を見せる
由緒ある日本庭園……
美しい道南の観光に最適な温泉宿

KKR はこだて TEL：0138-57-8484
FAX：0138-57-8485

https://hakodate.kkr.or.jp/〒042-0932 北海道函館市湯川町2-8-14

【温泉名】湯の川温泉
【泉質】含土類石膏食塩泉
【効能】リウマチ・神経痛・きりきず・やけど・慢性皮膚病
貧血 他
★歴史ある湯の川温泉の中でも数少ない「源泉かけ流し」。湯
量が豊富で常に新しく、さらりとした湯は、神経痛や皮膚病等
に効果あり

春 4月中旬～5月上旬 函館山公園、五稜郭公園、美晴公園等
桜の名所がたくさん！「函館･桜まつり」、「松前桜まつり」

等開催 ●5月上旬「箱館五稜郭祭」 ●5月中旬～6月中旬「恵山
つつじまつり」

夏

秋 9月下旬～10月下旬 見晴公園（車10分）、大沼公園（車60
分）等で紅葉が見頃に

冬大沼の白鳥の観賞他、「はこだてクリスマスファンタジー」、
12月上旬～2月下旬の「はこだてイルミネーションファン

タジー」等、ロマンチックに煌くイベントがたくさん！

通年 「函館山夜景コース」：世界三大夜景100万ドルの夜景を堪
能！（バス＋函館山ロープウェイ／往復1時間30分／有料）

【食】毛ガニ料理、イカサシ、

烏賊めしに、秋は鮭、冬は帆立、
石狩鍋等、

、
旬の幸を贅沢に！

●五稜郭公園（車10分）●トラピスチヌ修道院（車10分）
●函館山ロープウェイ・西波止場・立待岬（車20分）
●函館競馬場（市電5分）●元町周辺（市電45分）

湯の川終点 

●湯倉神社 

至札幌方面 
 函館新道 
産
業
道
路 

GS● 

●グルメシティ 

●ラグビー 
 競技場 

湯の川温泉 

KKRはこだて 

●東郵便局 

湯の川商店街 

至トラピスチヌ修道院 

至函館空港 
●市営熱帯植物園 ●平成館 ホテル    ● 

 プリンス湯の川 
● 
湯の浜 

● 
花びしホテル 

イチマス● 

至函館駅 

平成館 
新館 
● 

●湯の川観光ホテル 
湯の浜公園 
● 

●足湯 

汐見橋 
国道278号線 ●ローソン 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

大浴場

■客室（全室T付）23室
（シングル5室／ツイン2室／和室15室／和洋室1室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

■交通
電車／JR函館駅（函館本線）正面出口より徒歩3分の函
館市電・湯の川行で30分「湯の川温泉駅」下車、徒歩5分
車／道央道・大沼公園 ICから国道5号、産業道路経
由約50分
★函館空港からバスで8分「湯の川温泉」下車、徒歩5分

温 泉 
11:00～翌8:00

会議室 
10～80名

囲碁・将棋

日帰り 
11:00～21:00

（客室完備）

無 

料 

31台

貸 切 
11:00～翌8:00

宴会場 
5～100名

～21:00

※マークの見方については6頁をご覧ください

旬「よさこい道南大会」「湯の川温泉花火大会」：夏のフィ
ナーレを飾るイベント。夜は最盛期のイカ漁の漁火を見ながら
の花火大会も！

●8月上旬「函館港まつり」：花火大会、ワッショイは
こだて（パレード）、いか踊りの自由参加  等　●8月下

ｋｋｒホテルズ

「お部屋食プラン」料理一例

春の桜、初夏のさくらんぼ狩り。夏は高山植物、トレッキング。
秋は紅葉、いも煮。冬はスキー、樹氷……
温泉とともに四季の魅力を満喫！

【温泉名】蔵王温泉 【泉質】硫黄泉
【効能】神経痛・関節痛・五十肩・冷え性・慢性皮膚病 他
★当荘自慢の、源泉100%天然かけ流し大浴場は窓が大きく開き
ます。雪景色・花咲く木々・紅葉が楽しめ開放感いっぱい！

春●4月中旬～5月上旬、西蔵王公園の大山桜、霞城公園の
桜ライトアップ、2.6km続く馬見ヶ崎さくらライン等 ●

山形が誇るさくらんぼ“佐藤錦”を堪能 ●エメラルドグリーン
のお釜が見事

夏

秋●ぶどう、ラ・フランス等の“フルーツ狩り”●9月下旬
～11月上旬、蔵王山山頂からの標高毎におりてくる紅葉

は格別に美しい

冬

●中央ロープウェイ乗場が目の前、スキー・登山には最高！
●季節によりフルーツの宅配便あり ●全山共通リフト券割引販
売あり ●レンタルスキー・ウェアあり

●蔵王中央ロープウェイ（徒歩1分）［ぶな林・ドッコ沼トレッ
キング］●蔵王ロープウェイ（徒歩7分）［観松平・地蔵岳］●
リナワールド（車20分） ●観光さくらんぼ園（車30分） ●山
形野草園（車15分）●山寺（車50分） ●お釜（車40分）

ローソン

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

蔵王ロープウェイ「フニテル」

TEL：023-694-9187
FAX：023-694-9068
https://zao.kkr.or.jp/〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉904-8

KKR蔵王 白銀荘
はくぎ ん そ うざ お う

■客室（一部T無）24室

チェックイン
（和室20室／洋室2室／和洋室2室）

15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

温 泉 
13:00～翌10:00

宴会場 
～30名

会議室 
2

別棟
（ペットのみ）

～50名

囲碁・将棋
・卓球他

日帰り 
13:00～18:00

無 

料 

20
冬季有料
台

■交通
電車／JR山形駅（奥羽本線・山形新幹線）東口から
山交バス「蔵王温泉」行で40分「蔵王温泉」下車、
蔵王中央ロープウェイ温泉駅方向へ徒歩5分
車／山形自動車道・山形蔵王ICから国道286号、西蔵
王高原ライン経由20km、25分。または東北中央自動

※マークの見方については6頁をご覧ください
※スキー期間のご予約は、9月1日より承ります

【食】春は「山菜料理」、夏のニジマスの塩焼きなどの川魚料理、
細竹などを使った郷土料理、秋の「いも煮」等季節のおすすめ
他、蔵王牛のすき焼、しゃぶしゃぶ、青菜漬等の「漬物バイキン
グ」も好評！

蔵王ならではの高山植物、トレッキング、スーパースライ
ダー、緑に囲まれた“蔵王温泉大露天風呂”など大満

喫。花笠まつり8月5・6・7日

源泉かけ流し温泉に、蔵王限定の絶景「樹氷」ライトアッ
プも見事……白銀に包まれる蔵王。パウダースノーのゲ

レンデも目の前で快適！樹氷まつり2月

ｋｋｒホテルズ

KKR蔵王白銀荘

車道・山形上山ICから20分

宿泊

東
北

9※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



KKR水上 水明荘
すいめ い そ うみ な か み TEL：0278-72-2345

FAX：0278-72-4023
http://www.kkr-minakami.com/〒379-1727  群馬県利根郡みなかみ町大穴859

四季の食材に彩られた料理と水上温泉。谷川連峰・奥利根の
自然の中で、四季それぞれの魅力を堪能、体験できる温泉宿

【温泉名】湯桧曽温泉  【泉質】弱アルカリ性低張性高温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・関節のこわばり・冷え性・
疲労回復・病後回復期 他 ★刺激がなく、肌にやさしい泉質

春周囲の山々が新緑に輝き、その場にいるだけで元気がみ
なぎります。4月中旬～下旬、水明荘は満開の桜に包まれ、

客室、レストランより利根川渓谷沿いの見事な桜並木を鑑賞で
きます！

夏

秋 9月末の尾瀬の紅葉から始まり、11月半ばの諏訪峡の紅葉ま
で、約１か月半にわたり紅葉を堪能！彩り鮮やかな紅葉に

包まれて各種のアウトドアレジャーやスポーツが楽しめます

冬

●マイカーでも鉄道利用でも東京からは2時間以内！●温泉街か
ら離れた静かな佇まい● 天風呂あり男女別の露

湯
檜
曽
駅 

下坪野 

町役場水上支所 
国道2

91号
線 

水上支所前

KKR水上水明荘 水上駅 

上越線 

● 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

大浴場

尾瀬

■客室（全室T付）24室
（ツイン4室／和室20室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

温 泉 

14:30～24:00
6:00～10:00

宴会場 
8～70名

囲碁・将棋
・卓球

貸 切 

15:00～22:30
7:00～10:00

無 

料 

30台

■交通
電車／JR上毛高原駅（上越新幹線）駅前ロータリー
1番バス停から関越交通バス水上駅行、終点下車。水
上駅より湯の小屋温泉行または谷川岳ロープウェイ
行で5分、「下坪野」下車、徒歩1分／JR水上駅（上
越線）よりタクシー4分
車／関越自動車道・水上IC国道291号経由7.5km、8分

※マークの見方については6頁をご覧ください

一の倉沢トレッキング、尾瀬ヶ原ハイキング、至仏山や谷
川岳、武尊山登山、ブナ原生林の中のハイク＆ウォーク、

ゴルフ、ラフティング、カヌーやせせらぎでの水遊び等、老若
男女を問わず各種アウトドアが楽しめます

山懐深くに抱かれた静かな雪国の風情に浸ることができ
ます。長期滞在や湯治にはうってつけ。家族連れには、

ソリ遊びや雪遊び専用からアクティブ派の上級者も満足できる
ハードなものまで、周辺に８か所のスキー場があります

会議室 
5～76名

露天風呂

【食】地元群馬をはじめ、全国各地の旬食材をふんだんに盛り
込んだ会席を、季節ごとにご用意しています。四季折々の景観
と、それにちなんだ料理長自慢のお食事を、心ゆくまでお楽し
みください！

ｋｋｒホテルズ

別棟
（犬のみ）

●諏訪峡（車10分） ●谷川岳ロープウェイ（バス20分） ●月
夜野びーどろパーク（車25分） ●奈良俣ダム（車40分）●矢木
沢ダム（車45分）●照葉峡（車50
分）●奥利根水源の森（車55分）
●尾瀬（鳩待峠、バス90分）●ス
キー場８か所（車5～30分）

KKR ホテル東
とう

京
きょう TEL：03-3287-2921

FAX：03-3287-2913
https://www.kkr-hotel-tokyo.gr.jp/〒100-0004 東京都千代田区大手町1-4-1

●皇居（徒歩2分）●東京国立近代美術館・科学技術館（徒歩10分）
●日本武道館（徒歩15分）●JR舞浜駅（電車30分）●東京ドーム
（電車10分）●東京タワー（電車20分）●お台場（電車35分）●東
京スカイツリー（電車25分） ●東京駅（車5分）

皇居 大
手
濠

首都高速・都心環状線

S

S

●日清製粉

●パレスサイドビル

●合同庁舎

丸
紅
●

神保町駅A8

大手町駅C2

S

KKRホテル東京
竹橋駅3b

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

すべての披露宴会場には、陽光差し込む大きな窓があり抜群な眺望が魅
力。そしてゲストをもてなすお料理は、多彩なラインナップをご用意。
緑に囲まれたガーデンチャペルでの挙式も人気
【挙式スタイル】教会式（スカイコートガーデン・エーデルバウム）、
神前式、人前式
【料理内容】フランス料理、日本料理、中国料理、折衷料理
★組合員限定の特典★
●ご婚礼各種アイテム
の割引

ご婚礼

客室一例

■レストラン・バー
展望レストラン『芙蓉』（12Ｆ）
日本料理『たけはし』（12Ｆ）
ラウンジバー『リラ』（12Ｆ）
ラウンジ『ロイヤル』（1Ｆ）

■施設

■レジャー

会議室
2～300名 有

料
63台

宴会場
2～250名

■交通
電車／竹橋駅（東京メトロ東西線）下車、専用通路にて3b
出口直結。または大手町駅（東京メトロ千代田線）C2出
口・神保町駅（都営地下鉄）A9出口よりそれぞれ徒歩5分
車／首都高速・都心環状線神田橋出口から2分。ま
たはJR東京駅（丸の内口）から車で5分

緑豊かな皇居の杜に隣接する、落ち着いた雰囲気のシティホテル。
地下鉄竹橋駅直結、東京駅からの良好な
アクセスで、都内観光やビジネスにも最適

首都東京の、緑豊かな皇居に隣接し、一橋徳川家の屋敷跡地とい
うゆかりの地に建つKKRホテル東京。東京駅まで車で5分、成田空
港まで80分、羽田空港には約40分、都内各地をつなぐ地下鉄には
ホテル直結というアクセス至便なシティホテルです。近隣には、皇居
はもちろん、ショッピングに便利な銀座、秋葉原、築地、日本の伝統
や風情が味わえる浅草・上野界隈、人気のエンターテイメントエリ
アである六本木、お台場などもあり、ビジネスや観光に最適です

全161室の客室は、アースカラーを基調に落ち着いた空間。全客室
内にブロードバンドインターネット回線を導入、見やすい大型液晶テ
レビ、ビデオ・オン・デマンドシステムも完備しております。皇居を見
渡す展望レストラン「芙蓉」をはじめ、全4店舗のレストラン・バーな
ど、施設も充実。東京都心にありながら落ち着いた雰囲気のホテル
で、快適なご滞在をお楽しみいただけます

※マークの見方については6頁をご覧ください

■客室（全室BT付）161室（シングル79室／ツイン
　69室／ダブル12室／スイート1室）
　チェックイン15:00　チェックアウト11:00

ｋｋｒホテルズ

宿泊

関
東

10 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



KKR水上 水明荘
すいめ い そ うみ な か み TEL：0278-72-2345

FAX：0278-72-4023
http://www.kkr-minakami.com/〒379-1727  群馬県利根郡みなかみ町大穴859

四季の食材に彩られた料理と水上温泉。谷川連峰・奥利根の
自然の中で、四季それぞれの魅力を堪能、体験できる温泉宿

【温泉名】湯桧曽温泉  【泉質】弱アルカリ性低張性高温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・関節のこわばり・冷え性・
疲労回復・病後回復期 他 ★刺激がなく、肌にやさしい泉質

春周囲の山々が新緑に輝き、その場にいるだけで元気がみ
なぎります。4月中旬～下旬、水明荘は満開の桜に包まれ、

客室、レストランより利根川渓谷沿いの見事な桜並木を鑑賞で
きます！

夏

秋 9月末の尾瀬の紅葉から始まり、11月半ばの諏訪峡の紅葉ま
で、約１か月半にわたり紅葉を堪能！彩り鮮やかな紅葉に

包まれて各種のアウトドアレジャーやスポーツが楽しめます

冬

●マイカーでも鉄道利用でも東京からは2時間以内！●温泉街か
ら離れた静かな佇まい● 天風呂あり男女別の露

湯
檜
曽
駅 

下坪野 

町役場水上支所 
国道2

91号
線 

水上支所前

KKR水上水明荘 水上駅 

上越線 

● 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

大浴場

尾瀬

■客室（全室T付）24室
（ツイン4室／和室20室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

温 泉 

14:30～24:00
6:00～10:00

宴会場 
8～70名

囲碁・将棋
・卓球

貸 切 

15:00～22:30
7:00～10:00

無 

料 

30台

■交通
電車／JR上毛高原駅（上越新幹線）駅前ロータリー
1番バス停から関越交通バス水上駅行、終点下車。水
上駅より湯の小屋温泉行または谷川岳ロープウェイ
行で5分、「下坪野」下車、徒歩1分／JR水上駅（上
越線）よりタクシー4分
車／関越自動車道・水上IC国道291号経由7.5km、8分

※マークの見方については6頁をご覧ください

一の倉沢トレッキング、尾瀬ヶ原ハイキング、至仏山や谷
川岳、武尊山登山、ブナ原生林の中のハイク＆ウォーク、

ゴルフ、ラフティング、カヌーやせせらぎでの水遊び等、老若
男女を問わず各種アウトドアが楽しめます

山懐深くに抱かれた静かな雪国の風情に浸ることができ
ます。長期滞在や湯治にはうってつけ。家族連れには、

ソリ遊びや雪遊び専用からアクティブ派の上級者も満足できる
ハードなものまで、周辺に８か所のスキー場があります

会議室 
5～76名

露天風呂

【食】地元群馬をはじめ、全国各地の旬食材をふんだんに盛り
込んだ会席を、季節ごとにご用意しています。四季折々の景観
と、それにちなんだ料理長自慢のお食事を、心ゆくまでお楽し
みください！

ｋｋｒホテルズ

別棟
（犬のみ）

●諏訪峡（車10分） ●谷川岳ロープウェイ（バス20分） ●月
夜野びーどろパーク（車25分） ●奈良俣ダム（車40分）●矢木
沢ダム（車45分）●照葉峡（車50
分）●奥利根水源の森（車55分）
●尾瀬（鳩待峠、バス90分）●ス
キー場８か所（車5～30分）

KKR ホテル東
とう

京
きょう TEL：03-3287-2921

FAX：03-3287-2913
https://www.kkr-hotel-tokyo.gr.jp/〒100-0004 東京都千代田区大手町1-4-1

●皇居（徒歩2分）●東京国立近代美術館・科学技術館（徒歩10分）
●日本武道館（徒歩15分）●JR舞浜駅（電車30分）●東京ドーム
（電車10分）●東京タワー（電車20分）●お台場（電車35分）●東
京スカイツリー（電車25分） ●東京駅（車5分）

皇居 大
手
濠

首都高速・都心環状線

S

S

●日清製粉

●パレスサイドビル

●合同庁舎

丸
紅
●

神保町駅A8

大手町駅C2

S

KKRホテル東京
竹橋駅3b

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

すべての披露宴会場には、陽光差し込む大きな窓があり抜群な眺望が魅
力。そしてゲストをもてなすお料理は、多彩なラインナップをご用意。
緑に囲まれたガーデンチャペルでの挙式も人気
【挙式スタイル】教会式（スカイコートガーデン・エーデルバウム）、
神前式、人前式
【料理内容】フランス料理、日本料理、中国料理、折衷料理
★組合員限定の特典★
●ご婚礼各種アイテム
の割引

ご婚礼

客室一例

■レストラン・バー
展望レストラン『芙蓉』（12Ｆ）
日本料理『たけはし』（12Ｆ）
ラウンジバー『リラ』（12Ｆ）
ラウンジ『ロイヤル』（1Ｆ）

■施設

■レジャー

会議室
2～300名 有

料
63台

宴会場
2～250名

■交通
電車／竹橋駅（東京メトロ東西線）下車、専用通路にて3b
出口直結。または大手町駅（東京メトロ千代田線）C2出
口・神保町駅（都営地下鉄）A9出口よりそれぞれ徒歩5分
車／首都高速・都心環状線神田橋出口から2分。ま
たはJR東京駅（丸の内口）から車で5分

緑豊かな皇居の杜に隣接する、落ち着いた雰囲気のシティホテル。
地下鉄竹橋駅直結、東京駅からの良好な
アクセスで、都内観光やビジネスにも最適

首都東京の、緑豊かな皇居に隣接し、一橋徳川家の屋敷跡地とい
うゆかりの地に建つKKRホテル東京。東京駅まで車で5分、成田空
港まで80分、羽田空港には約40分、都内各地をつなぐ地下鉄には
ホテル直結というアクセス至便なシティホテルです。近隣には、皇居
はもちろん、ショッピングに便利な銀座、秋葉原、築地、日本の伝統
や風情が味わえる浅草・上野界隈、人気のエンターテイメントエリ
アである六本木、お台場などもあり、ビジネスや観光に最適です

全161室の客室は、アースカラーを基調に落ち着いた空間。全客室
内にブロードバンドインターネット回線を導入、見やすい大型液晶テ
レビ、ビデオ・オン・デマンドシステムも完備しております。皇居を見
渡す展望レストラン「芙蓉」をはじめ、全4店舗のレストラン・バーな
ど、施設も充実。東京都心にありながら落ち着いた雰囲気のホテル
で、快適なご滞在をお楽しみいただけます

※マークの見方については6頁をご覧ください

■客室（全室BT付）161室（シングル79室／ツイン
　69室／ダブル12室／スイート1室）
　チェックイン15:00　チェックアウト11:00

ｋｋｒホテルズ

宿泊

関
東

11※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



注目エリア「中目黒」の緑に囲まれた閑静な住宅街に立地。「恵
比寿」「代官山」「銀座」「六本木ヒルズ」等、東京のおしゃれスポッ
トも、「横浜中華街」「元町」等、グルメ・ファッションスポットも
電車一本、乗り換えなしの好アクセスです！
【桜の名所】散った花びらが水面に揺れ鴨が戯れる「目黒川」
（徒歩10分）、旧山手通りにある見晴し最高の「西郷山公園」（徒
歩15分）等。お花見の後は代官山でショッピングやカフェなど
いかがですか？（3月下旬～4月上旬が見頃）

都心のビジネスホテル。
行動派にはうれしい立地条件。
ご出張・東京観光の拠点に

KKR ホテル中
なか

目
め

黒
ぐろ TEL：03-3713-8131

FAX：03-3713-8120
https://www.kkr-nakameguro.jp/〒153-0043 東京都目黒区東山1-27-15

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

客室（イメージ）

東京スカイツリーイメージ

■客室（全室T付）134室（シングル82室／ダブル5
室／ツイン45室／トリプル2室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

7:00～9:00
■レストラン・バー
ダイニングルーム「東山」（朝食のみ）
■施設

■レジャー

共 同

15:00～24:00
6:00～ 9:00

無
料

囲碁13台（※先着順）

■交通
電車／JR渋谷駅（山手線）南口バスターミナル6番
乗り場から東急バス「下馬一丁目循環」で20分「寿
福寺前」下車、徒歩7分。または中目黒駅（東京メト
ロ日比谷線・東急東横線・副都心線）下車、徒歩13分
車／首都高速3号渋谷線・池尻大橋出口から10分

※マークの見方については6頁をご覧ください

シャトルバス／日曜日・月曜日を除く日、15時より毎時
0分・30分毎中目黒駅周辺出発最終22時、目黒銀座商店
街の看板横山手通側停車（正面改札を出て右手約100m）

●ご宿泊のお客様は、ご朝食（和食／7：00～9：00）無料サービ
ス●全客室禁煙（喫煙スペース有）、大型TV、CS2チャンネル
無料、ズボンプレッサー（貸出）、Wi-Fi、LAN完備●コピー・
FAX、宅配便（着払いのみ）、アイロン（客室貸出不可）他、ご
出張に役立つサービスをご用意。また、ロビーにパソコンブースを
ご用意しています（パソコン無料）

ｋｋｒホテルズ

●目黒川の桜並木（徒歩10分）●郷さくら美術館（徒歩11分）
●銀座（電車19分）●東京スカイツリー（電車35分）●横浜
みなとみらい（電車30分）●JR舞浜駅（電車40分）
※電車は中目黒駅までの徒歩13分を除く

KKRホテル中目黒

KKR ポートヒル横浜
TEL：045-621-9684
FAX：045-621-6667

https://www.porthill-yokohama.jp/〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

春●3～4月 三渓園 観桜の夕べ 、元町公園桜並木
●5～6月 港の見える丘公園 ローズガーデン

夏●7月 三渓園 早朝観蓮会
●8月 中華街関帝誕

秋●9月 三渓園 観月会、元町 チャーミングセール
●10～11月 港の見える丘公園 ローズガーデン

冬●12月 山手西洋館 世界のクリスマス
●2～3月 三渓園 観梅会、

三渓園（車10分）●八景島シーパラダイス（車20分）

元町 チャーミングセール

●港の見える丘公園（施設となり）●外国人墓地（徒歩2分）
●元町ショッピングストリート（徒歩5分）●山下公園・横濱中華
街（徒歩10分）●赤レンガ倉庫・横浜エアキャビン（車10分）
●

「元町・中華街駅」より徒歩6分。横浜港の素晴らしい景観が一望の
当館で、ウェディング、お食事、ご宿泊をご利用ください

KKRポートヒル横浜

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

ご婚礼

チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00
■レストラン
レストラン『山手ローズテラス』
■施設

■レジャー

洋室一例
西洋館

会議室
10

ロビー・
レストラン

～60名 無
料

25台
宴会場

10～100名

■交通
電車／地下鉄みなとみらい線元町・中華街駅6番出口
（アメリカ山公園経由）より徒歩6分。またはJR石川
町駅より徒歩15分、JR桜木町駅よりバス11系統・20
系統「港の見える丘公園前」下車すぐ
車／高速神奈川3号狩場線・新山下出口から山下通
経由1km

元町・中華街駅

、5分
ガーデンチャペル

披露宴会場

※マークの見方については6頁をご覧ください

よこ はま

ｋｋｒホテルズ

■客室（全室BT付）9室（和室7室、洋室2室）

横浜の中心部にありながら、周辺には多
数の観光施設がある横濱山手。
横浜一の景色が望めると言われ、映画や
ドラマ、バラエティ番組など数々のメデ
ィアで舞台となっている「港の見える丘
公園」。公園に隣接している当館は、ロビー・客室・レストラン・
宴会場から「横浜ベイブリッジ」が一望できる。山手の丘に佇むい
くつもの西洋館は異国情緒あふれ、歴史を感じられる。閑静な街並
みを散歩しながら楽しむ「西洋館めぐり」がおすすめ。

自然に囲まれ、開放感あふれる「ガーデンチ
ャペル」とベイブリッジが一望できる「ル・
ポルトチャペル」が人気。披露宴会場から
は「横浜港」の景色がパノラマに広がる。
丘の上からの抜群なロケーションは、ゲス
トへのおもてなしに。
「愛犬も一緒の結婚式」は専属シッター付
の安心サポート。貸切感のあるアットホー
ムウェディングを。
【挙式スタイル】　教会式・人前式
 【料理内容】　フランス料理・和洋折衷料理
★組合員限定特典★   
●各種アイテムの割引　●費用の当日支払いOK　●列席者宿泊
割引　など       
 

宿泊

関
東

12 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



注目エリア「中目黒」の緑に囲まれた閑静な住宅街に立地。「恵
比寿」「代官山」「銀座」「六本木ヒルズ」等、東京のおしゃれスポッ
トも、「横浜中華街」「元町」等、グルメ・ファッションスポットも
電車一本、乗り換えなしの好アクセスです！
【桜の名所】散った花びらが水面に揺れ鴨が戯れる「目黒川」
（徒歩10分）、旧山手通りにある見晴し最高の「西郷山公園」（徒
歩15分）等。お花見の後は代官山でショッピングやカフェなど
いかがですか？（3月下旬～4月上旬が見頃）

都心のビジネスホテル。
行動派にはうれしい立地条件。
ご出張・東京観光の拠点に

KKR ホテル中
なか

目
め

黒
ぐろ TEL：03-3713-8131

FAX：03-3713-8120
https://www.kkr-nakameguro.jp/〒153-0043 東京都目黒区東山1-27-15

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

客室（イメージ）

東京スカイツリーイメージ

■客室（全室T付）134室（シングル82室／ダブル5
室／ツイン45室／トリプル2室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

7:00～9:00
■レストラン・バー
ダイニングルーム「東山」（朝食のみ）
■施設

■レジャー

共 同

15:00～24:00
6:00～ 9:00

無
料

囲碁13台（※先着順）

■交通
電車／JR渋谷駅（山手線）南口バスターミナル6番
乗り場から東急バス「下馬一丁目循環」で20分「寿
福寺前」下車、徒歩7分。または中目黒駅（東京メト
ロ日比谷線・東急東横線・副都心線）下車、徒歩13分
車／首都高速3号渋谷線・池尻大橋出口から10分

※マークの見方については6頁をご覧ください

シャトルバス／日曜日・月曜日を除く日、15時より毎時
0分・30分毎中目黒駅周辺出発最終22時、目黒銀座商店
街の看板横山手通側停車（正面改札を出て右手約100m）

●ご宿泊のお客様は、ご朝食（和食／7：00～9：00）無料サービ
ス●全客室禁煙（喫煙スペース有）、大型TV、CS2チャンネル
無料、ズボンプレッサー（貸出）、Wi-Fi、LAN完備●コピー・
FAX、宅配便（着払いのみ）、アイロン（客室貸出不可）他、ご
出張に役立つサービスをご用意。また、ロビーにパソコンブースを
ご用意しています（パソコン無料）

ｋｋｒホテルズ

●目黒川の桜並木（徒歩10分）●郷さくら美術館（徒歩11分）
●銀座（電車19分）●東京スカイツリー（電車35分）●横浜
みなとみらい（電車30分）●JR舞浜駅（電車40分）
※電車は中目黒駅までの徒歩13分を除く

KKRホテル中目黒

KKR ポートヒル横浜
TEL：045-621-9684
FAX：045-621-6667

https://www.porthill-yokohama.jp/〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

春●3～4月 三渓園 観桜の夕べ 、元町公園桜並木
●5～6月 港の見える丘公園 ローズガーデン

夏●7月 三渓園 早朝観蓮会
●8月 中華街関帝誕

秋●9月 三渓園 観月会、元町 チャーミングセール
●10～11月 港の見える丘公園 ローズガーデン

冬●12月 山手西洋館 世界のクリスマス
●2～3月 三渓園 観梅会、

三渓園（車10分）●八景島シーパラダイス（車20分）

元町 チャーミングセール

●港の見える丘公園（施設となり）●外国人墓地（徒歩2分）
●元町ショッピングストリート（徒歩5分）●山下公園・横濱中華
街（徒歩10分）●赤レンガ倉庫・横浜エアキャビン（車10分）
●

「元町・中華街駅」より徒歩6分。横浜港の素晴らしい景観が一望の
当館で、ウェディング、お食事、ご宿泊をご利用ください

KKRポートヒル横浜

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

ご婚礼

チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00
■レストラン
レストラン『山手ローズテラス』

■施設

■レジャー

洋室一例
西洋館

会議室
10

ロビー・
レストラン

～60名 無
料

25台
宴会場

10～100名

■交通
電車／地下鉄みなとみらい線元町・中華街駅6番出口
（アメリカ山公園経由）より徒歩6分。またはJR石川
町駅より徒歩15分、JR桜木町駅よりバス11系統・20
系統「港の見える丘公園前」下車すぐ
車／高速神奈川3号狩場線・新山下出口から山下通
経由1km

元町・中華街駅

、5分
ガーデンチャペル

披露宴会場

※マークの見方については6頁をご覧ください

よこ はま

ｋｋｒホテルズ

■客室（全室BT付）9室（和室7室、洋室2室）

横浜の中心部にありながら、周辺には多
数の観光施設がある横濱山手。
横浜一の景色が望めると言われ、映画や
ドラマ、バラエティ番組など数々のメデ
ィアで舞台となっている「港の見える丘
公園」。公園に隣接している当館は、ロビー・客室・レストラン・
宴会場から「横浜ベイブリッジ」が一望できる。山手の丘に佇むい
くつもの西洋館は異国情緒あふれ、歴史を感じられる。閑静な街並
みを散歩しながら楽しむ「西洋館めぐり」がおすすめ。

自然に囲まれ、開放感あふれる「ガーデンチ
ャペル」とベイブリッジが一望できる「ル・
ポルトチャペル」が人気。披露宴会場から
は「横浜港」の景色がパノラマに広がる。
丘の上からの抜群なロケーションは、ゲス
トへのおもてなしに。
「愛犬も一緒の結婚式」は専属シッター付
の安心サポート。貸切感のあるアットホー
ムウェディングを。
【挙式スタイル】　教会式・人前式
 【料理内容】　フランス料理・和洋折衷料理
★組合員限定特典★   
●各種アイテムの割引　●費用の当日支払いOK　●列席者宿泊
割引　など       
 

宿泊

関
東

13※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



東京から約１時間。松汀園を拠点に海水浴や釣り、ヨット、
古都鎌倉散策、葉山、三浦半島へ足を伸ばしたり……
お楽しみはいろいろ！

春鎌倉の桜他、久木ハイランドの桜並木、知る人ぞ知る桜の
トンネルもあり見ごたえ充分！

夏遠浅で波も穏やかなハーフマイルビーチ「逗子海岸」は
家族連れやカップルに人気。シャワー室も完備

秋 11月下旬～12月中旬、古都鎌倉の紅葉、文豪をしのぶ美
しい林の中の蘆花記念公園等、紅葉スポット多数

冬鎌倉駅までの“梅の見どころめぐり”の他、鎌倉の冬の花
めぐり、のんびり海岸線の旅などゆったり散歩へ……

通年 「逗子文学碑めぐり」「披露山・浪子不動ハイキング
コース」「神武寺・鷹取山ハイキングコース」等、逗子の

絶景・歴史を感じる旅へ！横須賀軍港めぐりクルーズもおすすめ

●

●夕日が美しい『逗子海岸』（徒歩5分）●徳富蘆花｢不如帰｣の舞
台『浪子不動』／『不如帰の碑』（徒歩5分）●旅館柳家跡地の『蘆
花記念公園』（徒歩20分）●『逗子市郷土資料館』（徒歩20分）●

●

眺めが最高『披露山公園』（徒歩25分）●有名人の別荘地に隣接
『大崎公園』（徒歩30分）●パームツリー並木が続くマリンリゾ
ート『逗子マリーナ』（車5分）●神奈川近代美術館・葉山館（車
15分）●森戸神社と裕次郎灯台（車10分）●横浜・八景島シー
パ
YOKOSUKA軍港めぐり

（車25分）

ラダイス（車30分）

見どころ

おすすめ観光

逗子
･葉山

駅 

逗子駅 
JR横須賀線 

京浜急行 郵便局● 

田越川 

渚橋 

逗子湾 

湘南道路 

至鎌倉 

●県営駐車場 逗子開成学園 

逗子会館 
● 

KKR逗子松汀園 
スーパーたからや 

● 
●交番 
   ● 

文 

ちんや 
商店 

● 
浜屋 
ガラス なぎさ通り 

披露山公園からの富士山と江の島

KKR逗子 松
しょうず し

汀園
ていえ ん

〒249-0007 神奈川県逗子市新宿3-2-26

TEL：046-871-2042
FAX：046-872-3713

http://www.kkrzushi.jp/

宿のおすすめ情報

大正館客室一例

■客室 12室（一部Ｔ付） （全室和室）
チェックイン15:00 チェックアウト10:00
■施設

■レジャー

大浴場 

16:00～23:00
6:00～09:00

無 

料 

16台

宴会場 
4～50名

会議室 
5～40名

囲碁・将棋

■交通
電車／JR逗子駅（横須賀線）下車、東口より徒歩13
分（なぎさ通りを直進、浜屋ガラス店を左折、ちん
や商店を右折し200m先）。またはJR逗子駅よりタク
シーで5分
車／横浜横須賀道路・逗子ICから逗葉新道、国道134
号経由6km、10分

※マークの見方については6頁をご覧ください

　湘南グルメの決定版「葉山牛＆旬菜お造りコース」、ぷりぷりの
あわびがおすすめ「絶品あわび会席」など年間を通じて人気のコー
スがお楽しみいただけます。いずれのコースにも松汀園名物の旬
菜お造り付き、しかもリーズナブル。この他にご年配や小食の女性
向けの軽めの会席コースなどのスタンダードプランや、湘南ならでは
のオプションメニューも充実。広 と々した松の庭を眺めながらの昼
間の日帰り会席コースや法事会席コース（要予約）はおすすめです。

ｋｋｒホテルズ

目にやさしい山々の緑 海をのぞむ絶好のロケーション
古都鎌倉散策に最適な和風リゾートホテル

【温泉名】熱海温泉【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物温泉
【効能】神経痛･筋肉痛･関節痛･打ち身･くじき･冷え性他
★大浴場にはKKRホテル熱海の敷地から湧き出る源泉を直送

春3月下旬～4月上旬 鶴岡八幡宮、安国諭寺、円覚寺、建長
寺、光明寺、極楽寺、浄光明寺、源氏山公園、鎌倉山など

鎌倉の桜“ソメイヨシノ”の見どころ多数

夏
秋
冬【鎌倉冬の花だより】●1月初旬～2月下旬「冬牡丹」（鶴岡八

幡宮「神苑ぼたん庭園」※有料）●12月下旬～1月中旬「ロ

【婚礼】海と山と緑に囲まれて家族や友人と心に残る1日1組限定
のアットホームなウェディングを。「鶴岡八幡宮」舞殿で挙式後
は人力車で海辺を走る演出も ★相談会毎日開催
【食】旬の食材をふんだんに使った自慢の会席料理で満足度の高
いおもてなしのご提供

おすすめ観光

由比ヶ浜（海水浴場） 

JR横須賀線 

至北鎌倉 

●海浜公園 ●交番 

●消防署 

鶴岡八幡宮 

至逗子 

滑川 

海岸橋 和田塚 
入口 

KKR鎌倉わかみや 

和田塚駅 

由比ヶ
浜駅 

江ノ島
電鉄 

国道134号線 
海浜公園前 

鎌倉駅 

KKR鎌倉 わかみや
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

TEL：0467-25-4321
FAX：0467-24-9209

https://www.kamakurawakamiya.jp/

宿のおすすめ情報

料理イメージ

■客室（全室BT付）28室
（シングル3室／ツイン4室／和室20室／特別室1室）
チェックイン15:00 チェックアウト10:00

■施設

■レジャー

温 泉 

15:00～
翌10:00 会議室 

20～150名

カラオケ他無 

料 

35台（宿泊・レス
トラン利用時）

10～120名

■交通
電車／由比ヶ浜駅または和田塚駅（江ノ島電鉄）下
車、徒歩5分。またはJR鎌倉駅（横須賀線）下車、徒
歩15分
車／横浜横須賀道路・逗子ICから国道134号経由
6km、10分

温泉

リラックスルーム

※マークの見方については6頁をご覧ください

宴会場 

か ま く ら

あじさい寺として有名な「明月院」「成就院」「長谷寺」では
あじさいの青・海と空の青が引き立て合う美しい光景が！
宝戒寺のハギ、英勝寺のヒガンバナなどが見頃に。11月下
旬～12月中旬の紅葉スポットは長谷寺・円覚寺・海蔵寺

●由比ガ浜海岸（徒歩2分）●長谷大仏（徒歩15分）●長谷観音（徒歩15分）
●鶴岡八幡宮（徒歩30分）●江の島（電車20分）

明
月
院
の
紫
陽
花

見どころ

江
ノ
電

ｋｋｒホテルズ

ウバイ」●1月上旬～中旬「水仙」●2月上旬～3月下旬「梅」
●2月中旬～3月下旬「椿」等

●洋室のベッドは全てシモンズ
社製ダブルベッド●茶室あり●
テニスコート、インドア温水プ
ールあり（会員制スポーツクラ
ブ「わかみやクラブ」の運営も
行っています）●楽しいご宴会、愛する方を偲ぶご法要、大切
な場面は「わかみや」でどうぞ

宿泊

関
東

14 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



東京から約１時間。松汀園を拠点に海水浴や釣り、ヨット、
古都鎌倉散策、葉山、三浦半島へ足を伸ばしたり……
お楽しみはいろいろ！

春鎌倉の桜他、久木ハイランドの桜並木、知る人ぞ知る桜の
トンネルもあり見ごたえ充分！

夏遠浅で波も穏やかなハーフマイルビーチ「逗子海岸」は
家族連れやカップルに人気。シャワー室も完備

秋 11月下旬～12月中旬、古都鎌倉の紅葉、文豪をしのぶ美
しい林の中の蘆花記念公園等、紅葉スポット多数

冬鎌倉駅までの“梅の見どころめぐり”の他、鎌倉の冬の花
めぐり、のんびり海岸線の旅などゆったり散歩へ……

通年 「逗子文学碑めぐり」「披露山・浪子不動ハイキング
コース」「神武寺・鷹取山ハイキングコース」等、逗子の

絶景・歴史を感じる旅へ！横須賀軍港めぐりクルーズもおすすめ

●

●夕日が美しい『逗子海岸』（徒歩5分）●徳富蘆花｢不如帰｣の舞
台『浪子不動』／『不如帰の碑』（徒歩5分）●旅館柳家跡地の『蘆
花記念公園』（徒歩20分）●『逗子市郷土資料館』（徒歩20分）●

●

眺めが最高『披露山公園』（徒歩25分）●有名人の別荘地に隣接
『大崎公園』（徒歩30分）●パームツリー並木が続くマリンリゾ
ート『逗子マリーナ』（車5分）●神奈川近代美術館・葉山館（車
15分）●森戸神社と裕次郎灯台（車10分）●横浜・八景島シー
パ
YOKOSUKA軍港めぐり

（車25分）

ラダイス（車30分）

見どころ

おすすめ観光

逗子
･葉山

駅 

逗子駅 
JR横須賀線 

京浜急行 郵便局● 

田越川 

渚橋 

逗子湾 

湘南道路 

至鎌倉 

●県営駐車場 逗子開成学園 

逗子会館 
● 

KKR逗子松汀園 
スーパーたからや 

● 
●交番 
   ● 

文 

ちんや 
商店 

● 
浜屋 
ガラス なぎさ通り 

披露山公園からの富士山と江の島

KKR逗子 松
しょうず し

汀園
ていえ ん

〒249-0007 神奈川県逗子市新宿3-2-26

TEL：046-871-2042
FAX：046-872-3713

http://www.kkrzushi.jp/

宿のおすすめ情報

大正館客室一例

■客室 12室（一部Ｔ付） （全室和室）
チェックイン15:00 チェックアウト10:00
■施設

■レジャー

大浴場 

16:00～23:00
6:00～09:00

無 

料 

16台

宴会場 
4～50名

会議室 
5～40名

囲碁・将棋

■交通
電車／JR逗子駅（横須賀線）下車、東口より徒歩13
分（なぎさ通りを直進、浜屋ガラス店を左折、ちん
や商店を右折し200m先）。またはJR逗子駅よりタク
シーで5分
車／横浜横須賀道路・逗子ICから逗葉新道、国道134
号経由6km、10分

※マークの見方については6頁をご覧ください

　湘南グルメの決定版「葉山牛＆旬菜お造りコース」、ぷりぷりの
あわびがおすすめ「絶品あわび会席」など年間を通じて人気のコー
スがお楽しみいただけます。いずれのコースにも松汀園名物の旬
菜お造り付き、しかもリーズナブル。この他にご年配や小食の女性
向けの軽めの会席コースなどのスタンダードプランや、湘南ならでは
のオプションメニューも充実。広 と々した松の庭を眺めながらの昼
間の日帰り会席コースや法事会席コース（要予約）はおすすめです。

ｋｋｒホテルズ

目にやさしい山々の緑 海をのぞむ絶好のロケーション
古都鎌倉散策に最適な和風リゾートホテル

【温泉名】熱海温泉【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物温泉
【効能】神経痛･筋肉痛･関節痛･打ち身･くじき･冷え性他
★大浴場にはKKRホテル熱海の敷地から湧き出る源泉を直送

春3月下旬～4月上旬 鶴岡八幡宮、安国諭寺、円覚寺、建長
寺、光明寺、極楽寺、浄光明寺、源氏山公園、鎌倉山など

鎌倉の桜“ソメイヨシノ”の見どころ多数

夏
秋
冬【鎌倉冬の花だより】●1月初旬～2月下旬「冬牡丹」（鶴岡八

幡宮「神苑ぼたん庭園」※有料）●12月下旬～1月中旬「ロ

【婚礼】海と山と緑に囲まれて家族や友人と心に残る1日1組限定
のアットホームなウェディングを。「鶴岡八幡宮」舞殿で挙式後
は人力車で海辺を走る演出も ★相談会毎日開催
【食】旬の食材をふんだんに使った自慢の会席料理で満足度の高
いおもてなしのご提供

おすすめ観光

由比ヶ浜（海水浴場） 

JR横須賀線 

至北鎌倉 

●海浜公園 ●交番 

●消防署 

鶴岡八幡宮 

至逗子 

滑川 

海岸橋 和田塚 
入口 

KKR鎌倉わかみや 

和田塚駅 

由比ヶ
浜駅 

江ノ島
電鉄 

国道134号線 
海浜公園前 

鎌倉駅 

KKR鎌倉 わかみや
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13

TEL：0467-25-4321
FAX：0467-24-9209

https://www.kamakurawakamiya.jp/

宿のおすすめ情報

料理イメージ

■客室（全室BT付）28室
（シングル3室／ツイン4室／和室20室／特別室1室）
チェックイン15:00 チェックアウト10:00

■施設

■レジャー

温 泉 

15:00～
翌10:00 会議室 

20～150名

カラオケ他無 

料 

35台（宿泊・レス
トラン利用時）

10～120名

■交通
電車／由比ヶ浜駅または和田塚駅（江ノ島電鉄）下
車、徒歩5分。またはJR鎌倉駅（横須賀線）下車、徒
歩15分
車／横浜横須賀道路・逗子ICから国道134号経由
6km、10分

温泉

リラックスルーム

※マークの見方については6頁をご覧ください

宴会場 

か ま く ら

あじさい寺として有名な「明月院」「成就院」「長谷寺」では
あじさいの青・海と空の青が引き立て合う美しい光景が！
宝戒寺のハギ、英勝寺のヒガンバナなどが見頃に。11月下
旬～12月中旬の紅葉スポットは長谷寺・円覚寺・海蔵寺

●由比ガ浜海岸（徒歩2分）●長谷大仏（徒歩15分）●長谷観音（徒歩15分）
●鶴岡八幡宮（徒歩30分）●江の島（電車20分）

明
月
院
の
紫
陽
花

見どころ

江
ノ
電

ｋｋｒホテルズ

ウバイ」●1月上旬～中旬「水仙」●2月上旬～3月下旬「梅」
●2月中旬～3月下旬「椿」等

●洋室のベッドは全てシモンズ
社製ダブルベッド●茶室あり●
テニスコート、インドア温水プ
ールあり（会員制スポーツクラ
ブ「わかみやクラブ」の運営も
行っています）●楽しいご宴会、愛する方を偲ぶご法要、大切
な場面は「わかみや」でどうぞ

宿泊

関
東

15※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



江の島・湘南・鎌倉散策の拠点として、自然や歴史を堪能！
感動いっぱいのロケーションを
存分に楽しめる癒しと料理自慢の宿

■客室（全室T付）15室
チェックイン15:00 チェックアウト10:00

■施設

■レジャー

春●鎌倉の桜
●色鮮やかな「江の島フラワーフェスタ」

夏●江ノ電沿線「懐かし巡り」「花巡り」懐かしき思い出に
浸り

ョー

、美しき花を巡る古都のぶらり旅がおすすめ♪
●日本の海水浴場88選、“緑の江の島”を目前に波静かで遠浅な
「片瀬東浜海水浴場」まで徒歩3分！●江の島マイアミビーチシ

秋●秋の大輪「ふじさわ江の島花火大会」（10月）
●11月下旬～12月中旬 龍口寺・長谷寺・鶴岡八幡宮・円

覚寺・建長寺・瑞泉寺などの紅葉スポットへ！“長谷寺”の
モミジはライトアップもあり、日中とは異なる美しさ

冬●　関東三大イルミネーション認定　江の島 展望台シーキャ
ンドル他ライトアップ「湘南の宝石」

通年●「新江ノ島水族館」：8000匹のイワシの大群が泳ぐ
「相模湾大水槽」は必見！

【食】地元相模湾の新鮮素材を活かした会席料理が評判

見どころ

おすすめ観光

江ノ島駅 

東浜海水浴場 

至鎌倉・横浜 

●龍口寺 

湘南モノレール 

至横浜・東京 藤沢橋 至国道1号線 

至平塚・ 
 小田原 

JR東海道本
線 

湘南江の島駅 

江ノ島電鉄 

小田急線 

片瀬江ノ島駅 至平塚 
国道134号線 

江ノ島 

藤沢駅 

大船駅 

KKR江ノ島ニュー向洋 

KKR江ノ島 ニュー向洋
こうようえ しま

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

TEL：0466-23-7710
FAX：0466-23-7704

https://enoshima.kkr.or.jp/

宿のおすすめ情報

料理イメージ

江の島と富士山（藤沢市観光課提供）

■交通
電車／江ノ島駅（江ノ島電鉄）または湘南江の島駅
（湘南モノレール）下車徒歩5分、片瀬江ノ島駅（小
田急線）下車、徒歩10分
車／国道134号線片瀬東浜交差点より国道467号線龍
口寺に向かって100ｍ

大浴場 

15:00～23:00
6:00～ 9:00 宴会場 

4～68名
会議室 

10～100名

無 

料 

36台

※マークの見方については6頁をご覧ください

ｋｋｒホテルズ

　　　　　　　　　　　　　　●江の島：日本三大弁財天「江
島神社」や、ライトアップが美しい展望台「シーキャンドル」、
南国ムード漂う植物園「サムエル・コッキング苑」、神秘的な
「岩屋洞窟」等、見どころいっぱい！！●江ノ島藤沢ガイドクラ
ブ：風光明媚な江の島をご案内！ご希望の日時・コースでお受
けします（1名様500円／申込：0466-24-4141藤沢市片瀬江の島
観光案内所）

●片瀬東浜海水浴場（徒
歩3分）●龍口寺（徒
歩3分）●新江ノ島水
族館（徒歩15分）●江
の島展望台シーキャン
ドル・植物園「サムエ
ル・コッキング苑」・
江島神社（徒歩20分）
●鎌倉大仏・長谷寺等
（江ノ電で20分）

箱根七湯の一つ、木賀温泉。
深い木立に囲まれた自然豊かな環境と
会席料理が自慢の宿。半露天風呂付客室も好評

■客室（全室T付）22室
（半露天風呂付特別室3室／和洋室1室／和室18室）
チェックイン 14:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

KKR 宮
みや

の下
した TEL：0460-87-2350

FAX：0460-87-6369
https://miyanoshita.kkr.or.jp/〒250-0402 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

【温泉名】木賀温泉
【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節の
こわばり・うちみ・疲労回復・慢性消化器病 他
★露天風呂「せせらぎの湯」は、施設内の源泉から汲み上げた
かけ流しの湯です

春 4月中旬 当施設前庭に咲く八重桜“ウコン”と“カンザン”
が見事！ウコン桜は、象牙色から白、ピンクと花の色が

変わる大変めずらしい桜。芦ノ湖周辺のマメザクラも見頃に

夏●5月下旬から6月中旬、当施設前庭を流れる谷川にゲン
ジホタルが舞う！露天風呂から見られるかもしれません

●6月中旬～7月中旬 あじさいが箱根全山を彩ります

秋●9月下旬～10月 仙石原のススキが見事！ ●10月下旬～
山の上部から始まる紅葉、11月中～下旬には木賀渓谷・

当施設前庭のもみじが赤く染まります。早川渓谷自然探勝歩道
で約1時間の紅葉ウォーキングを

冬当施設のある宮ノ下、木賀付近までは雪も少なく、静か
な冬の箱根をお楽しみいただけます。箱根駅伝コースもす

ぐ近く

通年 箱根旧街道の石畳、杉並木、関所跡等の史跡、特色
のある美術館、博物館めぐり等

●箱根外輪山を望む雄大な眺望
●木立に囲まれた静かな環境
●箱根登山鉄道「宮ノ下駅」まで
送迎あり（14：00～18：00・8：50
～10：10）

●箱根彫刻の森美術館（車5分）●箱根ガラスの森（車20分）●箱根小
涌園ユネッサン（車10分）●箱根ラリック美術館（車25分）●箱根湿
生花園（車25分）●ポーラ美術館（車20分）●芦ノ湖（車25分）
●箱根関所跡、杉並木（車30分）●大涌谷（車25分）

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

露天風呂“せせらぎの湯”

半露天風呂付客室

■交通
電車／宮ノ下駅下車（箱根登山鉄道）、仙石原方面へ
徒歩20分※宮ノ下駅までの送迎あり
車／小田原厚木道路・西湘バイパス箱根口から国道1
号、国道138号経由10km、20分。または東名高速道
路・御殿場ICから国道138号経由17km、35分

温 泉 
大浴場

ロビー・
客室・会議室

14:00～翌9:30
14:00～21:30
6:00～ 9:30

宴会場 
7～50名 囲碁・将棋

・カラオケルーム

会議室 
10～30名

無 

料 

18台

※マークの見方については6頁をご覧ください

露天風呂

【食】山海の味覚を存分に味わえる

旬の創作会席料理

ｋｋｒホテルズ

宮ノ下駅

●八千代橋
●セブンイレブン

ローソン●箱根登山鉄道

国道138号線

バス停「木賀温泉入口」

国道1号線

至御殿場

至湯本

至元箱根

至小田原

国道1号線

蛇骨川

KKR宮の下

富士屋
ホテル●

宿泊

関
東

16 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



江の島・湘南・鎌倉散策の拠点として、自然や歴史を堪能！
感動いっぱいのロケーションを
存分に楽しめる癒しと料理自慢の宿

■客室（全室T付）15室
チェックイン15:00 チェックアウト10:00

■施設

■レジャー

春●鎌倉の桜
●色鮮やかな「江の島フラワーフェスタ」

夏●江ノ電沿線「懐かし巡り」「花巡り」懐かしき思い出に
浸り

ョー

、美しき花を巡る古都のぶらり旅がおすすめ♪
●日本の海水浴場88選、“緑の江の島”を目前に波静かで遠浅な
「片瀬東浜海水浴場」まで徒歩3分！●江の島マイアミビーチシ

秋●秋の大輪「ふじさわ江の島花火大会」（10月）
●11月下旬～12月中旬 龍口寺・長谷寺・鶴岡八幡宮・円

覚寺・建長寺・瑞泉寺などの紅葉スポットへ！“長谷寺”の
モミジはライトアップもあり、日中とは異なる美しさ

冬●　関東三大イルミネーション認定　江の島 展望台シーキャ
ンドル他ライトアップ「湘南の宝石」

通年●「新江ノ島水族館」：8000匹のイワシの大群が泳ぐ
「相模湾大水槽」は必見！

【食】地元相模湾の新鮮素材を活かした会席料理が評判

見どころ

おすすめ観光

江ノ島駅 

東浜海水浴場 

至鎌倉・横浜 

●龍口寺 

湘南モノレール 

至横浜・東京 藤沢橋 至国道1号線 

至平塚・ 
 小田原 

JR東海道本
線 

湘南江の島駅 

江ノ島電鉄 

小田急線 

片瀬江ノ島駅 至平塚 
国道134号線 

江ノ島 

藤沢駅 

大船駅 

KKR江ノ島ニュー向洋 

KKR江ノ島 ニュー向洋
こうようえ しま

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

TEL：0466-23-7710
FAX：0466-23-7704

https://enoshima.kkr.or.jp/

宿のおすすめ情報

料理イメージ

江の島と富士山（藤沢市観光課提供）

■交通
電車／江ノ島駅（江ノ島電鉄）または湘南江の島駅
（湘南モノレール）下車徒歩5分、片瀬江ノ島駅（小
田急線）下車、徒歩10分
車／国道134号線片瀬東浜交差点より国道467号線龍
口寺に向かって100ｍ

大浴場 

15:00～23:00
6:00～ 9:00 宴会場 

4～68名
会議室 

10～100名

無 

料 

36台

※マークの見方については6頁をご覧ください

ｋｋｒホテルズ

　　　　　　　　　　　　　　●江の島：日本三大弁財天「江
島神社」や、ライトアップが美しい展望台「シーキャンドル」、
南国ムード漂う植物園「サムエル・コッキング苑」、神秘的な
「岩屋洞窟」等、見どころいっぱい！！●江ノ島藤沢ガイドクラ
ブ：風光明媚な江の島をご案内！ご希望の日時・コースでお受
けします（1名様500円／申込：0466-24-4141藤沢市片瀬江の島
観光案内所）

●片瀬東浜海水浴場（徒
歩3分）●龍口寺（徒
歩3分）●新江ノ島水
族館（徒歩15分）●江
の島展望台シーキャン
ドル・植物園「サムエ
ル・コッキング苑」・
江島神社（徒歩20分）
●鎌倉大仏・長谷寺等
（江ノ電で20分）

箱根七湯の一つ、木賀温泉。
深い木立に囲まれた自然豊かな環境と
会席料理が自慢の宿。半露天風呂付客室も好評

■客室（全室T付）22室
（半露天風呂付特別室3室／和洋室1室／和室18室）
チェックイン 14:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

KKR 宮
みや

の下
した TEL：0460-87-2350

FAX：0460-87-6369
https://miyanoshita.kkr.or.jp/〒250-0402 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

【温泉名】木賀温泉
【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節の
こわばり・うちみ・疲労回復・慢性消化器病 他
★露天風呂「せせらぎの湯」は、施設内の源泉から汲み上げた
かけ流しの湯です

春 4月中旬 当施設前庭に咲く八重桜“ウコン”と“カンザン”
が見事！ウコン桜は、象牙色から白、ピンクと花の色が

変わる大変めずらしい桜。芦ノ湖周辺のマメザクラも見頃に

夏●5月下旬から6月中旬、当施設前庭を流れる谷川にゲン
ジホタルが舞う！露天風呂から見られるかもしれません

●6月中旬～7月中旬 あじさいが箱根全山を彩ります

秋●9月下旬～10月 仙石原のススキが見事！ ●10月下旬～
山の上部から始まる紅葉、11月中～下旬には木賀渓谷・

当施設前庭のもみじが赤く染まります。早川渓谷自然探勝歩道
で約1時間の紅葉ウォーキングを

冬当施設のある宮ノ下、木賀付近までは雪も少なく、静か
な冬の箱根をお楽しみいただけます。箱根駅伝コースもす

ぐ近く

通年 箱根旧街道の石畳、杉並木、関所跡等の史跡、特色
のある美術館、博物館めぐり等

●箱根外輪山を望む雄大な眺望
●木立に囲まれた静かな環境
●箱根登山鉄道「宮ノ下駅」まで
送迎あり（14：00～18：00・8：50
～10：10）

●箱根彫刻の森美術館（車5分）●箱根ガラスの森（車20分）●箱根小
涌園ユネッサン（車10分）●箱根ラリック美術館（車25分）●箱根湿
生花園（車25分）●ポーラ美術館（車20分）●芦ノ湖（車25分）
●箱根関所跡、杉並木（車30分）●大涌谷（車25分）

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

露天風呂“せせらぎの湯”

半露天風呂付客室

■交通
電車／宮ノ下駅下車（箱根登山鉄道）、仙石原方面へ
徒歩20分※宮ノ下駅までの送迎あり
車／小田原厚木道路・西湘バイパス箱根口から国道1
号、国道138号経由10km、20分。または東名高速道
路・御殿場ICから国道138号経由17km、35分

温 泉 
大浴場

ロビー・
客室・会議室

14:00～翌9:30
14:00～21:30
6:00～ 9:30

宴会場 
7～50名 囲碁・将棋

・カラオケルーム

会議室 
10～30名

無 

料 

18台

※マークの見方については6頁をご覧ください

露天風呂

【食】山海の味覚を存分に味わえる

旬の創作会席料理

ｋｋｒホテルズ

宮ノ下駅

●八千代橋
●セブンイレブン

ローソン●箱根登山鉄道

国道138号線

バス停「木賀温泉入口」

国道1号線

至御殿場

至湯本

至元箱根

至小田原

国道1号線

蛇骨川

KKR宮の下

富士屋
ホテル●

宿泊

伊
豆
・
箱
根

17※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください
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あああああ

KKR ホテル熱海
TEL：0557-85-2000
FAX：0557-85-6604

https://www.kkr-atami.gr.jp/〒413-0005  静岡県熱海市春日町7-39

相模湾を眼下に、上質のくつろぎをお約束する
リゾートホテル。敷地内から湧出する
源泉かけ流しの露天風呂も大好評

【温泉名】熱海温泉 【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・打ち身・くじき・冷え性他
★展望露天風呂・展望大浴場・露天風呂付コテージからは海一望！

熱海駅 

KKRホテル熱海 
汐見洞トンネル 

●GS出光 
● 熱海ビーチライン 

国道135号線 

●熱海第一ビル 

●湯宿一番地

平和通り 

国際医療福祉 
大学熱海病院 

東海道線・東海道新幹線 至東京 

仲見世通り 

おすすめ観光

温泉

相模湾一望の展望露天風呂

■客室（全室T付）55室 全室オーシャンビュー（シ

■施設

■レジャー

温 泉 

11:00～23:00
5:00～ 9:00

無 

料 

30

ロビー・客室
・会議室

台

宴会場 
8～200名

日帰り 
11:00～20:00

会議室 
15～200名

カラオケ
･卓球

■交通
電車／JR熱海駅（東海道新幹線・東海道本線）下車、
徒歩7分
車／小田原厚木道路・小田原西IC国道135号経由
20km、約60分

あた み

※マークの見方については6頁をご覧ください

ングル4室／ツイン8室／トリプル1室／和室18室

ア7室／洋スイート1室／露天風呂付コテージ3棟）
チェックイン15:00　チェックアウト10:00

●熱海サンビーチ海水浴場
（徒歩7分）
●お宮の松（徒歩7分）
●熱海城（車10分）
●熱海梅園（車10分）
●MOA美術館（車10分）
●アカオフォレスト（車10分）
●初島（船30分）
●

●

伊豆大島（超高速ジェッ
　ト船45分）
起雲閣（車10分）

大浴場

客室一例

露天風呂

ｋｋｒホテルズ

【熱海城】熱海市内や相模湾を天守閣から一望。敷地内には「熱
海トリックアート迷宮館」もあり大人も子どもも楽しめます！
【熱海梅園】6月上旬は「ホタル観賞の夕べ」、11月中旬～12月上
旬は「もみじまつり」、1月上旬～3月中旬日本一早咲き！「梅ま
つり」
【熱海ロープウェー】熱海随一の展望台まで約3分。展望台から
熱海市内や相模湾を一望できます
【来宮神社】日本屈指のパワースポット。境内には樹齢2000年
超、本州1位の巨樹があり幹を一周回ると寿命が1年延命すると
いう伝説があります
【初島】熱海港からクルーズ船で30分。初島の港には島の漁師が
営む食堂街が連なり文字通り「朝獲れ」の魚介類が楽しめます

【料理】季節の食材を取り入れた和・中両料理長渾身の料理
【エステ】エステ・手もみ処（ボディ、フットケア）で日頃の疲れ
を癒してみてはいかがでしょうか
【日帰り入浴】敷地内から湧出する高濃度の自家源泉が楽しめます
【プール営業】夏季限定の室内温水
プール、露天ジャグジーも大好評

ホテルおすすめ情報
別棟
（犬、ネコのみ）

／和洋室12室／和洋スイート1室／和洋スーペリ

KKR伊豆長岡 千
ち

歳荘
とせそうい ず ながおか TEL：055-948-0010

FAX：055-948-0990
http://www.kkrizu.com/〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈82

天然温泉100%かけ流しの湯が評判。
1300年の歴史を持つ古奈温泉の
中央にある静かな温泉宿

■客室（全室T付）24室
（和室18室／和洋室2室／洋室4室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

【温泉名】伊豆長岡温泉【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節の
こわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾 他

★当施設より2～3分の所に飲泉場 ･足湯もあり

KKR伊豆長岡千歳荘

伊
豆
長
岡
駅●伊豆の国市長岡

総合会館

●
千歳橋

狩
野
川

国
道
１
３
６
号
線

伊
豆
箱
根
鉄
道

源
氏
山
公
園
● バス停

至修善寺

至三島

●1～5月は「いちご狩り」、夏は車10分で海水浴場、10～12月
は「みかん狩り」等季節のお楽しみの他、以下のテーマパーク
はいつでも楽しめます！

【伊豆三津シーパラダイス】（車15分）アシカやイルカたちのショー
タイム。ペンギン、セイウチ、シーパラダイスの人気者たちの
パフォーマンス。「ショースタジアム」も大好評！
【修善寺 虹の郷】（車20分）一年通じて花と緑にあふれていま
す！春：桜・つつじ・藤、夏：あじさい・バラ・花菖蒲、秋：菊
花の他、伊豆随一の約2000本のもみじ群生林、冬：20種3000本
の紅白梅

おすすめ観光

見どころ

温泉

露天風呂

■交通
電車／伊豆長岡駅（伊豆箱根鉄道）下車、徒歩20分。
またはタクシーで5分　※伊豆長岡駅まで送迎あり
車／東名高速道路・沼津ICから国道1号、国道136号
経由20km、40分

温 泉
15:00～翌10:00

会議室
2～60名

卓球他

日帰り
15:00～20:00

無
料

30台

要予約

貸 切
15:00～翌10:00

宴会場
2～60名

※マークの見方については6頁をご覧ください

宿のおすすめ情報

料理イメージ

●当荘自慢の温泉は、循環機
を一切使用していない“かけ
流しの湯”です。ロビーには
フットマッサージ・血圧計・
約500冊の書籍、卓球台もご用
意。昔懐かしい「温泉といえ
ば卓球」をお楽しみください
●伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」
まで送迎あり
【食】魚と野菜を中心とした調理長の創作風会席料理。メニュー
は 1～ 2 か月毎に変わります。〈別注料理〉金目鯛の煮付け、
刺身盛り合わせ、カサゴの唐揚げ、アジのたたきなど
【特典】●売店商品 10％割引（一部商品は除外 19：00 ～ 21：00）
　

★内湯・露天風呂・貸切風呂すべてかけ流しの温泉です。貸切
風呂は無料でご利用いただけます

露天風呂

●源氏山公園（徒歩すぐ）　●伊豆の国パノラマパーク（車5分）
●韮山反射炉（車10分）　●あわしまマリンパーク（車10分）
●三嶋大社（車20分）　●サイクルスポーツセンター（車20分）
●柿田川湧水群（車20分）　●浄蓮の滝～旧天城トンネル～河
津七滝～ループ橋（車45 ～ 60分）　●三島スカイウォーク（車
30～40分）

ｋｋｒホテルズ

別棟
（ペットのみ）

宿泊

伊
豆
・
箱
根

18 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります
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相模湾を眼下に、上質のくつろぎをお約束する
リゾートホテル。敷地内から湧出する
源泉かけ流しの露天風呂も大好評

【温泉名】熱海温泉 【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・打ち身・くじき・冷え性他
★展望露天風呂・展望大浴場・露天風呂付コテージからは海一望！

熱海駅 

KKRホテル熱海 
汐見洞トンネル 

●GS出光 
● 熱海ビーチライン 

国道135号線 

●熱海第一ビル 

●湯宿一番地

平和通り 

国際医療福祉 
大学熱海病院 

東海道線・東海道新幹線 至東京 

仲見世通り 

おすすめ観光

温泉

相模湾一望の展望露天風呂

■客室（全室T付）55室 全室オーシャンビュー（シ

■施設

■レジャー

温 泉 

11:00～23:00
5:00～ 9:00

無 

料 

30

ロビー・客室
・会議室

台

宴会場 
8～200名

日帰り 
11:00～20:00

会議室 
15～200名

カラオケ
･卓球

■交通
電車／JR熱海駅（東海道新幹線・東海道本線）下車、
徒歩7分
車／小田原厚木道路・小田原西IC国道135号経由
20km、約60分

あた み

※マークの見方については6頁をご覧ください

ングル4室／ツイン8室／トリプル1室／和室18室

ア7室／洋スイート1室／露天風呂付コテージ3棟）
チェックイン15:00　チェックアウト10:00

●熱海サンビーチ海水浴場
（徒歩7分）
●お宮の松（徒歩7分）
●熱海城（車10分）
●熱海梅園（車10分）
●MOA美術館（車10分）
●アカオフォレスト（車10分）
●初島（船30分）
●

●

伊豆大島（超高速ジェッ
　ト船45分）
起雲閣（車10分）

大浴場

客室一例

露天風呂

ｋｋｒホテルズ

【熱海城】熱海市内や相模湾を天守閣から一望。敷地内には「熱
海トリックアート迷宮館」もあり大人も子どもも楽しめます！
【熱海梅園】6月上旬は「ホタル観賞の夕べ」、11月中旬～12月上
旬は「もみじまつり」、1月上旬～3月中旬日本一早咲き！「梅ま
つり」
【熱海ロープウェー】熱海随一の展望台まで約3分。展望台から
熱海市内や相模湾を一望できます
【来宮神社】日本屈指のパワースポット。境内には樹齢2000年
超、本州1位の巨樹があり幹を一周回ると寿命が1年延命すると
いう伝説があります
【初島】熱海港からクルーズ船で30分。初島の港には島の漁師が
営む食堂街が連なり文字通り「朝獲れ」の魚介類が楽しめます

【料理】季節の食材を取り入れた和・中両料理長渾身の料理
【エステ】エステ・手もみ処（ボディ、フットケア）で日頃の疲れ
を癒してみてはいかがでしょうか
【日帰り入浴】敷地内から湧出する高濃度の自家源泉が楽しめます
【プール営業】夏季限定の室内温水
プール、露天ジャグジーも大好評

ホテルおすすめ情報
別棟
（犬、ネコのみ）

／和洋室12室／和洋スイート1室／和洋スーペリ

KKR伊豆長岡 千
ち

歳荘
とせそうい ず ながおか TEL：055-948-0010

FAX：055-948-0990
http://www.kkrizu.com/〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈82

天然温泉100%かけ流しの湯が評判。
1300年の歴史を持つ古奈温泉の
中央にある静かな温泉宿

■客室（全室T付）24室
（和室18室／和洋室2室／洋室4室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

【温泉名】伊豆長岡温泉【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節の
こわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾 他

★当施設より2～3分の所に飲泉場 ･足湯もあり

KKR伊豆長岡千歳荘

伊
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長
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駅●伊豆の国市長岡

総合会館
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源
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● バス停

至修善寺

至三島

●1～5月は「いちご狩り」、夏は車10分で海水浴場、10～12月
は「みかん狩り」等季節のお楽しみの他、以下のテーマパーク
はいつでも楽しめます！

【伊豆三津シーパラダイス】（車15分）アシカやイルカたちのショー
タイム。ペンギン、セイウチ、シーパラダイスの人気者たちの
パフォーマンス。「ショースタジアム」も大好評！
【修善寺 虹の郷】（車20分）一年通じて花と緑にあふれていま
す！春：桜・つつじ・藤、夏：あじさい・バラ・花菖蒲、秋：菊
花の他、伊豆随一の約2000本のもみじ群生林、冬：20種3000本
の紅白梅

おすすめ観光

見どころ

温泉

露天風呂

■交通
電車／伊豆長岡駅（伊豆箱根鉄道）下車、徒歩20分。
またはタクシーで5分　※伊豆長岡駅まで送迎あり
車／東名高速道路・沼津ICから国道1号、国道136号
経由20km、40分

温 泉
15:00～翌10:00

会議室
2～60名

卓球他

日帰り
15:00～20:00

無
料

30台

要予約

貸 切
15:00～翌10:00

宴会場
2～60名

※マークの見方については6頁をご覧ください

宿のおすすめ情報

料理イメージ

●当荘自慢の温泉は、循環機
を一切使用していない“かけ
流しの湯”です。ロビーには
フットマッサージ・血圧計・
約500冊の書籍、卓球台もご用
意。昔懐かしい「温泉といえ
ば卓球」をお楽しみください
●伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」
まで送迎あり
【食】魚と野菜を中心とした調理長の創作風会席料理。メニュー
は 1～ 2 か月毎に変わります。〈別注料理〉金目鯛の煮付け、
刺身盛り合わせ、カサゴの唐揚げ、アジのたたきなど
【特典】●売店商品 10％割引（一部商品は除外 19：00 ～ 21：00）
　

★内湯・露天風呂・貸切風呂すべてかけ流しの温泉です。貸切
風呂は無料でご利用いただけます

露天風呂

●源氏山公園（徒歩すぐ）　●伊豆の国パノラマパーク（車5分）
●韮山反射炉（車10分）　●あわしまマリンパーク（車10分）
●三嶋大社（車20分）　●サイクルスポーツセンター（車20分）
●柿田川湧水群（車20分）　●浄蓮の滝～旧天城トンネル～河
津七滝～ループ橋（車45 ～ 60分）　●三島スカイウォーク（車
30～40分）

ｋｋｒホテルズ

別棟
（ペットのみ）

宿泊

伊
豆
・
箱
根

19※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



KKR沼津 はまゆう
〒410-0106 静岡県沼津市志下192

駿河湾の夕陽（オーシャンビュー）と富士山の雄姿（マウンテンビュー）
が美しい海辺の温泉宿

【温泉名】熱海温泉 【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物温泉
【効能】神経痛･筋肉痛･関節痛･打ち身･くじき・冷え性 他
★大浴場には
★松林と潮風を感じる露天風呂をお楽しみいただけます

KKRホテル熱海の敷地から湧き出る源泉を直送

春●4月上旬 奥駿河湾の春の風物詩「大瀬まつり」●4月
上旬 沼津アルプス「香貫山」山頂の桜が見頃に

夏遠浅で波も穏やかなロングビーチ「島郷海水浴場」まで
徒歩3分、当施設にシャワールーム・更衣室完備

秋

冬温暖な冬の沼津。少し足を伸ばして柿田川湧水群の散策、
そして三嶋大社参拝。冬の味覚江間のいちご狩り

通年 【富士山＆駿河湾のビューポイントベスト5】①はま

見どころ

おすすめ観光

東海道新幹線 

東名高速道路 

至東京 

東海道本線 

国道246号線 

国道1号線 

沼津市役所● 

▲ 
象山 

▲ 
徳倉山 

▲ 
鷺巣山 ▲ 

香貫山 

KKR沼津はまゆう 

● 
島郷海水浴場 

● 
御用邸記念公園 

▲ 
牛臥山 

国道414号線 至伊豆長岡 

沼津バイパス 

狩野川 

沼津IC

沼津駅 
大岡駅 

御殿場線 

TEL：055-931-0592
FAX：055-931-3009

https://numazu.kkr.or.jp/

宿のおすすめ情報

新客室「きよら」

■客室（全室BT付）33室
（和室24室／ツイン3室／特別室6室）
チェックイン15:00 チェックアウト10:00

■施設

■レジャー

■交通
電車／JR沼津駅（東海道本線）南口、3番のりばから
伊豆箱根バス「伊豆長岡」方面行で20分「はまゆう
前」下車、徒歩１分　※沼津駅まで送迎あり
車／東名高速道路・沼津ICまたは新東名高速道路・
長泉沼津ICから国道414号経由8km、30分

温 泉 

14:00～24:00
6:00～ 9:00

宴会場 
10～100名

会議室 
10～55名

囲碁・将棋
カラオケルーム

無 

料 

69台

要予約

温泉

※マークの見方については6頁をご覧ください

●ＪＲ「沼津駅」まで送迎あり（迎え 15：00 のみ）
【食】ご夕食：新鮮魚介類を取り入れた月替わり創作会席料理
別注料理：活あじの刺身・活あわびの踊り焼き又は刺身・あし
たか牛陶板焼・桜海老のかき揚・京都の漬物五種盛他
●各種ご宴会承ります（～ 100 名様まで）

日帰り
14:00～19:00

ぬま づ

●志下海岸（徒歩1分）●沼津御用邸記念公園（徒歩10分）
●沼津アルプス［香貫山］（車20分）●若山牧水記念館（車10分）
●千本浜公園（車10分） ●沼津魚市場・沼津港深海水族館（車
10分） ●世界遺産韮山反射炉（車20分）●伊豆三津シーパラダ
イス（車20分） ●三嶋大社・柿田川湧水群・楽寿園（車35分）  
●大瀬崎（車35分）  ●クレマチスの丘美術館（車45分）

●海辺の遊歩道を散策しながら沼津御用邸記念公園の各
種イベントや「菊華展」、その先の芹沢光治郎や若山牧水

の文学館巡りへ●10月中旬～沼津アルプス「香貫山」や楽寿園
の紅葉が見頃に

露天風呂

ｋｋｒホテルズ

別棟
（ペットのみ）

ゆう敷地内庭園「展望あずま屋」②はまゆう前志下海岸   
③びゅうお（車10分）④千本浜海岸（車15分）⑤香貫山山頂
（車20分）

KKR湯沢 ゆきぐに TEL：025-784-3424
FAX：025-784-3425

https://yuzawa.kkr.or.jp/〒949-6101  新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

温泉・スキー・川端文学・大浴場からの

わんちゃん（ペット）同室専用フロアもあり
雄大な眺め、古里の味覚が癒す、くつろぎの宿

【温泉名】越後湯沢温泉【泉質】単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・五十肩・運動麻痺・うちみ・くじき、
関節のこわばり・慢性消化器病・痔疾 他
★広々とした浴槽から谷川連峰三国山脈が広がる展望風呂

●春は山菜摘みや、新緑の大自然を散策、夏は大
源太キャニオン（車30分）でボート遊び・渓流釣り、

湯沢フィッシングパーク（車10分）で魚つかみ取り、など涼味
満点のスポットへ！ ●6月下旬～7月下旬「ほたるの里」へ！
（六日町大月／車30分）

秋
冬

通年 ●世界最大級166人乗りの湯沢温泉ロープウェイで7
分、雲の上の高山植物園「アルプの里」へ！5～10月まで

季節の花々が咲き誇ります ●そば打ち・笹だんご作り等越後湯
沢ならではの体験メニューが楽しめる「体験工房 大源太」●文
豪『川端康成』の足跡を訪ねるコースをご紹介 ●「湯沢温泉 外
湯巡り」：人気No1「駒子の湯」、最も歴史ある「山の湯」

●スキーロッカー室、卓球室（冬除く）あり
【食】

KKR湯沢ゆきぐに 

越後湯沢駅 
東口 

西口 

●湯沢温泉 
 ロープウエー ●GALA 

 ゴンドラ 

至東京 

至苗場 

湯沢IC

大源太川 

魚野川 

至新潟 関越自動車道 

上越線 

至塩沢・ 
 長岡 

ガーラ湯沢駅 

至
東
京 

上越新幹線 

●GALA湯沢 
 スキ－場 

●湯沢高原・布場 
 スキ－場 

NASPAニューオータニ 
NASPAスキーガーデン 

● 

●一本杉スキー場 

●GS

かすみの間 
文学資料室 

● 

●石打ユング 
 パルナス 

湯沢 
町役場● 

宮林交差点 

楽町交差点 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

展望温泉大浴場

春夏

■客室（全室T付）21室
（和室15室（うち、犬同宿部屋6室）／特別室3
／和洋室3）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

■交通
電車／JR越後湯沢駅（上越新幹線）下車、西口から
徒歩
※JR「越後湯沢駅」から送迎あり
6分。またはタクシーで1分

温 泉 

15:00～24:00
  6:00～  9:00 会議室 

6～40名

囲碁・将棋
・カラオケ
卓球  他

無 

料 

30

要予約

台
宴会場 

5～40名

※マークの見方については6頁をご覧ください

苗場スキー場をはじめ多種多様のスキー場が16か所。湯
沢高原スキー場から連絡ロープウェイを利用すれば、

GALA湯沢スキー場、石打丸山スキー場へのリンクも楽しめま
す（車10～15分）

ゆ ざ わ

ｋｋｒホテルズ

10月中旬～11月中旬　苗場ドラゴンドラ、清津峡、日本有
数の紅葉景勝地「秘境の秋山郷」等、絶景紅葉スポットへ

●湯沢高原高山植物園アルプの里（ロープウェイ乗場まで徒歩
7分）●まつだい「農舞台」フィールドミュージアム（車60分）
●南魚沼市トミオカホワイト美術館（車30分）●塩沢牧之通
り（車20分）●十日町市博物館（車40分）●越後妻有里山現
代美術館MonET（車40分）●塩沢つむぎ記念館（車20分）
●清津峡（車30分）●越後一の名刹「雲洞庵」（車30分）
●秋山郷（車70分）●西福寺開山堂･永林寺（車40分）

春の山菜から始まる新潟食材をふんだんに取り入れた
「郷土料理」を含む和食料理。魚沼サーモン、南蛮エビ、にいがた
和牛、つなんポークなど、コースに応じてご用意。
また、「南魚沼産こしひかり」は通年で美味！特に秋の「新米」は
甘くてモチモチです。米どころ新潟ならではの「お米」に合う料
理とともにご賞味ください。

車／関越自動車道・湯沢 ICから国道17号経由3km、5分

ペット同室
客室あり

宿泊

伊
豆
・
箱
根

20 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



KKR沼津 はまゆう
〒410-0106 静岡県沼津市志下192

駿河湾の夕陽（オーシャンビュー）と富士山の雄姿（マウンテンビュー）
が美しい海辺の温泉宿

【温泉名】熱海温泉 【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物温泉
【効能】神経痛･筋肉痛･関節痛･打ち身･くじき・冷え性 他
★大浴場には
★松林と潮風を感じる露天風呂をお楽しみいただけます

KKRホテル熱海の敷地から湧き出る源泉を直送

春●4月上旬 奥駿河湾の春の風物詩「大瀬まつり」●4月
上旬 沼津アルプス「香貫山」山頂の桜が見頃に

夏遠浅で波も穏やかなロングビーチ「島郷海水浴場」まで
徒歩3分、当施設にシャワールーム・更衣室完備

秋

冬温暖な冬の沼津。少し足を伸ばして柿田川湧水群の散策、
そして三嶋大社参拝。冬の味覚江間のいちご狩り

通年 【富士山＆駿河湾のビューポイントベスト5】①はま

見どころ

おすすめ観光

東海道新幹線 

東名高速道路 

至東京 

東海道本線 

国道246号線 

国道1号線 

沼津市役所● 

▲ 
象山 

▲ 
徳倉山 

▲ 
鷺巣山 ▲ 

香貫山 

KKR沼津はまゆう 

● 
島郷海水浴場 

● 
御用邸記念公園 

▲ 
牛臥山 

国道414号線 至伊豆長岡 

沼津バイパス 

狩野川 

沼津IC

沼津駅 
大岡駅 

御殿場線 

TEL：055-931-0592
FAX：055-931-3009

https://numazu.kkr.or.jp/

宿のおすすめ情報

新客室「きよら」

■客室（全室BT付）33室
（和室24室／ツイン3室／特別室6室）
チェックイン15:00 チェックアウト10:00

■施設

■レジャー

■交通
電車／JR沼津駅（東海道本線）南口、3番のりばから
伊豆箱根バス「伊豆長岡」方面行で20分「はまゆう
前」下車、徒歩１分　※沼津駅まで送迎あり
車／東名高速道路・沼津ICまたは新東名高速道路・
長泉沼津ICから国道414号経由8km、30分

温 泉 

14:00～24:00
6:00～ 9:00

宴会場 
10～100名

会議室 
10～55名

囲碁・将棋
カラオケルーム

無 

料 

69台

要予約

温泉

※マークの見方については6頁をご覧ください

●ＪＲ「沼津駅」まで送迎あり（迎え 15：00 のみ）
【食】ご夕食：新鮮魚介類を取り入れた月替わり創作会席料理
別注料理：活あじの刺身・活あわびの踊り焼き又は刺身・あし
たか牛陶板焼・桜海老のかき揚・京都の漬物五種盛他
●各種ご宴会承ります（～ 100 名様まで）

日帰り
14:00～19:00

ぬま づ

●志下海岸（徒歩1分）●沼津御用邸記念公園（徒歩10分）
●沼津アルプス［香貫山］（車20分）●若山牧水記念館（車10分）
●千本浜公園（車10分） ●沼津魚市場・沼津港深海水族館（車
10分） ●世界遺産韮山反射炉（車20分）●伊豆三津シーパラダ
イス（車20分） ●三嶋大社・柿田川湧水群・楽寿園（車35分）  
●大瀬崎（車35分）  ●クレマチスの丘美術館（車45分）

●海辺の遊歩道を散策しながら沼津御用邸記念公園の各
種イベントや「菊華展」、その先の芹沢光治郎や若山牧水

の文学館巡りへ●10月中旬～沼津アルプス「香貫山」や楽寿園
の紅葉が見頃に

露天風呂

ｋｋｒホテルズ

別棟
（ペットのみ）

ゆう敷地内庭園「展望あずま屋」②はまゆう前志下海岸   
③びゅうお（車10分）④千本浜海岸（車15分）⑤香貫山山頂
（車20分）

KKR湯沢 ゆきぐに TEL：025-784-3424
FAX：025-784-3425

https://yuzawa.kkr.or.jp/〒949-6101  新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574

温泉・スキー・川端文学・大浴場からの

わんちゃん（ペット）同室専用フロアもあり
雄大な眺め、古里の味覚が癒す、くつろぎの宿

【温泉名】越後湯沢温泉【泉質】単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・五十肩・運動麻痺・うちみ・くじき、
関節のこわばり・慢性消化器病・痔疾 他
★広々とした浴槽から谷川連峰三国山脈が広がる展望風呂

●春は山菜摘みや、新緑の大自然を散策、夏は大
源太キャニオン（車30分）でボート遊び・渓流釣り、

湯沢フィッシングパーク（車10分）で魚つかみ取り、など涼味
満点のスポットへ！ ●6月下旬～7月下旬「ほたるの里」へ！
（六日町大月／車30分）

秋
冬

通年 ●世界最大級166人乗りの湯沢温泉ロープウェイで7
分、雲の上の高山植物園「アルプの里」へ！5～10月まで

季節の花々が咲き誇ります ●そば打ち・笹だんご作り等越後湯
沢ならではの体験メニューが楽しめる「体験工房 大源太」●文
豪『川端康成』の足跡を訪ねるコースをご紹介 ●「湯沢温泉 外
湯巡り」：人気No1「駒子の湯」、最も歴史ある「山の湯」

●スキーロッカー室、卓球室（冬除く）あり
【食】

KKR湯沢ゆきぐに 

越後湯沢駅 
東口 

西口 

●湯沢温泉 
 ロープウエー ●GALA 

 ゴンドラ 

至東京 

至苗場 

湯沢IC

大源太川 

魚野川 

至新潟 関越自動車道 

上越線 

至塩沢・ 
 長岡 

ガーラ湯沢駅 

至
東
京 

上越新幹線 

●GALA湯沢 
 スキ－場 

●湯沢高原・布場 
 スキ－場 

NASPAニューオータニ 
NASPAスキーガーデン 

● 

●一本杉スキー場 

●GS

かすみの間 
文学資料室 

● 

●石打ユング 
 パルナス 

湯沢 
町役場● 

宮林交差点 

楽町交差点 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

展望温泉大浴場

春夏

■客室（全室T付）21室
（和室15室（うち、犬同宿部屋6室）／特別室3
／和洋室3）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

■交通
電車／JR越後湯沢駅（上越新幹線）下車、西口から
徒歩
※JR「越後湯沢駅」から送迎あり
6分。またはタクシーで1分

温 泉 

15:00～24:00
  6:00～  9:00 会議室 

6～40名

囲碁・将棋
・カラオケ
卓球  他

無 

料 

30

要予約

台
宴会場 

5～40名

※マークの見方については6頁をご覧ください

苗場スキー場をはじめ多種多様のスキー場が16か所。湯
沢高原スキー場から連絡ロープウェイを利用すれば、

GALA湯沢スキー場、石打丸山スキー場へのリンクも楽しめま
す（車10～15分）

ゆ ざ わ

ｋｋｒホテルズ

10月中旬～11月中旬　苗場ドラゴンドラ、清津峡、日本有
数の紅葉景勝地「秘境の秋山郷」等、絶景紅葉スポットへ

●湯沢高原高山植物園アルプの里（ロープウェイ乗場まで徒歩
7分）●まつだい「農舞台」フィールドミュージアム（車60分）
●南魚沼市トミオカホワイト美術館（車30分）●塩沢牧之通
り（車20分）●十日町市博物館（車40分）●越後妻有里山現
代美術館MonET（車40分）●塩沢つむぎ記念館（車20分）
●清津峡（車30分）●越後一の名刹「雲洞庵」（車30分）
●秋山郷（車70分）●西福寺開山堂･永林寺（車40分）

春の山菜から始まる新潟食材をふんだんに取り入れた
「郷土料理」を含む和食料理。魚沼サーモン、南蛮エビ、にいがた
和牛、つなんポークなど、コースに応じてご用意。
また、「南魚沼産こしひかり」は通年で美味！特に秋の「新米」は
甘くてモチモチです。米どころ新潟ならではの「お米」に合う料
理とともにご賞味ください。

車／関越自動車道・湯沢 ICから国道17号経由3km、5分

ペット同室
客室あり

宿泊

甲
信
越

21※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



上諏訪温泉の一角に位置し、湖・温泉・高原と三拍子揃った、
美しい諏訪湖のほとりにたたずむ
湖畔の温泉宿

KKR 諏訪湖
す わ こ

荘
そう TEL：0266-58-1259

FAX：0266-56-2399
https://suwako.kkr.or.jp/〒392-0027  長野県諏訪市湖岸通り5-7-7

【温泉名】上諏訪温泉【泉質】単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・五十肩・疲労回復・冷え性 他
★豊富な湯量を誇る上諏訪温泉から引湯しており、身体の中か
らほかほかと温まり「風邪知らず」の温泉です

春 4月上旬 天然記念物指定を受けた、全国的に有名な「高
遠の桜」。薄紅色の桜天井を見上げながら可憐さと規模の

大きさを心ゆくまで堪能できます！

夏●霧が峰高原：6月中旬から下旬にかけてはレンゲツツジ
のオレンジ色に、7月中旬から下旬にかけてはニッコウキ

スゲの黄色に染まる様は絶景！ ●8/15「諏訪湖祭湖上花火大
会」、9月第1土曜日「全国新作花火競技大会」

秋 9月下旬～11月上旬 ヴィーナスラインをはじめ多数の紅葉ス
ポットへの拠点として便利！●美ヶ原高原（車90分）●木

曽駒ケ岳（車100分）●上高地（車120分）●乗鞍高原（車120分）

冬車山高原スキー場まで約45分。スキー、観光、温泉と全て
を楽しみたい方におすすめ！

●諏訪湖（ （徒歩1分）●北澤美術館・サンリツ服部美術館 徒歩10
分）●諏訪大社［上社・下社］（車20分）●霧が峰高原（車30分）
●蓼科高原（車40分）●白樺湖（車50分）●車山高原スキー場
（車45分）●美ヶ原高原（

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

温泉大浴場

うなぎ会席（イメージ）

■客室（一部BT付）24室
（和室22室／ハリウッドツインルーム2室）
※エレベーターはございません
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

温 泉 
15:00～翌9:00

貸 切 
15:00～21:00 無 

料 

25台

■交通
電車／JR上諏訪駅（中央本線）下車、西口（諏訪湖
口）から徒歩10分。またはタクシーで4分
車／中央自動車道・諏訪ICから6.5km約15分

※マークの見方については6頁をご覧ください

●キッズコーナー（幼児向
け絵本、コミック、落書き
ボード）あり●ソフトドリ
ンクバー滞在中飲み放題
●女性向けおしゃれ浴衣貸
出サービスあり
●ロビー、廊下、共同トイレまで快適な畳敷き
【食】年を通して人気の信州産和牛のすき焼き会席、鰻の街諏
訪で味わううなぎ会席、人気の松茸をふんだんに使用した松茸
会席、お部屋でゆっくり召し上がる鰻重などの「選べるお重お
部屋食プラン」などをご用意。信州サーモンや信州そば、季節
に合わせた長野県産の高原野菜を色合い豊かに使用したお料理
をご堪能ください。

車90分）

ｋｋｒホテルズ

至新宿・甲府
至松本・塩尻
岡谷インターへ

上諏訪駅

諏訪市美術館
諏訪市役所

高島城図書館
文化センター

片倉館

ワカマスパン

うなぎおび川

石彫公園

上川大橋

諏訪赤十字病院

諏
訪
湖

KKR諏訪湖荘

至甲府
・芽野

方面

諏訪IC
へ

宿泊

甲
信
越

22 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



新宿から直行便でフルーツ王国へ！展望風呂からの雄大な眺め、
日本庭園に癒される、静かな環境の宿

KKR甲府 ニュー芙
ふふ

蓉
ようこう TEL：055-252-1327

FAX：055-253-0692
https://kofu.kkr.or.jp/〒400-0026 山梨県甲府市塩部3-6-10

春●2/10頃～梅の名所「不老園」開園 ●身延山久遠寺のし
だれ桜、塩山慈雲寺のいと桜や桃の花で、甲府盆地はピ

ンク色に染まります！

夏●7月下旬～8月 明野村の約20万本のひまわり（車60分）
●八ヶ岳リゾートアウトレット等、小淵沢、清里方面へ

は車60分
【フルーツ狩り】4月下旬頃まで いちご狩り、5月下旬～6月下旬
さくらんぼ狩り、6月中旬～7月末 ブルーベリー摘み、7･8月 も
も狩り

秋●7月下旬～11月上旬 秋の風吹くぶどうの里での「ぶどう
狩り」 ●10月下旬～11月中旬 紅葉に映える奇岩巨石の渓

谷美が素晴らしい「昇仙峡」

通年 ●宝石や、“ミレー”の美術館……甲府ならではのミ
ュージアムめぐりへ ●県下各所に点在するワイン工場。

その個性さまざまなワイナリーの見学と試飲の旅

●山梨県立科学館（車10
分）●山梨県立地場産業
センター「かいてらす」（車
10分）●山梨県立美術館
（車10分）●武田神社（車
10分）●昇仙峡・影絵の森
美術館（車30分）●枯露
柿の里・武田信玄公菩薩
提寺「恵林寺」「塩山」
（車40分）●清里（車60分）
●河口湖（車60分）●富
士五湖（車60分）●身延
山（車60分）

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

ロビー

■客室（一部BT付）20室
（ツイン3室／和室14室／BT付和室3室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

昇仙峡

15:30～24:00
6:00～10:00

無
料

70台

宴会場
4～150名

会議室
4～180名

■交通
電車／JR甲府駅（中央本線）下車、北口から徒歩20
分。またはタクシーで5分
車／中央自動車道・甲府昭和ICから国道20号経由ア
ルプス通りを北進、10km、20分

※マークの見方については6頁をご覧ください

【食】名水の里山梨が育む銘柄和牛「甲州牛」と月替わりで楽し
めるお料理など、山梨の自然から生まれた美味しさをご堪能
ください！

温 泉 

【温泉名】要害温泉【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩　他

温泉

ｋｋｒホテルズ

別棟
（ペットのみ）

KKR

宿泊

甲
信
越

23※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



●全客室Wi-Fi無料接続、タブレット・ノートパソコン・スマー
トフォンで快適にインターネット接続。
●レンタサイクル（有料）を使って半径1kmにある主要観光ス
ポットを満喫！

金沢城公園、大手門大手堀前に位置し、
兼六園、ひがし茶屋街などの名所旧跡
にも近く観光やビジネスに最適

KKR ホテル金沢
かなざ わ TEL：076-264-3261

FAX：076-224-3608
https://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/〒920-0912 石川県金沢市大手町2-32

め
い
て
つ
エ
ム
ザ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

●金沢城公園（徒歩1分）●近江町市場（徒歩5分）●兼六園
（徒歩8分）●ひがし茶屋街（徒歩10分）●香林坊・片町（車5
分）●金沢21世紀美術館（バス20分）●国立工芸館（バス20分）

見どころ

女性スタッフが花嫁の目線で考えた多彩なコーディネートを展開！式

場までの「ホワイトロード」は光溢れるバージンロード。館内からは

金沢城を眺めることもでき、金沢らしさを感じながらの披露宴を！

【挙式スタイル】神前式・チャペル式・人前式・茶婚式
【料理内容】日本料理・フランス料理・和洋折衷料理
★組合員限定の特典★
衣装最大25万円割引
後払いもOK

ご婚礼

キッズスペース

チェックイン 15:00／チェックアウト 10:00
■レストラン
レストラン『アイビス』
■施設

■レジャー

会議室 
10～300名 有

料
46台

宴会場 

10～250名
（着席）

■交通

※マークの見方については6頁をご覧ください

■客室（全室BT付）80室（シングル34室／デラック
スツイン10室／ツイン20室／トリプル10室／ユニ
バーサルツイン1室／和室5室）

ｋｋｒホテルズ

春の桜、秋の紅葉を楽しみ、冬の雪吊りで四季の移ろいを感じ
る「兼六園」、人気の観光スポット「ひがし茶屋街」、全国から
多くの人が訪れる開放的なミュージアム「21世紀美術館」、海
外からも注目を浴びる禅（ZEN）に触れる「鈴木大拙館」、北
陸の海の幸・加賀野菜を楽しむ「近江町市場」、「国立工芸館」
（2020年10月移転オープン）、歴史・文化を堪能する金沢観光。
さらに、旅の拠点金沢から足を延ばして、砂浜を車で走る「千
里浜なぎさドライブウェイ」を通り「能登半島」へ。
また、車で約1時間の「白川郷」や「永平寺」、こどもが大好き
な福井の「恐竜博物館」など、近くにもおすすめ観光スポット
が満載です。

●キッズエリアにてお子様が大好きなプラレール、マットお遊び
やお絵かきテーブル、絵本、積み木などをご用意しております。

 【レストラン】●『アイビス』：窓一面に映し出されるのは金沢
城公園のワイドビュー。次々と埋め立てられた金沢城の堀の中
で、今なお唯一残っている大手堀の四季の移り変わりを眺めつ
つ、日中は明るい陽光、夜は美しい石垣の夜景とともに、心地よ
いひとときをお過ごしください。

電車／JR金沢駅兼六園口（東口）6番のりばから北陸鉄道
バス「11、12、16番橋場町」経由で10分「尾張町」下車、徒歩
5分／JR金沢駅兼六園口（東口）よりタクシーで10分
車／北陸自動車道・金沢東ICから約20分、金沢西ICから約30分
飛行機／小松空港から車約40分。空港連絡バス利用
の場合は約1時間「武蔵ヶ辻」下車、徒歩10分

KKRホテル金沢 

宿泊

東
海
・
北
陸

24 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



上高地、乗鞍岳などの観光の拠点に。
かけ流し温泉、山里の味覚が郷愁を誘う、
北アルプスの山懐の温泉郷の宿

1室）

チェックイン
※エレベーターはございません

15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

KKR平湯 たから荘
そうひ ら ゆ TEL：0578-89-2626 

FAX：0578-89-3126
https://hirayu.kkr.or.jp/〒506-1433  岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

【温泉名】平湯温泉【泉質】炭酸水素塩泉
【効能】神経痛・慢性消化器病・関節痛・筋肉痛・運動麻痺 他

★

春上高地や乗鞍岳の山開き、残雪と花が山々を美しく飾り、
山菜取りのシーズン到来！

夏新緑をわたる爽やかな風。避暑地として賑う清涼の夏は
トレッキングに最適。渓流釣りも賑います
10月上旬～下旬 乗鞍岳、平湯大滝の紅葉は特に絶景！

秋※乗鞍岳は10月末、上高地は11/15 までが観光シーズン
（冬期通行規制あり）

冬●2/15～25「平湯大滝結氷まつり」：期間中、会場入口付
近までシャトルバスあり！

【スキー場のご案内】●平湯温泉スキー場（徒歩10分）●ほおの
き平スキー場（車15分）

◯〒 

平
湯 

バ
ス
タ

ミ
ナ
ル
● 至新穂高 

至新穂高 

至松本 

至松本 

 
 

環境省● 
ひらゆの森● 至高山 

KKR平湯たから荘 

● 

● 

平湯たから荘看板 

●
総
合
案
内
所 

●
派
出
所 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

料理イメージ

上高地／河童橋

温 泉 

15:00～
翌10:00

囲碁・将棋
・カラオケ

貸 切 

15:00～
翌10:00

宴会場 
4～20名 無 

料 

25台

要予約

■交通
電車／JR高山駅（高山本線）から濃飛バス「新穂高
温泉」行で約60分「平湯温泉」下車、徒歩5分

車／長野自動車道・松本ICから国道158号経由60km、
約60分
★バスタ新宿（東京）より直通高速バスあり

※マークの見方については6頁をご覧ください

●平湯大滝（徒歩 30 分）●平湯
峠（車 20 分）●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）
●乗鞍スカイライン（バス50分）
●飛騨高山（車 50 分）●飛騨古
川（車 60 分）●世界文化遺産白
川郷合掌集落（車 1時間 30 分）

●キッズコーナー誕生！! 夕食後は屋上
テラスで星空観察●施設内にカラオケ
＆シアタールームを完備●高級飛騨家
具にこだわった洋室ツインルームが誕生
●「平湯バスターミナル」まで送迎あり
【食】飛騨牛や川魚・山菜など郷土の料理をはじめ、日本海の鮮
魚を取り入れた創作料理が季節ごとにお楽しみいただけます。
当日でも予約可能な飛騨牛のサーロイン石焼、ローストビーフ、
朴葉味噌焼、ローストのにぎりなどもご用意できます。

露天風呂

ｋｋｒホテルズ

■客室（全室T付）14室（和室13室／ツインルーム

★内湯・露天風呂・家族風呂とも源泉かけ流し！家族風呂は貸
切無料です

宿泊

東
海
・
北
陸

25※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



KKR下呂 しらさぎ TEL：0576-25-5505
FAX：0576-25-5773

https://www.kkrgero.jp/〒509-2202 岐阜県下呂市森1209

【温泉名】下呂温泉
【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】リウマチ性疾患・神経
痛・運動機能障害・神経麻
痺・病後回復期・疲労回復 他
★集中管理で天与の名泉を守
っている「下呂温泉」の源泉
を引湯。安全・安心で無色透明、お肌すべすべの湯を、正午か
ら翌朝9時まで一晩中お楽しみいただけます

春●JR高山線とR41（岐阜～下呂間）より、「日本ライン」と
呼ばれる木曽川両岸の岩石の美しい景観と、飛騨川沿い

の山桜・岩つつじ等のすばらしい景色がご覧いただけます ●4
月上旬～中旬 天然記念物「苗代桜」のライトアップ（車20分）

夏

秋●飛騨地方の気候に適した「夏秋トマト」は甘みたっぷ
り！国道脇の販売所でゲット●10月中旬～11月上旬 飛騨

金山～飛騨高山75kmのR41号沿いの飛騨川渓谷の紅葉

冬●12月土曜日等「下呂温泉花火ミュージカル冬公演」が見
もの●冬の花火：コンピュータを駆使した特殊演出花火が、

様々な音楽に合わせて打ちあがります！（開催日程は施設まで）

通年 ●下呂の町の“足湯めぐり”が人気！●四季の移り変
わりを肌で感じられる雨情公園は、早朝の散歩に最適

（徒歩3分）●“いでゆ朝市”は、地元の新鮮農産物や飛騨の特
産品が揃い、しかもお値打ち（4月～11月まで／徒歩3分）東海
北陸自動車道で、白川郷・北陸がぐっと近くなりました

●下呂温泉合掌村（徒歩５分／当施設にて入場券割引販売あり［700円］）
●飛騨高山（車60分）●飛騨古川（車80分）●妻籠・馬籠宿（車80分）
●世界文化遺産白川郷合掌集落（車100分）

KKR下呂しらさぎ

●ピア

下呂トンネル

下呂市役所
●十六銀行

飛騨川

●

雨情公園●

GS●
国道41号線バイパス

●下呂温泉合掌村

至
中
津
川

至
高
山

JR高山線

）（

）（至美濃加茂

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

飛騨家具のリビング付ツインルーム

展望温泉大浴場

チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

12:00～翌9:00 無
料

30台

要予約

2～60名

■交通
電車／JR下呂駅（高山本線）下車、徒歩15分。また
はタクシーで
※下呂駅まで送迎あり

3分

車／中央自動車道・中津川ICから国道257号経由
50km、約60分

和風調展望大浴場からの温泉街と山並みの眺めはバツグン。日本三名湯の温泉、本場飛騨牛会席と
四季を彩る和会席を楽しめる「おもてなしの心」で癒される美肌の湯と創作料理の宿

※マークの見方については6頁をご覧ください

下呂駅

●平成28年夏、外壁全面塗装でイメージを一新しました
●飛騨家具のベッドルームが、平成26年11月1日OPEN。90年を
超える歴史の深みと蓄積された技術に裏打ちされた飽のこない家
具をお楽しみ下さい
【食】「飛騨牛」を贅沢に使った飛騨牛会席は、本物志向のお客
様に好評。季節の食材をアレンジした和食会席とあわせてお楽
しみください

下呂温泉合掌村では「ふるさと夏まつり」、8/1～8/4は
「下呂温泉まつり」が行なわれ、親子で楽しめるイベン

トが盛り沢山！

宴会場 温 泉 

げ ろ

■客室（全室T付）24室（和室21室／リビング付
ツインルーム1室／ツインルーム1室／シングル
ルーム1室）

ｋｋｒホテルズ

宿泊

東
海
・
北
陸

26 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



KKR ホテル名古屋
な ご や TEL：052-201-3326

FAX：052-201-3870
https://www.kkr-nagoya.jp/〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1

おすすめ観光

客室一例

■交通

名古屋城を目前にした四季折々の風情。
静寂閑雅な環境で心落ち着くひとときを

【名古屋城】名古屋のランドマークでもある「名古屋城天守閣」。日
本三名城のひとつで、ホテルから徒歩約5分の絶好の位置関係にあ
ります。名古屋城の魅力を高めるため、本丸御殿の復元工事が
2009年から着手され、2018年6月8日に完成いたしました。街中にあ
りながらも並木道や緑が多く、自然に満ち溢れ、四季折々の風情を
堪能いただけます。
3月下旬～4月上旬には夜桜が楽しめる桜まつり、5月下旬にはさつ
きの花の展示、8月上旬～名古屋城宵（よい）まつり、10月上旬～
800点もの名古屋城菊人形、11月の紅葉など、年間を通じてお楽し
みいただけます。
【徳川美術館】徳川家康愛用品、尾張徳川家に伝わる重宝・諸道
具、大道具類等1万数千本の古美術品を展示しています。
【名古屋港水族館】世界の海に暮らす様々な生き物の生態や進化を
知ることができ、イルカのパフォーマンスショーでは、広大なプー
ルを縦横無尽に泳ぎ跳ね回ります。
【名古屋市科学館】限りなく本物に近い星空の再現を実現した世界
一大きいプラネタリウム（ドーム径35ｍ）や大型展示装置で「驚
き・発見・感動」を促します。

市バス／JR名古屋駅（桜通出口）名古屋駅市バスターミナル8
番のりば幹名駅1又は14号系統で10分「外堀通（西）」下車、北
へ徒歩5分
電車／地下鉄東山線「名古屋駅」から「伏見駅」乗換え鶴舞線「丸
の内駅」下車、1番出口直進8分
車／1.大阪方面より名神高速「一宮IC」から名古屋高速道都心環状
線「明道町」出口より約1km　2.東名高速道路「名古屋IC」から名古
屋高速道都心環状線「丸の内」出口より約300m

見どころ

ホテルおすすめ情報

レストラン「アヴァンセ」

●名古屋城が眺められる客室、宴
会場あり
●全客室Wi-Fi接続無料
●レストラン「アヴァンセ」：ア
ンティーク調の落ち着いた店内
で、地産地消を生かした和のテイ
ストをお愉しみいただけます。

●名古屋城（徒歩5分）●金シャチ横丁（徒歩5分） ●名古屋能楽
堂（徒歩3分） ●徳川美術館（車10分） ●名古屋市科学館（車10分） 
●産業技術記念館（車10分） ●ノリタケの森（車10分）  ●名古屋
港水族館（車30分） ●熱田神宮（車20分） ●博物館明治村（車60
分）●中部国際空港セントレア（車40分） 
名古屋市内一日観光に便利な「なごや観光ルートバス/メーグル」
をご利用ください（ホテルより停留所まで徒歩3分：ノンステッ
プバスで運行：運休日/月曜日）

■客室（全室BT付）106室（シングル50室／ツイン
41室／ダブル12室／スイート1室／和室2室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

■レストラン
レストラン『アヴァンセ』

■施設

■レジャー

会議室
20～156名 有

料
65台
※RV車可宴会場

20～130名

※マークの見方については6頁をご覧ください

名古屋城駅

ｋｋｒホテルズ

KKRホテル
名古屋 

宿泊

東
海
・
北
陸

27※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



KKR鳥羽 いそぶえ荘
そうと ば TEL：0599-25-3226

FAX：0599-25-3228
https://toba.kkr.or.jp/〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1075

伊勢神宮・熊野古道への起点に好立地
伊勢志摩国立公園内の鳥羽湾を一望する高台に建ち、
地元新鮮魚介と温泉を堪能できる宿

春

夏

●全室オーシャンビュー
●近鉄「鳥羽駅」まで送迎
あり（迎え 15：40、16：40・
送り9：30）※要予約

【食】

国
道
１６７
号
線

近
鉄
志
摩
線

至
二
見

伊
勢 ●ミキモト真珠島

参宮線

●
●

●
●

●

フェリー乗場

市民の森
野球場 至パールロードイオン

鳥羽水族館

KKR鳥羽いそぶえ荘
鳥
羽
駅

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

【温泉名】榊原温泉 【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】リウマチ性疾患・運動器障害・神経麻痺・神経症・病
後回復期・疲労回復 他

温泉

秋

通年 ●神々の聖地「伊勢神宮」めぐりへ！江戸～明治の
伊勢を体感できる「おかげ横丁」でのんびりお食事、散

策を！●離島めぐり（神島（船50分）、答志島（船30分））

冬
■客室（一部BT付）24室
（
※エレベーターはございません
和室8室／T付和室6室／BT付和室7室／BT付洋室1室）

チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

温 泉 
15:00～ 9:00

無 

料 

30台

要予約

宴会場 会議室 

囲碁

■交通
電車／近鉄鳥羽

分。またはJR・近鉄駅よりタクシーで10分　※鳥羽
駅から送迎あり

駅（鳥羽線）2番出口からかもめバス
「ウィスタリアン前」行で26分「高山」下車、徒歩10

車／伊勢自動車道・伊勢ICから伊勢二見鳥羽ライン
経由18km、35分

別館特別展望和室一例

※マークの見方については6頁をご覧ください

料理イメージ

●7月 二見大祭しめなわ曳、松阪祇園まつり、鳥羽みなと
まつり●8月 毎夜連続鳥羽湾花火

●9月 秋の神楽祭（伊勢神宮）、夫婦岩 大注連縄張神事●
10月日本太鼓祭（おかげ横丁ほか）●11月新嘗祭（伊勢神

宮）、氏郷まつり（松阪）、牡蠣シーズン到来（各所食べ放題）

●12月 伊勢神宮月次祭、夫婦岩 大注連縄張神事、歳の市（おかげ横丁）
●1月 大麻暦奉製始祭（伊勢神宮）、新春郷土芸能披露（おかげ横丁）●2

月 祈年祭（伊勢神宮）、ひなまつり（各所）●3月 神宮奉納大相撲（伊勢神宮）

●4月 春の神楽祭（伊勢神宮）、桜（宮川堤・鳥羽城址）●5
月 夫婦岩 大注連縄張神事、つつじ（伊勢志摩スカイライン

・横山展望台）、藤（大江寺）、サツキと盆栽の奉納展示（内宮神
苑）●6月 月次祭（伊勢神宮）、伊雑宮御田植式（内宮神苑）、しょ
うぶ（外宮・二見）、あじさい（大江寺・大慈寺・かざはやの里）

　　夕食は「松阪牛」や「伊
勢海老」、「あわび」等、三重
県の食材を使用、郷土料理を
取り入れた各種会席料理。朝
食の「あさりとひじきの炊込
みご飯」と「真珠の海七草粥」は大好評！

●伊勢神宮・内宮（車35分）●ミキモト真珠島・鳥羽水族館
（車8分）●二見夫婦岩（車25分）●海の博物館（車25分）●パ
ールロード（車25分）●天の岩戸（車30分）●志摩スペイン村
（車35分）●賢島（車45分）●大王崎灯台（車50分）●相差：石
神さん、海女小屋体験（車30分）

別棟
（ペットのみ）

ｋｋｒホテルズ

宿泊

東
海
・
北
陸

28 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



KKR ホテルびわこ
〒520-0105 滋賀県大津市下阪本1-1-1

～悠久のびわの湖を臨む安らぎのホテル～ 
温泉大浴場と琵琶湖を一望できる
露天風呂の2箇所で旅の疲れを癒せます。

春海津大崎の桜、長浜城・彦根城の桜に、しだれ桜の名所
「三井寺・琵琶湖疎水」のライトアップは必見！

夏●ブラックバス釣り、京阪神より最も近い湖水浴場「近
江舞子・真野浜水泳場」等で楽しめます

秋 11月中旬～12月初旬 約3000本がライトアップされる「日吉大
社」、全山紅葉の「西教寺」、燃え盛る“血染めのモミジ”が有

名な「金剛輪寺」を含めた「湖東三山」等紅葉スポットがいっぱい

冬●1月上旬～3月上旬 雪見船に乗って行く「日本一の長浜
盆梅展」●びわこバレイスキー場まで車40分

通年 琵琶湖遊覧船「ミシガン号」で陽気なアメリカンライブ
ショーを！ ●世界文化遺産「比叡山延暦寺」ケーブル探訪プ

ランあり ●「石山寺」花暦：春の桜、初夏の花菖蒲、秋の紅葉、冬
の梅……一年中様々な花が見られる、紫式部ゆかりの花の寺（石
山寺まで車40分）

●和室、ツインルームは全て湖に面しており湖に映る朝日がき
れい ●ハンディキャップルームあり ●京都駅へJRで約15分の
好アクセスで京都・滋賀観光の拠点として便利
【食】

●唐崎の松（徒歩7分）●三井寺（車15分）●浮御堂（車30分）
●義仲寺（車25分）●石山寺（車40分）●比叡山延暦寺（車50分）
●風情たっぷり『坂本の町』旧竹林院、滋賀院門跡、日吉大社、
日吉東照宮、西教寺（車15～20分）●びわこテラス（車40分）

おすすめ観光

TEL：077-578-2020
FAX：077-578-8590

https://biwako.kkr.or.jp/

宿のおすすめ情報

■客室（全室BT付）27室
（セミダブル6室／ツイン7室／和室14室）
チェックイン15:00 チェックアウト10:00
■施設

■レジャー

囲碁・将棋

要予約

日帰り 
12:00～15:00

■交通
電車／JR唐崎駅（湖西線）下車、徒歩12分。または
JR大津駅（東海道本線）北口（びわこ口）から江若
バス「堅田」方面行で20分「四ツ谷」下車、徒歩1分。
※唐崎駅まで送迎あり（要電話）
車／名神高速道路・京都東ICから国道161号バイパス
経由10km、15分。または名神高速自動車道・大津IC
から琵琶湖文化館前左へ、国道558号堅田・琵琶湖大
橋方面約20分

見どころ

料理（イメージ）

【温泉名】熱海温泉 【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物温泉
【効能】神経痛･筋肉痛･関節痛･打ち身･くじき・冷え性 他
★大浴場・露天風呂にはKKRホテル熱海の敷地から湧き出る源
泉を直送

温泉

客室一例

※マークの見方については
　6頁をご覧ください

会議室 
最大90名

宴会場 
最大126名

温 泉 

15:00～23:00
6:00～ 9:00

無 

料 

78台

露天風呂

うみ

人気の近江牛会席をはじめ、季節に合わせた会席料理を
豊富に取り揃えています

琵琶湖を臨む1階展望風呂 近江牛会席（イメージ）

ｋｋｒホテルズ
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KKRホテルびわこ 
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宿泊
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畿

29※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



KKR京都 くに荘
そうきょう と

〒602-0858 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

春●3月 春の人形展、流しびな ●4月 都をどり●5月 春

の鴨川をどり、葵祭 ●4月上旬～
宮、哲学の道

中旬 京都御所、平安神

（銀閣寺～若王子神社）、二条城 等桜に包まれる

夏●6月 貴船祭 ●7月 祇園祭、陶器祭り（清水焼団地）
●7月～8月下旬 鵜飼（嵐山・宇治川等） ●8月 大文字

五山送り火

秋●9月 梨木神社萩まつり、大覚寺観月の夕べ ●10月 時
代祭、鞍馬の火祭 ●11月

紅葉が映える三千院など見どころがたくさん

中旬～下旬 嵐山、杉苔の絨毯に

冬●12月 北野天満宮献茶祭、山科義士祭 ●1月 下鴨神社
蹴鞠始め、北野天満宮初天神 ●2月 節分祭、梅花祭

●鴨川遊歩道へ直接出られる宮家ゆかりの庭園

●ＪＲ「京都駅」まで送迎あり（迎え16：30、送り9：30）
【食】お客様の心を魅了する、旬の食材を使った京料理

見どころ

おすすめ観光
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宮
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太
町
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河原町丸太町バス停 
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線 

府
立
医
大
病
院
前 

バ
ス
停 烏

丸
通
り 

御
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同志社大学 
● 
今出川通り 

府立医大病院 

賀茂大橋 

●
府
立
文
化 

 
芸
術
会
館 

●京都地裁 

●法務局 

● 
いづめの京都

 

TEL：075-222-0092
FAX：075-222-1608
https://kyoto.kkr.or.jp/

宿のおすすめ情報

宮家ゆかりの庭園

■客室（全室T付）58室
（シングル11室／ダブル7室／ツイン15室／和室24室／
特別室1室）
チェックイン15:00チェックアウト10:00

■施設

■レジャー

15:00～24:00
  5:30～  9:00

無 

料 

20台
（一部有料）宴会場 

10～100名

会議室 
10～100名

囲碁・将棋

■交通

※マークの見方については6頁をご覧ください

温泉露天風呂 料理イメージ

温 泉

【温泉名】熱海温泉 【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物温泉
【効能】神経痛･筋肉痛･関節痛･打ち身･くじき・冷え性 他
★大浴場・露天風呂にはKKRホテル熱海の敷地から湧き出る源
泉を直送

温泉

●温泉露天風呂＆温泉大浴場あり  ●バリアフリー対応

露天風呂

京都御所・京都迎賓館まで徒歩８分。
清らかな鴨川の流れの畔に佇む、
宮家ゆかりの古都の宿。
うれしい温泉露天風呂あり

●京都御所・京都迎賓館（徒歩8分）●盧山寺［紫式部邸宅跡］
（徒歩5分）●清水寺･高台寺（バス30分）●金閣寺･龍安寺   （バス
30分）●嵐山･嵯峨野（バス50分）●大原三千院（バス50分）そ
の他2000に及ぶ寺社巡りには最適の京都中心部に位置します

Ｋ
Ｋ
Ｒ
京
都
く
に
荘

バス／ JR京都駅烏丸口（中央口）を出て、正面
京都市バスのりばA2から「4」・「17」・「205」系統
のバスで「京都府立医大前」下車、徒歩5分
またはJR京都駅からタクシー約20分
車／名神高速道路、京都東IC又は京都南ICから京都
市内方面へ約30分

ｋｋｒホテルズ

宿泊

近
畿

30 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



KKR京都 くに荘
そうきょう と

〒602-0858 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

春●3月 春の人形展、流しびな ●4月 都をどり●5月 春

の鴨川をどり、葵祭 ●4月上旬～
宮、哲学の道

中旬 京都御所、平安神

（銀閣寺～若王子神社）、二条城 等桜に包まれる

夏●6月 貴船祭 ●7月 祇園祭、陶器祭り（清水焼団地）
●7月～8月下旬 鵜飼（嵐山・宇治川等） ●8月 大文字

五山送り火

秋●9月 梨木神社萩まつり、大覚寺観月の夕べ ●10月 時
代祭、鞍馬の火祭 ●11月

紅葉が映える三千院など見どころがたくさん

中旬～下旬 嵐山、杉苔の絨毯に

冬●12月 北野天満宮献茶祭、山科義士祭 ●1月 下鴨神社
蹴鞠始め、北野天満宮初天神 ●2月 節分祭、梅花祭

●鴨川遊歩道へ直接出られる宮家ゆかりの庭園

●ＪＲ「京都駅」まで送迎あり（迎え16：30、送り9：30）
【食】お客様の心を魅了する、旬の食材を使った京料理

見どころ

おすすめ観光
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TEL：075-222-0092
FAX：075-222-1608
https://kyoto.kkr.or.jp/

宿のおすすめ情報

宮家ゆかりの庭園

■客室（全室T付）58室
（シングル11室／ダブル7室／ツイン15室／和室24室／
特別室1室）
チェックイン15:00チェックアウト10:00

■施設

■レジャー

15:00～24:00
  5:30～  9:00

無 

料 

20台
（一部有料）宴会場 

10～100名

会議室 
10～100名

囲碁・将棋

■交通

※マークの見方については6頁をご覧ください

温泉露天風呂 料理イメージ

温 泉

【温泉名】熱海温泉 【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物温泉
【効能】神経痛･筋肉痛･関節痛･打ち身･くじき・冷え性 他
★大浴場・露天風呂にはKKRホテル熱海の敷地から湧き出る源
泉を直送

温泉

●温泉露天風呂＆温泉大浴場あり  ●バリアフリー対応

露天風呂

京都御所・京都迎賓館まで徒歩８分。
清らかな鴨川の流れの畔に佇む、
宮家ゆかりの古都の宿。
うれしい温泉露天風呂あり

●京都御所・京都迎賓館（徒歩8分）●盧山寺［紫式部邸宅跡］
（徒歩5分）●清水寺･高台寺（バス30分）●金閣寺･龍安寺   （バス
30分）●嵐山･嵯峨野（バス50分）●大原三千院（バス50分）そ
の他2000に及ぶ寺社巡りには最適の京都中心部に位置します

Ｋ
Ｋ
Ｒ
京
都
く
に
荘

バス／ JR京都駅烏丸口（中央口）を出て、正面
京都市バスのりばA2から「4」・「17」・「205」系統
のバスで「京都府立医大前」下車、徒歩5分
またはJR京都駅からタクシー約20分
車／名神高速道路、京都東IC又は京都南ICから京都
市内方面へ約30分

ｋｋｒホテルズ

TEL：06-6362-6800
FAX：06-6362-6809

https://kkr-umedahotel.com/〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町4-1

【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン】ハリウッド映画のテーマパー
ク。スリル満点のアトラクションやショーなど、映画の世界をお楽
しみください

【海遊館】世界最大級の規模で環太平洋の生物を展示している
水族館。人気者のジンベイザメが泳ぎまわっています！

【道頓堀】食いだおれの街 大阪らしさが色濃い繁華街。大阪の食
文化をお楽しみください
【通天閣】1954年誕生の大阪のランドマーク。周辺には串カツやホ
ルモンなど昭和の面影を残した町並を体験することができるレ
トロなエリアです

出張や観光に便利。大阪駅まで徒歩8分
抜群のロケーションとゆとりある客室のホテル

大阪駅

大阪
環状線

阪神梅田駅

北新地駅

東
梅
田
駅

梅
田
駅

西
梅
田
駅

KKRホテル梅田
●

● 泉の広場
阪急百貨店大丸百貨店●

阪神百貨店●

東西線 至京橋

阪急東通り商店街

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

■客室（全室BT付）93室
（シングル43室／ダブル19室／ツイン26室／和室5室）
　チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■レストラン
コーヒーショップ『タリーズコーヒー』

■施設

■レジャー

■交通
電車／JR大阪駅（東海道本線）、阪急梅田駅下車、東
へ徒歩8分。またはOsaka Metro谷町線東梅田駅下車、
徒歩5分 ★JR大阪駅よりOsaka Metro東梅田駅方面、
whityうめだ・イーストモールを通り徒歩8分（「泉
の広場」M10階段を右に上がり直進すぐ左）
車／阪神高速12号守口線・扇町出口から市道経由
0.6km、3分
※ホテル専用駐車場はございませんので電車・タクシーをご利用ください

KKR ホテル梅田
うめ だ

客室一例

※マークの見方については6頁をご覧ください

●なんばグランド花月・道頓堀（電車含め20分）
●海遊館（電車含め25分）
●大阪城（電車含め25分）
●あべのハルカス（電車含め20分）

ルクア
●

【なんばグランド花月・吉本新喜劇】吉本新喜劇でおなじみの
パワフルな舞台と漫才・落語をお楽しみいただけます

道頓堀

●JR・阪急・阪神・地下鉄の各主要駅まで徒歩8分以内
●16㎡以上のゆったりとした客室と120cmのバスタブ
●Serta社製のポケットコイルベッド＆デュベスタイル採用
●全室Wi-Fi（無線LAN）無料
●ホテル２階にてワーキ
ングスペースを営業中。
個室もございます

ワーキングスペース

ｋｋｒホテルズ

令和5年4月から休館となります 宿泊

近
畿

31※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



KKR ホテル大阪 TEL：06-6941-1122
FAX：06-6941-5508

https://www.kkr-osaka.com/〒540-0007 大阪府大阪市中央区馬場町2-24

・

大阪城を中心として広がる
大阪城公園を借景に持つホテル
観光やビジネスの拠点に最適

■客室（全室BT付）136室
（シングル62室／ツイン72室／スーペリア2室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00
■レストラン
日本料理『聚楽庵』（12F）
カフェ『アトリウム』（1F）

■施設

■レジャー

森
ノ
宮
駅 

至
大
阪
駅 

至
天
王
寺 

阪神高速13号東大阪線 

阪
神
高
速
環
状
線 

KKRホテル大阪 

S

S

森ノ宮 

谷町4丁目 
●難波宮跡公園 ●

もりのみや
キューズ
モールBASE

中央大通り 

府警本部● 

●大阪城 

旧NTT社屋
●

大
阪
環
状
線 ＮＨＫ● 

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

会議室 

～

※3Fオスメイト
あり

500名
（シアター形式）

有 

料 

76台
宴会場 

10

定時運行

～300名

■交通
電車／Osaka Metro中央線・Osaka Metro長堀鶴見緑地
線、JR森ノ宮駅（大阪環状線）下車、徒歩10分。または
谷町四丁目駅（Osaka Metro谷町線・中央線）下車、9番
出口より徒歩10分
※シャトルバスあり（詳細はHPにあり）
車／阪神高速13号東大阪線・法円坂出口から市道経
由0.3km、2分

※マークの見方については6頁をご覧ください

客室一例

ホテルからの景観

お おさ か

●大阪城公園（ホテル前）●難波宮跡公園（徒歩5分） ●もりの
みやキューズモール（徒歩6分）●大阪城天守閣（徒歩15分）●
大阪城ホール（徒歩20分） ●天満宮（電車15分）●京セラドー
ム大阪（電車13分） ●
新世界・通天閣（電車
14分） ●なんば（電車
15分）●海遊館（電車15
分）●ユニバーサルシテ
ィ駅（電車25分）●あべ
のハルカス（電車15分）
※記載している時間は、
乗り換えを含む乗車時
間の目安です。

【大阪城公園】緑豊かな大阪城公園は、桜、新緑、紅葉と四季
折々の顔をのぞかせ、散歩やジョギングのコースとして市民に
も愛されている大阪を代表する観光スポット。
【大阪周遊パス】電車・バスが1日乗り放題、大阪の観光スポッ
ト約50の施設が無料。詳しくは「大阪周遊パス」でネット検索！
（大阪エリア版：1日券2,800円、2日間楽しむなら2日券3,600円
／観光案内所、主要駅（JR除く）にて販売。）

【客室】シングル、ツインには、それぞれシティビュータイプ
とキャッスルビュータイプの2タイプがあり、大阪城をご覧い
ただけるキャッスルビュータイプは、スタッフが自信を持って
お奨めするお部屋です。Wi-Fi完備、バストイレ付。2019年8月
全5フロア136室リニューアル。
【レストラン】日本料理『聚楽庵』は、大阪城の四季折々の景
色を望む天空のレストラン。日本料理を楽しむことができ、ど
の席からでも見える眺めは、大切なお客様へのおもてなしや記
念日のお祝い、ご家族でのご会食など、ビジネスからプライベ
ートまで幅広くお使いいただけます。
【会議・宴会】大小合わせて12の会場を持ち、同窓会、忘新年
会、周年パーティー、学会と様々なご要望に対応しております。
【婚礼】神前式、チャペル式、人前式、本格神社挙式（一例：
大阪城公園内にある豊國神社）と、様々な挙式スタイルに対応
しており、すべての披露宴会場から大阪城をご覧いただけます。
ゲストの皆様へのおもてなしには最高です。
★「森ノ宮駅」からシャトルバスを運行。詳細はお尋ねください。

ｋｋｒホテルズ

宿泊

近
畿

32 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



KKR奈良 みかさ荘
そうな ら

〒630-8301 奈良県奈良市高畑大道町1224

奈良公園、志賀直哉旧居のほど近く、
落ち着いた日本庭園の向こうに若草山を望む……
和の趣を味わえる日本建築の宿

【奈良公園】広大な園内にある世界遺産の古社寺の他、3月下旬
～4月下旬 5種類・約3500本の桜、11月中旬～下旬の紅葉等、四
季を通じて様々な花が見頃を迎えます！
【世界遺産の社寺巡り】みかさ荘は、拠点として大変便利！東
大寺、法隆寺等は1日かけて、余裕を持って見学に訪れてくだ
さい。いにしえのロマンを感じるゆったり旅へ……
＜世界遺産の社寺＞
奈良公園内 ●春日大社（徒歩10分）●東大寺（徒歩15分）
奈良町エリア ●元興寺（徒歩10分） ●興福寺（徒歩15分）
西ノ京エリア ●薬師寺（車20分） ●唐招提寺（車20分）
法隆寺エリア ●法隆寺（車40分）
＜社寺以外の世界遺産＞
●平城宮跡（車10分）●春日山原始林（車30分）

【食】奈良･大和路の食材にこだわった、当荘オリジナル創作料
理を“万葉の四季”シリーズとして季節毎にご提供。飛鳥時代
と現代のコラボレーションをお楽しみいただけます
●各種ご宴会もどうぞ（～24名様まで）

●志賀直哉旧居（徒歩1分）

●奈良公園
●浮見堂（徒歩7分）

（徒歩10分）
●新薬師寺
●奈良国立博物館（徒歩15分）

（徒歩10分）

見どころ

おすすめ観光

近鉄奈良駅 

奈
良
駅 

至
京
都 

至
郡
山 

KKR奈良みかさ荘 

破石町バス停 

● 
春日大社 

東大寺大仏殿● 二月堂● 

三条通り 

● ●奈良教育大 
新薬師堂 法務合同庁舎● 

や
す
ら
ぎ
の
道 

天
理
線 ● 志賀直哉旧居 

TEL：0742-22-5582
FAX：0742-22-2913
https://nara.kkr.or.jp/

宿のおすすめ情報

客室一例

料理イメージ

■客室 （1室T付）8室（全室和室）

チェックイン
※エレベーターはございません

15:00 チェックアウト10:00
■施設

■レジャー

共 同 
16:00～23:00

無 

料 

5台

宴会場 
～30名

会議室 
～30名

囲碁・将棋

■交通
電車／近鉄奈良駅、西改札の5番出口から奈良交通バ
ス「市内循環」で5分「破石町（わりいしちょう）」
下車、徒歩5分
車／西名阪自動車道・天理

シャトルバス／16:30近鉄奈良駅、16:40JR奈良駅

ICから国道169号経由
7km、20分

※マークの見方については6頁をご覧ください

【定期観光バス一例（コースにより季節運行あり）】
●世界遺産コース　奈良公園周辺
●午前半日コース（近鉄奈良駅前出発 9：05 所要時間約 3時間）
●コース名Ａ２　奈良公園３名所
　東大寺（大仏殿）・春日大社（法仏殿含む）・興福寺（国宝館）
　※拝観料・入園料・消費税含む
その他にも多数のコース設定あり

ｋｋｒホテルズ

宿泊

近
畿

33※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



KKR白浜 美
み

浜
はま

荘
そうは まし ら TEL：0739-42-3383

FAX：0739-42-3384
https://shirahama.kkr.or.jp/〒649-2211  和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

【温泉名】白浜温泉【泉質】含硫黄ナトリウム塩化物泉
【効能】神経痛・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病他

●2月上旬～3月上旬 梅林の眺めが感動の『紀州田辺梅林』（車50
分）、日本一の梅の里『南部梅林』（車50分）、白い花と青い海
のコントラストが美しい『岩代大梅林』（車60分）
●3月下旬～4月上旬 高台の大パノラマ公園「平草原公園」の桜
●

●

6月 平草原公園の2000株のあじさい、6月下旬からははまゆう
が咲き誇る！

●

「白良浜海水浴場」のイベント ◇8月末 幻想的な「キャンド
ルイルミネーション」、「熊野水軍埋蔵金探し」「メッセージ花
火」等
10月下旬～11月上旬 高野龍神スカイラインの感動紅葉ドライ

ブへ！

通年【南紀白浜ぶらぶら外湯めぐり】 窓越しに海を望む天然温
泉「白良湯」（徒歩3分）、海沿いの歴史ある外湯「牟婁の湯」
（徒歩10分）、人気の絶景露天風呂「崎の湯」（徒歩15分）

白
浜
駅 

至
大
阪 

紀
勢
本
線 

至
勝
浦 

国道42号線 

● 

● 

とれとれ市場 

KKR白浜美浜荘 

●エネルギーランド 
アドベンチャー 
ワールド 
●白浜空港 

白良浜 
●千畳敷 ●三段壁 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

白良浜

料理イメージ

■客室（一部BT付）26室

チェックイン
※エレベーターはございません

※白浜駅から送

15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

温 泉 

15:30～23:00
6:00～ 9:00

無 

料 

20

要予約

台
宴会場 

～50名

■交通
電車／JR白浜駅（紀勢本線）から明光バス「三段壁」
行で17分「白良浜」下車、徒歩2分

車／阪和自動車道・南紀田辺ICから国道42号経由約
15km、20分
★大阪駅、なんば、神戸三宮より高速バスあり

※マークの見方については6頁をご覧ください

★白浜温泉は万葉集や日本書紀の昔から、白い砂浜と海の風景
が数々の歌にも詠まれ、奈良時代から、斎明、天智、持統、文
武天皇など、多くの宮人たちが来泉され 1300 年の歴史ある温泉

●白良浜海水浴場まで徒歩2
分の好立地
【食】伊勢海老、あわび、鮪
など、旬の海の幸や地元の食
材をふんだんに使った会席料
理をご用意。冬は紀州名物「ク
エ」料理がおすすめ

●白良浜海水浴場（徒歩2分）・白浜エネルギーランド（徒歩1
分）●千畳敷・三段壁（車5分）●南紀白浜アドベンチャー
ワールド（車10分）●白浜海底観光船グラスボート・円月
島・南方熊楠記念館・京都大学白浜水族館（車5分）●世界遺
産熊野古道 熊野本宮大社（車90分）●高野山（車180分）

輝くような白砂の白良浜。
日本三古湯のひとつ南紀白浜温泉
源泉かけ流しの温泉宿

●12月31日は白良浜で行く年来る年を想いながらカウントダウ
ンで花火が打ち上がります。年越しそばの振る舞いなども行わ
れています。 別棟

（ペットのみ）

迎あり（完全予約制のため要問合せ）

（T無和室6室／T無洋室3室／T付和室11室／T付和洋室2
室／T付洋室2室／BT付和室2室）

ｋｋｒホテルズ

宿泊

近
畿

34 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



KKR白浜 美
み

浜
はま

荘
そうは まし ら TEL：0739-42-3383

FAX：0739-42-3384
https://shirahama.kkr.or.jp/〒649-2211  和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

【温泉名】白浜温泉【泉質】含硫黄ナトリウム塩化物泉
【効能】神経痛・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病他

●2月上旬～3月上旬 梅林の眺めが感動の『紀州田辺梅林』（車50
分）、日本一の梅の里『南部梅林』（車50分）、白い花と青い海
のコントラストが美しい『岩代大梅林』（車60分）
●3月下旬～4月上旬 高台の大パノラマ公園「平草原公園」の桜
●

●

6月 平草原公園の2000株のあじさい、6月下旬からははまゆう
が咲き誇る！

●

「白良浜海水浴場」のイベント ◇8月末 幻想的な「キャンド
ルイルミネーション」、「熊野水軍埋蔵金探し」「メッセージ花
火」等
10月下旬～11月上旬 高野龍神スカイラインの感動紅葉ドライ

ブへ！

通年【南紀白浜ぶらぶら外湯めぐり】 窓越しに海を望む天然温
泉「白良湯」（徒歩3分）、海沿いの歴史ある外湯「牟婁の湯」
（徒歩10分）、人気の絶景露天風呂「崎の湯」（徒歩15分）

白
浜
駅 

至
大
阪 

紀
勢
本
線 

至
勝
浦 

国道42号線 

● 

● 

とれとれ市場 

KKR白浜美浜荘 

●エネルギーランド 
アドベンチャー 
ワールド 
●白浜空港 

白良浜 
●千畳敷 ●三段壁 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

白良浜

料理イメージ

■客室（一部BT付）26室

チェックイン
※エレベーターはございません

※白浜駅から送

15:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

温 泉 

15:30～23:00
6:00～ 9:00

無 

料 

20

要予約

台
宴会場 

～50名

■交通
電車／JR白浜駅（紀勢本線）から明光バス「三段壁」
行で17分「白良浜」下車、徒歩2分

車／阪和自動車道・南紀田辺ICから国道42号経由約
15km、20分
★大阪駅、なんば、神戸三宮より高速バスあり

※マークの見方については6頁をご覧ください

★白浜温泉は万葉集や日本書紀の昔から、白い砂浜と海の風景
が数々の歌にも詠まれ、奈良時代から、斎明、天智、持統、文
武天皇など、多くの宮人たちが来泉され 1300 年の歴史ある温泉

●白良浜海水浴場まで徒歩2
分の好立地
【食】伊勢海老、あわび、鮪
など、旬の海の幸や地元の食
材をふんだんに使った会席料
理をご用意。冬は紀州名物「ク
エ」料理がおすすめ

●白良浜海水浴場（徒歩2分）・白浜エネルギーランド（徒歩1
分）●千畳敷・三段壁（車5分）●南紀白浜アドベンチャー
ワールド（車10分）●白浜海底観光船グラスボート・円月
島・南方熊楠記念館・京都大学白浜水族館（車5分）●世界遺
産熊野古道 熊野本宮大社（車90分）●高野山（車180分）

輝くような白砂の白良浜。
日本三古湯のひとつ南紀白浜温泉
源泉かけ流しの温泉宿

●12月31日は白良浜で行く年来る年を想いながらカウントダウ
ンで花火が打ち上がります。年越しそばの振る舞いなども行わ
れています。 別棟

（ペットのみ）

迎あり（完全予約制のため要問合せ）

（T無和室6室／T無洋室3室／T付和室11室／T付和洋室2
室／T付洋室2室／BT付和室2室）

ｋｋｒホテルズ

大正ロマンの情緒あふれる湯の町へ。
浴衣で外湯めぐりや日本海の幸・山の幸が楽しめる、
寛ぎの温泉宿

KKR城崎 玄
げんき の さ き

武
ぶ TEL：0796-32-2631

FAX：0796-32-4026
https://kinosaki.kkr.or.jp/〒669-6101  兵庫県豊岡市城崎町湯島75

【温泉名】城崎温泉
【泉質】塩化物泉
【効能】リウマチ性疾患・運動器障害・きりきず・慢性湿疹お
よび角化症・虚弱児童 他

●城崎の伝統工芸『麦わら細工』、素焼きの絵付・七宝焼体験な
ど様々な“体験”をご手配できます！
●ご宿泊者に限り「城崎温泉 七つの外湯めぐり」が無料に！一
番人気の「さとの湯」（露天風呂、ジェットバス、サウナ、足湯）
まで徒歩2分

いずし

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

料理イメージ

城崎の街並み

■客室（一部BT付）16室
（ツイン3室／和室13室）

チェックイン
※エレベーターはございません

14:00 チェックアウト 10:00
■施設

■レジャー

温 泉 

16:00～23:00
6:00～ 9:00

無 

料 

15台

宴会場 
10～40名

会議室 
10～40名

囲碁・将棋
・カラオケ

■交通
電車／JR城崎温泉駅（山陰本線）下車、徒歩1分
車／北近畿豊岡道・但馬空港IC経由約25分

※マークの見方については6頁をご覧ください

●春は木屋町通りの桜並木、4月下旬の「温泉まつり」で賑わ
い、10月中旬「だんじり祭」、11月上旬～下旬に見頃となる東
山公園（徒歩5分）、来日岳紅葉平（車15分）、玄武洞公園の紅葉
が季節のおすすめです

【食】地元で採れた海の幸、山の幸を使ったお料理をご用意。ま
た和牛の元祖「但馬牛」を使用した会席料理も楽しめます。冬は
城崎名物“ずわいガニ”をかにすき、焼きがに、かに刺し、かに
味噌、かに雑炊、湯がにでカニ三昧！

●気比の浜海水浴場（車10分）
●山陰海岸ジオパーク
●玄武洞公園（車10分）＜国の天然記念物＞
●日和山海岸・城崎マリンワールド（車10分）
●神鍋高原スキー場（車50分）
●天橋立（車80分）
●鳥取砂丘（車90分）
●但馬の小京都出石
 （車40分）
●こうのとりの郷公園
 （車20分）
●竹田城跡（車60分）

県

KKR城崎玄武

ｋｋｒホテルズ

別棟
（ペットのみ）

宿泊

近
畿

35※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



創作和会席を堪能できる。落ちついた佇まいの隠れ家温泉宿

■客室（全室T付）24室

■施設

■レジャー

KKR山口 あさくら TEL：083-922-3268
FAX：083-922-3262

https://asakura.kkr.or.jp/〒753-0064 山口県山口市神田町2-18

【温泉名】湯田温泉 【泉質】アルカリ性単純硫黄温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節の
こわばり・打ち身・くじき 他

春 3月下旬～4月上旬 瑠璃光寺、一の坂川一帯に広がる桜が
素晴らしい

夏●5月下旬～6月上旬 施設から約2km「一の坂川」での幻
想的なホタル鑑賞 ●6月上旬～6月下旬 阿弥陀寺の4000株

のあじさいが見頃（車40分／有料） ●7月下旬 山口祇園祭 ●8

月上旬 七夕ちょうちん祭り

●レンタサイクル無料貸出（2台）！半径2km圏内の山口大神宮、
瑠璃光寺等20の神社仏閣巡りへ 
●広々とした和洋特別室（1室）もございます

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

露天風呂

温 泉 

15:00～24:00
6:00～ 9:00

無 

料 

65台
宴会場 

5～140名

会議室 
5～180名

■交通

※マークの見方については6頁をご覧ください

【婚礼】宿泊設備も整っているので、遠方からのゲストにもご
ゆっくりお寛ぎ頂けます。ご家族だけの食事会からこだわりの
披露宴まで、おふたりらしさを大切にしたご提案でしっかりサ
ポート！たくさんの笑顔と感動で、「絆」を深め「ありがとう」
を伝えるウェディングをお手伝いさせて頂きます（毎週土日曜
ブライダル相談会開催）
【食】春：筍料理に鯛の料理等 夏：日本海の新鮮な鯵や甘鯛
等 秋：瀬戸内の穴子のしゃぶしゃぶ、長州鶏、松茸土瓶蒸 冬：
山口の「ふぐ」を使用したふぐ料理。旬の食材にこだわった会
席料理を提供しております。また、パリパリで香ばしい郷土料
理「瓦そば」は一年を通してお召し上がりいただけます

●萩：世界遺産「明治日本の産業革命遺産」5つの産業遺産群（車60分）●中
原中也記念館（徒歩15分）●日本三名塔の一つ、国宝「瑠璃光寺五重塔」（車10分）
●サビエル記念聖堂（車10分）●常栄寺雪舟庭（車10分）●日本の自然百選の
一つ「長門峡」（車30分）●秋吉台・秋芳洞（車30分）●秋吉台サファリランド（車
45分）●津和野（車90分）●山口県北西端の「角島大橋」（車90分）●米CNN
「2015年日本の最も美しい場所31選」に選ばれた「元乃隅神社」（車90分）

★肌ざわりの柔らかな良質の湯、庭園を眺めながら源泉の露天
風呂を満喫くださいませ

秋 11月上旬～日本の道100選に選ばれたパークロードのイチ
ョウ、長門峡（車30分）の幽玄な渓谷等で紅葉が見頃

冬日本でのクリスマス発祥の地とされる山口市。「サビエ
ル記念聖堂」（車10分）などで様々な催し物が行われる

他、市内各所でイルミネーションが装飾されています

や ま ぐ ち

おいでませ山口へ。良質な自家源泉を持ち、料理長自慢の絶品

露天風呂

（ダブル6室／ツイン2室／和室14室／特別室2室）
チェックイン 15:00　チェックアウト 10:00

電車／JR新山口駅（山口線・山口行）から20分「湯
田温泉駅」下車、タクシー 7分または、徒歩25分
※湯田温泉駅から送迎あり
車／中国自動車道・小郡ICから国道9号経由8km、
20分

至
萩
・
津
和
野

JR湯田温泉駅

JR新山口駅

湯田温泉
バス停

●防長青年館

湯田中学校 文

至下関

県道204号線

J
R
山
陽
本
線

中
国
自
動
車
道

小郡IC

至広島

JR山口線

至広島

至山口IC・防府

国
道
２
６
２
号
線

県
道
２１
号
線

国道9号線

山口県
総合庁舎
●

コインランドリー
●

歩道橋

文

湯田小学校

KKR山口あさくら

●ニトリ

至津和野

ｋｋｒホテルズ

道後温泉本館、道後商店街、子規記念博物館まで徒歩7分～10分、
道後公園南側の閑静な場所にあり、
清潔で静かな心癒されるお宿です

KKR道後 ゆづき TEL：089-941-2934
FAX：089-941-2971

http://www.kkrdogo.jp/〒790-0854  愛媛県松山市岩崎町1-7-37

【温泉名】奥道後温泉【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・関節のこわばり・冷え性 他
★当施設の温泉は、御影石・岩風呂が朝夕男女入れ替え制で、2
種露天、2種内湯の4種の湯船とサウナがお楽しみいただけます

【道後温泉本館（坊ちゃんの湯）】

【日本100名城 松山城】

【四国巡礼51番札所 石手寺】

●市役所 

道後温泉本館● 

松山城● 

県民文化会館● 

伊予鉄道 
高浜線 

● 
● 県庁 

松山市駅 

松
山
駅
 

至今治 

至宇和島 至横河原 

予
讃
線
 

伊予鉄 
道後温泉駅 

子規記念博物館 道
後
公
園
駅 

道後公園 

ＫＫＲ道後ゆづき 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

温泉大浴場「子規の湯

お子様膳一例会席料理一例

」

道後温泉本館

■客室（一部BT付）23室
（シングル4室／ツイン4室／和室14室／特別室1室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

■交通
電車／JR松山駅（予讃線）から路面電車、道後温泉
行で約20分、「道後公園」下車、徒歩5分
車／松山自動車道・松山ICから国道33号経由15km、
30分

温 泉 

15:00～23:00
6:00～ 9:00

無 

料 

20台
宴会場 

8～80名
会議室 

8～30名

※マークの見方については6頁をご覧ください

●瀬戸内海や宇和海産の新鮮な魚介を、地元産の野菜や肉類とと
もにご賞味いただける松山ならではの会席料理をご用意
●施設内にキッズジム、子ども図書館などを設けており、お子様
から大人までお楽しみいただけます
●スリル満点のジップラインで繋ぐ「とべ動物園」と「えひめこ
どもの城」の入園をセットにしたプランはファミリーに好評

●松山市立子規記念博物館（徒
歩5分）●坂の上の雲ミュージア
ム（車10分）●道後公園湯築城
跡（徒歩3分）●坊ちゃんカラ
クリ時計（徒歩7分）●伊丹十
三記念館（車15分）

日本最古（3000年）の歴史がある道後温泉のシンボル。漱石の小
説「坊ちゃん」にも登場し、伝統ある建物が魅力（徒歩10分）

松山のシンボルで、本丸は桜の名所。市街地からリフトやロープ
ウェイで行け、松山市内が一望できます（車10分）

広い境内の国宝仁王門や三重塔は見応えがあります（車5分）

ど う ご

露天風呂

ｋｋｒホテルズ

宿泊

中
国

36 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



創作和会席を堪能できる。落ちついた佇まいの隠れ家温泉宿

■客室（全室T付）24室

■施設

■レジャー

KKR山口 あさくら TEL：083-922-3268
FAX：083-922-3262

https://asakura.kkr.or.jp/〒753-0064 山口県山口市神田町2-18

【温泉名】湯田温泉 【泉質】アルカリ性単純硫黄温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節の
こわばり・打ち身・くじき 他

春 3月下旬～4月上旬 瑠璃光寺、一の坂川一帯に広がる桜が
素晴らしい

夏●5月下旬～6月上旬 施設から約2km「一の坂川」での幻
想的なホタル鑑賞 ●6月上旬～6月下旬 阿弥陀寺の4000株

のあじさいが見頃（車40分／有料） ●7月下旬 山口祇園祭 ●8

月上旬 七夕ちょうちん祭り

●レンタサイクル無料貸出（2台）！半径2km圏内の山口大神宮、
瑠璃光寺等20の神社仏閣巡りへ 
●広々とした和洋特別室（1室）もございます

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

露天風呂

温 泉 

15:00～24:00
6:00～ 9:00

無 

料 

65台
宴会場 

5～140名

会議室 
5～180名

■交通

※マークの見方については6頁をご覧ください

【婚礼】宿泊設備も整っているので、遠方からのゲストにもご
ゆっくりお寛ぎ頂けます。ご家族だけの食事会からこだわりの
披露宴まで、おふたりらしさを大切にしたご提案でしっかりサ
ポート！たくさんの笑顔と感動で、「絆」を深め「ありがとう」
を伝えるウェディングをお手伝いさせて頂きます（毎週土日曜
ブライダル相談会開催）
【食】春：筍料理に鯛の料理等 夏：日本海の新鮮な鯵や甘鯛
等 秋：瀬戸内の穴子のしゃぶしゃぶ、長州鶏、松茸土瓶蒸 冬：
山口の「ふぐ」を使用したふぐ料理。旬の食材にこだわった会
席料理を提供しております。また、パリパリで香ばしい郷土料
理「瓦そば」は一年を通してお召し上がりいただけます

●萩：世界遺産「明治日本の産業革命遺産」5つの産業遺産群（車60分）●中
原中也記念館（徒歩15分）●日本三名塔の一つ、国宝「瑠璃光寺五重塔」（車10分）
●サビエル記念聖堂（車10分）●常栄寺雪舟庭（車10分）●日本の自然百選の
一つ「長門峡」（車30分）●秋吉台・秋芳洞（車30分）●秋吉台サファリランド（車
45分）●津和野（車90分）●山口県北西端の「角島大橋」（車90分）●米CNN
「2015年日本の最も美しい場所31選」に選ばれた「元乃隅神社」（車90分）

★肌ざわりの柔らかな良質の湯、庭園を眺めながら源泉の露天
風呂を満喫くださいませ

秋 11月上旬～日本の道100選に選ばれたパークロードのイチ
ョウ、長門峡（車30分）の幽玄な渓谷等で紅葉が見頃

冬日本でのクリスマス発祥の地とされる山口市。「サビエ
ル記念聖堂」（車10分）などで様々な催し物が行われる

他、市内各所でイルミネーションが装飾されています

や ま ぐ ち

おいでませ山口へ。良質な自家源泉を持ち、料理長自慢の絶品

露天風呂

（ダブル6室／ツイン2室／和室14室／特別室2室）
チェックイン 15:00　チェックアウト 10:00

電車／JR新山口駅（山口線・山口行）から20分「湯
田温泉駅」下車、タクシー 7分または、徒歩25分
※湯田温泉駅から送迎あり
車／中国自動車道・小郡ICから国道9号経由8km、
20分

至
萩
・
津
和
野

JR湯田温泉駅

JR新山口駅

湯田温泉
バス停

●防長青年館

湯田中学校 文

至下関

県道204号線

J
R
山
陽
本
線

中
国
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動
車
道

小郡IC

至広島

JR山口線

至広島

至山口IC・防府
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道
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号
線

県
道
２１
号
線

国道9号線

山口県
総合庁舎
●

コインランドリー
●

歩道橋

文

湯田小学校

KKR山口あさくら

●ニトリ

至津和野

ｋｋｒホテルズ

道後温泉本館、道後商店街、子規記念博物館まで徒歩7分～10分、
道後公園南側の閑静な場所にあり、
清潔で静かな心癒されるお宿です

KKR道後 ゆづき TEL：089-941-2934
FAX：089-941-2971

http://www.kkrdogo.jp/〒790-0854  愛媛県松山市岩崎町1-7-37

【温泉名】奥道後温泉【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・関節のこわばり・冷え性 他
★当施設の温泉は、御影石・岩風呂が朝夕男女入れ替え制で、2
種露天、2種内湯の4種の湯船とサウナがお楽しみいただけます

【道後温泉本館（坊ちゃんの湯）】

【日本100名城 松山城】

【四国巡礼51番札所 石手寺】

●市役所 

道後温泉本館● 

松山城● 

県民文化会館● 

伊予鉄道 
高浜線 

● 
● 県庁 

松山市駅 

松
山
駅
 

至今治 

至宇和島 至横河原 

予
讃
線
 

伊予鉄 
道後温泉駅 

子規記念博物館 道
後
公
園
駅 

道後公園 

ＫＫＲ道後ゆづき 

おすすめ観光

宿のおすすめ情報

見どころ

温泉

温泉大浴場「子規の湯

お子様膳一例会席料理一例

」

道後温泉本館

■客室（一部BT付）23室
（シングル4室／ツイン4室／和室14室／特別室1室）
チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00

■施設

■レジャー

■交通
電車／JR松山駅（予讃線）から路面電車、道後温泉
行で約20分、「道後公園」下車、徒歩5分
車／松山自動車道・松山ICから国道33号経由15km、
30分

温 泉 

15:00～23:00
6:00～ 9:00

無 

料 

20台
宴会場 

8～80名
会議室 

8～30名

※マークの見方については6頁をご覧ください

●瀬戸内海や宇和海産の新鮮な魚介を、地元産の野菜や肉類とと
もにご賞味いただける松山ならではの会席料理をご用意
●施設内にキッズジム、子ども図書館などを設けており、お子様
から大人までお楽しみいただけます
●スリル満点のジップラインで繋ぐ「とべ動物園」と「えひめこ
どもの城」の入園をセットにしたプランはファミリーに好評

●松山市立子規記念博物館（徒
歩5分）●坂の上の雲ミュージア
ム（車10分）●道後公園湯築城
跡（徒歩3分）●坊ちゃんカラ
クリ時計（徒歩7分）●伊丹十
三記念館（車15分）

日本最古（3000年）の歴史がある道後温泉のシンボル。漱石の小
説「坊ちゃん」にも登場し、伝統ある建物が魅力（徒歩10分）

松山のシンボルで、本丸は桜の名所。市街地からリフトやロープ
ウェイで行け、松山市内が一望できます（車10分）

広い境内の国宝仁王門や三重塔は見応えがあります（車5分）

ど う ご

露天風呂

ｋｋｒホテルズ

宿泊

四
国

37※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください



KKR ホテル博
はか

多
た TEL：092-521-1361

FAX：092-521-4881
https://www.kkr-hakata.com/〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

薬院六つ角

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

ご婚礼

客室一例
■客室（全室BT付）130室

（シングル90室／ツイン36室＊うちバリアフリー

チェックイン
ルーム1室／和室4室）

15:00 チェックアウト 11:00

■レストラン
和創り『萌木』（1F）
レストラン「al camon（アルカモン）」（1F）

■交通
電車／JR博多駅（鹿児島本線）博多口を出て左方向、

車／九州自動車道・太宰府ICから福岡高速1号・天神北
ICを下り渡辺通り右折、城南線六本松方面へ。約20分

■施設

会議室
2～400名 有

料
70台

宴会場
2～400名

※マークの見方については6頁をご覧ください

JR博多駅・天神へと好アクセス。
閑静な住宅街に位置し、ビジネスに
観光に、最適なシティホテル

【太宰府天満宮】学問の神様、菅原道真公が祀られており、天
満宮の総本山。境内は花の名所でもあり、道真公ゆかりの飛梅
や花菖蒲などが目を楽しませてくれます
【九州国立博物館】東京、奈良、京都に次ぐ全国 4 番目の国立博
物館。「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」を基本理
念にしており、年間 100万人以上の来場がある施設です
【博多座】「芸どころ博多」にふさわしい歌舞伎、ミュージカル、
芝居などの演目がひと月単位で興行されます
【博多どんたく】5/3 ～ 4、福岡市内目ぬき道路をパレードする
市民参加のお祭り。毎年、200 万人以上の観光客で賑わいます
【博多祇園山笠】7/1 ～ 15、櫛田神社で繰り広げられる勇壮な
男衆が舁き回す祇園山笠。太閤秀吉の直筆が残される境内博物
館も見どころです

●客室は全室禁煙、全館で無料Wi-Fiを利用可能となっており、ビジ
ネスユースにも便利。和室・バリアフリールーム等の客室も備え、
多様なニーズにお応えできるホテルです●和創り「萌木」では、九
州の特産を使った季節感豊かなお料理を、日本庭園を望みながらゆっ
くりお楽しみいただけます●カフェ＆レストラン「アルカモン」は、
緑と光に囲まれた心地よい空間に様々なテーブル席や開放的なテラス
席を用意し、フレンチベースのメニューをお楽しみいただけます

●天神（車5分）●中洲、キャナルシティ博多（車10分）●大
濠公園（車10分）●博多座（車10分）●櫛田神社（車10分）●
シーサイドももち地区・福岡PayPayドーム・福岡タワー（車
20分）●太宰府天満宮・九州国立博物館（車40分）

緑と光に包まれた開放感溢れる全天候型ルーフガーデンとそこ
に佇む独立型チャペル「アルファーレ」は、花嫁に永遠の幸せ
をもたらす≪サムシングフォー≫になぞらえたストーリーセレ
モニーが叶う特別な空間。また御親族だけでなくご友人も参列
いただける他にはないスタイルの神殿もおすすめです。2名様
から240名様まで利用可能なバンケットは、多彩なコーディ
ネートで上質なウェディングをご提案いたします。おもてなし
の料理は日本料理、フレンチ、和洋折衷とご用意し、季節感と
郷土性に富んだ至高の逸品で高い評価を得ています

※組合員様限定の割引、特典多数ご準備しております

「KITTE博多」前のバス停［B］のりばから西鉄バス
「9～11番・15～17番」で15分「南薬院」下車前方
徒歩1分。または薬院大通駅（地下鉄七隈線）1番出
口から右へ徒歩3分

中央

KKR

ｋｋｒホテルズ

KKR ホテル熊本
くまも と TEL：096-355-0121

FAX：096-355-7955
http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31

市
役
所 

● ●
熊
本
城 

下
通
り 

上
通
り 

国
道
三
号
線 

坪
井
川 

KKRホテル熊本 

●伝統工芸館 
● 

日本郵政 
グループ 
熊本ビル 

通町筋 
熊本城・
市役所前電停 

熊本市電 

デラックスツインキャッスルビュー

●熊本県伝統工芸館（ホテル隣接）

●桜の馬場城彩苑（徒歩7分）
●県立美術館・博物館（徒歩7分）
●水前寺公園（電車20分）

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

ご婚礼

「まつり」から眺める熊本城

■客室（全室BT付）54室
（シングル11室／ツイン39室／デラックスツイン

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00
■レストラン
日本料理『まつり』（4F）
セゾンダイニング『ロータスガーデン』（1F）
ティーラウンジ『チバジョウ』（1F）
■施設

■レジャー

会議室 
6～300名 有 

料 

90台
宴会場 

2～300名

■交通
電車／JR熊本駅（鹿児島本線）から市電・健軍行で
20分「熊本城・市役所前」下車、徒歩6分
車／九州自動車道・熊本ICから9km、25分。または
九州自動車道・植木ICから国道3号経由14km、30分

※マークの見方については6頁をご覧ください

熊本城の絶景。今も昔も変わらぬ
景色に出会えるホテル

★熊本城を中心に文化施設をつなぐ周遊バスあり！（熊本駅
17:00発9:00～ まで運行 有料・ホテル前バス停あり）

【阿蘇ドライブコース】日本庭園の“水前寺公園”―南阿蘇―
日本名水百選“白川水源”―草千里―阿蘇火口―阿蘇ファーム
ランド等（約5時間）
【天草ロザリオコース】藍のあまくさ村―天草四郎メモリアル
ホール―海中展望船まつしま―天草切支丹館―本渡市歴史民族
資料館（約9時間）

日本料理「まつり」では、一面総ガラス張りで熊本城を眺めな
がら四季折々のお料理をご堪能いただけます。緑に囲まれた「ロ
ータスガーデン」は、中国・西洋料理のレストランで、お得
なランチから本格コース料理、ドライブスルー式テイクアウ
トまで幅広くご利用いただけます。共に宿泊者限定割引がご
ざいます。
敷地内にドッグランを設置しました。

熊本城の杜に抱かれた美しいロケーションが魅力のひとつで
す。温かさに満ちた感動のウエディングをご提案いたします
【挙式スタイル】神前式・屋内チャペル・ガーデンチャペル・人前式
【料理内容】日本料理・西洋料理・中国料理・折衷料理

【熊本城】1607年、豊臣秀吉の家臣・加藤清正によって築城され
ました。上に行くほど垂直になる石垣は「武者返し」と呼ばれ
難攻不落の城とされていました。1877年の西南戦争で焼失する
も、1960年に復元されました。2016年の熊本地震で被災しまし
たが、現在は天守閣が完全復旧し、リニューアルした展示や最
上階からの景色をお楽しみいただけます。

●阿蘇山（車70分）
●くまモンスクエア（徒歩8分）

●熊本城（徒歩5分）

ｋｋｒホテルズ

別棟
（ペットのみ）

2室（最大3名）／和洋室2室（最大4名））

宿泊

九
州

38 ※お食事の内容は、食材の仕入状況等により変更となる場合があります
※観光情報、花の見頃等は変更となる場合があります



KKR ホテル博
はか

多
た TEL：092-521-1361

FAX：092-521-4881
https://www.kkr-hakata.com/〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院4-21-1

薬院六つ角

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

ご婚礼

客室一例
■客室（全室BT付）130室

（シングル90室／ツイン36室＊うちバリアフリー

チェックイン
ルーム1室／和室4室）

15:00 チェックアウト 11:00

■レストラン
和創り『萌木』（1F）
レストラン「al camon（アルカモン）」（1F）

■交通
電車／JR博多駅（鹿児島本線）博多口を出て左方向、

車／九州自動車道・太宰府ICから福岡高速1号・天神北
ICを下り渡辺通り右折、城南線六本松方面へ。約20分

■施設

会議室
2～400名 有

料
70台

宴会場
2～400名

※マークの見方については6頁をご覧ください

JR博多駅・天神へと好アクセス。
閑静な住宅街に位置し、ビジネスに
観光に、最適なシティホテル

【太宰府天満宮】学問の神様、菅原道真公が祀られており、天
満宮の総本山。境内は花の名所でもあり、道真公ゆかりの飛梅
や花菖蒲などが目を楽しませてくれます
【九州国立博物館】東京、奈良、京都に次ぐ全国 4 番目の国立博
物館。「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」を基本理
念にしており、年間 100万人以上の来場がある施設です
【博多座】「芸どころ博多」にふさわしい歌舞伎、ミュージカル、
芝居などの演目がひと月単位で興行されます
【博多どんたく】5/3 ～ 4、福岡市内目ぬき道路をパレードする
市民参加のお祭り。毎年、200 万人以上の観光客で賑わいます
【博多祇園山笠】7/1 ～ 15、櫛田神社で繰り広げられる勇壮な
男衆が舁き回す祇園山笠。太閤秀吉の直筆が残される境内博物
館も見どころです

●客室は全室禁煙、全館で無料Wi-Fiを利用可能となっており、ビジ
ネスユースにも便利。和室・バリアフリールーム等の客室も備え、
多様なニーズにお応えできるホテルです●和創り「萌木」では、九
州の特産を使った季節感豊かなお料理を、日本庭園を望みながらゆっ
くりお楽しみいただけます●カフェ＆レストラン「アルカモン」は、
緑と光に囲まれた心地よい空間に様々なテーブル席や開放的なテラス
席を用意し、フレンチベースのメニューをお楽しみいただけます

●天神（車5分）●中洲、キャナルシティ博多（車10分）●大
濠公園（車10分）●博多座（車10分）●櫛田神社（車10分）●
シーサイドももち地区・福岡PayPayドーム・福岡タワー（車
20分）●太宰府天満宮・九州国立博物館（車40分）

緑と光に包まれた開放感溢れる全天候型ルーフガーデンとそこ
に佇む独立型チャペル「アルファーレ」は、花嫁に永遠の幸せ
をもたらす≪サムシングフォー≫になぞらえたストーリーセレ
モニーが叶う特別な空間。また御親族だけでなくご友人も参列
いただける他にはないスタイルの神殿もおすすめです。2名様
から240名様まで利用可能なバンケットは、多彩なコーディ
ネートで上質なウェディングをご提案いたします。おもてなし
の料理は日本料理、フレンチ、和洋折衷とご用意し、季節感と
郷土性に富んだ至高の逸品で高い評価を得ています

※組合員様限定の割引、特典多数ご準備しております

「KITTE博多」前のバス停［B］のりばから西鉄バス
「9～11番・15～17番」で15分「南薬院」下車前方
徒歩1分。または薬院大通駅（地下鉄七隈線）1番出
口から右へ徒歩3分

中央

KKR

ｋｋｒホテルズ

KKR ホテル熊本
くまも と TEL：096-355-0121

FAX：096-355-7955
http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
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KKRホテル熊本 

●伝統工芸館 
● 

日本郵政 
グループ 
熊本ビル 

通町筋 
熊本城・
市役所前電停 

熊本市電 

デラックスツインキャッスルビュー

●熊本県伝統工芸館（ホテル隣接）

●桜の馬場城彩苑（徒歩7分）
●県立美術館・博物館（徒歩7分）
●水前寺公園（電車20分）

見どころ

ホテルおすすめ情報

おすすめ観光

ご婚礼

「まつり」から眺める熊本城

■客室（全室BT付）54室
（シングル11室／ツイン39室／デラックスツイン

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00
■レストラン
日本料理『まつり』（4F）
セゾンダイニング『ロータスガーデン』（1F）
ティーラウンジ『チバジョウ』（1F）

■施設

■レジャー

会議室 
6～300名 有 

料 

90台
宴会場 

2～300名

■交通
電車／JR熊本駅（鹿児島本線）から市電・健軍行で
20分「熊本城・市役所前」下車、徒歩6分
車／九州自動車道・熊本ICから9km、25分。または
九州自動車道・植木ICから国道3号経由14km、30分

※マークの見方については6頁をご覧ください

熊本城の絶景。今も昔も変わらぬ
景色に出会えるホテル

★熊本城を中心に文化施設をつなぐ周遊バスあり！（熊本駅
17:00発9:00～ まで運行 有料・ホテル前バス停あり）

【阿蘇ドライブコース】日本庭園の“水前寺公園”―南阿蘇―
日本名水百選“白川水源”―草千里―阿蘇火口―阿蘇ファーム
ランド等（約5時間）
【天草ロザリオコース】藍のあまくさ村―天草四郎メモリアル
ホール―海中展望船まつしま―天草切支丹館―本渡市歴史民族
資料館（約9時間）

日本料理「まつり」では、一面総ガラス張りで熊本城を眺めな
がら四季折々のお料理をご堪能いただけます。緑に囲まれた「ロ
ータスガーデン」は、中国・西洋料理のレストランで、お得
なランチから本格コース料理、ドライブスルー式テイクアウ
トまで幅広くご利用いただけます。共に宿泊者限定割引がご
ざいます。
敷地内にドッグランを設置しました。

熊本城の杜に抱かれた美しいロケーションが魅力のひとつで
す。温かさに満ちた感動のウエディングをご提案いたします
【挙式スタイル】神前式・屋内チャペル・ガーデンチャペル・人前式
【料理内容】日本料理・西洋料理・中国料理・折衷料理

【熊本城】1607年、豊臣秀吉の家臣・加藤清正によって築城され
ました。上に行くほど垂直になる石垣は「武者返し」と呼ばれ
難攻不落の城とされていました。1877年の西南戦争で焼失する
も、1960年に復元されました。2016年の熊本地震で被災しまし
たが、現在は天守閣が完全復旧し、リニューアルした展示や最
上階からの景色をお楽しみいただけます。

●阿蘇山（車70分）
●くまモンスクエア（徒歩8分）

●熊本城（徒歩5分）

ｋｋｒホテルズ

別棟
（ペットのみ）

2室（最大3名）／和洋室2室（最大4名））

宿泊

九
州

39※ご宿泊料金は、ご利用人数、ご利用日、食事内容等により異なります。HPをご覧いただくか、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください
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国家公務員共済組合連合会 病院一覧
国家公務員共済組合連合会の運営する病院の一覧及び各病院の主な事項をアイコンでご紹介しております。
各病院の診療科等の詳細情報は、44ページ以降に掲載しております。

ＫＫＲ札幌医療センター　☎011-822-1811
〒062-0931　北海道札幌市豊平区平岸一条6-3-40

■北海道
直営

訪問看護救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来 救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

産　科 訪問看護救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

産　科救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来セカンドオピニオン外来

産　科救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

訪問看護救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

斗南病院 　☎011-231-2121
〒060-0004　北海道札幌市中央区北4条西7丁目3-8

直営

東北公済病院　☎022-227-2211
〒980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町2-3-11

■東 北
直営

■東海・北陸
東海病院　☎052-711-6131
〒464-8512　愛知県名古屋市千種区千代田橋1-1-1

直営名城病院　☎052-201-5311
〒460-0001　愛知県名古屋市中区三の丸1-3-1

直営

北陸病院　☎076-243-1191
〒921-8035　石川県金沢市泉が丘2-13-43

直営

■関 東
水府病院　☎029-309-5000
〒311-4141　茨城県水戸市赤塚1-1

直営

救急対応 人間ドック

人間ドック

立川病院　☎042-523-3131
〒190-8531　東京都立川市錦町4-2-22

直営

九段坂病院　☎03-3262-9191
〒102-0074　東京都千代田区九段南1-6-12

直営 三宿病院　☎03-3711-5771
〒153-0051　東京都目黒区上目黒5-33-12

直営

訪問看護救急対応 人間ドック

産　科救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

虎の門病院　☎03-3588-1111
〒105-8470　東京都港区虎ノ門2-2-2

直営

虎の門病院分院　☎044-877-5111
〒213-8587　神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷1-3-1

直営

セカンドオピニオン外来

横浜南共済病院　☎045-782-2101
〒236-0037　神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1

産　科救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

横須賀共済病院　☎046-822-2710
〒238-8558　神奈川県横須賀市米が浜通1-16

産　科救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

横浜栄共済病院　☎045-891-2171
〒247-8581　神奈川県横浜市栄区桂町132

訪問看護救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

平塚共済病院　☎0463-32-1950
〒254-8502　神奈川県平塚市追分9-11

東京共済病院　☎03-3712-3151
〒153-8934　東京都目黒区中目黒2-3-8

訪問看護 老健施設救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

訪問看護 老健施設救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

訪問看護
訪問看護
を実施

老健施設
介護老人保健
施設を併設

救急対応
救急対応
が可能

人間ドック
人間ドック
を実施

セカンドオピニオン外来
セカンドオピニオン

外来あり

産　科
産科あり

アイコンの見方

医療

病
院
一
覧
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■近 畿
枚方公済病院　☎072-858-8233
〒573-0153　大阪府枚方市藤阪東町1-2-1

直営

舞鶴こども療育センター　☎0773-63-4865
〒625-0052　京都府舞鶴市行永2410番地37

高松病院　☎087-861-3261
〒760-0018　香川県高松市天神前4-18

■四 国
直営

■九 州

浜の町病院　☎092-721-0831
〒810-8539　福岡県福岡市中央区長浜3-3-1

直営

熊本中央病院　☎096-370-3111
〒862-0965　熊本県熊本市南区田井島1-5-1

直営

■中 国
広島記念病院　☎082-292-1271
〒730-0802　広島県広島市中区本川町1-4-3

直営

呉共済病院　☎0823-22-2111
〒737-8505　広島県呉市西中央2-3-28

新小倉病院　☎093-571-1031
〒803-8505　福岡県北九州市小倉北区金田1-3-1

直営

大手前病院　☎06-6941-0484
〒540-0008　大阪府大阪市中央区大手前1-5-34

直営

舞鶴共済病院　☎0773-62-2510
〒625-8585　京都府舞鶴市字浜1035

千早病院　☎092-661-2211
〒813-8501　福岡県福岡市東区千早2-30-1

直営

新別府病院　☎0977-22-0391
〒874-8538　大分県別府市大字鶴見3898番地

直営

佐世保共済病院　☎0956-22-5136
〒857-8575　長崎県佐世保市島地町10-17

吉島病院　☎082-241-2167
〒730-0822　広島県広島市中区吉島東3-2-33

直営

呉共済病院忠海分院　☎0846-26-0250
〒729-2316　広島県竹原市忠海中町2-2-45

●個室料金はすべて税込みです。●掲載内容は令和４年12月末現在の情報です。詳細は、各病院へお問い合わせください。

訪問看護救急対応

救急対応

人間ドック セカンドオピニオン外来

セカンドオピニオン外来

訪問看護救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

産　科救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

産　科救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来救急対応 人間ドック

救急対応 人間ドック

人間ドック

訪問看護人間ドック

産　科 老健施設救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

救急対応 人間ドック セカンドオピニオン外来

セカンドオピニオン外来

■料金の割引
出産費、室料差額、人間ドック、健康診断が割引になります。
※一部実施していない病院がありますので、事前に各病院へご確認ください。また、当日の病院の状況により取り扱いができない場合があります。
あらかじめご了承ください。

※選定療養費については、令和２年度診療報酬改定により、一般病床 200 床以上の地域医療支援病院では次の選定療養費の徴収が義務づけら
れています。
　・初診時選定療養費（紹介状なしに受診する場合）
　・再診時選定療養費（症状が安定し、医師が他の医療機関へ逆紹介を申し出たにも関わらず、引き続き受診希望される場合）

■優先診療
一定の時間帯を設け、優先受付に努めています。

直営病院での割引等の取り扱いについて

組合員のみなさまがKKR直営病院を利用する際、次のサービスを受けることができます。

医療
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44 ※詳細につきましては、各病院へお問い合わせください。

KKR 札幌医療センター TEL：011-822-1811
FAX：011-841-4572

https://www.kkr-smc.com/〒 062-0931  北海道札幌市豊平区平岸一条六丁目 3-40

救急指定

■外来診療
受付時間　�8:00〜10:30、13:00〜15:00（各科・曜日により異

なります）
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
内科／呼吸器内科／消化器内科／循環器内科／神経内科／
代謝・内分泌・糖尿病内科／腫瘍内科／緩和ケア内科／精
神科／外科／消化器外科／呼吸器外科／乳腺外科／小児外
科／腫瘍外科／人工透析外科／内分泌外科／小児科／小児
科（新生児）／整形外科／産婦人科／眼科／皮膚科／麻酔
科／耳鼻咽喉科／泌尿器科／心臓外科／血管外科／心臓血
管外科／脳神経・内分泌外科／脳神経外科／放射線科／放
射線診断科／リハビリテーション科／救急科／病理診断
科／臨床検査科
■専門外来
睡眠時無呼吸外来／肝臓外来／小児喘息・アレルギー外来／
小児リウマチ膠原病外来／小児心臓外来／小児神経外来／
乳腺外来／乳児検診／放射線治療／肺がん相談外来／がん
看護外来／ストーマ外来／予防接種／こころ外来（小児）
■各種教室
母親教室／両親教室／リラクゼーション教室／糖尿病教
室／栄養相談
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　410床（一般410床）／病室の収容人数　1〜4人／

個室　3,300円〜22,000円
面会時間　12:00〜20:00（小児科のみ15:00〜19:00）
■訪問看護等
在宅看護室（たんぽぽ）（内線3108／☎011-822-1811）
■セカンドオピニオン外来
要予約　地域連携室☎0120-552-303
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ（健康管理センターへ電話・窓口）
☎011-832-3099（健康管理センター）
お問合せ・ご予約時間　月〜金13:30〜16:30
日帰りコース　月〜金
オプション　脳ドック／子宮がん検診／乳がん検診／骨密
度／動脈硬化検査／大腸内視鏡検査／頸動脈エコー他
■特定健診
申込方法　予約受付のみ（健康管理センターへ電話・窓口）
特定健診／実施日及び実施時間（第1・3（水）12:15〜）
お問合せ・ご予約時間　月〜金　13:30〜16:30

　旧幌南病院以来の歴史を持つ当
院は、昭和 63 年に総合病院の認可
を受け、平成 18 年に全面新築の上、
KKR 札幌医療センターと改称し、

「がん診療」と「救急医療」を診療
の 2 本柱として、地域に根差した
総合病院としての役割を担ってお
ります。
　平成 21 年 4 月に地域がん診療連

携拠点病院の指定を
受 け、 平 成 22 年 8
月には地域医療支援
病院の承認を得まし
た。当院は 1 階を「織
のフロアー」、２階
を「絵画のフロアー」
としてアメニティを
重視し、廊下・ロビ
ー、エレベーターホ
ールを広くゆったりガラス張化し
たデイルームを設け快適な空間を
創りました。また、平成 29 年 2 月
に健康管理センター棟が新築され、
待合室などはリラックスして待て
る空間にしております。患者さん

が病院にいることを忘れていただ
けるような、“町のオアシス”であ
りたい、をコンセプトに総合的な
診療を進め地域に信頼される医療
機関であり続けることを心掛けて
おります。

≪交通案内≫
＜地下鉄＞南北線　平岸駅１
番ホーム出口徒歩３分
＜バス＞中央バス、平岸線・白
石平岸線「平岸駅」下車徒歩
約３分／
平岸線・羊ヶ丘線「札幌医療セ
ンター前」下車徒歩約１分
＜駐車場＞ 280 台（有料）

KKR札幌医療センター
（旧幌南病院）木の花団地

地下鉄
平岸駅
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GS
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がん診療と救急医療を柱に、高度医療機能の強化、
アメニティーの充実を図る

医療
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斗南病院 TEL：011-231-2121
FAX：011-231-5000

https://www.tonan.kkr.or.jp/〒 060-0004  北海道札幌市中央区北 4 条西 7 丁目 3-8

■外来診療
受付時間　8:00〜11:00、12:30〜15:30、土曜日8:00〜11:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　�第1・第3・第5土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12

月29日〜1月3日）
■診療科
消化器内科／腫瘍内科／呼吸器内科／リウマチ科／糖尿病・内
分泌内科／循環器内科／血液内科／内科／精神科／消化器外
科／呼吸器外科／内視鏡外科／乳腺外科／心臓血管外科／整
形外科／形成外科／皮膚科／泌尿器科／婦人科／婦人科（生殖
医療）／眼科／耳鼻咽喉科／頭頸部外科／放射線診断科／放射
線治療科／リハビリテーション科／病理診断科／麻酔科
■専門外来
角膜専門外来／血管腫外来／婦人科内視鏡手術専門外来／
更年期専門外来／ヘルニア専門外来／ストーマ外来／禁煙
外来／肥満外来
■各種教室
糖尿病教室
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　283床（内ICU６床）／病室の収容人数　1〜4人／
個室　7,700円・8,800円・22,000円
面会時間　10:00〜20:00
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ（健診センターへ電話か来訪のうえ予約）
☎011-231-2594（健診センター）

受付時間　月〜金10:00 〜 16:30
日帰りコース　月〜金／その他コース　脳ドック･大腸
CTドック
オプション　乳がん／子宮がん／前立腺がん／骨密度／喀
痰／動脈硬化
■セカンドオピニオン外来
要予約　要主治医紹介状　患者支援センター☎011-231-2182
■特定健診・特定保健指導
特定健診／実施日（通年（平日））・実施形態（特定検診のみで
も可、他オプションあり）・予約（要）
■診療所
札幌第一合同庁舎診療所　札幌第一合同庁舎　
☎011-709-2311
診療時間（15:00〜16:30）／診療日　毎週月曜日（祝日、年
末年始12月29日〜1月3日休診）／診療科　内科

　当院は、都市型急性期病院として
高い専門性を備えた診療科とそれを
支えるコメディカル部門で行うチー
ム医療を柱に高度で先進的な医療を
提供しています。
　全科をあげて、がん診療連携指定

病院として低侵襲でからだにやさし
いがん治療を心がけています。手術
では、胃がん・食道がん・大腸がん
の早期がんに対しては内視鏡的に根
治をめざす ESD、進行したがんに対
しては内視鏡を用いた内視鏡手術を
積極的に行っています。またダヴィ
ンチ Xi を導入しさらに低侵襲で質
の高い手術の提供が可能になりまし
た。最新の医療技術であるロボット
手術も内視鏡手術で培った技術とチ
ーム医療で安全を最優先に行い、現
在道内随一の症例を誇っています。
化学療法も外来治療を中心に、患者

さんのライフスタイルにあわせた治
療を行っています。放射線治療につ
いても常勤する放射線治療医によ
り、診断から治療まで一貫した質の
高いがん治療が可能です。
　最新の設備が整った施設で、当院
の理念である「患者さんに良質でや
さしい医療」を実践し、地域医療支
援病院、がん診療連携指定病院とし
て真に選ばれる病院となるよう職員
一同努力しています。

ダヴィンチを導入しチーム医療を柱にしたダヴィンチを導入しチーム医療を柱にした
良質でやさしい医療を提供しています良質でやさしい医療を提供しています

《交通案内》
＜電車＞ JR「札幌駅」、
地下鉄「さっぽろ駅」
より徒歩5分／地下鉄
「大通駅」より徒歩10分
＜駐車場＞当日診療さ
れた方及び入退院当日
のみ、近隣の「タイム
ズ北4西7駐車場」「タ
イムズステーション札幌駅前駐車場」「タイムズ北1西6駐車場」
の 1時間無料券を 1枚お渡しします

地域医療支援病院
救急指定
がん診療連携指定病院



46 ※詳細につきましては、各病院へお問い合わせください。

東北公済病院 TEL：022-227-2211
FAX：022-263-8069

https://tohokukosai.kkr.or.jp/〒 980-0803  宮城県仙台市青葉区国分町 2-3-11

救急指定

■外来診療
受付時間　新患8:30〜11:00
整形外科、乳腺外科、泌尿器科、婦人科、歯科口腔外科は
完全予約制。その他各科の診療曜日・診療時間については
お問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
内科／消化器内科／呼吸器内科／循環器内科／小児科／乳
腺外科／消化器一般外科／整形外科／リハビリテーション
科／形成外科／泌尿器科／産科／婦人科／眼科／耳鼻いん
こう科／歯科口腔外科／麻酔科／放射線科／病理診断科
■専門外来
肝臓外来／腎外来／糖尿病外来／禁煙外来／胸痛・どうき・息切
れ外来／小児心臓外来／発育発達外来／乳腺外来／腹痛外来／
骨・軟部腫瘍外来／足外来／リウマチ外来／肩外来／股関節外来／
骨粗鬆症外来／顎関節外来／ストーマ外来／フットケア外来／リ
ンパ浮腫外来／助産師外来／麻酔分娩／母乳育児相談室／女性ア
スリート外来
■各種教室
糖尿病教室／腎臓病教室／生活習慣病セミナー／がん患者サ
ロン／乳房再建者サロン／子育て中乳がん患者サロン／母親
教室／経産婦教室／夫婦教室／子育て教室／孫育てクラス／
マタニティヨガクラス／産後ヨガクラス／母乳クラス
■入院関係
病床数　385床（一般310床、回復リハ40床、地域包括35床）／病室
の収容人数　1〜5人／個室　特室G：6,006円〜特室A：11,704円
面会時間　月〜金15:00〜20:00／土・日・祝日9:00〜11:00、15:00〜20:00
■感染対策について
当院では感染対策に努めておりますが、感染症流行状況
により面会制限など記載内容と一部異なる場合がありま
す。最新情報は病院ホームページ若しくは公式Twitter等
でご確認ください。
■ KKR公済訪問看護ステーション（☎022-263-2733）
受付時間　月〜金（8:30〜17:15）�（FAX�022-263-2887）
訪問看護24時間対応体制／居宅介護支援事業所併設
■患者サポート室「なんでも相談室」
受付時間：月〜金曜日（8:30〜17:15）

■光彩通り保健室「ささえて」
受付時間：火〜木曜日（9:30〜16:30）
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
（健康医学センターへ電話またはホームページから予約）
☎022-227-2244（人間ドック予約受付）
受付時間　月〜金8:30〜12:00　13:00〜17:00
宿泊コース（1泊2日）月〜木／日帰りコース　月〜金／その
他コース　脳ドック
オプション　腫瘍マーカー検査／子宮がん検査／HPV検
査／乳がん検査／乳腺超音波検査／前立腺検査／骨密度検
査／喀痰検査／胃内視鏡検査／膵臓がん検査（CA19-9）肺が
ん検査（CEA,�CYFRA,�ProGRP）／睡眠時無呼吸症候群検査／
アミノインデックスがんリスク検査／肺がんセット検査（胸部
CT、腫瘍マーカー検査（CEA,�CYFRA,�ProGRP）、喀痰検査）／
ピロリ菌検査（便中ピロリ抗原）／ロックスインデックス検査
他　女性スタッフのみレディースデイあり／お盆期間
中も受付可／閑散期特別割引あり
■診療所
仙台合同庁舎診療所　☎022-263-1111
受付時間（10:00〜11:40、13:00〜15:00）／休診日　火・木・土・日
曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）／診療科　内科･歯科

リハビリテーション病棟」、「訪問看
護ステーション」などの活動によ
りシームレスな地域ネットワーク
の構築を目指してきました。また、
地域の皆様に名付けていただいた
当院に隣接する「光彩通り」の名
に恥じないよう、垣根のない光彩通
り保健室「ささえて」等を通じて、
地域の皆様に選ばれ、患者さんや

　東北公済病院では、急性期医療
を中心に「地域包括病棟」、「回復期

その家族に寄り添う医療の提供を
目指します。

≪交通案内≫
＜地下鉄＞南北線勾当台
公園駅より徒歩8分／広
瀬通駅より徒歩６分／東
西線青葉通一番町駅より
徒歩7分／大町西公園駅
より徒歩10分
＜バス＞仙台駅より
市営バス八幡町方面
行、宮城交通バス川
内方面行「東北公済病
院前」下車徒歩１分
＜駐車場＞院内立体駐車場48台収容可（有料）ミドルルーフ車（車
高1.88m迄）駐車可能。

光彩通り保健室「ささえて」

医療

宮
城
　
東
北
公
済
病
院

K K R 公 済 訪 問
看護ステーション

（旧）さくら野

イオン

地域の皆様から信頼され、地域の皆様から信頼され、地域のハ地域のハ
ブ機能となるブ機能となる病院を目指します病院を目指します
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水府病院 TEL：029-309-5000
FAX：029-309-5550

https://www.kkr-suifu.com/〒 311-4141  茨城県水戸市赤塚 1-1

救急指定

■外来診療
受付時間　�8:00〜11:00、12:00〜16:00
　　　　　※午後は診療科により異なります。
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29

日〜1月3日）
■診療科
内科／外科／整形外科／麻酔科／放射線科
■専門外来
甲状腺専門外来／医療リンパ浮腫外来／禁煙外来
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　131床（一般131床）／病室の収容人数　1〜4人／
個室　5,500円〜11,000円
面会時間　�15:00〜20:00、日・祝日10:00〜12:30
　　　　　　　　　　　　　　　　15:00〜22:00
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ（web、電話、窓口にて予約）
☎029-309-5000（健康管理科へ）
受付時間　月〜金8:30〜17:15
日帰りコース　月〜金
オプション　乳がん検診／肺がん検診／喀痰細胞診／動脈

硬化検査／各種腫瘍マーカー／脳血管検診（MRI・MRA）／
X線骨密度検査／AICS検査
■セカンドオピニオン外来
要予約　☎029-309-5000（地域医療連携室へ）　

水府病院は、ＪＲ常磐線赤塚駅
北口＜ミオス＞内にあり、駅から
歩いて２分という非常に便利な場
所にあり、患者さんやそのご家族
など、病院を訪れる人にとって非
常によい立地となっています。

診療科は、内科・外科・整形外
科です。内科では、呼吸器内科、
消化器内科、外科では甲状腺外科、
乳腺外科、消化器外科の診療に力
を入れております。また、　整形外
科では大腿骨骨折の治療と、平成
28 年４月より開設した地域包括ケ
ア病棟を活かしてリハビリテーシ
ョンにも対応できる体制を整えて

おります。
水府病院の理念である「地域の

みなさまのために安全で質の高い
心のこもった医療を提供いたしま
す」のとおり、心のこもった高度
な医療技術で、地域医療に少しで

も貢献できるよう努力しておりま
す。

当院の施設認定は、筑波大学附
属病院群協力型臨床協力病院・日
本外科学会専門医制度修練施設と
なっております。

≪交通案内≫
＜電車＞JR常磐線赤塚駅北口
より南西へ徒歩２分
＜バス＞赤塚駅下車北口より
南西へ徒歩２分
＜駐車場＞隣接している市
営赤塚駅北口駐車場（500台）
利用１時間30分まで病院負
担

地域の皆さまのために、地域の皆さまのために、
安全で質の高い心のこもった安全で質の高い心のこもった
医療を提供します医療を提供します
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立川病院 TEL：042-523-3131
FAX：042-522-5784

https://www.tachikawa-hosp.gr.jp/〒 190-8531  東京都立川市錦町 4-2-22

地域医療支援病院
救急指定

■外来診療
受付時間　8:15 〜 11:30（※自動再来受付機は 8:00 よ
り受付開始）
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　第1・3・5土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12�
　　　　　月29日〜 1月3日）
■外来予約センター
初診の予約、予約の変更　☎042-523-3856
受付時間　平日8:30 〜 17:00　
　　　　　第２・４土曜8:30 〜 12:00（休診日を除く）
■診療科
内科／消化器内科／呼吸器内科／脳神経内科／腎臓内科／
循環器内科／糖尿病・内分泌代謝内科／血液内科／透析科／
膠原病・リウマチ内科／救急科／外科／呼吸器外科／乳腺外
科／血管外科／消化器外科／緩和ケア科／脳神経外科／小
児科／産婦人科／耳鼻咽喉科・頭頸部外科／皮膚科／泌尿器
科／眼科／放射線治療科／放射線診断科／歯科口腔外科／精
神神経科／整形外科／形成外科／リハビリテーション科
■専門外来（予約制）
食道･胃･大腸がん外来／アレルギー／皮膚科レーザー治
療／物忘れ外来／禁煙外来／緩和ケア外来／リンパ浮腫外
来／助産師外来など
■入院関係
病床数　450床（一般406床、精神38床、感染6床）
病室の収容人数　1〜4人
個室　14,960円〜46,200円／有償多床室（2人室・4人室）
2,750円〜3,850円
面会時間　平日・第2・第4土　14:00〜20:00／休日10:00〜20:00

■認知症疾患医療センター
地域医療連携センター　☎0120-766-613
受付時間　月〜金8:30〜17:15　
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
（健診センターへ電話、Web または来訪のうえ予約）
☎042-523-3147（健診センター）
受付時間　月〜金9:00〜17:00
日帰りコース　月〜金／その他コース　脳ドック（当
日結果説明あり※第２・４金曜のみ）
オプション　胃内視鏡／大腸内視鏡／肺ドック／乳がん検診／
子宮がん検診／喀痰検査／骨密度検査／各種腫瘍マーカー検査／
ヘリコバクター・ピロリ菌検査／脳検査／心臓機能検査／血圧脈
波検査／アレルギー検査／内臓脂肪CT
■セカンドオピニオン外来
要予約　地域医療連携センター☎042-524-2438（直）

当院は、立川市において中核的役
割を担う病院として多くの診療科を
有し、多様化する医療ニーズに対応
しております。2017 年に完成した新
病院棟は、機能性、安全性、快適
性、環境への配慮、持続性をコンセ
プトとしており、患者さんの利便性
の向上はもとより、最新鋭の機器を
用いた高い水準の医療を迅速に行う
ことができるようになりました。地
域医療支援病院の承認を受け、地域
の病院、診療所との医療連携を強化
し、その時々のニーズに合った医療
体制、安心安全な医療環境を確保し
ております。二次救急指定医療機関

を始めとして、災害拠点病院、認知
症疾患医療センター、東京都地域周
産期母子医療センター、病院機能評
価（3rdG：Ver.2.0）等々の認定を受
け、質の高い医療を提供しております。
令和 4 年 4 月には東京都がん診療連
携拠点病院に指定されました。がん

専門病院では対応困難な併存疾患を
有する患者さん、地域間の移動が困
難な高齢がん患者さんに、今まで以
上に包括的に対応できるようになり
ました。今後もより先進的かつ患者
さんに優しい医療、利用しやすい病
院を目指してまいります。

質の高い、質の高い、
思いやりのある医療を実践します思いやりのある医療を実践します

≪交通案内≫
＜電車＞JR立川駅、立川南
駅（多摩モノレール）より徒
歩15分、JR西国立駅より徒
歩３分
＜バス＞立川駅南口４番乗り
場（立川バス）「国立駅南口
行」（国15-2）立川病院下
車
＜駐車場＞219台（有料）

医療

東
京
　
立
川
病
院
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九段坂病院 TEL：03-3262-9191
FAX：03-3264-5397

https://www.kudanzaka.com/〒 102-0074  東京都千代田区九段南 1-6-12

■外来診療
受付時間　8:30〜11:00、13:00〜14:30
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29

日〜1月3日）
■診療科
内科／外科／整形外科／皮膚科／泌尿器科／婦人科／耳鼻
咽喉科／眼科／心療内科／リハビリテーション科
■専門外来
脊椎・脊髄専門／動物性皮膚疾患外来／皮膚腫瘍外来／ア
レルギー外来／糖尿病外来／不整脈外来／禁煙外来／認
知症予防外来／肛門外来／女性外科外来
■各種教室
糖尿病教室／栄養指導教室
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　257床（一般257床）／病室の収容人数　1〜4人／
個室　16,500円〜77,000円
面会時間　14:00〜20:30
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
（健康医学センターへ電話か来訪のうえ予約）
☎03-3262-9175（直通）、03-3262-9191（病院代表）
受付時間　月〜金14:00〜17:00
宿泊コース（1泊2日）月・水／日帰りコース　月〜金

プレミアム脳ドックコース�　金
オプション　脳MRI・MRA検査／マンモグラフィ／胃内視
鏡／大腸内視鏡／内臓脂肪測定／血管年齢測定／骨密度測
定／胸部ヘリカルCT／喀痰細胞診／子宮がん検診／甲状
腺刺激ホルモン検査／ピロリ菌抗体検査／睡眠時無呼吸症
候群スクリーニング検査（一泊のみ）
■特定健診・特定保健指導
特定健診／実施日および時間（通年（平日9:00〜17:00））・
実施形態（人間ドックの範囲で実施、特定健診のみの実
施不可）・予約（要）
特定保健指導／実施日および時間（平日9:00〜17:00）
■セカンドオピニオン外来
無（セカンドオピニオンは整形外科、内科、外科にて通
常外来の範囲で受け入れ可）

　当院は、大正 15 年より 90 年近く九段
坂上において、玄関の前の椎の古木と
ともに地域に親しまれて参りましたが、
施設の老朽化はいかようにも対処しが
たい状況となり、移転新築を余儀なく
されました。移転候補地を探すのは困
難を極めましたが、千代田区長、区議会、
千代田区・神田両医師会のご理解と多
大なご支援をいただき、願ってもない
土地である区役所跡地に移転し、新病
院を完成することができました。
　診療科の特色として、整形外科は脊
椎・脊髄を専門とし、脊椎後縦靱帯骨
化症、脊椎・脊髄腫瘍、腰部脊柱管狭
窄症など、難治疾患の各種保存療法・

手術療法を行っています。
　内科は、消化器・呼吸器疾患、糖尿
病の診療に力を入れています。専門医
による糖尿病教室を開催し、管理栄養
士による食事指導、教育入院を実施し
ています。また、慢性呼吸器疾患を有
する患者に残された機能を最大限に使
い、QOL を改善することを目的として
呼吸器リハビリテーションを実施して
います。
　外科は、大学病院と連携した消化器
外科を中心に鼠径ヘルニアや乳腺疾患
の治療にも力を入れています。婦人科
では内視鏡手術で、身体に対する侵襲
を最小限にして患者さまの負担軽減を

目指しています。
　皮膚科では、各種専門外来を設けて
おり、また泌尿器科では泌尿器悪性疾
患の治療に力を入れています。
　新たに一変した診療・療養環境のも
と、当院の理念である「高潔な志を持
ち 洗練された技術で 愛情を込めて医療
を行う」を具現化すべく職員一同邁進
していく所存です。

≪交通案内≫
＜電車＞地下鉄九段下駅（東
西線・半蔵門線・都営新宿
線）４番出口／徒歩３分、JR
市ヶ谷駅・飯田橋駅／徒歩20
分
＜バス＞都営バス�九段下で下
車／徒歩３分
＜駐車場＞73台（有料）
※地下１階に機械式駐車場を
設置

武道館

千鳥が淵 牛が淵

地下鉄九段下
4番出口

靖国通り

有料
駐車場

田安門

消防署

インド大使館

千
代
田
区
役
所

遊
歩
道

り
そ
な
銀
行

歩
道
橋

靖
国
神
社

九段坂病院

高潔な志をもち、洗練された技術で
愛情を込めて医療を行います
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三宿病院 TEL：03-3711-5771
FAX：03-3792-1682

https://www.mishuku.gr.jp/〒 153-0051  東京都目黒区上目黒 5-33-12 

救急指定

■外来診療
受付時間　月〜金8:30〜11:00、13:00〜15:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜

1月3日）
■診療科
内科／循環器科／呼吸器科／内分泌代謝科／消化器科／血
液内科／神経内科／小児科（予防接種・乳児検診要予約）／
外科／整形外科／心臓血管外科／皮膚科／泌尿器科／婦人
科／眼科／耳鼻咽喉科／麻酔科／放射線科／形成外科／脳
神経外科／精神科／リハビリテーション科
■専門外来
もの忘れ外来／漢方外来／骨粗鬆症外来／スポーツ･ロコモ
外来／中高年スポーツ外来／糖尿病透析予防外来／ドック説
明外来
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　244床（一般206床、地域包括ケア38床）／個室　
14,300円〜38,500円
面会時間　11:00〜20:00
■訪問看護等
主治医が必要と認めた方に訪問看護を実施☎03-3711-5771
（訪問看護ステーション）
■人間ドック

申込方法　予約受付のみ
（健康医学管理センターへ電話かFAX、病院ホームページま
たは来訪のうえ予約）
☎03-6412-8825（直通・健康医学管理センター）
受付時間　月〜金14:00〜16:00
日帰りコース　月〜金／その他コース　脳ドック／肺ドッ
ク／心臓ドック（令和5年度新設予定）
その他オプション　基本のコースのオプションで受けられ
る検査等
脳ドック／肺ドック／胃がんリスク検査／婦人科検診／乳
がん検診１／乳がん検診２／大腸がん検診／骨密度検査／
血液型検査／栄養指導／動脈硬化検査／内臓脂肪CT検
査／心臓ドック
※くわしくは健康医学管理センターへお問い合わせください。

三宿病院は開設当初 11 診療科、病床
147 床でありましたが、その後増改築を
重ね、現在 22 診療科・244 床の許可病床
数を有しています。

病床数は小規模ですが、医師は常勤60
名、非常勤147 名が勤務し、病院として、

ほとんどあらゆる機能を有しています。
高度の専門に分化した医療を追求す

るとともに、各診療科の密接な連携によ
り診療機能の調和統合をはかり、患者中
心の医療を心がける病院を目指していま
す。

また、東京都より 2 次救急指定を受け
脳神経外科・循環器科・心臓血管外科・
腹部外科の 24 時間救急体制をとってい
ます。平成18年度には脳卒中ケアユニッ
トも立ち上げ救急体制の充実を図ると同
時に、地域包括ケア病床38床を有し、医
療相談等も積極的に行っています。退院
後においても訪問看護ステーションを中

心にリハビリ・栄養科・薬剤科による訪
問活動を行い、救急から、在宅までトー
タルケアの医療を提供しています。

更に、平成 27 年 9 月より東京都地域
連携型認知症疾患医療センターに指定さ
れ、認知症の方とそのご家族が安心して
暮らせる地域づくりを中心となって進め
ております。

救急から在宅まで
トータルケアの医療を提供します

≪交通案内≫
＜バス＞渋谷駅西口　東急バ
ス下馬一丁目循環「三宿病院
前」下車／中目黒駅　東急バ
ス世田谷野澤龍雲寺行「三宿
病院前」下車
＜駐車場＞42台（有料）

至新宿

至品川
至銀座

至横浜三
宿
病
院
前

祐天寺

中目黒

恵比寿

代官山

渋谷
JR山手線

神泉
青葉台1丁目
交差点

環状
6号
線

（山
手通
り）

池尻大橋

国
道
２
４
６
号
線

井の頭線

中目黒交差点

至三軒茶屋

世田谷公園
三宿病院
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東
京
　
東
京
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東京共済病院 TEL：03-3712-3151
FAX：03-3793-5582

https://www.tkh.meguro.tokyo.jp/〒 153-8934  東京都目黒区中目黒 2-3-8

地域医療支援病院
救急指定

■外来診療
受付時間　�8:30〜11:30（月〜金）、内科：13:30〜15:00

（月〜金）、内科以外にも午後診療している
科がありますので、曜日、時間については
お電話等でお問い合わせください。

休診日　　�土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
脳神経センター（脳神経外科・脳神経内科）／正常圧水頭
症センター／呼吸器科／循環器科／消化器科／糖尿病・内
分泌・代謝内科／腎臓高血圧内科／リウマチ膠原病科／精
神科／血液内科／一般外科／消化器外科／乳腺科／呼吸器
外科／婦人科／整形外科／皮膚科／形成外科／泌尿器科／
耳鼻咽喉科／眼科／放射線科／病理診断科／麻酔科／リハ
ビリテーション科／健康医学センター／血液浄化センター
／救急科／緩和ケア内科
■専門外来
水頭症外来／禁煙外来／緑内障／ペースメーカー外来／看
護外来（フットケア・ストーマ）／シャント外来／腹膜透析
外来／乳房再建外来
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　350床（一般350床（内・地域包括40床、緩和ケア�
19床））／病室の収容人数1〜4人／個室　16,500円〜
41,800円
面会時間　11:00〜20:00
■訪問看護等
訪問看護ステーション（☎03-5794-7339）

■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
（健康医学センターへ電話（FAX可）か来訪のうえ予約）
☎03-5794-7331
03-3712-3974（健康医学センター）
受付時間　月〜金13:30〜16:30
宿泊コース　月〜木／日帰りコース　月〜金／その他コー
ス　脳ドック／肺ドック　オプション　大腸内視鏡／マ
ンモグラフィ／動脈硬化検査／骨密度／甲状腺機能／花
粉症／HIV検査／栄養相談／婦人科検診／内臓脂肪検査／
ペプシノゲン（胃がん検診）／睡眠時無呼吸検査／BNP検
査／ABC検診
■特定健診・特定保健指導
電話にてお問い合わせください。
■セカンドオピニオン
完全予約制です。事前にお問い合わせください。
☎03-3792-6699（地域医療センター）

当院は都心にありながら、緑豊か
な中目黒公園と桜並木が続く目黒川
に隣接し、四季を感じられるすばら
しい環境にあります。その恵まれた
環境の中にあって「地域のニーズに

対応した医療を提供」するため高い
診療レベルを維持し、安全で質の高
い医療の提供に努めています。その
ため、急性期医療を中心に幅広い医
療ニーズに対応できる診療科、医療
設備を整え、優れた医療スタッフに
より、疾病の診断・治療・予防・リ
ハビリテーションを行う他、地域包
括ケア病棟、緩和ケア病棟・介護老
人保健施設・訪問看護・在宅支援に
も対応できるようにしています。

平成 22 年 8 月に地域医療支援病院

の承認を受け、平成 28 年には東京都
がん診療連携協力病院（乳がん・大腸
がん）の指定を受けました。また、当
院は皆さまのプライバシーと権利を尊
重し、十分な病状説明を提供（インフ
ォームドコンセント）し、公正で効率
的な診療と、生活の質（Quality of life）
を高めるために医師・看護師・薬剤師・
検査技師等コメディカルと事務が一体
となって皆さまを支援いたします。

≪交通案内≫
＜電車＞東急東横線・東京メ
トロ日比谷線　中目黒駅下車
徒歩８分
＜バス＞東急バス渋41渋谷駅
南口〜大井町駅「共済病院前」
下車徒歩３分
＜駐車場＞130 台（有料・患
者割引有）

ロビー

安全で質の高い医療を提供し、
地域の皆さんから信頼される病院を
目指します
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虎の門病院 TEL：03-3588-1111
FAX：03-3582-7068

https://toranomon.kkr.or.jp/〒 105-8470  東京都港区虎ノ門２-２-２

救急指定

■外来診療
受付時間　８:30〜10:30
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日

〜１月３日）
■診療科
一般内科／血液内科／内分泌代謝科（糖尿病・代謝部門、内分泌部門）／
呼吸器センター（内科、外科）／睡眠呼吸器科／消化器内科（消化器、肝・胆・
膵）／肝臓内科／脳神経内科／循環器センター（内科、外科）／腎センタ
ー（内科、外科）／リウマチ膠原病科／精神科／臨床感染症科／臨床腫瘍
科／緩和医療科／認知症科／老年内科／小児科／皮膚科／放射線科／放
射線治療科／消化器外科（上部消化管、肝・胆・膵、下部消化管）／乳腺・
内分泌外科／脳神経外科／脳神経血管内治療科／間脳下垂体外科／整形
外科／形成外科／産婦人科／泌尿器科／眼科／耳鼻咽喉科／麻酔科（ペ
インクリニック）／歯科／救急科／外傷センター／リハビリテーション
科／集中治療科／放射線診断科／病理診断科
■専門外来
移植後LTFU・予防接種外来／痛風外来／インスリン外来／ト
ラベルクリニック・ワクチン接種外来（成人）／NASH外来／ペ
ースメーカー外来／嚢胞腎説明外来／緩和ケア外来／アクネ外
来／あざ外来／化膿性汗腺外来／光線外来／レーザー外来／減
量手術外来／人工関節外来／脊椎外来／手の外科／不妊リプロ外
来／妊娠と薬／硝子体外来／補聴器外来／めまい／アレルギー
外来／はな・無呼吸／難聴／がんロコモ外来／腫瘍糖尿病／腫瘍
循環器／副作用外来／遺伝カウンセリング／腎膠原病遺伝外来
■各種教室
公開講座／妊娠準備（不妊）学級／ペアレンツクラス（両
親学級）
■時間外診療
お電話で連絡確認の上、ご来院ください。
■入院関係
病床数　819床（一般817床（特定集中治療室20床、脳卒中
ケアユニット9床、ハイケアユニット8床、小児入院医療管理
料３　44床を含む）、結核２床）／病室の収容人数　１〜４人／
個室　38,500円〜220,000円／面会時間12:00〜20:00
■人間ドック
虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センターで実施
申込方法　予約受付のみ　予約場所　健康管理センター
へ電話か直接窓口へ来訪の上予約、虎の門病院内にも受付
窓口があります。☎03-3560-7777（人間ドック予約係）、

受付時間　平日　月〜金　11:00〜16:30 ／
https://toranomon-dock.kkr.or.jp
休診日　　土曜日、日曜日、祝日、
　　　　　年末年始（12月29日〜１月３日）
日帰りコース：月〜金（胃検査有無、選択可）／オプション：
喀痰検査、肺がん等検診（胸部CT）、脳ドック、動脈硬化ドック、
頸動脈超音波検査、血圧脈波検査、大腸内視鏡検査、大腸カプセ
ル内視鏡検査、骨密度検査、睡眠時無呼吸モニター検査、前立腺
ドック、子宮がん検診、乳がん検診、PET/CTがん検診、栄養相
談／その他コース：動脈硬化ドック、レディスドック、PET/CT
がん検診
■セカンドオピニオン外来
要予約　詳細については医療連携室☎03-3588-1111（内
線2421）にお問い合わせください。
予約方法、実施している診療科や料金体系をご案内します。
■診療所
虎の門病院さいたま診療所　☎048-601-1347
受付時間（９:00〜11:30、13:30〜16:00）／休診日　土曜日、日
曜日、祝日、年末年始（12月29日〜１月３日）／診療科　内科／
精神科（予約制）／歯科（予約制）
虎の門病院横浜第2合同庁舎診療所　☎ 045-681-0945
受付時間（月〜木９:30〜12:30）／休診日　金曜日、年末年始（12
月29日〜１月３日）／診療科　内科

虎の門病院の最大の特徴は、臓器
別の高度な専門診療を行うために各
領域のスペシャリストが揃っている
ことです。医療の先端をいく新しい
設備・医療機器を取り入れ、充実し

た医師・医療スタッフのもとでより
高度でより先進的な医療を実施する
体制を整備しています。

高度な専門診療で
満足度の高い医療を提供します

≪当院の交通案内≫
＜電車＞地下鉄日比谷線虎ノ門ヒルズ駅下車徒歩3分／地下鉄銀
座線虎ノ門駅下
車徒歩6分／地下
鉄千代田線丸の
内線日比谷線霞
ヶ関駅下車徒歩
8分／地下鉄南
北線溜池山王駅
下車徒歩8分＜駐
車場＞232台（有
料）※大型車は
除く
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虎の門病院分院 TEL：044-877-5111
FAX：044-877-5333

https://toranomon.kkr.or.jp/kajigaya/〒 213-8587  神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 1-3-1

■外来診療
受付時間　�8:30〜10:30、13:00〜15:30（各科により異なり

ます）
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日

〜1月3日）
■診療科
肝臓内科／血液内科／呼吸器内科／循環器内科／糖尿
病内分泌科／内科／脳神経内科／腎センター（内科、外
科）／精神科／小児科／皮膚科／整形外科／泌尿器科／
歯科／リハビリテーション科／消化管センター（内科、
外科）／乳腺外科
■時間外診療
お電話で連絡確認の上、ご来院ください。
■入院関係
病床数　300床（一般300床＜HCU�3床、回復期リハビリ
テーション病棟40床、地域包括ケア病棟56床含む＞）／
病室の収容人数　1〜4人／個室　5,500円〜44,000円
面会時間　12:00〜20:00（コロナ対応による制限あり）
■セカンドオピニオン外来
要予約　患者支援部☎044-877-5111

　1966 年に設立された分院は、都心
を離れて豊かな自然に恵まれた環境で
落ち着いて療養できる病院です。今日
まで改修を重ね、現在は「専門性の高
い疾患センターとしての役割を担いな

がら、本院と連携して高度な先進医療
を行う総合病院」を基本方針として、
入院・外来診療を行っています。
　病床数は 300 床で、特に慢性肝疾
患治療、慢性腎疾患・リウマチ膠原病
治療では長い歴史と実績を有していま
す。血液科疾患治療では、川崎市唯一
の非血縁者間造血幹細胞移植認定施
設です。消化管癌に対して内視鏡治療
から手術まで、途切れのない治療を提
供しています。精神・神経系疾患、運
動器疾患、糖尿病等、内科外科の広
範囲な疾患に対して、高いレベルの医
療を提供しています。

　2003 年に病棟再編成を行い、リハ
ビリテーション部門を充実し、回復期
リハビリテーション病棟（40 床）を、
2016 年に地域包括ケア病棟（56 床）
を開設し、より地域に密着して急性期
治療から早期社会復帰までのシームレ
スな医療を提供できる体制を整え、現
在に至っています。

≪交通案内≫
＜電車＞東急田園都市線梶が
谷駅より徒歩13分
＜バス＞東急宮崎台駅より５
分「虎の門病院分院」行終点
下車／小田急線向ヶ丘遊園駅
南口より 15分「向丘南原」
または「笹の原交差点」下車
徒歩5分
東急田園都市線溝の口駅より
梶が谷駅を経由した送迎バス
有り
＜駐車場＞80台（有料）

至中央林間

正門

通用口

田園都市線川崎国道事務所

コジマ電気

バイク店
高津区末長
梶ヶ谷交差点

至渋谷
至渋谷

ドトール梶が谷駅

東急ストア

市立宮崎中学校
国
道
２
４
６
号

虎の門分院

肝炎の経口剤による治療、透析療法、腎移植、
造血幹細胞移植、消化管癌治療、リハビリテーション
などの特殊療法を中心に行っています

外来受付

病室（4人床）

医療

神
奈
川
　
虎
の
門
病
院
分
院
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横浜南共済病院 TEL：045-782-2101
FAX：045-701-9159

https://www.minamikyousai.jp/〒 236-0037  神奈川県横浜市金沢区六浦東 1-21-1

災害医療拠点病院
救急指定
地域医療支援病院

神奈川 DMAT 指定
神奈川県がん診療連携指定病院

■外来診療
受付時間　8:30〜10:30
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日・日曜日・祝日・創立記念日（6月第3土曜

日の属する週の金曜日）・年末年始（12月29
日〜1月3日）

■診療科
循環器内科／消化器内科／呼吸器内科／脳神経内科／内分泌代
謝内科／腎臓高血圧内科／血液内科／膠原病リウマチ内科／精
神科（院内併診のみ）／小児科／外科・消化器外科・乳腺外科・
呼吸器外科／整形外科・スポーツ整形外科センター・脊椎脊髄
センター・人工関節センター／形成美容外科／脳神経外科／心
臓血管外科／皮膚科／泌尿器科／産婦人科／眼科／耳鼻咽喉
科／リハビリテーション科／放射線科／口腔外科／麻酔科／病
理診断科／救急科／緩和支持療法科
■専門外来
小児科経過健診／肝臓外来／緩和ケア外来／ストーマ外来／
フットケア外来／遺伝相談外来　他
■各種教室
糖尿病教室／きずな会（リウマチ）／母親教室／腎臓病食事会
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病 床 数　565床（ 一 般565床（ 内　ICU ／ CCU10床、
HCU10床、無菌室６床、救急病棟20床、緩和ケア病
棟20床））／病室の収容人数1〜4人／個室　5,500円〜
33,000円
面会時間　14:00〜20:00�
　　　　　（特別対応中はホームページ参照）

■がん相談支援センター
申込方法　☎045-782-2140
受付時間　月〜金9:00〜16:00
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ☎045-782-8967（直通）
（健康管理センターへ電話または来訪、EPARKにて予約）
受付時間　月〜金13:30〜17:00　
日帰りコース　月〜金（半日人間ドック）8:30〜
オプション　乳がん検診／子宮がん検診／肺がん検診／鎮静
剤を使用した上部・下部内視鏡検査／頸動脈エコー検査／心臓
エコー検査／甲状腺エコー検査／骨密度検査／ABC検診／腫瘍
マーカーセット（消化器系）／栄養指導／脳ドック
■セカンドオピニオン外来
要予約　医事課セカンドオピニオン担当☎045-782-2101（代）
■特定健診・特定保健指導
�特定健診／実施日および時間（月・火・木13:30〜）・実施形態（施設型）・予約（要）
�特定保健指導／実施日および時間（月〜金14:30〜（要予約））

　当院は「患者さんと医療者がとも
に満足する医療を目指します」を理
念として掲げています。横浜市南部
地域の中核病院として、高度急性期
医療を提供すべく、救急医療・がん
診療・地域医療支援機能などを備え
ており、また、インフォームド・コ
ンセントの充実を図り患者さんの自
己決定の下、最善の医療を行ってお
ります。
　当院の診療実績は、年間手術件数
が 7,000 件を超え、特に、整形外科領
域における脊椎外科及びスポーツ整

形分野では横浜市以外の広範囲から
の受診希望者やプロ野球選手など多
くの患者さんが治療に訪れています。
　5 大がんを主とするがん診療の充
実を図り、ＱＯＬを考慮した乳がん
治療は県内でも有数の実績を誇ると
ともに、退院支援システムを構築、
緩和ケア病棟を開設し、在宅療養へ
のスムーズな移行を目指し、切れ目
のない医療を提供しています。
　その他にも、前立腺疾患、網膜硝
子体疾患、肺塞栓症、下肢静脈瘤、
睡眠時無呼吸症、口腔ケア等の各専

≪交通案内≫
＜電車＞京浜急行追浜駅より徒
歩７分
＜バス＞京浜急行追浜駅より磯
子駅行、内川橋行、「瀬ヶ崎（横
浜南共済病院前）」下車／京浜急
行金沢八景駅より追浜駅行、追
浜日産自動車前行、「瀬ヶ崎（横
浜南共済病院前）」下車
＜駐車場＞267台（有料）
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横浜市の南部に位置し、
最適な環境のもとで質の高い
急性期医療を行っています

門医が治療にあたっております。ま
た、手術支援ロボットの導入等、低
侵襲手術も積極的に推進していま
す。
　内科領域では、カテーテルを用い
た心疾患治療、消化器内視鏡治療、
血液内科が手掛ける造血幹細胞移
植、外来化学療法、小児アレルギー
疾患外来などの実績を有し、膠原病
リウマチ内科の診療は学会の中核を
なし、県内外から多くの患者さんが
受診しております。（日本医療機能
評価機構認定病院）
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横浜栄共済病院 TEL：045-891-2171
FAX：045-895-8351

https://www.yokohamasakae.jp/〒 247-8581  神奈川県横浜市栄区桂町 132

地域医療支援病院
救急指定

■外来診療
受付時間　8:30〜11:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日・日曜日・祝日・開院記念日（7月15日に一

番近い水曜日）・年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
内科／循環器内科／消化器内科／呼吸器内科／腎臓内科／
代謝・内分泌内科／脳神経内科／小児科／脳神経外科／外
科／内視鏡外科／肛門外科／呼吸器外科／消化器外科／乳
腺外科／整形外科／心臓血管外科／皮膚科／形成外科／泌
尿器科／耳鼻咽喉科／産婦人科／眼科／歯科口腔外科／麻
酔科／精神神経科／放射線科／放射線治療科／リハビリテ
ーション科／病理診断科／救急科
■専門外来
乳腺／甲状腺／膠原病／ペースメーカー／顔面麻痺・三叉
神経痛外来／形成外科レーザー治療／助産師外来／がん看
護相談外来／リンパ浮腫外来／褥瘡外来／ストーマ外来／
フットケア外来／糖尿病療養相談
■各種教室
個人栄養相談／集団栄養相談（糖尿病教室、糖尿病・透析食・
術後食調理実習）／母親学級／沐浴教室
■時間外診療
お電話で連絡、確認の上、来院ください。
■入院関係
病床数　430床（一般430床）／病室の収容人数　1〜4人／
個室　11,000円〜27,500円
面会時間　一般病棟14:00〜20:00

■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
（健康医学センターへ電話か来訪のうえ予約）
☎045-891-2171（内線501　健康医学センター）
予約受付時間　月〜金　14:00 〜 17:00
日帰りコース　月〜金
その他コース　脳ドック（月・火）、乳がんドック（木）
その他オプション　肺マルチスライスCT／喀痰検査／マ
ンモグラフィー／乳房超音波検査／子宮頸がん検診／骨塩
定量検査／甲状腺超音波検査／甲状腺機能採血検査／ピロ
リ菌検査／ABI･CAVI（血管年齢検査）／頚動脈超音波検査
■特定健診
実施日および時間　6月〜3月　平日・実施形態（個別健診）・
予約（要）
■セカンドオピニオン外来
要予約　☎045-891-2171　地域医療支援課
　

当院は、横浜市南部医療圏・横浜
市栄区に位置しており、歴史・文化
の地である鎌倉市の北部地域にも隣
接しています。「やすらぎと質の高い
医療を心のこもった技術で届けます」
を理念に掲げ、地域医療支援病院（平
成 21 年承認）として、近隣の多くの
医療機関と連携を行うと同時に、地
域の基幹病院として救急医療や専門
医療を提供し、地域医療の中心的役
割を担うため努力を続けています。

従来の診療科の枠組みを超えた疾
患／臓器単位のチーム医療を推進す

るため、外来部門にはブ
ロックごとに消化器セン
ター、脳卒中センター、
呼吸器センター、ハート
チーム（循環器）を配置
し、入院部門も同様の病
棟構成とすることで、シームレスな
診療を提供しています。また、健康
医学センターでは、人間ドックや健
康診断、がん検診を提供しており、
早期発見・早期治療、健康寿命の延
伸など、地域における予防医学の更
なる充実を図ります。

≪交通案内≫
＜電車＞JR京浜東北根岸線本郷
台駅より徒歩７分
＜バス＞JR大船駅より乗車10分
「公田」下車
＜駐車場＞142台（有料）
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やすらぎと質の高い医療を
心のこもった技術で届けます

「この病院が近くにあってよかっ
た」「この地域に住んでよかった」と
感じていただけるよう、今後も地域
のニーズに応じた安全で質の高い総
合的な医療を提供し、地域の皆さま
から信頼される病院を目指して努力
して参ります。
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横須賀共済病院 TEL：046-822-2710
FAX：046-825-2103

https://www.ykh.gr.jp/〒 238-8558  神奈川県横須賀市米が浜通 1-16

地域医療支援病院
災害医療拠点病院

■外来診療
受付時間　8:00〜11:00（一部10:30 までの診療科あり）
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日・日曜日・祝日・創立記念日（3月第2金曜

日）・年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科（30科）
内科（脳神経、呼吸器、消化器、循環器、腎臓、血液、内
分泌）／精神科／小児科／外科（乳腺外科・消化器外科）／
整形外科／形成外科／皮膚科／泌尿器科／産婦人科／眼
科／耳鼻咽喉科／脳神経外科／放射線科／リハビリテー
ション科／麻酔科／心臓血管外科／呼吸器外科／歯科口
腔外科／救急科／病理診断科／緩和ケア内科
■専門外来
アスベスト／ペースメーカー／人工透析／禁煙／神経／
心臓／内分泌／腎臓／アレルギー／自己免疫／感染症疾
患／未熟児／上部・下部消化管／乳腺内分泌／肝胆膵／人
工肛門／破砕／乾癬／光線／フットキュア／不妊
■各種教室
糖尿病教室、よこすか健康教室
■入院関係
病床数　740床（一般730床、精神10床）／病室の収容人
数　1〜5人／個室　5,500円〜15,400円
面会時間　平日15:00〜20:00／土・日・祝日13:00〜20:00

■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
健康管理センターへ　窓口・電話・FAX・webにて（仮）予約
☎046-822-2982（健康管理センター）
046-821-1388（健康管理センター）

受付時間　（電話）月〜金　13：00〜17：00
コース　半日ドックコースなど
その他コース　脳ドック・心臓ドックなど
オプション　乳がん・子宮がん検診・MRCP・骨密度など
■特定健診・特定保健指導（予約制）
特定健診（社保のみ）1月・2月・3月・8月のみ
特定保健指導　実施日時（月〜金　13：00〜17：00）・予
約の際は受診券が必要
■セカンドオピニオン外来
要予約　地域連携センター☎046-827-1117（直通）

　当院は、明治 39 年海軍病院とし
て開設し、創立 115 年余りになり
ます。三浦半島の基幹病院として、
救命救急センター、ICU、NICU を
有し、がん診療連携拠点病院、周
産期母子医療センター、地域医療
支援病院、臨床研修指定病院、神
奈川県災害医療拠点病院、神奈
川 DMAT 指定病院として認可さ
れています。また高水準の医療を
提供しており、大学病院に準じた

診療密度と機能を有する病院であ
る DPC 特定病院群にも認定されて
います。現在は、救急車受入数約
10,500 台、手術件数約 7,600 件 / 年
と全国上位の実績を誇っています。
　当院の理念は「よかった。この
病院で」です。魅力ある医療を提
供し、ずっと市民に信頼され職員
に満足してもらう病院であり続け
るよう革新し続けています。令和
元年からは World's Best Hospitals

時計店

バス停
共済病院前

コンビニ
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至三浦海岸

京浜急行
横須賀中央駅
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横須賀
共済病院

≪交通案内≫
＜電車＞京浜急行横須賀中央
駅より徒歩７分
＜バス＞JR横須賀駅前バス
乗り場より堀ノ内行、防衛大
学校行、観音崎行にて「共済病
院前」下車
＜駐車場＞210 台（有料）

に選出され、令和 2 年には急性期
病院で初となる日本経営品質賞を
受賞しました。さらに平成 30 年か
らは国家プロジェクトである戦略
的イノベーション創造プログラム

（SIP）「AI ホスピタルによる高度
診断・治療システム」で AI ホス
ピタルに選出され、テクノロジー
を融合させた、人にやさしい病院
を目指しています。

がん診療拠点病院
地域周産期母子医療センター
救急指定

「よかった。この病院で」
患者さん・家族・職員すべての
人々が安心できる病院をめざします
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診療の一翼を担っていま
す。
　特に心臓センターと脳
卒中センターは、救急隊
とのホットラインを活用
して 24 時間迅速な対応を
行い、地域の信頼を集め
ております。医療機関か
らの紹介数も大きく増加し、地域
とともに歩む急性期病院として定
着しました。
　また、平成 30 年度から血液内科
を開設し、西湘地域の医療に一層
貢献ができるものと考えています。
　平塚共済病院は、これから大きく
変化していくことが予想される医療
情勢や医療提供体制に対応できる病
院づくりを目指して参ります。
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平塚共済病院 TEL：0463-32-1950
FAX：0463-31-1865

https://www.kkr.hiratsuka.kanagawa.jp/〒 254-8502  神奈川県平塚市追分 9-11

地域医療支援病院
神奈川県がん指定病院　救急指定

■外来診療
受付時間　8:30〜11:00　13:30〜17:15
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日・日曜日・祝日・開院記念日（4月第2木曜

日）・年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
呼吸器内科／消化器内科／循環器内科／腎臓内科／糖尿病
内分泌代謝内科／脳神経内科／外科／整形外科／脳神経外
科／心臓血管外科／皮膚科／泌尿器科／眼科／産婦人科／
耳鼻咽喉科／小児科／形成外科／放射線科／リハビリテ
ーション科／膠原病内科／麻酔科／病理診断科／リウマチ
科／血液内科
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　441床（一般441床）／病室の収容人数　1〜6人／
個室　11,000円〜20,900円
面会時間　13:00〜20:00
■訪問看護等
☎0463-32-1950（内線250）訪問看護ステーションさくら
■人間ドック
申込方法　予約受付「健診センターへ電話か来訪のうえ予
約（フリーダイヤル0120-330-750）」

受付時間　月〜金13:30〜16:15
日帰りコース　月〜金／その他コース　脳ドック（毎週水
曜日・午後のみ）
オプション　婦人科／骨密度／喉頭ファイバー／動脈硬
化／無呼吸検査／マンモグラフィー／アミノインデックス
■セカンドオピニオン外来
要予約　☎0463-32-1950（医療連携支援センターまで）
■専門外来
禁煙外来／睡眠時無呼吸外来／緩和医療外来／不整脈外
来／ペースメーカー外来／乳腺外来／まぶたの外来／リハ
ビリ外来／難聴外来／更年期・不妊外来

時代 ､ 地域のニーズに対応できる
質の高い医療を提供します

≪交通案内≫
＜バス＞JR平塚駅北口7番
線より伊勢原駅行「共済病院
前総合公園西」下車／小田急
線伊勢原駅南口１、２番線よ
り平塚駅行「共済病院前総合
公園西」下車
＜駐車場＞195台（有料）
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平塚共済病院 

　平塚共済病院は大正８年に設立
され、平成 31 年には創立 100 周年
を迎えました。湘南西部地域の地
域医療支援病院として急性期総合
医療を担い、地域医療支援病院の
使命である救急医療や高度専門医
療を提供する他、悪性腫瘍の診療
にも力を入れており、神奈川県の
がん診療連携指定病院としてがん

手術室
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名城病院 TEL：052-201-5311
FAX：052-201-5318

https://www.meijohosp.jp/〒 460-0001  愛知県名古屋市中区三の丸 1-3-1

救急指定

■外来診療
受付時間　8:30〜11:30
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29

日〜1月3日）
■診療科
他医からの紹介で受診される場合は紹介状をお持ちください。
内科／神経内科（水･木9:00〜12:00予約制）／循環器内科／
小児科（小児循環器科）／外科／整形外科（完全予約制）／
脳神経外科／胸部心臓血管外科／皮膚科／泌尿器科／婦人
科／眼科／歯科口腔外科／麻酔科／放射線科
■専門外来
側弯症外来／不整脈外来／糖尿外来／内分泌外来／喘息・
COPD外来／禁煙外来／ドック結果相談／乳腺外来／内分
泌外科外来／脳卒中･頭痛外来
■各種教室
栄養指導
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　326床（一般273床、ICU6床、地域包括ケア47床）／
病室の収容人数　1〜4人／個室料金　1,650円〜32,000円
面会時間　14:00〜18:00（荷物受渡時間）
■人間ドック
申込方法　電話予約または名城病院ホームページから予約
予約場所　総合健診センター
☎052-201-6058（予約係直通）または052-201-5311（内線
3518　総合健診センター）

受付時間　月〜金�10:00〜 17:00
宿泊コース　１泊２日�水
日帰りコース　月〜金　
その他コース　心臓ドック／肺がんドック／骨盤腔ド
ック／腰椎ドック／脳ドック／乳腺ドック／甲状腺ド
ック／協会けんぽ（生活習慣病予防健診）
その他オプション　乳がん検査、子宮がん検査、各種腫
瘍マーカー、肺がん検査、骨塩定量測定、甲状腺検査、
婦人科検査、血圧脈波、ヘリコパクターピロリ抗体検査、
眼科診察（火・水）、胃カメラ鎮静麻酔
■セカンドオピニオン外来
有り（予約制）
■特定健診
実施日：月〜金9:30〜 11:00
健診内容により受付窓口や予約の有無が異なりますの
で、お問い合わせください。

　当院は、官庁街の一角にあり、
名古屋城を望む好環境の中で高度
医療を提供できる病院として、地
域医療支援病院を取得しており、
次の診療機能を有しています。
①内科には、消化器、呼吸器、腎臓、
糖尿病に対応できる各々専門医を
配置し、内視鏡センターでは充実
した機器による検査・治療を実施
しています。透析治療には外来透
析 20 床を設置しています。
②循環器疾患（狭心症・心筋梗塞・
高血圧症・心不全・不整脈等）は
循環器センターを有し、循環器・
心臓血管外科の専門医が一体とな
り治療する体制となっています。

③脊椎（腰椎・頚椎）
は側弯症のセンター病
院でもあり、脊椎変形
疾患は県外からも大勢
の紹介患者さんが来院
されています。
④悪性腫瘍（食道・胃・
大腸および肝・胆・膵）は消化器
内科、消化器外科の専門医が綿密
な連携をとり治療する体制となっ
ています。
⑤小児科、脳神経外科、皮膚科、
泌尿器科、眼科、歯科口腔外科も
各々専門医を配置し積極的な診療
を行っています。
⑥地域包括ケア病棟では、リハビ

リテーション等回復期の入院にも
対応できる体制となっています。
⑦愛知県二次救急指定病院として、
救急患者の受け入れ体制をとって
います。

≪交通案内≫
＜地下鉄＞名城線「名古屋城」
下車　徒歩5分／鶴舞線「丸の
内」下車　徒歩10分
＜バス＞名古屋駅より幹名駅1
系統「外堀通」下車　徒歩5分、
名駅14号系統「名城病院」下
車すぐ／栄より栄13号系「名
城病院」下車すぐ／栄より栄
27号系「名城病院」下車

医療
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知
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最新で良質な医療を提供し、やすらぎとやすらぎと
ゆとりある療養環境を備えた病院備えた病院
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東海病院 TEL：052-711-6131
FAX：052-712-0052

https://www.toukaihosp.jp/〒 464-8512  愛知県名古屋市千種区千代田橋 1-1-1

救急指定

■外来診療
受付時間　8:30〜11:30（整形外科は8:30〜11:00）
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�第2・4土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
内科／消化器内科／循環器内科／呼吸器内科／糖尿病内科／外科／
消化器外科／血管外科／整形外科／リウマチ科／泌尿器科／眼科／
脳神経外科／皮膚科／麻酔科／放射線科／リハビリテーション科
■専門外来
禁煙外来
■各種教室
栄養指導
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　166床（一般120床、地域包括ケア46床）／病室の
収容人数　1〜6人／個室　3,300円〜24,200円
面会時間　月〜金13:00〜20:00／土・日・祝日11:00〜20:00
■訪問看護等
介護老人保健施設ちよだ（☎052-711-1060）
訪問看護ステーションちよだ・指定居宅介護支援事業所ち
よだ（☎052-711-6236）
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ☎052-711-6131（内線8152）

（健康管理センターへ電話か来訪のうえ予約）
受付時間　月〜金9:30〜16:15　第1・3・5土8:30〜12:00
宿泊コース（1泊2日）月・水／日帰りコース　月〜金／その他
コース　精密骨ドック／脳ドック／集団定期健康診断
オプション　動脈硬化／前立腺癌検査／乳がん検診／子宮がん検診等
■特定健診・特定保健指導
特定健診／実施日および時間（月〜金8:30〜約1時間半）・
実施形態（名古屋市特定健康検査内容に準ずる）・予約（要）
特定保健指導／実施していません。
※詳しくはお電話でお問い合わせください。

高度先進医療を推進し、急性期の
治療を中心として診療しています。
診療内容は、内科・外科ともに消化
器系疾患の診断と治療に重点を置
き、両科それぞれに専門医を配し、
特に外科では消化器系のがんを中心
に診療を行い、手術が困難とされて
いる肝臓がん・胆嚢がん・胆管がん・

膵がん等を実施。な
かでも、無開腹によ
る腹腔鏡下胆嚢摘
出術は、入院期間の
大幅な短縮と予後の
安定のため患者さま
から大変な好評を得
ています。

東海健康管理センターでは、人間
ドック・脳ドックをはじめ、各種健
康診断等予防医療にも積極的に取り
組んでいます。

併設施設として介護老人保健施設
「ちよだ」、訪問看護ステーション
「ちよだ」、指定居宅介護支援事業所

「ちよだ」を設置し、内部共済組合
員および地域住民の方々に保健・医
療・福祉の複合体の基幹施設とし
て、ニーズに応じたサービスが提供
できるよう職員一同、日夜研鑽に努
めています。

≪交通案内≫
＜地下鉄＞名城線�茶屋ヶ坂駅
より東へ徒歩約7分
＜バス＞名古屋駅名鉄バスセ
ンター３階４番のりば　基幹
バス瀬戸方面行「汁谷」下車徒
歩１分（所要時間約40分）／栄
オアシス21　３番のりば、基
幹バス引山行「汁谷」下車徒歩
１分（所要時間約30分）
＜駐車場＞100台　外来診療
は無料、それ以外は有料
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心のこもった安心医療で、
地域貢献を目指します
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北陸病院 TEL：076-243-1191
FAX：076-242-3577

https://www.hokuriku-hosp.jp/〒 921-8035  石川県金沢市泉が丘 2-13-43

救急指定

■外来診療
受付時間　8:30〜12:00　　13:00〜17:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
内科／消化器内科／循環器内科／内分泌代謝内科／腎臓内
科／リウマチ・膠原病内科／呼吸器内科／脳神経内科／外
科／心臓血管外科／呼吸器外科／消化器外科／肛門外科／
乳腺外科／整形外科／泌尿器科／放射線科／麻酔科／リハ
ビリテーション科
■専門外来
生活習慣病外来／禁煙外来／リウマチ外来／足相談外
来／スポーツ専門外来
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　125床（一般125床）／病室の収容人数　1〜4人／
個室　4,950円〜12,100円
面会時間　7:00〜20:00
■訪問看護等
訪問看護ステーション（☎076-243-1197（直））、患者支援
センター（☎076-241-1259）
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
（健康管理センターへ電話・FAXか来訪のうえ予約）
☎ 076-243-6888（健康管理センター）
予約受付時間　月〜金9:00〜17:15
宿泊コース（1泊2日）月〜木（祝祭日及びその前日を除く）8:00〜翌12:00
日帰りコース　月〜金8:00〜12:00
オプション　胸部CT／心臓CT／腹部CT／BNP／頭部MR
検査／胃内視鏡検査／ピロリ菌検査／乳がん検査／子宮がん検

査／HPV検査／肺がん検査／骨粗しょう症検査／マイクロアレ
イ検査／アミノインデックス／LOX-index／MCIスクリーニ
ング検査／前立腺エコー／頸動脈超音波検査／Vienアレルギー
39／腸内フローラ検査
■セカンドオピニオン外来
ご希望の方のみ実施しています
■特定健診・特定保健指導
�特定健診／実施日および時間（月〜金9:00〜12:00）・実
施形態（特定健診のみ実施可）・予約（要）
特定保健指導／なし
■診療所
金沢広坂合同庁舎診療所　金沢広坂合同庁舎1階　
☎ 076-221-7566
受付時間　月（14:30〜16:00）／休診日　火・水・木・金・土・日、
祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）／診療科　内科
金沢新神田合同庁舎診療所　金沢新神田合同庁舎8階
☎ 076-291-6247
受付時間　金（14:30〜16:00）／休診日　月・火・水・木・土・
日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）／診療科　内科

　モットー「KoKoRo“すこやか”
であるために心をこめて応援しま
す。」
　当院は金沢市にある地域密着型の
病院です。健康管理センター、血液
浄化センター、訪問看護ステーショ
ンを併設し、予防から在宅看取りま
での様々なライフステージに対応で
きるように、2 次救急対応や訪問診
療も行っています。
　主な医療機器として、1.5 Ｔ MRI

装置、全身用 64 列 CT スキ
ャナ、心臓血管造影撮影装置、
超音波電子内視鏡診断装置、
乳房 X 線撮影装置、骨密度
測定装置等を有し、専門医療スタッ
フによるがん等の早期診断から治療
までのトータル・ケアのほか、人工
透析・LDL 血漿交換等も実施してい
ます。また、糖尿病対策として、短
期教育入院システムの導入とオンラ
イン診療を行っています。さらに、

スポーツ障害・外傷、膝関節外科、
関節鏡手術を得意とし、スポーツ専
門外来も行っています。
　今後も地域のニーズ、時代のニー
ズに応えるため診療体制の整備に努
めていきます。

“すこやか”であるために
心をこめて応援します

≪交通案内≫
＜バス＞金沢駅方面より千代
野ニュータウン、南松任、寺
井役場、額住宅駅、工大前、
円光寺行「有松」下車徒歩５
分／松任・円光寺・額・四十万
方面より金沢駅行「有松」下車
徒歩５分
＜駐車場＞133台　無料
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≪交通案内≫
＜電車＞JR大阪環状線京橋駅乗換、JR学研都市線長尾駅下車徒歩13分
＜シャトル便＞JR長尾駅〜病院玄関運行
＜バス＞京阪バス枚方市駅行
（63系統）「枚方公済病院」下車／
京阪電車枚方市駅から南口京
阪バス１番のりば長尾駅行（63
系統）「枚方公済病院」下車／
その他64、20、25、26、27、
29系統に乗車、「長尾口」、「長
尾台郵便局」下車徒歩３分、
または「長尾駅」下車徒歩
＜車＞第二京阪道路、枚方東
IC、枚方学研 ICより5分
＜駐車場＞約185台（外来受診
時2時間無料）

医療
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枚方公済病院 TEL：072-858-8233
FAX：072-859-1093

https://www.kkr-hirakoh.org/〒 573-0153  大阪府枚方市藤阪東町 1-2-1

■外来診療
受付時間　�月〜金8:30〜11:00、13:00〜15:00（耳鼻咽喉科）�

土8:30〜11:00（小児科のみ）
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
内科／循環器内科／消化器内科／内分泌代謝内科／呼吸器
内科／脳神経内科／血液内科／腎臓内科／内視鏡内科／リ
ウマチ科／小児科／皮膚科／外科／小児外科／肛門外科／
整形外科／心臓血管外科／泌尿器科／眼科／耳鼻咽喉科／
放射線科／リハビリテーション科／歯科口腔外科／麻酔
科／救急科／精神科／呼吸器外科／消化器外科
■専門外来
糖尿病外来／リウマチ膠原病外来／心不全外来／ペース
メーカー外来／不整脈外来／乳腺外来／小児アレルギ
ー外来／小児腎臓外来／ボトックス・ＳＡＳ外来／コン
タクトレンズ外来／肝臓外来／ピロリ外来／動脈硬化
外来／禁煙外来／セカンドオピニオン外来／ストーマ外
来／慢性心不全外来／がん看護外来／弾性ストッキング
外来／フットケア外来／骨粗鬆症外来／肩関節外来／膝
関節外来
■各種教室
心臓病教室／ウォーキング教室／糖尿病教室／肝臓病教室
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。

■入院関係
病床数　313床（一般313床）／病室の収容人数　1〜4人／
個室　11,500円〜49,500円
面会時間　11:00〜20:00（令和4年10月現在　中止）
■人間ドック
申込方法　要相談☎072-858-8233
受付時間　9:30〜15:00
日帰りコース　月〜金
その他オプション　腫瘍マーカー検査／骨塩定量検査／血
管年齢測定検査／CT（頭部）／MRI（頭部）／内臓脂肪検査／
睡眠時無呼吸検査／乳がん検査／感染症検査

　当院は枚方市東部地域の唯一の公的
病院として内部共済組合員及びそのご
家族の皆さまと地域住民の方々の健康
を守るために急性期医療に取り組んで
おります。平成 21 年度末に、新棟（診療・
病棟）が完成、また平成 23 年度には心
臓血管外科を開設し、高度医療に対応

できる診療体制を整えております。
　診療の特色としては、救急指定病院
として心臓血管センターによる 24 時
間の心臓カテーテル検査診療体制、人
工心肺装置を用いた心臓血管手術と、
HCU・CCU、更にはモービル CCU を
駆使した、さまざまな場面に対応でき
る救命救急体制を確立していることと、
経験豊富なスタッフと多様な消化器系
疾患に対応できる検査・診療機能をも
つ消化器センター、内視鏡センター、
外科による腹腔鏡下手術及び整形外科
による人工関節置換術など高度な専門
性や技術を要する医療にも積極的に取
り組んでいることです。
　また、外来診療においては、内科・

循環器内科・消化器内科・内分泌代謝
内科・呼吸器内科・神経内科・血液内
科をはじめとする 28 診療科のほかに、
糖尿病外来・リウマチ膠原病外来・小
児腎臓外来・禁煙外来・セカンドオピ
ニオン外来などの専門外来や、外来化
学療法室を設置するなど、多様化する
疾病に対応できる診療体制づくりを進
めております。
　今後も、さらに質の高い医療を地域
の皆さまに提供し、「強く、優しく、頼
れる病院」を目指してまいります。
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救急指定

心臓血管センター・内科の
救急医療を中心とした急性期病院です
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大手前病院 TEL：06-6941-0484
FAX：06-6942-2848

https://www.otemae.gr.jp/〒 540-0008  大阪府大阪市中央区大手前 1-5-34

救急指定
大阪府がん診療拠点病院

■外来診療
受付時間　8:30〜11:30
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜

1月3日）
■診療科
内科／血液内科／呼吸器内科／腫瘍内科／消化器内科／循
環器内科／代謝・内分泌内科／腎臓内科／脳神経内科／心
療内科／外科／消化器外科／乳腺内分泌外科／呼吸器外
科／心臓血管外科／脳神経外科／整形外科／リハビリテー
ション科／婦人科／皮膚科／泌尿器科／眼科／耳鼻咽喉
科／放射線科／麻酔科／病理診断科／救命救急科
■専門外来
禁煙外来／ペースメーカー外来／不随意運動（DBS）外来／
小児耳鼻科外来／ストーマ外来／フットケア外来／糖尿病
腎症透析予防外来／緩和ケア外来／ヘルニア外来／耳鳴
り・補聴器外来
■時間外診療
お電話で連絡の上、ご来院ください。
■入院関係
病床数　401床（一般355床、地域包括ケア46床）／病室の
収容人数　1〜4人／個室　6,600円〜50,000円
面会時間　月〜金13:00〜19:00／土・日・祝日11:00〜19:00
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
（健康管理センターへ電話かインターネットで予約）
☎06-6941-0484（内線2400）
電話申込受付時間　月〜金13:00〜16:30

日帰りコース　月・火・木・金
オプション　腫瘍マーカー／脳ドック／骨密度／喀痰細胞
診／腫瘍マーカーPSA単独（50才以上の男性）／婦人科検
診／乳房検診（外科）／低線量CT肺ドック／大腸CT検査／
心臓CT検査／胃カメラ検査／胃癌リスク検診／甲状腺ホ
ルモン検査／腫瘍マーカー肺がんセット
■セカンドオピニオン外来
要予約　全科受入可　☎06-6941-0484（月〜金9:00〜17:00）
■診療所
大阪合同庁舎第4号館大手前病院診療所　☎06-6949-6463
受付時間（9:00〜11:30、13:30〜15:30）／診療科　内科／歯科
大手前病院神戸合同庁舎診療所　☎078-332-0265　受付時
間（9:00〜11:30、14:30〜16:30）／診療科　内科　毎週水
曜日のみ

　当院は、医療の高度化を推進する
とともに、地域社会や患者さまの多
様なニーズに対応できる医療体制を整
備し、質の高い信頼できる医療の提供
をめざしています。①がん診療に力を
入れています　5 大がん（肺、胃、肝臓、
大腸、乳癌）と血液腫瘍、泌尿器系が
んについて、各種診断機器を使ったが
んの早期発見から根治治療（化学療法、
手術、放射線治療）、再発や転移後の
緩和治療まで対応し、患者さまに最善
の治療を提供します。②血管病変疾患
にきめ細かく対応　代謝・内分泌内科、
腎臓内科、循環器内科、脳神経外科、
眼科の専門医が連携して、糖尿病や心
臓病などの血管病変に取り組んでいま
す。また、循環器内科は 24 時間専門
医が常駐し、緊急の虚血性心疾患（急
性心筋梗塞、心不全）に迅速に対応し
ます。③24時間救急対応　心臓や脳
の重症疾患をはじめ内科、外科、整

形外科領域の疾患に対して 24 時間救
急体制を行っています。④パーキン
ソン病やジストニアの治療　脳深部
刺激術により、よい治療成績をあげ
ています。⑤糖尿病治療　専門医に
よる最先端の治療を行うとともに「糖
尿病患者の会」を設置し、患者さま
の生活指導を行っています。⑥高度
医療機器による信頼性の高い診断　
128 列 256 マルチスライス CT、80 列
マルチスライスＣＴ、高磁場 1.5 テス
ラＭＲＩ、画像誘導下乳房生検（マン
モトーム）などの医療機器を備え、診
断率の向上を図っています。⑦特殊
外来できめ細かい診断と治療　耳鳴
り、禁煙外来、不随意運動外来など専
門医による外来を開設し、診断と治療
にあたっています。⑧地域包括ケア病
棟を設置　⑨人間ドック　健康管理セ
ンターでは、各種疾患の早期発見と予
防を重視し、豊富な検査を実施して健

康管理に努めています。⑩低線量肺
がんＣＴ、大腸ＣＴ検査　80 列マル
チスライス CT を使用した肺がん、
大腸がんの早期診断を行っています。
⑪心臓CT検査（心臓CT、内臓脂肪
CT、血管検査BNP）は人間ドックの
オプションです。

高度の医療と温かい人情の調和　

≪交通案内≫
＜電車＞京阪電車・大阪メト
ロ天満橋駅より徒歩５分
＜バス＞大阪市バス「京阪東
口」下車徒歩１分
＜駐車場＞平面駐車場23台、
立体駐車場80台
＜外来患者様＞
（平面）最初の2時間�200円　
以降60分�200円　24時間最大�
1,200円
（立体）8:00〜20:00　最初の2時間�100円　以降60分�100円
　　　��24時間最大�1,000円
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地域医療支援病院
日本医療機能評価機構認定
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舞鶴共済病院 TEL：0773-62-2510
FAX：0773-64-4301

https://www.kkr.or.jp/hospital/maizuru〒 625-8585  京都府舞鶴市字浜 1035

地域医療支援病院　
地域周産期母子医療センター

■外来診療
受付時間　8:30〜11:30
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日・日曜日・祝日・創立記念日・年末年始（12

月29日〜1月3日）
■診療科
総合内科／消化器内科／血液免疫内科／リウマチ科／循環
器内科／外科／小児科／整形外科／心臓血管外科／皮膚
科／泌尿器科／産婦人科／耳鼻咽喉科／麻酔科／放射線
科／歯科口腔外科／リハビリテーション科
■専門外来
ペースメーカー外来／不整脈外来／小児神経外来／補聴器
外来／耳鼻咽喉科小児外来／産婦人科腫瘍外来／呼吸器内
科／膠原病外来
■各種教室
母親学級・両親学級・育児相談／乳房外来
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　300床（一般290床、ICU・CCU10床）地域包括ケ
ア病床36床／病室の収容人数　1〜4人／個室　1,100円〜
11,000円、有償多床室（３人室）1,100円〜1,650円
面会時間　月〜金14:00〜20:00／土・日・祝日10:00〜20:00

■訪問看護等
介護老人保健施設すこやかの森（☎0773-78-3001）
■人間ドック ･ 健康診断 ･ 特定健診
申込方法　完全予約制
☎0773-62-2510（代）
（健康医学センターへ電話にて予約）
予約受付時間　月〜金14:00〜16:30
日帰りコース　月〜金（8:30〜13:00終了予定）
オプション　脳ドック／肺ドック／心臓ドック
■セカンドオピニオン外来
要予約　☎0773-62-2510

16 の診療科と CCU・ICU、透析セ
ンター、外来化学療法など地域のニ
ーズに対応した高度専門医療が充実
しており、特に虚血性心疾患の診断・
治療においては循環器センターと

して、循環器内科・心臓血
管外科の連携をもとにレベ
ルの高い医療を行っていま
す。

平成 31 年４月より、京
都府北部地域で初めてとな
る手術支援ロボット「ダビンチ」を
導入し、患者さんの病態に応じた最
新の治療を提供しています。

平成 18 年 8 月には京都府内で初
めて WHO とユニセフから「赤ちゃ
んにやさしい病院（BFH）」認定施

設となりました。また、平成 24 年 5
月に地域医療支援病院として承認さ
れました。平成 28 年 5 月に日本病
院機能評価機構 3rdGVer,1.1 へ認定
施設を更新しております。

≪交通案内≫
＜電車＞JR舞鶴線　東舞鶴駅
下車　徒歩５分
＜バス＞京都交通バス「共済
病院前」下車　徒歩１分
＜車＞舞鶴若狭道　東舞鶴I.C
より10分
＜駐車場＞200台（有料）
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当院は、患者さ当院は、患者さんんに良質で安心していただけるに良質で安心していただける
医療を提供いたします

医療
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舞鶴こども療育センター
〒 625-0052  京都府舞鶴市行永 2410 番地 37

■外来診療
受付時間　8:30〜12:00、13:00〜17:00（完全予約制）
休診日　　�土曜日・日曜日・祝日・創立記念日・年末年始（12

月29日〜1月3日）
■診療科
小児科／整形外科／精神科／小児外科／歯科／リハビリテ
ーション科
■入所関係
病床数　定員35床（内ショートステイ5床）
面会時間　10:00〜16:00
■通所関係
児童発達支援（就学前児童）・放課後等デイサービス（就学児童）　定員5名
保育所等訪問支援、障害児相談支援

　舞鶴こども療育センターは、児童
福祉法に基づく医療型障害児入所施
設であるとともに、医療法の病院機
能を併せ持った施設で、さまざまな
支援が必要な子どもたちを対象に、
社会的自立に向けた治療・訓練・療
育などを総合的に行っています。
　施設内１階では明快で機能的に分
類されたゾーニングによる外来エリ
ア、２階では家庭に近い生活環境の
中で、子どもの個性と生活リズムを
尊重した「ユニットケア」の充実を
図る入所エリアに分かれています。
　入所中の子どもたちは、併設の舞

≪交通案内≫
＜バス＞JR東舞鶴駅より京都交通バ
ス与保呂行または白鳥回り西舞鶴行
「舞鶴医療センター前」下車徒歩3分
＜駐車場＞20台（無料）

私たちは、こども一人ひとりの生きる喜びを守り
生きていく勇気を育みます
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鶴支援学校行永分校
に通い、それぞれの
発達に応じた教育を
受けることが出来ま
す。また、在宅で生
活する子どもに対し
ては、短期入所（シ
ョートステイ）の受
け入れや、通所事業
の児童発達支援・放
課後等デイサービ
ス、保育所等訪問支援、各種相談支
援事業も行っています。
　外来部門では、専門性の高い医療

やリハビリなどを必要とする子ども
たちを中心に診療を行っています。

TEL：0773-63-4865
FAX：0773-63-4867

https://maizuru-ryouiku.jp/

リハビリテーション科プレイルーム 入所エリアのサテライトキッチンとダイニング

医療
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広島記念病院 TEL：082-292-1271
FAX：082-292-8175

https://www.kkrhiroshimakinen-hp.org/〒 730-0802  広島県広島市中区本川町一丁目4-3

地域医療支援病院
救急指定

■外来診療
受付時間　�月〜金8:30〜11:00、13:00〜14:30
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、開院記念日（8月1日）年

末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
内科／外科／婦人科／耳鼻いんこう科／皮膚科／泌尿器
科／眼科／放射線科／総合診療科
■専門外来等
ストーマ外来／腹水外来
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　200床／病室の収容人数　1〜4人／個室　3,850
円〜10,780円
面会時間　月〜金13:00〜20:00 ／土・日・祝日10:00〜20:00
■訪問看護等
皮膚・排泄ケア認定看護師による訪問看護
摂食・嚥下障害認定看護師による講演
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ（医事課へ電話か来訪のうえ予約）
☎082-503-1003（医事課）
受付時間　月〜金8:30〜17:15
日帰りコース　月〜金
■セカンドオピニオン外来
要予約　地域連携室☎082-292-1271（内線2118）

■診療所及び関連施設

・広島合同庁舎診療所　
☎082-221-9411　 082-223-6204
受付時間（内科�8:30〜11:00、13:00〜16:00／歯科�8:30〜
11:00）／休診日　土曜日、日曜日、祝日、開院記念日（8月
1日）、年末年始（12月29日〜1月3日）（内科　火曜日、水曜
日、木曜日）／診療科　内科／歯科

　当院は被爆後の広島市において、
いち早く医療活動を開始した病院で
あり、開設以来、七十年余の歴史を
有しております。
　消化器系疾患を臓器別に、内科と
外科が合同で診療にあたる「消化器
センター」を、平成 28 年 5 月に開
設し、専門的、かつレベルの高い医
療を提供しております。平成 31 年
2 月には「内視鏡センター」を新設
し、患者さんに快適な環境、苦痛の
少ない内視鏡検査を受けていただく
ことが可能となりました。

　また、平成 21 年 2
月に地域医療支援病
院の承認を受け、医
療と介護施設間の連
携に強化しながら、
積極的に紹介患者さんを受け入れる
など、地域医療に貢献できる診療体
制をとっております。
　さらに、平成 27 年 4 月に開設し
た地域包括ケア病棟では、病状の安
定した患者さんへ、在宅復帰に向け
ての医療やリハビリ等の支援を行っ
ております。

　一般病棟では入院された患者さん
の状況を 3 日以内に把握し、退院困
難な要因がある場合には、患者さん
やご家族と面談を行い、医師、入退
院支援看護師、社会福祉士等の多職
種によるカンファレンスを実施して
おります。

地域における機能分担と連携の
充実を目指します　　

≪交通案内≫
＜電車＞JR広島駅前より市
電宮島行、己斐行、江波行「本
川町」下車南へ徒歩１分
＜バス＞JR広島駅より広島バ
ス商工センター行、祇園大橋
行「本川町」下車南へ徒歩100m
＜タクシー＞広島駅よりタク
シーで10分
＜駐車場＞62台（有料）
身障者用平面5台
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吉島病院 TEL：082-241-2167
FAX：082-249-4635

https://yoshijima-hosp.kkr.or.jp/〒 730-0822  広島県広島市中区吉島東 3-2-33

救急指定

■外来診療
受付時間　�月〜金8:30〜12:00（外科・整形外科・眼科

は 8:30〜11:00）土8:30〜11:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�第2・4・5土曜日、日曜日、祝日、開院記念日（3

月7日）、年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
内科／呼吸器内科／消化器内科／内視鏡内科／糖尿病・内
分泌内科／循環器内科／外科／呼吸器外科／消化器外科／
内視鏡外科／眼科／耳鼻咽喉科／麻酔科／放射線科／整形
外科／リハビリテーション科／緩和ケア内科／呼吸器リハ
ビリテーション科
■専門外来
呼吸不全外来／禁煙外来／アスベスト・中皮腫外来／もの
忘れ外来／フットケア外来／睡眠時無呼吸症候群（SAS）
外来／認知症看護外来／ストーマ外来／放射線治療外来／
コロナ後遺症外来／NTM外来
■各種教室
呼吸息いき教室／糖尿病教室／栄養相談／肺がん何で
も相談会／認知症カフェ／地域研修
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　199床（一般81床、地域包括ケア30床、医療療
養47床、結核41床）／病室の収容人数　1〜4人／個室　
1,540円〜5,775円
面会時間　8:30〜21:00
■訪問看護等
訪問看護ステーションわかば☎082-241-2167（内線577）
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ☎082-241-2167（内線301）

（健康管理センターへ電話か来訪のうえ予約（内部共済組合員
の方は各共済組合を通してお申し込みください））
受付時間　月〜金8:15〜17:00、第1・3土8:15〜12:00
日帰りコース　月〜金、第1・3土
オプション　肺CT検査／脳MRI検査／乳がん（マンモグラフ
ィー）・子宮がん検査／骨密度検査／大腸内視鏡／動脈硬化検
査／頸動脈エコー／腫瘍マーカー／内臓脂肪CT検査／喀痰
細胞診検査／ピロリ菌検査／甲状腺ホルモン検査／尿細胞診
検査／NT-proBNP検査／アミノインデックス検査／アレルギ
ー検査（48種類）／LOX-index検査／栄養相談
詳しい内容につきましては、ホームページをご参照ください。
■セカンドオピニオン外来
要予約　地域医療連携室セカンドオピニオン担当☎082-
241-2167（内線�588）
■特定健診
�特定健診／実施日および時間（月・水・木各PM・要予約）

当院は、呼吸器センターを設置し、
呼吸器の専門病院として内科・外科・
放射線科が協力して高度医療を行
い、地域医療に貢献しています。消
化器・循環器・内分泌などにも幅広く
対応し、消化器内視鏡検査・大腸ポ
リペクトミー・糖尿病の治療も積極
的に行っています。

また、一般外科・整形外科・眼科・
耳鼻咽喉科の診療も行っており、リ
ハビリテーション科は、当院の専門

性を生かした呼吸器リハビ
リを中心に、訪問リハビリ
にも対応しています。放射
線科では、高速 CT・高性能
MRIを設置し、より一層の
機能充実を図っています。

さらに、病院群輪番制病院にも参
加し、救急時における 24 時間対応
を行っています。

また、退院後も患者さんが安心し
て療養できるよう、訪問看護ステー

ションを併設し、サポート体制を充
実させています。予防医療としては、
人間ドック、検診にも積極的に取り
組んでいます。

高度医療と地域医療をめざして
−Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｈｕｍａｎｉｔｙ−

≪交通案内≫
＜広島駅より＞広島駅
南口バス乗り場 A-3、
広島バス24 番線「吉島
営業所行」にて「吉島
病院入口」下車、もし
くは「吉島病院行」にて
「終点」下車乗車約 25
分／タクシー15分
＜バスセンターより＞バ
スセンターから徒歩 3分「本通り」停留所（三井住友銀行前）、広
島バス24 番線「吉島営業所行」にて「吉島病院入口」下車、もし
くは「吉島病院行」にて「終点」下車乗車約15分※吉島方面行き
広島バス24 番線は2種類ありますのでご注意ください
＜駐車場＞70台（無料）

県立広島南
特別支援学校
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呉共済病院 TEL：0823-22-2111
FAX：0823-25-4752

https://www.kure-kyosai.jp/〒 737-8505  広島県呉市西中央 2-3-28

■外来診療
受付時間　8:10〜11:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日〜1

月3日）
■診療科
予約制　内科／腎臓内科／代謝内科／呼吸器内科／消化器内
科／肝臓内科／膵・胆道内科／循環器内科／不整脈科／脳神
経内科／血液内科／アレルギー科／総合診療科／救急診療
科／ペインクリニック内科／小児科／外科／消化器外科／乳
腺外科／内視鏡外科／整形外科／四肢外傷外科／脳神経外
科／呼吸器外科／心臓血管外科／形成外科／耳鼻咽喉科・頭
頸部外科／気管食道外科／皮膚科／婦人科／泌尿器科／眼
科／歯科／歯科口腔外科／歯科補綴科／麻酔科／病理診断
科／放射線科／放射線治療科／リハビリテーション科
■専門外来
炎症性腸疾患／肺高血圧症／骨粗鬆症／脳血管内治療／リウマ
チ／緩和ケア／インスリン治療／消化性潰瘍／不整脈／ＣＰＡ
Ｐ／装具／頭痛専門／ストーマ（看護）・フットケア（糖尿病）（看
護）／リンパ浮腫ケア（看護）
■各種教室
糖尿病教室・腎臓病教室・心臓リハビリテーション教室・
骨粗しょう症教室
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　397床（一般373床、結核24床）／病室の収容人数
1〜4人／個室　3,850円〜14,850円
面会時間　11:00〜19:00
■訪問看護等
呉共済訪問看護ステーション☎0823-22-2123（直通）

　当院は「地域医療支援病院」の承認

を受け開業医の先生方との医療連携を

密にするとともに、「広島県がん診療連

携拠点病院」の指定医療機関として、

大腸癌、肺癌、胃癌、肝臓癌、乳癌、

頭頸部癌、腎癌を始めとした多様な領

域での診断、手術、化学療法、放射線

治療を行っています。

　救急指定病院（二次救急）として 24

時間体制で救急医療に対応し、内科系

疾患、外科系疾患に数多く対応してい

ます。

　他に診療科の特色は、腎臓内科の血

液浄化センター、循環器内科の心臓カ

テーテル治療（ローターブレーター含

む）、不整脈治療（カテーテル アブレ

ーション等）、肺動脈性肺高血圧症に対

するエポプロステノール持続静脈療法、

慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するバ

ルーン肺動脈形成術を含む肺高血圧治

療を行っている。心臓血管外科手術、

低侵襲の手術では整形外科の内視鏡下

椎間板手術、外科の腹腔鏡下手術、呼

吸器外科の胸腔鏡下手術を実施してい

ます。

　予防医学としては、人間ドック（一

般コース、脳ドック、肺ドック、乳腺

エコー）や併設の健康医学センターで

運動療法を医師の指示のもと行ってい

ます。

　その他、看護専門学校の設置による

看護師の養成、訪問看護ステーション

の設置による在宅医療も行っています。

地域の中核病院として
高度・良質の医療提供をめざして

≪交通案内≫
＜電車＞JR呉線呉駅より徒歩
7分
＜バス＞市営バス宝町中央循
環線「呉共済病院前」下車
＜駐車場＞263台（有料）
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地域医療支援病院　広島県がん診療連携拠点病院
災害医療拠点病院　広島県 DMAT 指定病院
救急指定

■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
受付時間　月〜金14:00〜17:00
☎0823-27-7311（直通）
0823-26-8072（直通）

コース　日帰りコース／2日コース（宿泊・通院可）／脳
ドック／認知症脳ドック／肺ドック／口腔ドック／骨ド
ック
検査時間　8:00〜13:00（コースにより変更あり）
オプション　各種あり（一部予約制）
ホームページをご参考にしてください。
■健康医学センター
生活習慣病を中心とした内科的疾患の予防・改善を目的
とした運動療法施設。
■セカンドオピニオン外来
電話にて地域医療連携室にお問い合わせください。
■特定保健指導
電話にてお問い合わせください。

医療
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患者と家族、そして医療と福祉
私たちは、お応えします
開かれた病院をめざして

呉共済病院忠海分院 TEL：0846-26-0250
FAX：0846-26-2577

https://www.kure-kyosai.jp/tadanoumi/〒 729-2316  広島県竹原市忠海中町 2-2-45

■外来診療
受付時間　8:30〜15:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日〜

1月3日）
■診療科
内科／呼吸器科／循環器科／整形外科／皮膚科／耳鼻咽喉
科／リハビリテーション科
■専門外来
SAS外来
■各種教室
健康教室
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　44床（一般14床、地域包括ケア病床30床）／病室
の収容人数　1〜4人／個室　3,700円〜4,200円（税別）
面会時間　月〜金11:30〜13:00　16:00〜20:00／土・日・祝
日10:00〜20:00
■訪問看護等
訪問看護相談☎0846-26-0250（内線126）

当院は、「地域に根差した良質な
医療と健康増進の提供」を理念に、
近隣の医療機関や施設と連携をとり
ながら、地域の皆さまの健康増進、
健康管理にお役立てできるよう研鑽
に努めています。

入院では、急性期医療の提供とと

もに、平成 29 年 10 月より、地域包
括ケア病床を立ち上げ、患者様のニ
ーズにお応えし、安心して医療を受
けていただくこと、そして退院後は
リハビリ・訪問看護・通所リハビリ
テーション等、患者様をサポートす
る体制を整えています。

外来診療は一般内科、呼吸器科、
循環器科、毒ガス専門外来、整形外
科、皮膚科、耳鼻咽喉科を設置し、
特に呼吸器科では呼吸器専門医の充
実とともに、平成 20 年に日本呼吸
器学会認定施設となりました。さら

に専門の知識を取得した呼吸療法認
定師による呼吸器リハビリは呼吸器
疾患の治療に大変有効となっていま
す。

人間ドックでは肺ドックを新設
し、よりよい健康管理をサポートで
きる体制になりました。

良質な医療と健康増進の提供を目
指して、当院医師による健康に関す
る講演会を随時開催し、より身近な
病院として地域に貢献しています。

≪交通案内≫
＜電車＞JR呉線忠海駅下車徒
歩２分
＜バス＞芸陽バス「忠海駅」
下車徒歩１分
＜駐車場＞40台（無料）

JR呉線

●㈱アオハタ

農協●

薬
局
●

呉信用金庫● ●郵便局

至 三原→←至 竹原 国道185号線

呉共済病院忠海分院

広
島
　
呉
共
済
病
院
忠
海
分
院

デイケア「きらら」

■人間ドック
申込方法　予約受付のみ☎0846-26-0250
（ドック係へ電話か来訪のうえ予約）内線（312）
受付時間　月〜金8:30〜17:00
日帰りコース・肺ドック　月〜金
オプション　各種あり（一部要予約）
ホームページをご参考ください。
■特定健診・特定保健指導
特定健診／実施日および時間（通年）・実施形態（1日の実施
人数に制限あり　ドック係と相談のうえ予約）・予約（要）
■通所リハビリテーション
デイケア「きらら」☎0846-26-4556（直）／要事前連絡／利用
定員　25人／受付時間（9:30〜16:00）／休所日　土曜日・
日曜日・祝日・年末年始（12月29日〜1月3日）／送迎サービ
ス提供範囲　基本的に病院から半径5km／利用対象　介護
保険　要支援1・2、要介護1〜5の方

医療
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高松病院 TEL：087-861-3261
FAX：087-835-0793

https://takamatsu.kkr.or.jp/〒 760-0018  香川県高松市天神前 4-18

救急指定

■外来診療
受付時間　8:30〜15:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日

〜1月3日）
■診療科
内科（呼吸器内科、消化器内科、代謝内分泌内科、睡眠・呼吸
センター、腎臓・高血圧センター・脳神経内科）／循環器内
科（心臓血管病センター）／外科、消化器外科／呼吸器外科／
泌尿器科／眼科／リウマチ科／麻酔科
■専門外来
狭心症外来／高血圧・動脈硬化症外来／不整脈外来／睡眠
外来／過眠症外来／喘息アレルギー外来／呼吸器外科外
来／禁煙外来／代謝内分泌外来／糖尿病外来／スリム外
来／NST／ストーマ外来／ペースメーカー外来／乳腺・甲
状腺外来／脳神経内科外来／女性泌尿器科外来／ハートケ
ア外来
■各種教室
喘息教室／糖尿病教室／透析教室／HOT・SAS・CPAP／禁
煙教室（院内感染防止のため制限する場合有）
■時間外診療
お電話で連絡の上、ご来院ください。
■入院関係
病床数　179床（一般179床）／病室の収容人数　1〜4人／
個室　7,700円〜16,500円
面会時間　13:00〜19:00（院内感染防止のため制限する場

合有）
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
（人間ドックセンターへ電話か来訪のうえ予約）
☎0120-371-574
受付時間　月〜金11:00〜16:00
日帰りコース　月〜金　
オプション　胃内視鏡／大腸内視鏡／心臓超音波／運動負
荷心電図／血圧脈波／頸動脈超音波／脳・脳血管オプショ
ン／胸部ＣＴ／糖負荷テスト／前立腺検診／子宮頸がん検
診／乳がん検診／眼底三次元画像解析／睡眠時無呼吸検
査／アディポネクチン／ファットスキャン／骨密度／膵臓
がん腫瘍マーカー／甲状腺超音波／肝硬変リスク検査／腸
内フローラ検査／健康年齢／アレルギー検査／サインポス
ト遺伝子検査

当院は、高松市の中心街、瓦町に
近く、県庁、国の出先官公庁に隣接
するという立地条件もあって、患者
さまは高松市内のみならず近隣都市

からも来院頂いています。
救急指定病院となっており、

24 時間対応で、可能な限り救急搬入
を受け入れています。　

内科、呼吸器内科、消化器内科、
循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、
アレルギー科、リウマチ科、代謝内
分泌内科、外科、消化器外科、呼吸
器外科、放射線科、泌尿器科、眼科、
リハビリテーション科、麻酔科によ
る専門分野別診療体制を縦糸とし、
睡眠・呼吸センター、呼吸療法チーム（喘

医学の飛躍的な進歩に対応しながら
地域の皆さまへ
より質の高い医療サービスを提供

≪交通案内≫
＜電車＞JR高松駅下車徒歩
15分／琴電瓦町駅下車徒歩10
分
＜バス＞市内バス「県庁前」
下車徒歩３分
＜駐車場＞90台（有料）
※外来受診の方は無料

高松信用金庫

外来ロビー

香
川
　
高
松
病
院

息外来／ HOT ／ SAS 外来／禁煙外
来）、代謝内分泌内科、栄養サポー
トチーム（NST）、感染症対策チーム

（ICT）等のチーム医療を横糸とした、
質の高い医療を提供し、地域に密着
したより良い医療サービスを提供し
ています。SAS（睡眠時無呼吸症候群）
外来は、県下で最も多くの患者さま
を CPAP 療法で管理しています。

医療
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■人間ドック
申込方法　予約受付のみ（健康管理センターへ電話か来訪
のうえ予約）☎093-571-1031（内線400・401健康管理センター）
受付時間　月〜金10:00〜16:30
宿泊コース（1泊2日）月・水　日帰りコース　月〜金　
脳ドック　月〜水　女性専門午後ドック　金
オプション　胸部CT検査／脳MRI検査／心臓超音波検
査／腫瘍マーカー検査／喀痰検査／骨密度検査／頸動脈超
音波検査／CTセット（胸部・腹部・内臓脂肪）／マンモグ
ラフィー／乳腺エコー／ペプシノーゲン・ヘリコバクター
検査／血圧脈波／アミノインデックス／アレルギー検査／
リウマチ検査／甲状腺機能検査／低線量肺がんCT検診
■特定健診
実施日および時間についてはお問い合わせください。
（通年（平日のみ））・予約（要）

新小倉病院 TEL：093-571-1031
FAX：093-591-0553

https://shin-kokura.kkr.or.jp/

救急指定

■外来診療
受付時間　8:30〜11:30　13:00〜15:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）
■診療科
総合内科／一般外科／乳腺外科／呼吸器センター（呼吸器内科、
呼吸器外科）／消化器センター（消化器・内視鏡科、消化器外科）／
糖尿病センター（糖尿病・内分泌内科）／肝臓病センター（肝臓内
科、肝臓外科）／循環器内科／血液内科／リウマチ科／脳神経内
科／老年内科／整形外科／婦人科（予約）／眼科／泌尿器科／放
射線科／歯科口腔外科／リハビリテーション科／麻酔科
■専門外来
禁煙外来／咳・息切れ外来／粉塵・アスベスト外来／ハルンケア
外来／睡眠時無呼吸症候群外来（SAS）／骨粗しょう症外来／ス
ポーツ整形外科外来／看護外来
■セカンドオピニオン外来
地域医療連携室へ電話で要予約
■各種教室
糖尿病教室／転倒予防教室
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　259床（一般127床、地域ケア132床）／病室の収容
人数　1〜5人／個室　1,155円〜6,160円
面会時間　月〜金14:00〜19:00／土・日・祝日10:00〜12:00、
14:00〜19:00

　新小倉病院は小倉駅から約 2.5km
の官庁街に位置しています。急性期
から回復期、特に急性期を経過した
患者様の、日常生活への復帰を「地
域包括ケア病棟」でサポートする体
制、肺がん、消化器がん、泌尿器がん、
乳がん等の治療でがん拠点病院、診
療所、在宅、終末医療を結ぶ地域に
密着した病院を目指しています。併
せて、専門領域での集学的治療や患
者負担が少ない低侵襲の手術等を積

極的に実施しています。リウマ
チ科では、関節リウマチに対し、
生物学的製剤等を用いて寛解を目指
す治療を行っています。また、病診
連携の強化策として、小倉北区で初
めて病診連携ネットワークシステム

（ひまわりネット）を導入し、診療
所の先生方に高い評価を受けていま
す。更に、令和２年９月より「老年
内科」を開設し、高齢の方の診療では、
疾患治療だけでなく、老年症候群を

患者さんにとっての安全と
温かみのある最良の医療を行うことを心がけ、
地域で最も信頼される病院を目指します

≪交通案内≫
＜電車＞小倉駅下車（バス
15分）／西小倉駅下車（バ
ス10分）／南小倉駅下車
（徒歩15分）
＜西鉄バス＞小倉・黒崎方
面より（系統番号１番）金
田２丁目下車徒歩３分／戸
畑・霧ヶ丘方面より（系統
番号28番）金田１丁目下
車徒歩３分／門司方面より
（系統番号91番）金田下車
徒歩３分
＜駐車場＞132台（有料）

ザ･スティール･ハウス

福
岡
　
新
小
倉
病
院

理解しながら、地域、多職種で連携
し日常生活動作（ＡＤＬ）向上を行い、

「健康寿命の延伸」を目標としてい
ます。

〒 803-8505  福岡県北九州市小倉北区金田 1-3-1
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千早病院 TEL：092-661-2211
FAX：092-683-0411

https://www.chihaya-hp.jp/〒 813-8501  福岡県福岡市東区千早 2-30-1

　急性期病院として高度で良質な医
療のみならず、回復期の患者さんの
対応も行っています。
　消化器内科、循環器内科、糖尿病
内科、腹部外科、整形外科、眼科は
充実しています。内科では内視鏡を
用いた上部消化管、下部消化管の検
査・治療、ウイルス肝炎・肝硬変・
肝癌の検査・治療、心臓カテーテル
による狭心症・心筋梗塞の検査・治
療を積極的に行っています。糖尿病
患者に対して栄養科、薬剤部ととも
に治療・教育に熱心に取り組んでい
ます。血液内科では白血病、リンパ
腫、貧血などの疾患に取り組んでい
ます。膠原病内科でリウマチを始め

とした自己免疫性疾患の診断・治療
を積極的に行っています。健診セン
ターでは患者さんの希望に添えるよ
うな丁寧な問診・多彩なオプション、
各科への紹介を行い、乳房エコーも
取り入れています。
　外科では上部・下部消化管、胆膵
の内視鏡下を含めた手術に力を入れ
ています。整形外科はリウマチ、膝
関節・股関節の疾患を得意とし、骨
折にも積極的に取り組んでおり、術
後のリハビリも充実しています。眼科
は白内障、糖尿病網膜症、硝子体手
術等の治療に力を注いでおり、視能
訓練士による検査も充実しています。
　51 床の ｢ 地域包括ケア病床 ｣ では

当院や他の病院で急性期治療を終え
た患者さんの回復期への対応や在宅
患者さんの増悪時の受け入れも積極
的に行っています。老老介護や高齢
者を抱えた家族の要望に応え、レス
パイト入院などの社会的入院にも力
を注いでいます。
　出張講座、勉強会、懇親会などを
積極的に行い、地域の医療機関、介
護施設等との連携を緊密に行ってい
ます。

急性期から回復期まで対応する
地域に密着した心あたたかな病院

■外来診療
受付時間　8:40〜11:00
� 13:20〜15:00、13:20〜16:30（内科）
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日

〜1月3日）
■診療科
内科／消化器内科／循環器内科／外科／整形外科／リウ
マチ科／眼科／麻酔科／皮膚科／リハビリテーション
科／放射線科
■専門外来
糖尿病看護外来
■各種教室
糖尿病教室
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　175床（一般124床／地域包括ケア病床51床）／病
室の収容人数　1〜4人／個室　1,100円〜5,720円、特室　
7,370円〜11,200円
面会時間　13:30〜20:00
■人間ドック
申込方法　要予約　健診センターへ電話かホームページよ
り予約☎092-661-2211（313）
問い合わせ予約受付時間　月〜金　14:00〜17:00
宿泊コース（1泊2日）宿泊はホテル　月・木／日帰りコー
ス　月〜金

オプション　腫瘍マーカー検査／胸部CT／マンモグラ
フィー／骨量測定／喀痰細胞診／ヘリコバクターピロリ
菌抗体（血清）／血圧脈波（ABI）／頸動脈エコー／甲状腺
エコー／心臓超音波／尿細胞診／ IRI精密／アレルギー
検査／内臓脂肪CT／頭部MRI（画像検査のみ）／簡易
睡眠時無呼吸検査／乳腺エコー
■特定健診
実施日及び時間　（火・木）10:00〜12:00　要予約
■採血健診
実施日及び時間（月〜金）9:30〜 11:30、13:30〜 15:00　
予約不要
■診療所
福岡港湾合同庁舎医務室　☎092-271-0481
受付時間（9:30〜12:30、13:30〜16:30）／休診日　土曜日、
日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）／診療科・
診療曜日　内科（診療は月・木・金14:00〜16:00）

≪交通案内≫
＜電車＞JR千早駅より徒歩約
８分／西鉄貝塚線千早駅より
徒歩約８分（博多駅・天神よ
り地下鉄貝塚乗り換え）
＜バス＞博多駅・天神より香
椎方面、乗車約20分千早下車
（千早バス停）
＜駐車場＞125台収容可（有
料）
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浜の町病院 TEL：092-721-0831
FAX：092-714-3262

https://hamanomachi.kkr.or.jp〒 810-8539  福岡県福岡市中央区長浜 3-3-1

■外来診療
受付時間　8:30〜11:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29

日〜1月3日）
■診療科
内科／血液内科／循環器内科／呼吸器内科／消化器内
科／肝臓内科／腎臓内科／糖尿病・内分泌内科／脳神経内
科／リウマチ・膠原病内科／腫瘍内科／緩和医療内科／
総合診療科／感染症内科／救急科／小児科／精神科／外
科／消化器外科／乳線・内分泌外科／呼吸器外科／整形外
科／産科／婦人科／脳神経外科／眼科／耳鼻咽喉科・頭頚
部外科／泌尿器科／皮膚科／形成外科／放射線診断科／
放射線治療科／麻酔科／病理診断科／歯科／健康医学セ
ンター
■専門外来
血液疾患外来／腫瘍外来／乳腺外来／ストーマ外来／肛門
疾患外来／小児特殊外来／不妊外来／内分泌外来／胆石症
センター／脳神経センター／内視鏡センター／血液浄化セ
ンター／呼吸器センター
■各種教室
糖尿病教室／高血圧教室／母親教室
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　468床（一般468床）／病室の収容人数　1〜4人／
個室　5,500円〜33,000円
面会時間　月〜金13:00〜19:00／土・日・祝日11:00〜19:00
　　　　　※コロナ禍で面会を制限しています
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ（健康医学センター（5階））
☎092-721-9977　 092-721-9968�
（健康医学センターへ電話か来院のうえ予約）

受付時間　月〜金10:00〜16:30
日帰りコース　月〜金
その他オプション　胸部CT検査／脳MRI・MRA検査／甲状
腺検査／骨塩定量検査／血圧脈波検査／内臓脂肪面積測定／
ペプシノーゲン+ピロリ菌抗体検査／乳がん検査／子宮頸が
ん検査／腫瘍マーカー検査
■セカンドオピニオン外来
要予約　地域医療連携課直通☎092-721-9913
※谷口病院長による血液疾患のセカンドオピニオンも
開設いたしました。
■特定検診
実施日および時間　（通年（木曜日以外の平日））・予約（要）
申込方法・受付時間は人間ドックと同じです
■診療所
福岡合同庁舎診療所　
☎ 092-411-2900　
受付時間（9:00〜11:30　13:00〜15:30）／休診日　土曜日、
日曜日、祝日、お盆（８月13〜15日）、年末年始（12月29
日〜1月3日）／診療科　内科

病院、二次救急病院としての機能を一
段と充実させています。　
　地域がん診療連携拠点病院として
は、一般的な消化器がんから血液が
んまで幅広いがん診療に取り組んでお
り、健康医学センター、緩和ケア病床
も院内に設置し、健診・診断・手術・
放射線治療・化学療法・緩和ケアまで
シームレスな医療を提供するために、
各科医師、看護師、医療技術職を含む
症例検討会を開催し、チーム医療を推

進しています。
　その他、健康医学センターでは、各
種疾患の早期発見と予防を重視し、婦
人科疾患に対しては専用病棟を整備
し、共済組合員、地域住民の健康管理
にも貢献しています。

地域医療支援、地域がん診療連携
拠点病院指定の福岡市にある
急性期総合病院です！

福
岡
　
浜
の
町
病
院

　当院は 468 床の急性期総合病院とし
て福岡市の中心部、天神地区の博多湾
に面した福岡都市高速天神北ランプを
下りてすぐの利便性の高い長浜の地で
診療を行っています。
　医療機器としてはマルチスライス
CT（320 列、80 列）、3T MR 装置 2 台、
血管造影装置２台などの最新機器を多
数導入し、治療機器も最新機器にアッ
プグレードあるいは増設させて、地域
医療支援病院、地域がん診療連携拠点

救急指定　地域医療支援病院
地域がん診療連携拠点病院

≪交通案内≫
＜地下鉄＞空港線「天神駅」
より徒歩12分
＜バス＞浜の町病院入口より
徒歩1分、福祉センター前（浜
の町病院入口）より徒歩3分、
那の津口より徒歩6分
＜電車＞西鉄大牟田線「福岡
（天神）駅」より徒歩15分
＜駐車場＞230台（有料）
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新別府病院 TEL：0977-22-0391
FAX：0977-26-4170

http://www.shinbeppu-hosp.jp/〒 874-8538  大分県別府市大字鶴見 3898 番地

災害拠点病院
新型救命救急センター

地域医療支援病院

■外来診療
受付時間　8:30〜11:00、13:00〜15:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29

日〜1月3日）
■診療科
内科／脳神経内科／呼吸器内科／消化器内科／内分泌・代謝
内科／循環器内科／外科／肛門外科／整形外科／リウマチ
科／脳神経外科／呼吸器外科／心臓血管外科／泌尿器科／
眼科／救急科／肝臓内科／放射線科／消化器外科／麻酔
科／リハビリテーション科
■専門外来
膠原病リウマチ外来
■併設施設
救命救急センター／人工関節センター／健康医学セン
ター
■各種教室
糖尿病教室・転倒予防教室
■入院案内
病床数　263床／病室の収容人数　1〜4人／個室　4,158
円〜9,072円
面会時間　月〜金13:00〜20:00、土･日･祝日10:00〜20:00
（ICU・救急病棟のみ12:00〜13:00、18:00〜19:00）
■人間ドック

申込方法　予約受付のみ☎0977-22-0391（内線1900・健康
医学センター）�
（健康医学センターへ電話か来訪のうえ予約）　
受付時間　月〜金8:30〜17:00
宿泊コース（1泊2日）月・火･水･木／日帰りコース　月
〜金／その他コース　脳ドック（水のみ）／肺がんドック／
乳がんドック
オプション　脳ドック／肺がんドック／乳がんドック／大
腸検査／ピロリ菌検査
■足湯「わをんの湯」※感染拡大防止のため利用休止中
平日　9:30〜15:00

当院は青い海、美しい山の緑と温
泉に囲まれた中に位置し、“Science＆
Humanity”の理念のもとに「急性期
医療は住民のライフライン」との認
識で、病院を挙げて地域医療に貢献
しています。

平成 21 年 3 月には大分県下で 4 番
目となる「救命救急センター」の認可
を受け現在 ICU ８床・救急病棟８床
で運営しており、診療科を問わず“重
症患者の救命”を第一として診療に
当たることをモットーとしています。

一刻を争う循環器及び脳血管疾患
については、県北に於いて急性期の
内科的・外科的治療に唯一対応出来

る医療機関であり、厚生労働省
が推奨する 4 疾病 5 事業（急性
心筋梗塞、脳卒中、がん、糖尿病、
救急医療、災害医療、へき地医療等）
にも積極的に取り組んでいます。

今後は、高齢化社会が進み骨関節
疾患の増加が予測されますが、現在
年間 200 症例に近い人工関節置換術
を行っている整形外科に平成 22 年 4
月より「人工関節センター」を開設
し、日本に於けるトップレベルの医
療を目指しています。

また、日本人の死因の第一位であ
る「がん」については気管支・消化
器内視鏡（治療内視鏡を含む）年間

Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｈｕｍａｎｉｔｙ
　　（科学する心と人間愛）

≪交通案内≫
＜バス＞別府駅東口亀の井バ
ス15・16・17番「原」下車徒
歩５分／別府駅西口亀の井バ
ス２・５・７・41番「原」下
車徒歩５分
＜タクシー＞別府駅西口より
10分
＜駐車場＞155 台（有料）

大
分
　
新
別
府
病
院

※敷地内全面禁煙

約 9,000 症例を実施し、外科・人間
ドックと共に肺がんや消化器がん対
策に尽力しています。

【当院の施設認定】･･･ 新型救命救急
センター／災害拠点病院／地域医療
支援病院／基幹型臨床研修病院／大
分大学・熊本大学附属病院群協力型
臨床研修病院／日本医療機能評価機
構認定病院／日本内科学会認定制度
教育病院／日本静脈経腸栄養学会Ｎ
ＳＴ専門療法士取得に関わる実施修

練施設　等

医療
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熊本中央病院 TEL：096-370-3111
FAX：096-370-4002

 https://www.kumachu.gr.jp/〒 862-0965  熊本県熊本市南区田井島 1-5-1

救急指定

■外来診療
受付時間　8:00〜11:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29

日〜1月3日）
■診療科
呼吸器内科／消化器内科／循環器内科／糖尿病・内分泌・
代謝内科／腎臓内科／腫瘍内科／緩和ケア内科／小児
科／外科／整形外科／呼吸器外科／心臓血管外科／脳神
経外科／乳腺・内分泌外科／形成外科／泌尿器科／眼科／
麻酔科／放射線科
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■各種教室
糖尿病教室／栄養相談
■入院関係
病床数　361床（一般361床）／病室の収容人数　1〜4人／
個室　6,160円〜15,400円
面会時間　月〜金13:00〜20:00／土・日・祝日10:00〜20:00
■人間ドック
申込方法　予約受付のみ☎096-370-3111（内線3200・3215）
予約�受付時間　月〜金9:00〜16:00

2日コース（通院）月〜木／日帰りコース　月〜金
オプション　肺がん検査（低線量CT撮影）／内臓脂肪量測定
（CT）／脳ドック／心臓MRI／頚部血管超音波検査／エイズ
抗体検査／甲状腺検査／マンモグラフィー／血圧脈波検査／
胃がんリスク検査（ヘリコバクターピロリ抗体検査・ペプシ
ノゲン）
■セカンドオピニオン外来
要予約　診療支援センター（相談支援室）
☎096-370-3111（内線2232）

　当院は、厚生労働省の方針に沿
って地域の病院および診療所と相
互に協力・連携し、主として入院
を中心とした急性期医療を展開す
ることで地域医療により貢献でき
るものと考えています。
　病状が初期段階の患者さんや安

定期（療養）の
患者さんは開業
医 に お 任 せ し、
当院は開業医では対応困難な重症
患者を紹介していただくという機
能分化に積極的に取り組んできま
した。
　2021 年度の主な年間手術件数は、
心臓血管外科 102 例、整形外科 807
例、外科 425 例、眼科 630 例、呼
吸器外科 242 例、泌尿器科 522 例、
脳神経外科 51 例となっています。
　また、循環器内科領域では心臓カ
テーテル検査・治療 382 例、アブレ
ーション治療 152 例、TAVI 10 例

施行しております。
　平成 16 年４月からは、新医師研
修制度の実施に伴う基幹型臨床研
修病院として指定を受け、平成 18
年７月より DPC 対象病院となり、
８月より 7：1 看護体制への転換も
承認されました。更に平成 22 年８
月には「熊本県指定がん診療連携
拠点病院」、平成 23 年 11 月には「地
域医療支援病院」の指定を受け、
今後も地域の拠点病院として貢献
できるよう努めてまいります。

地域の病院および診療所と
相互に協力、連携し
入院を中心とした
急性期医療を展開

≪交通案内≫
＜バス＞熊本バス・産交
バス「熊本中央病院」下
車
＜駐車場＞ 362台（無料）

TSUTAYA

手術室

医療
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佐世保共済病院 TEL：0956-22-5136
FAX：0956-25-0662

https://sb.kkr.or.jp/〒 857-8575  長崎県佐世保市島地町 10-17

救急指定　地域医療支援病院

■外来診療
受付時間　8:00〜11:00
各科の診療曜日・診療時間についてはお問い合わせください。
休診日　　�土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日〜

1月3日）
■診療科
腎臓内科／循環器内科／消化器内科／腫瘍内科／糖尿病
内科／呼吸器内科／放射線科／小児科／消化器外科／乳
腺外科／整形外科／リハビリテーション科／皮膚科／泌
尿器科／産婦人科／眼科／耳鼻咽喉科／麻酔科（ペインク
リニック含む）／脳神経外科／歯科口腔外科／病理診断科
■専門外来
慢性外来・喘息外来（小児科）／乳腺外来（外科）
■各種教室
母親学級／糖尿病教室／栄養相談／育児相談
■時間外診療
お電話で連絡の上、来院ください。
■入院関係
病床数　413床（一般373床、地域包括ケア病床40床）／病
室の収容人数　1〜4人／個室　2,750円〜5,830円
面会時間　12:00〜20:00

■人間ドック
申込方法　予約受付のみ
（健診センターへ電話か来訪のうえ予約）
☎0956-22-6155（健診センター係）
受付時間　月〜金9:00〜17:00
宿泊コース　（1泊2日）火・木／
日帰りコース　月〜金
オプション　脳ドック／血圧脈波／内臓脂肪CT／栄養指
導／骨密度等／甲状腺機能検査等
■セカンドオピニオン外来
有・要主治医紹介状
問い合わせ先：医事課

当院は、明治時代に海軍基地とし
て急速な発展をみた佐世保市に明治
44 年に開設以来、110 年の歴史を有
し、佐世保市と長崎県北地域の急性
期医療を担う中核病院としての役割
を果たしています。佐世保の中心部
に位置する好立地のもと、近くの商
店街及び松浦鉄道佐世保中央駅を結
ぶ専用連絡通路を設置して来院者の
利便性を高めています。

眼下に佐世保川とその周辺公園
を眺望できる絶好の環境の中で、救
急告示病院として 24 時間体制によ
る救急診療を行っており、ICU も完
備し急性期医療の充実を図っていま
す。また、周産期医療の充実のため
に、令和 5 年 7 月の竣工に向けて、
産婦人科病棟の全面リニューアル工

事を行う一方で、疾
病構造の変化に対応
するため、地域包括
ケア病棟を有するこ
とで、急性期後の医
療にも取り組んでい
ます。

日本医療機能評
価機構の認定病院

（3rdG:Ver.2.0 更新）として、質の高
い医療を提供するとともに、地域医
療支援病院の承認も受けており、地
域医療連携システム（通称：あじさ
いネット）にも参画し、医療連携の
強化にも力を注いでいます。さらに
令和 2 年 9 月にはへき地医療拠点病
院の認可をうけ、離島の多い長崎県
の地域医療に貢献しています。今後

も地域の皆様に愛され、信頼される
病院、職員・家族に優しい病院を目
指していきたいと考えています。

博愛の精神 人の和 自己研鑽

≪交通案内≫
＜電車＞JR佐世保駅よりタク
シー５分／松浦鉄道佐世保中
央駅より（専用連絡通路）徒
歩２分
＜バス＞西肥バス「島瀬」下
車徒歩５分
＜駐車場＞169台（有料）
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■サービス内容
【施設入所】　
◆要介護１〜5と認定を受けた方
【短期入所療養介護（ショートステイ）】
◆要支援1・要支援2、要介護1〜5と認定を受けた方
【通所リハビリテーション（デイケア）】
◆要支援1・要支援2、要介護1〜5と認定を受けた方
入浴、レクリエーション等のサービス
■利用方法
直接施設へお申し込みください。支援相談員が応じます。
在宅サービス（短期入所療養介護・通所リハビリテーショ
ン）は、担当の居宅介護支援事業所にご相談ください。
■費用
介護保険サービス費用のほか居住費、食費、その他日常生
活に必要となる費用は実費負担していただきます。
個室利用の場合は、別途個室料が必要となります。

■利用定員
入所（短期入所を含む）　100名／通所リハビリテーション
40名（短時間枠5名含む）�
■療養室　
個室　12室／４人部屋　22室
■併設施設
東京共済病院／東京共済病院訪問看護ステーション
■協力歯科医院
よこや歯科�

都心にありながらも静かな環境と
職員の暖かい心で日々のサービス提
供をしています。

施設の運営方針として、ご利用い
ただく方の個性を尊重し、生活の中
でのリハビリテーションを行いなが
ら、日常生活動作の向上をめざしま
す。できることはできる限りご自分

でしていただくことで、現
在の機能を維持するだけで
なく、今後の可能性を見つ
けていきます。

開設から 20 年を経て、
改めて自立支援と在宅復帰を目標に、
新しいプログラムのもと、地域の機
関と連携しながら居宅での生活に戻

れるよう、また、居宅での生活が維
持できるよう支援していきます。

生活のリズムを整えて、
活動的に過ごしていただきます

東京共済病院介護老人保健施設  ケアなかめぐろ TEL：03-5794-7332
FAX：03-5794-7335

https://www.tkh.meguro.tokyo.jp/carenaka/〒 153-8934  東京都目黒区中目黒 2-3-8

≪交通案内≫
＜電車＞東急東横線・東京メ
トロ日比谷線　中目黒駅より
徒歩８分
＜バス＞東急バス渋谷〜大井
町行「共済病院前」下車徒歩
３分
＜駐車場＞130台（有料）

東
京
　
ケ
ア
な
か
め
ぐ
ろ

医療
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■サービス内容
【施設入所】　
◆要介護1〜5と認定を受けた方
家庭生活に復帰するためのリハビリテーションや身の回り
のお世話
【予防・短期入所療養介護（ショートステイ）】
◆要支援1、2、要介護1〜5と認定を受けた方
ご家庭で一時的に介護できない場合に利用
【予防・通所リハビリテーション（デイケア）】
◆要支援1、2、要介護1〜5と認定を受けた方
通所によるリハビリテーション、入浴、食事などのお世話
■利用方法
直接施設へお申し込みください。支援相談員が対応いたし
ます。
■費用
介護保険サービス費用の 1割または 2割のほか居住費や食
費、その他日常生活に必要となる費用は実費負担していた
だきます。
個室利用の場合は、別途個室料が必要となります。
■利用定員
入所（短期入所を含む）　100名／通所リハビリテーション
40名

■療養室　
個室　16室／4人部屋　21室
■併設施設
東海病院／東海病院健康管理センター／訪問看護ステー
ションちよだ／指定居宅介護支援事業所ちよだ
■協力歯科医院
いしはら歯科クリニック

高齢社会はますます顕著になって
いきます。楽しく快適に年を重ねて
いきたいというすべての人々の願い
を私たちは第一に考えています。

東海病院に併設する広大なロケー
ションを活かした閑静な環境は「広
さ・穏やかさ・静かさの追求」をコンセ
プトとし、ゆったりとおくつろぎい

ただけます。また介護が一時的に必
要な方や、通所リハビリテーション
にも対応し、きめの細かい保健・福祉
サービスを提供しています。

特色としては、お部屋ごとに洗面
所とトイレを設置、もちろん車椅子
対応となっています。トイレの脱臭
には森林浴システムを採用し、リラ

ックスして快適にご利用いただけま
す。また入浴は脱衣室から風呂場、
浴槽まで手すりを設け、転倒などの
不意の事故に配慮しています。
「老い」を楽しんでいただけるよう

に、また地域の高齢者のコミュニケ
ーションの場として介護老人保健施
設ちよだは地域の皆さまに愛される、
新しい世紀のヒューマンケアを追求
していきます。

「広さ　穏やかさ　静かさの追求」
快適に歳を重ねるための空間

東海病院介護老人保健施設 ちよだ
〒 464-8512  愛知県名古屋市千種区千代田橋 1-1-1

≪交通案内≫
＜地下鉄＞名城線�茶屋
ヶ坂駅より東へ徒歩約7
分
＜バス＞名古屋駅名鉄バ
スセンター３階４番のり
ば、基幹バス瀬戸方面行
「汁谷」下車徒歩１分（所
要時間約40分）／栄　オ
アシス21　3番のりば、
基幹バス引山行「汁谷」
下車徒歩１分（所要時間
約30分）
＜駐車場＞100台（有料）
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TEL：052-711-1060
FAX：052-719-5516

https://www.toukaihosp.jp/original11.html

医療
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■サービス内容
【施設入所】　
◆要介護1〜5と認定を受けた方
家庭生活に復帰するための日常生活やケアサービスを提供
【短期入所療養介護（ショートステイ）】
◆要支援、要介護1〜5と認定を受けた方
ご家庭で一時的に介護できない場合に利用
【通所リハビリテーション（デイケア）】
◆要支援、要介護1〜5と認定を受けた方
施設送迎で1日6〜7時間を基準にさまざまなケアサービス
を提供
■利用方法
直接施設へお申し込みください。支援相談員が応じます。
また、在宅サービス（短期入所療養介護・通所リハビリテ
ーション）につきましては、介護支援専門員、居宅介護支
援事業所等からの利用申し込み、相談もお受けいたします。
各サービスの詳しい内容については、当施設相談部（☎
0773-78-3001）までお問い合わせください。
■費用
介護保険サービス費用のほか居住費、食費、その他日常
生活に必要となる費用は実費負担していただきます。個
室利用の場合は、別途個室料が必要となります。

■利用定員
入所（短期入所を含む）　100名（内認知症専門40名）／通所
リハビリテーション　35名�
■療養室　
個室　24室（内認知症専門4室）／４人部屋　19室�
■協力病院
舞鶴共済病院／舞鶴赤十字病院／小瀬木歯科医院

当施設は、家庭や地域の結びつき
を大切に、介護を必要とするお年寄
りの自立を支援し、家庭復帰をめざ
す施設です。生活に四季を感じてい
ただけるように、生活の中に季節感
を積極的に取り入れています。

当施設のリハビリテーションは病
院の医学的なリハビリとは異なり、

お年寄りが残存能力を活用できるよ
うに、理学療法士、作業療法士、ケ
アスタッフ、管理栄養士などが援助
し、お年寄りの生活の自立や家庭に
戻るための生活リハビリをめざして
います。食卓バイキングや、音楽療
法も実施しています。

また、要介護者一人一人の機能レ

ベルに合わせた在宅ケアの支援も行
っています。地域福祉の拠点として、
ボランティア受け入れや、地域との
交流も盛んです。

生活に四季とぬくもりのあるケアの中で
あなたの自立を支援します

舞鶴共済病院介護老人保健施設  すこやかの森 TEL：0773-78-3001
FAX：0773-78-3005

https://www.kkr.or.jp/hospital/maizuru/about_sukoyaka.html〒 624-0841  京都府舞鶴市字引土 630

≪交通案内≫
＜電車＞
JR舞鶴線、西舞鶴駅
下車徒歩15分
＜バス＞
京都交通バス「西舞鶴
高校前」下車徒歩７分
＜駐車場＞
24台（無料）（内4台
は身障者専用）
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健康増進支援事業（KKR 健幸ポイント）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用アプリで日ごろの歩数などを管理して「KKR健幸ポイント」をゲット！
ポイント数に応じて「KKR施設などで使えるクーポン」が抽選（春・秋）で当たる！
地図上を歩く「バーチャルウォーキングイベント」※（春・秋）に全国の組合員やご同僚、
ご家族と楽しく参加！
※開催期間中にゴールされた方の中から抽選で賞品プレゼント

参加登録してアンケートに回答▶▶▶500ポイント
1,000歩/日ごと▶▶▶1ポイント（1か月500ポイント上限）
「8」のつく日（8日、18日、28日）に8,000歩以上歩く
　　▶▶▶通常歩数ポイントのほか50ポイントのボーナス！
月曜日に歩数を送信▶▶▶25ポイント
週に1回以上、体重or血圧のいずれかを登録▶▶▶25ポイント
週に1回以上、「健康お役立ち情報」を閲覧▶▶▶25ポイント
バーチャルウォーキングイベント中に
　　目標合計歩数をクリア▶▶▶500ポイント
KKR主催各種セミナーへの参加▶▶▶500ポイント
バッジコレクションでバッジ１つ獲得ごとに▶▶▶50ポイント

どんな内容？

利用上の注意

ポイントの獲得方法は？

ご参加いただけるのは、組合員とそのご家族（18歳以上の被扶養者）です。
ご参加にあたっては、スマートフォンをご用意いただく必要があります。
登録手続きの際には、「共済組合員証」または「自衛官診療証」をご用意ください。
また、e-mailアドレスが必須となります。

・本サービスは、国家公務員共済組合連合会が(株)タニタヘルスリンクに業務委託を行って実施し
ています。
　照会先   （株)タニタヘルスリンク　カスタマーサポート
　電　話　0120-771-015　※平日9：00～18：00  　メール　kkr-info@healthlink.co.jp

詳しくはこちら➡

 楽しい・ためになるコンテンツがいっぱい！

みほん

健康

健　康
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専用アプリで日ごろの歩数などを管理して「KKR健幸ポイント」をゲット！
ポイント数に応じて「KKR施設などで使えるクーポン」が抽選（春・秋）で当たる！
地図上を歩く「バーチャルウォーキングイベント」※（春・秋）に全国の組合員やご同僚、
ご家族と楽しく参加！
※開催期間中にゴールされた方の中から抽選で賞品プレゼント

参加登録してアンケートに回答▶▶▶500ポイント
1,000歩/日ごと▶▶▶1ポイント（1か月500ポイント上限）
「8」のつく日（8日、18日、28日）に8,000歩以上歩く
　　▶▶▶通常歩数ポイントのほか50ポイントのボーナス！
月曜日に歩数を送信▶▶▶25ポイント
週に1回以上、体重or血圧のいずれかを登録▶▶▶25ポイント
週に1回以上、「健康お役立ち情報」を閲覧▶▶▶25ポイント
バーチャルウォーキングイベント中に
　　目標合計歩数をクリア▶▶▶500ポイント
KKR主催各種セミナーへの参加▶▶▶500ポイント
バッジコレクションでバッジ１つ獲得ごとに▶▶▶50ポイント

どんな内容？

利用上の注意

ポイントの獲得方法は？

ご参加いただけるのは、組合員とそのご家族（18歳以上の被扶養者）です。
ご参加にあたっては、スマートフォンをご用意いただく必要があります。
登録手続きの際には、「共済組合員証」または「自衛官診療証」をご用意ください。
また、e-mailアドレスが必須となります。

・本サービスは、国家公務員共済組合連合会が(株)タニタヘルスリンクに業務委託を行って実施し
ています。
　照会先   （株)タニタヘルスリンク　カスタマーサポート
　電　話　0120-771-015　※平日9：00～18：00  　メール　kkr-info@healthlink.co.jp

詳しくはこちら➡

 楽しい・ためになるコンテンツがいっぱい！

みほん

健康
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結婚情報提供事業

３つの特長

01 結婚するまで使い放題

02 おひとりずつ徹底サポート

03 無料トライアル会員コース

安心安全なサービスをリーズナブルに！

年会員コースなら

担当スタッフが

まずはお試しできる

国家公務員とそのご家族限定の婚活サイト

https://www.kkr-bridal.net/
国家公務員共済組合連合会が株式会社IBJ（東証プライム市場）
に業務委託して実施している婚活サービスです。

婚活

婚　活
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婚活

円

年会員コース

2,500 円

※すべて税込価格です ※成婚料・お見合い料などは一切ございません

原則3ヵ月以上のご活動
になります

トライアル会員
コース

無料

一部制限があります

なんでも相談窓口
婚活アドバイザーが、1対1で
婚活のお悩み相談を承ります。
オンラインでも相談可能!

婚活セミナー
プロの婚活アドバイザーが、
テーマに合わせて婚活のノウ
ハウを伝授します。

婚活パーティー
パーティー専用会場で開催。
8対8程度で約10分じっくりお
話できます。

親御様向け結婚相談会
独身のお子様を持つ親御様を
対象とした婚活イベントです。

定限員会トッネルダイラブRKK定限員会トッネルダイラブRKK

※婚活パーティー、親御様向け結婚相談会は別途料金がかかります

料金

活動の流れ

その他サービス

月会員コース

20,000
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子育て相談ダイヤル
KKR

フリーダイヤル

ご利用の際は所属省庁名または共済組合名をお伝えください

ご家族の方からもOK！
例えば、組合員の配偶者の方や親御様からの

ご相談にもお応えします！
当ご案内は是非ご家族の方にもお知らせください

サービス内容　通話・相談 無料 24時間OK

近隣の病院・診療所をお探しします

旅行先で急に熱を出しました。
今から近くで診てもらえる
病院を教えてください。

お電話お待ちしています

病気･健康 妊娠･出産

つわりがひどくて
あまり食べられません。
おなかの赤ちゃんに
影響はありませんか？

子育てが不安で
悩んでいます。

育児･子育て メンタル（育児の悩み）

相談無料

◎当サービスは、国家公務員共済組合連合会が（株）ライフケアパートナーズに業務委託して実施する情報提供サービスです。
◎ご相談の内容、性質、その他の事情により、ご回答できない場合がございます。

0120-192-556
イクジ の コ コ ロ

看護師等の
専門スタッフが
ご相談に丁寧に
お応えします

育児相談サービス

医療機関の情報提供サービス

子育て支援情報提供事業

0120-192-556

サービス内容　通話・相談 無料

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

相談ダイヤルでは専門スタッフ（看護師等）が
ご相談にお応えしますが、小児科医、管理栄養士、
臨床心理士等、専門家にご相談することもできます。
なおこのサービスは予約制で、予約受付は
平日９時～17時です。（12/29～1/4は休業）

組合員の皆さまへの割引特典等 育児負担の軽減、ご家族の健康増進を
図るためのご優待を案内します。

家事代行サービス
時間にゆとりが欲しい方や
家事が苦手な方に代わって
家事全般をお手伝いする
サービスの取次ぎをします

ご優待を案内します
※割引率については医療機関ごとに設定

日帰り、一泊二日、
レディースドックの
ご優待等を案内します

※割引率については医療機関ごとに設定

PET
（陽電子放射断層撮影）

人間ドック・脳ドック

当サービスの詳細は
KKRホームページ
からも確認できます

詳細はコチラから

組合員の皆さま方のみならず
ご家族の方からのご相談にもお応えします

☎お電話お待ちしています☎

当ご案内は是非ご家族でご覧ください
（フリーダイヤル イクジのココロ）

専門医等の予約制サービス：受付）平日９時～17時
（年末年始休業12/29～1/4）

子育て

子育て
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子育て相談ダイヤル
KKR

フリーダイヤル

ご利用の際は所属省庁名または共済組合名をお伝えください

ご家族の方からもOK！
例えば、組合員の配偶者の方や親御様からの

ご相談にもお応えします！
当ご案内は是非ご家族の方にもお知らせください

サービス内容　通話・相談 無料 24時間OK

近隣の病院・診療所をお探しします

旅行先で急に熱を出しました。
今から近くで診てもらえる
病院を教えてください。

お電話お待ちしています

病気･健康 妊娠･出産

つわりがひどくて
あまり食べられません。
おなかの赤ちゃんに
影響はありませんか？

子育てが不安で
悩んでいます。

育児･子育て メンタル（育児の悩み）

相談無料

◎当サービスは、国家公務員共済組合連合会が（株）ライフケアパートナーズに業務委託して実施する情報提供サービスです。
◎ご相談の内容、性質、その他の事情により、ご回答できない場合がございます。

0120-192-556
イクジ の コ コ ロ

看護師等の
専門スタッフが
ご相談に丁寧に
お応えします

育児相談サービス

医療機関の情報提供サービス

0120-192-556

サービス内容　通話・相談 無料

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

相談ダイヤルでは専門スタッフ（看護師等）が
ご相談にお応えしますが、小児科医、管理栄養士、
臨床心理士等、専門家にご相談することもできます。
なおこのサービスは予約制で、予約受付は
平日９時～17時です。（12/29～1/4は休業）

組合員の皆さまへの割引特典等 育児負担の軽減、ご家族の健康増進を
図るためのご優待を案内します。

家事代行サービス
時間にゆとりが欲しい方や
家事が苦手な方に代わって
家事全般をお手伝いする
サービスの取次ぎをします

ご優待を案内します
※割引率については医療機関ごとに設定

日帰り、一泊二日、
レディースドックの
ご優待等を案内します

※割引率については医療機関ごとに設定

PET
（陽電子放射断層撮影）

人間ドック・脳ドック

当サービスの詳細は
KKRホームページ
からも確認できます

詳細はコチラから

組合員の皆さま方のみならず
ご家族の方からのご相談にもお応えします

☎お電話お待ちしています☎

当ご案内は是非ご家族でご覧ください
（フリーダイヤル イクジのココロ）

専門医等の予約制サービス：受付）平日９時～17時
（年末年始休業12/29～1/4）

子育て
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住宅情報提供事業

住宅

国家公務員共済組合連合会

物
件
の
検
討・資
料
請
求

相

　
談

〈
共
済
組
合
員
証
の
提
示
〉

契約
書

契
約
完
了

KKR住宅割引協定のご案内

マイホームが割引価格で購入できます。マイホームが割引価格で購入できます。

KKR割引協定住宅会社34社で割引特典を受けるには、物件のお問合せやご相談をする際に、「KKRの割引を
利用する」旨と共済組合員であることを告げ、【共済組合員証（自衛官の方は、自衛官診療証）】を必ず
提示してください。
共済組合員証の提示がない場合は、割引特典を受けられません。
なお、割引を受ける際に「紹介状」などは必要ありません。（※OBの方は、割引対象外となります。）

割引特典を受けるには …割引特典を受けるには … 住宅会社の一覧は裏面をご覧ください住宅会社の一覧は裏面をご覧ください

（割引は、協定仲介会社による土地・戸建・マンションの売却時にも適用されます。詳細は裏面をご覧ください。）（割引は、協定仲介会社による土地・戸建・マンションの売却時にも適用されます。詳細は裏面をご覧ください。）

国家公務員共済組合連合会（KKR）では、共済組合員の皆様のマイホーム取得をサポート
するために、裏面に掲載の住宅会社34社と割引協定を結んでいます。

6

住　宅
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住宅

kkr住宅フェア 検 索
参加無料 住宅フェア

　ＫＫＲでは、住宅情報提供事業の広報活動の一環として、「ＫＫＲ住宅フェア」を開催しています。
　フェア当日は、協定住宅会社各社による住宅総合相談、組合員割引特典付き物件の展示・ご案内、ハウジングセミナー、金融
機関等による資金相談など、組合員の皆様に役立つ情報をとりそろえています。
　令和5年度の住宅フェアについては、開催日程等は現在未定です。
　確定次第、KKR広報紙、KKRホームページ等でご案内いたします。
　また、KKRホームページにて、バーチャル展示場、オンライン相談会、最新住宅情報を掲載しています。

●中古マンション・戸建、土地購入・売却のご相談
●戸建て注文住宅建築のご相談
●新築マンション・戸建購入のご相談

●住宅ローン借入枠の簡易査定、資金計画、税金に関する相談など、さまざまなご相談に応じます。
（一例）　「住宅購入の資金計画」　「ローンの組み方、借入可能額等」
　　　　「住宅建て替えに伴う資金相談」など

●最新の住宅事情について、プロの講師をお迎えして、セミナーを行います。
（一例）　「共働き夫婦のための賢い住宅ローン講座」
　　　　「賢い土地の探し方、建築会社の選び方」　「住宅ローンで考えること」
　　　　「成功事例・失敗事例から学ぶ後悔しない家づくり「６つの鉄則」 」など

ハウジングセミナー

資金相談

※売買契約については、組合員の皆様が各自の責任において住宅会社と直接行っていただくもので、ＫＫＲは組合員の皆様と住宅会
社との間に生じた紛争について、一切責任を負いません。

住宅総合相談・物件展示

　組合員割引特典付きの物件情報が掲載されている、KKR号外《住宅広告特集》
web版はKKRホームページの【組合員専用ページ】にPDF版で掲載しています。
　割引対象物件一覧もホームページにてご覧いただけます。

検索検索

建物本体価格から割引となります。
各種注文住宅（木造系・鉄骨系・鉄筋コンクリート系など）を取り扱っています。

旭化成ホームズ（株）
（株）スウェーデンハウス
住友林業（株）
積水化学工業（株）

旭化成ホームズ（株）
（株）スウェーデンハウス
住友林業（株）
積水化学工業（株）

積水ハウス（株）
大成建設ハウジング（株）
タマホーム（株）
大和ハウス工業（株）
パナソニックホームズ（株）

積水ハウス（株）
大成建設ハウジング（株）
タマホーム（株）
大和ハウス工業（株）
パナソニックホームズ（株）

ミサワホーム（株）
三井ホーム（株）
ミサワホーム（株）
三井ホーム（株）

パンフレット価格から割引となります。
新築マンション・新築戸建物件を取り扱っています。

伊藤忠ハウジング（株）
小田急不動産（株）
近鉄不動産（株）
京急不動産（株）
住友不動産（株）
総合地所（株）

伊藤忠ハウジング（株）
小田急不動産（株）
近鉄不動産（株）
京急不動産（株）
住友不動産（株）
総合地所（株）

大成有楽不動産（株）
（株）大京
大和ハウス工業（株）
東急リバブル（株）
東京建物（株）
ナイス（株）

大成有楽不動産（株）
（株）大京
大和ハウス工業（株）
東急リバブル（株）
東京建物（株）
ナイス（株）

（株）長谷工 アーベスト
（株）細田工務店
三井不動産レジデンシャル（株）

（株）長谷工 アーベスト
（株）細田工務店
三井不動産レジデンシャル（株）

仲介手数料が割引となります。
新築・中古問わず、マンション・戸建・宅地などを取り扱っています。

朝日住宅（株）
住友林業ホームサービス（株）
大成有楽不動産販売（株）
東京建物不動産販売（株）

朝日住宅（株）
住友林業ホームサービス（株）
大成有楽不動産販売（株）
東京建物不動産販売（株）

野村不動産ソリューションズ（株）
みずほ不動産販売（株）
三井住友トラスト不動産（株）
三菱UFJ不動産販売（株）

野村不動産ソリューションズ（株）
みずほ不動産販売（株）
三井住友トラスト不動産（株）
三菱UFJ不動産販売（株）

2022年12月現在

ｋｋｒ住宅

注文住宅注文住宅

分　　譲分　　譲

●一部割引対象外の商品があります。

●一部割引対象外の物件があります。

仲　　介仲　　介

割引協定住宅会社34社一覧割引協定住宅会社34社一覧

KKR号外《住宅広告特集》ｗeb版のご案内

KKRホームページ、広報紙KKR、KKR住宅フェアなど、マイホーム取得に役立つ情報提供を行っております。
各社割引率、割引対象物件一覧は、KKRホームページ（https://www.kkr.or.jp）をご覧ください。
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介護情報提供事業

介護

介　護

介護に関する疑問・悩み・わからないことは

までお気軽にご相談ください

お電話でのご相談は

はじめに「所属共済組合名（省庁名）」をお伝えください

メールでのご相談、ホームページへは

＜ログイン用の団体番号は、KKRホームページで検索できます＞

KKRホームページよりログイン

～ 介護の相談・情報提供・割引特典取次ぎのサービス各種～

kkr介護

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

介護に関するお悩みは、ご本人、ご家族のためにも早めに手を打つことが肝心です。KKR介護相談ダイヤルで
は、ケアマネジャー・看護師等の専門スタッフが、年中無休、９時から21時まで、組合員とそのご家族からの相
談に応じ、介護に関する情報の提供、介護サービスの取次ぎなどを行っています。（取次ぎの受付時間：平日
9 00～17 00）
介護に関する悩みや疑問、介護に関する手続きなどでわからないことがありましたら、一人で悩まずにKKR介護
相談ダイヤルにお気軽にご相談ください。
※KKR組合員専用の施設のご案内はしていないことをはじめ、ご対応できない内容がありますことをあらかじめご了承ください。

●制度についての質問
　「公的介護保険の利用方法は…」
等々

●ご自身・ご家族の介護相談
　「親が脳梗塞で倒れて介護状態
になりそうですが…」等々

介護相談サービス

●有料老人ホームの案内・取次ぎ
提携先有料老人ホーム特典内容のご案内・
取次ぎ
※詳細は次頁をご覧ください

●提携先人間ドック・PET検査（割引）取次ぎ

●福祉用具の購入取次ぎ

●介護用品のカタログ送付（無料）

提携先特典内容の割引き取次ぎ相談者

●お近くにある介護施設・医療
機関等の情報提供

　「介護施設、病院、診療所」等々

介護施設等のご案内

フリーダイヤル ココロ からハロー
年中無休
9:00～21:00

相談
無料

KKR介護相談ダイヤル
一人
で悩まない

で！

お返事に4営業日かかります

電話・
インターネット
（メール）で相談
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介護

有料老人ホームの一覧は、KKRホームページの

からご覧ください。

＊サービス内容は、変更または廃止することがあります。

家事代行サービスの割引提供福祉用具カタログ・
介護総合パンフレット　無料送付サービス

介護保険申請代行サービス ケアプラン作成サービス 在宅介護サービス

各種取次ぎサービスのご案内
介護サービス事業所への、各種サービスの取次ぎをご案内いたします。介護サービス事業所への、各種サービスの取次ぎをご案内いたします。
取次ぎの受付時間（平日9：00～17：00）

有料老人ホームの取次ぎ その他割引サービス

人間ドック・脳ドック・ＰＥＴ検査

介護サービスを受けるには、先ずはお住まいの市区町村にある地域包括支援セン
ターの窓口で、要介護（要支援）認定の申請を行いましょう。
申請代行、サービス計画書（ケアプラン）作成、在宅介護サービスのご提供をいたしております。

ご利用者様の、安全で快適な生活をお手伝いでき
るよう、介護関連の資料をご用意しております。
ご希望の方には、「介護総合パンフレット」、数
多くの商品を掲載した「福祉用具カタログ」を無
料でお送りいたします。
福祉用具のご購入については、販売価格より10％
の割引価格でご提供いたします。（一部、割引で
きない商品もございます。）

【掲載福祉用具】
ベッド関連・歩行移動関連・入浴
関連・トイレおむつ関連・衣類靴
関連・食事口腔ケア関連・生活支
援関連・住環境関連　ほか

家事・育児・家族介護のお手伝いをさせて頂く、
家事代行サービスについて、お試しサービスや特
典付でお申込みいただけます。（詳しいサービス
内容・特典については、お問い合わせ下さい。）

【ご提供内容】
お掃除代行サービス
お手伝いお片づけサービス
お子さま安心サービス
産前産後サービス
高齢者障がい者ケアサービス　ほか

【ご利用例】
1.ご高齢のご両親の、外出の付き添いや見守り
2.掃除や買い物代行による、仕事と家庭の両立
3.産後の日常家事のお手伝い　ほか

下記グループの施設への取次ぎをご希望の場合、
体験入所を割引または無料等でご利用いただけます。

ニッセイ聖隷健康福祉財団
ニチイ学館
ニチイケアパレス
木下の介護
グッドタイムリビング
さわやか倶楽部
聖隷福祉事業団
アライブメディケア
東急イーライフデザイン　など
（ご提供地域は、ご相談時にご確認ください。）

全国約400の医療機関から、割引価格でご案内い
たします。
（医療機関により、年令制限が設けられている場
合がございます。）

【KKR介護相談ダイヤルは、国家公務員共済連合会が株式会社ライフケアパートナーズに業務委託して実施する情報提供サービスです。】
＊サービス内容は、変更または廃止することがあります。

KKR介護準備セミナー
●介護と仕事の両立　　　　　●認知症について
●介護保険サービスの概要　　●介護の相談窓口
ご両親の介護経験のある講師が、
介護の備えと認知症について講義します。

介護と上手
く

付き合う方
法！

セミナーの参加予約はこちら kkr予約申込各種　予約申込



90

葬祭情報提供事業

葬祭

ガイダンスが流れ、ご利用者様のご希望の地区の担当者へ直接お繋ぎいたします。

［ご利用方法］
（1）　　　　　　　　　　  （携帯電話も利用可） ※IP電話はご利用できません
（2）接続後、音声ガイダンスに従って番号を選択して操作してください。
 なお、音声ガイダンスがながれている途中でもスキップ操作することができます。
 関東甲信越地区･･･「１」  近畿地区･････････「５」
 北海道地区･･･････「２」  中国・四国地区･･･「６」
 東北地区･････････「３」  九州地区･････････「７」
 東海・北陸地区･･･「４」  沖縄地区･････････「８」
（3）各地区の代表加盟店の担当者が応対いたします。

全国の加盟店はこちら
KKR終活・葬祭コールセンター

（KKRホームページで各加盟店をご紹介しています。）

国家公務員共済組合連合会（KKR）では、共済組合員とそのご家族（３
親等以内）の皆様が安心してご利用いただける全国の葬祭業者と、
基本祭壇料が割引となる特別契約を結んでいます。

KKR 終活・葬祭コールセンターでは、24 時間年中無休で、葬儀に関
するご相談やお手配など、全国対応で承っております。

葬儀に関するご相談、お手配、ご案内は

KKR終活・葬祭コールセンター

葬　祭
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KKR終活セミナー

知っているようで意外と知らない「葬儀」や「相続」
について、その時に困らないためのセミナーです。

万が一のとき頼れる人がいますか？
●家族に迷惑をかけない「人生」の締め括り方
●遺言、遺産相続について　
●エンディングノートの書き方　など

自分のこと
は自分で

準備してお
きたい

セミナーの参加予約はこちら kkr予約申込

各種　予約申込

など

葬祭
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KKRセカンドライフセミナー

KKRマネープランセミナー 50

放送大学 入学料割引

KKRマネープランセミナー 30

◆主に50代の組合員(配偶者も可）が対象

●放送大学の入学料が半額割引になります。（なお、入学料のほかに授業料が別途必要
　です。）割引の利用方法は、広報紙KKR、KKR ホームページでご案内します。

詳細はKKRホームページ、広報紙KKRをご覧ください

●定年退職に向けた「家庭経済」の見直し
●「健康」を維持するために　　●「生きがい」を持つ意義

●定年退職に向けた「家庭経済」の見直し

◆主に50代の組合員(配偶者も可）が対象

※KKRセカンドライフセミナー「家庭経済」と同じ内容の講義です。
※資産運用を目的としたセミナーではありません。

◆主に30代・40代の組合員(配偶者も可）が対象

●30代・40代から定年までの期間の「家庭経済」

※資産運用を目的としたセミナーではありません。

※資産運用を目的としたセミナーではありません。
※「ねんきん定期便」をご持参いただくと便利です。

早めの備え
で、

豊かな

セカンドラ
イフを！

「家庭経済
」に

特化したセ
ミナー！

※「ねんきん定期便」をご持参いただくと便利です。

セミナーの参加予約、放送大学の募集要項の請求はこちら

kkr予約申込

各種　予約申込

ライフプラン情報提供事業

ラ イ フ
プ ラ ン

ライフプラン
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年金
年金の基本的なしくみ

公的年金制度のあらまし

　老齢厚生年金

　障害厚生年金

　遺族厚生年金

退職等年金給付

　離婚時の年金分割制度

　年金の併給調整

年金にかかる税金

老齢厚生年金と雇用保険法等による給付との調整

年金を受けるための請求手続き

　年金に関する届出

　60歳未満で退職した場合の国民年金の手続き

　ねんきん定期便

参考（厚生年金の計算の基礎）

組合員数と年金受給権者数の推移

年金相談

94

95

97

106

110

114

119

120

121

122

124

125

126

127

128

129

130

■短期組合員の年金は共済組合では取り扱いません。

■�共済組合の短期給付（短期組合員）のみ適用となった方には、�

本紙の年金（長期給付）の記載は該当しません。
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年金の基本的なしくみ

年金

年
金
の
基
本
的
な
し
く
み

  1．受ける年金の一般的なイメージ（老齢年金）

　老齢年金は原則として、65 歳から支給されることとなっております（これを本来支給の年金といいます）。

【参考】平成27年9月まで

共
済
年
金

被
用
者
年
金
制
度

厚生年金保険

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

私立学校教職員共済

退職共済年金
（経過的職域加算額）※1

本来支給の
老齢厚生年金

老齢基礎年金

※１　退職共済年金（経過的職域加算額）は、平成27年9月以前の組合員期間により計算されます。
※２　退職年金（退職等年金給付）は、平成27年10月以降の組合員期間により計算されます。

（日本年金機構が決定・支給）

退職年金
（退職等年金給付）※２

６５歳に達した月の翌月分から（本来支給）

114頁

99頁

104頁

100頁

　昭和 36 年 4 月 1 日以前に生まれた方は、一定の条件を満たせば、65 歳まで以下の年金を受けることができます。
なお、支給開始年齢は、生年月日により異なります（これを特別支給の年金といいます。詳しくは、下記の「2. 特
別支給の年金の支給開始年齢について」をご覧ください）。

退職共済年金
（経過的職域加算額）

特別支給の
老齢厚生年金

６５歳に達する月分まで（特別支給）

104頁

97頁

　また、次のとおり老齢年金には支給開始年齢に到達する前に支給される「繰上げ支給」や支給開始年齢に到達し
た後に支給される「繰下げ支給」というしくみも用意されています。

【繰上げ支給】
　ご自身の支給開始年齢に到達する前から、年金を受けることを希望する場合
　※年金額が最大 24％（注）減額されます（詳しくは 100 頁以降をご覧ください）。
　　（注）昭和 37 年 4 月 1 日以前生まれの方は、最大 30％となります。

【繰下げ支給】
　本来支給の年金（65 歳からの年金）を、66 歳以降に開始することを希望する場合
　※年金額が最大 84％増額されます（詳しくは 101 頁以降をご覧ください）。
　　なお、特別支給の年金（65 歳までの年金）は、繰下げできません。

  2．特別支給の年金の支給開始年齢について

　昭和 32 年４月２日から昭和 36 年 4 月 1 日までに生まれた方の老齢年金の支給開始年齢は以下のとおりです。

　　　　※　昭和36年４月２日以降に生まれた方は、特別支給の年金（65歳までの年金）の支給はありません（原則として65歳支給開始）。

  3．障害年金や遺族年金について

　在職中に障害となったときや死亡したときは、障害年金、遺族年金が支給される場合があります（詳しくは 106
頁以降、 110 頁以降をご覧ください）。

老齢厚生年金＋退職共済年金（経過的職域加算額）＋退職年金＋老齢基礎年金

老齢厚生年金＋退職共済年金（経過的職域加算額）

特別支給 本来支給

特別支給 本来支給

※　昭和３６年４月２日以降に生まれた方は、特別支給の年金（65歳までの年金）の支給はありません。　（原則として６５歳支給開始）

63歳 65歳
配偶者
65歳

（加給年金額）

老齢基礎年金（本人）

老齢厚生年金老齢厚生年金

退職年金
（退職等年金給付）

老齢基礎年金
（配偶者）

退職共済年金
（経過的職域加算額）

退職共済年金
（経過的職域加算額）

昭和32年４月２日～
昭和34年４月１日生まれの方

６３歳から支給

64歳 65歳
配偶者
65歳

（加給年金額）

老齢基礎年金（本人）

老齢厚生年金老齢厚生年金

退職年金
（退職等年金給付）

老齢基礎年金
（配偶者）

退職共済年金
（経過的職域加算額）

退職共済年金
（経過的職域加算額）

昭和34年４月２日～
昭和36年４月１日生まれの方

６４歳から支給

65歳
配偶者
65歳

（加給年金額）

老齢基礎年金（本人）

老齢厚生年金

退職年金
（退職等年金給付）
退職共済年金

（経過的職域加算額）

老齢基礎年金
（配偶者）

昭和36年４月２日～
生まれの方

６５歳から支給

特別支給 本来支給

特別支給 本来支給

※　昭和３６年４月２日以降に生まれた方は、特別支給の年金（65歳までの年金）の支給はありません。　（原則として６５歳支給開始）

63歳 65歳
配偶者
65歳

（加給年金額）

老齢基礎年金（本人）

老齢厚生年金老齢厚生年金

退職年金
（退職等年金給付）

老齢基礎年金
（配偶者）

退職共済年金
（経過的職域加算額）

退職共済年金
（経過的職域加算額）

昭和32年４月２日～
昭和34年４月１日生まれの方

６３歳から支給

64歳 65歳
配偶者
65歳

（加給年金額）

老齢基礎年金（本人）

老齢厚生年金老齢厚生年金

退職年金
（退職等年金給付）

老齢基礎年金
（配偶者）

退職共済年金
（経過的職域加算額）

退職共済年金
（経過的職域加算額）

昭和34年４月２日～
昭和36年４月１日生まれの方

６４歳から支給

65歳
配偶者
65歳

（加給年金額）

老齢基礎年金（本人）

老齢厚生年金

退職年金
（退職等年金給付）
退職共済年金

（経過的職域加算額）

老齢基礎年金
（配偶者）

昭和36年４月２日～
生まれの方

６５歳から支給
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公的年金制度のあらまし

  1．公的年金制度のしくみ

　我が国の公的年金制度は、全国民共通の基礎年金制度（国民年金）と基礎年金制度の上乗せ部分としての被用者
年金制度（厚生年金）に区分されます。

公
的
年
金

厚生年金 被用者
年金制度

基礎年金
制度国民年金

基礎年金制度

　基礎年金制度（国民年金）は、従来、自営業の方などを対象としていた国民年金制度を、昭和 61 年 4 月以降サ
ラリーマンやその被扶養配偶者にも適用を拡大し、全国民に共通の「基礎年金」を支給する制度として発足しました。
　これにより、現在、厚生年金に加入している方は、あわせて国民年金にも加入し、同時に 2 つの年金制度の適用
を受けることになっています。

被用者年金制度

　被用者年金制度は、公的年金制度のうち国民年金制度を除いたものをいい、平成 27 年 9 月以前は次の 4 制度に
分かれていましたが、平成 27 年 10 月以降、公務員等も厚生年金保険に加入することになり、被用者年金制度は厚
生年金保険制度に統一されています。

平成27年９月まで 平成27年10月から

  2．国民年金の被保険者の種別

　国民年金には、日本国内に住所を持つ 20 歳以上 60 歳未満のすべての方（この方々を「国民年金の被保険者」と
いいます。）が加入することになっています。
　なお、この国民年金の被保険者の種別は、以下の表のとおり第 1 号から第 3 号までの 3 つの被保険者に分けられ
ています。
　国民年金の保険料の納付方法については、第 1 号被保険者は定められた保険料を個別に納付することになってい
ますが、第 2 号と第 3 号の被保険者は、保険料を個別に納付する必要はなく、第 2 号被保険者が加入している厚生
年金保険制度（国家公務員の場合は連合会）が一括して国民年金に払い込んでいます。

国民年金の被保険者の種別

第１号被保険者 20歳以上60歳未満で、次の第２号・第３号被保険者に該当しない
方（学生、農林漁業・商業などの自営業や自由業の方とその家族）

第２号被保険者 厚生年金保険の被保険者 　 

第３号被保険者 第２号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 　 

注）�　国民年金の被保険者の種別が変更になったとき（例えば第２号被保険者や第３号被保険者から第１号被保険者になっ
たときなど）は、住所地の市区町村へ種別変更の手続きが原則として必要となっています。

　　 詳しくは、『知っておきたい厚生年金･退職等年金給付』をご覧ください。

個別に納付

個別納付なし

年金

公
的
年
金
制
度
の
あ
ら
ま
し
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  3．厚生年金の被保険者の種別と実施機関

　厚生年金には、公務員や民間の会社員などの方のうち、70 歳未満の方（この方々を「厚生年金の被保険者」とい
います。）が加入することになっています。
　なお、この厚生年金の被保険者は、第 1 号から第 4 号までの 4 つの種別に分けられており、その種別に応じた実
施機関がそれぞれの被保険者期間にかかる年金の決定や支給事務などを行います。

対象者 被保険者の種別 実施機関
民間企業の会社員など 第1号厚生年金被保険者 日本年金機構

国家公務員
（国家公務員共済組合の組合員）

第2号厚生年金被保険者
国家公務員共済組合

国家公務員共済組合連合会（★）

地方公務員等
（地方公務員等共済組合の組合員）

第3号厚生年金被保険者
地方公務員共済組合

全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員共済組合連合会

私立学校の教職員
（私立学校教職員共済の加入者）

第4号厚生年金被保険者 日本私立学校振興・共済事業団

（★）�　連合会は、第 2号厚生年金被保険者にかかる実施機関として国家公務員共済組合の組合員やその遺族の方々の年金の
決定や支給などの長期給付に関する事業を行います。

  4．年金の種類

　現在の公的年金制度における年金の種類は、次の表のように給付の種類が 3 つに分かれ、年金制度によって名称
が異なっています。

年金制度
給付の種類

厚生年金
国民年金

（基礎年金）
老齢給付 老齢厚生年金 老齢基礎年金
障害給付 障害厚生年金 障害基礎年金
遺族給付 遺族厚生年金 遺族基礎年金

※�それぞれの年金を受けるために必要な条件（これを「受給要件」とい
います。）や年金額の求め方などについては、次頁以降をご覧くださ
い。

年金

公
的
年
金
制
度
の
あ
ら
ま
し
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老齢厚生年金

  1．特別支給の老齢厚生年金（65 歳まで支給）

●受給要件
　特別支給の老齢厚生年金は、昭和 36 年 4 月 1 日以前に生まれた方で次の①から③までのすべての要件を満たして
いるときに支給されます。
　なお、在職中は、原則として年金の支給は停止されますが、年金の月額と総報酬月額相当額（賞与を含めた 1 か
月あたりの賃金の額）の合計額によっては年金額の一部（または全部）が支給されることがあります（詳しくは 103
頁以降をご覧ください）。

（注1）支給開始年齢について

　昭和 28 年 4 月 2 日以降に生まれた方の支給開始年齢は、生年月日に応じて次の表に掲げる年齢となっていま

す。

      　生　年　月　日
昭和28.4.2～昭和30.4.1
　　30.4.2～　　32.4.1
　　32.4.2～　　34.4.1
　　34.4.2～　　36.4.1

支給開始年齢
61歳
62歳
63歳
64歳

（注2）「保険料納付済期間等が10年以上あること」について

 　保険料納付済期間等とは、国民年金法の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間をいい、具
体的には、厚生年金の被保険者期間（平成 27 年 9 月以前の共済期間を含む）や、国民年金の第 1 号、第 3 号被
保険者期間などを合計した期間をいいます。

●基本的な年金額
　原則として、昭和 28 年 4 月 2 日から昭和 36 年 4 月 1 日までに生まれた方の特別支給の老齢厚生年金の額は、以
下のとおりです。

年金額＝

年金額＝ ＋ （ ＋　　　　　　　）加給年金額定額

報酬比例額

報酬比例額

　　（注）報酬比例額については、98頁をご覧ください。
　
●特例による年金額
　厚生年金の被保険者ではない方（退職している方）が次のいずれかに該当しているときは年金額の特例が適用され、
基本的な年金額である報酬比例額に定額および加給年金額（加給対象者がいる場合に限ります。）が加算されます。
　なお、この年金額の特例には以下の 2 つのものがあります。
　〇第２号厚生年金被保険者期間が 44 年以上ある方  →長期加入者特例
　〇障害の程度が厚生年金保険法施行令に定める 3 級以上の等級に該当（注）し請求した方  →障害者特例

　（注） 初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以降（または同日前に症状が固定したとき）に 3 級以上の障害状態にあるときをい
います。

※定額および加給年金額については、98頁をご覧ください。

年金額　=　定 額（※）　＋　報酬比例額　（＋　  加給年金額（※）　）

年金額　=　報酬比例額

特別支給の退職共済年金 本来支給の退職共済年金

60歳 65歳

就職 退職

38年〈456月〉

生　年　月　日

昭28. 4. 2～29. 4. 1

昭29. 4. 2～30. 4. 1

昭30. 4. 2～30. 8. 1

加　入　年　数

22年

23年

24年

子

           受給権者の生年月日           加給年金額

        

          

         

　　  2人まで1人につき　   　　    221,300円

         3人目から1人につき   　　　  73,800円

配
偶
者

生　年　月　日

昭28. 4. 2～30. 4. 1

昭30. 4. 2～32. 4. 1

昭32. 4. 2～34. 4. 1

昭34. 4. 2～36. 4. 1

支給開始年齢

61歳

62歳

63歳

64歳

昭和56年4月1日 平成31年3月31日

昭18．4．2～              　　   384,600円

①　下表（注1）の支給開始年齢に達していること
②　保険料納付済期間等が10年以上あること（注2）
③　被保険者期間が1年以上あること

年金

老
齢
厚
生
年
金
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定　　額　　

イ　平成15年３月以前の第２号厚生年金被保険者期間に対する額

（給付乗率）

（給付乗率）

平成15年3月以前の第２号
厚生年金被保険者期間の月数× ×

×

7.125
1,000

1,621円
（定額単価）
（令和4年度）

第２号厚生年金被保険者期間の月数（注）

ロ　平成15年４月以降の第２号厚生年金被保険者期間に対する額

平成15年4月以降の第２号
厚生年金被保険者期間の月数

平均標準報酬月額
（令和4年再評価による水準）

平均標準報酬額
（令和4年再評価による水準）× ×

5.481
1,000

■年金額は、それぞれ次のように求めます。

報酬比例額（次のイ、ロの合計額）

（注） 第２号厚生年金被保険者期間の月数が480月を超えるときは、480月を限度に計算します。

※「定額」は「長期加入者特例」または「障害者特例」が適用される方に限り加算されます（97頁をご覧ください）。

�加給年金額

　厚生年金の被保険者期間（第 2 号厚生年金被保険者期間以外の他の種別の厚生年金被保険者期間も含みます。）が
240月以上である老齢厚生年金の受給権を有する方（受給権者）によって生計を維持されている65歳未満の配偶者（注1） 
や子（注 2）がいるときには、原則として受給権者が 65 歳となってから（注 3）加給年金額が加算されます。
　なお、次の 2 つのいずれの要件も満たしているときに生計維持関係があると認められます。

（注1）�　配偶者の条件が65歳までとされているのは、65歳からは配偶者自身の老齢基礎年金が支給されることによ
るものです。
したがって、配偶者が65歳に達した翌月分からは加給年金額が加算されなくなりますので、その分年金額が
減額となります。
なお、老齢基礎年金の請求については、最寄りの年金事務所におたずねください（一定の条件に該当するとき
は、この加給年金額に替わるものとして配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます）。

（注2）�　子については、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害の程度（※）
が1級または2級に該当し、かつ、婚姻していない方に限ります。

　　　�（※）　障害の程度は、厚生年金保険法施行令に定められている障害等級によります。
（注3）�　昭和28年 4月 2日以降に生まれた方は、原則として65歳から加給年金額が加算されます（ただし、「長期

加入者特例」または「障害者特例」が適用される方は特例適用時点から加算されます）。
●加給年金額

子

加給年金額

２人目まで１人につき
３人目から１人につき

223,800円
74,600円

配偶者

（令和4年度）

※受給権者が昭和18年4月1日以前生まれの場合は、加給年金額が異なります。

388,900円

※加給年金額の加算の対象となっている方の状態によって、加給年金額が失権や支給停止となる場合があります。
詳しくは、『知っておきたい厚生年金・退職等年金給付』をご覧ください。

①　生計を共にしていること（同居していること）
②　恒常的な収入が850万円未満（または、所得額が655万 5千円未満）であること
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  2．本来支給の老齢厚生年金（65 歳から支給）

　特別支給の老齢厚生年金を受ける権利（受給権）は 65 歳で消滅することとなりますが、65 歳からは本来支給の老
齢厚生年金が支給されます。
　なお、在職中は、原則として年金の支給が停止されますが、年金の月額と総報酬月額相当額（賞与を含めた 1 か
月あたりの賃金の額）の合計額によっては年金額の一部（または全部）が支給されることがあります（詳しくは 103
頁以降をご覧ください）。

（※） 特別支給の老齢厚生年金を受給している方の本来支給の老齢厚生年金の請求手続きは、連合会から 65 歳に達
する 2 か月前に「年金決定請求書」（氏名を記入などの簡易な手続きで済むものとなっています。）をお送りし
ます。

●受給要件
　本来支給の老齢厚生年金は、次の①、②の要件を満たしているときに支給されます。

（注）97頁の（注２）をご覧ください。

●年金額
　昭和 24 年 4 月 2 日から昭和 36 年 4 月 1 日までに生まれた方の本来支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例額につ
いては基本的にそれまでに支給されていた特別支給の老齢厚生年金と同額ですが、加給年金額の加算の対象となる
配偶者や子がいる場合には、さらに「加給年金額」が加算されます。
　また、第 2 号厚生年金被保険者期間のうち 20 歳前や 60 歳以降の被保険者期間などは、老齢基礎年金の年金額の
対象とならないため、本来支給の老齢厚生年金に「経過的加算額」として加算されます。

年金額＝ ＋ （＋ ）経過的加算額 加給年金額報酬比例額

●年金額の構成

特別支給の老齢厚生年金

65歳に達した月まで支給

本来支給の老齢厚生年金

65歳に達した月の翌月から支給

連合会から
支給

連合会から
支給

加給年金額

報酬比例額 報酬比例額

経過的加算額

老齢基礎年金額 日本年金機構から支給

経過的加算額

経過的加算額 ＝「定額」の額 － 老齢基礎年金相当額
（老齢基礎年金の額のうち国共済期間にかかる額）（注）

特別支給の老齢
厚生年金にかかる

（注）老齢厚生年金に「定額」が加算されるのは、「長期加入者特例」または「障害者特例」に該当する方（97頁をご覧ください。）に対する特別支
給の老齢厚生年金のみですが、上記の計算式のとおり、経過的加算額を計算する際にはすべての方について「定額」の計算を行います。

①　65歳に達していること
②　保険料納付済期間等が10年以上あること（注）
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　老齢基礎年金（国民年金）の額について
　老齢基礎年金の額は、満額で 777,800 円（令和 4 年度）です。
　ただし、これは国民年金の保険料を納付した期間（保険料納付済期間（☆））が 20 歳から 60 歳までの 40 年
間の全部であるときの年金額で、40 年に満たないときは満額の年金額に対して次のように減額計算が行われる
ことになっています。

老齢基礎年金の額 777,800円
（令和4年度） × 保険料納付済期間（☆）の月数

480月

【（☆）保険料納付済期間】
　次の①と②に掲げる期間が保険料納付済期間となります。
　① 　基礎年金制度が実施された昭和61年4月1日からの国民年金の第1号から第3号までのいずれかの被保険者（95

頁をご覧ください。）で、20 歳から 60 歳までの期間
　②　国民年金制度ができた昭和 36 年 4 月から昭和 61 年 3 月までの間に、次の公的年金制度に加入していた期間
　　　○国民年金に加入し、保険料を納付した期間
　　　○共済組合の組合員であった期間
　　　○厚生年金保険の被保険者であった期間

  3．繰上げ支給の老齢厚生年金

●受給要件
　次の①から④までのすべての要件を満たしているときには、年金の支給開始年齢（97 頁をご覧ください。）に達す
る前に繰上げ支給の老齢厚生年金を請求することができます。
　なお、繰上げ支給の老齢厚生年金は、退職共済年金（経過的職域加算額）や老齢基礎年金（国民年金）の繰上げ
請求と同時に行わなければならず、第 2 号厚生年金被保険者期間以外に他の種別の被保険者期間を有している場合、
それぞれの種別の被保険者期間にかかる年金についても、すべて同時に繰上げ請求を行う必要があります。
　また、繰上げ支給の老齢厚生年金は、請求日に受給権が発生するため、請求月の翌月から支給されることとなります。

（注）昭和 36 年 4 月 2 日以降に生まれた方には、この要件はありません。

●年金額
　繰上げを行った場合の年金額は、繰上げしなかった場合の年金額から「繰上げ減算額」を減算した額となります。

年金額＝

（参考）老齢厚生年金の支給開始年齢と繰上げ年齢に応じた減額率

＋ － ＋（経過的加算額） 繰上げ減算額報酬比例額 （加給年金額）

繰上げ請求を行った場合には、繰り上げた月数の１月につき 0.5％の額（※）が減額されます（下表参照）。
なお、この減額は生涯行われることになります。
※昭和 37年 4月 2日以降に生まれた方は、繰り上げた月数の 1月につき 0.4%の額が減額されます。

繰上げ減算額＝
繰上げ減算額

生年月日 繰上げ可能年齢
本来の支給
開始年齢 減額率

昭和34年4月2日～昭和36年4月1日
　　36年4月2日～　　37年4月1日
　　37年4月2日～　　
　　　

60歳0か月～63歳11か月
60歳0か月～64歳11か月
60歳0か月～64歳11か月

64歳
65歳
65歳

24％～0.5％
30％～0.5％
24％～0.4％

（報酬比例額＋経過的加算額） 
65歳から年金を受けていたと仮定した場合の額

 
×減額率（0.5%～30%） 

●加給年金額
　加給年金の加算要件等については、98 頁をご覧ください。
　なお、加給年金額は繰上げ支給の対象とはならず、65 歳から加算されることになります。

①　60歳に達していること
②　保険料納付済期間等が10年以上あること（97頁の（注２）をご覧ください。）
③　被保険者期間が1年以上あること（注）
④　現に国民年金に任意加入していないこと
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●繰上げ支給の老齢厚生年金を請求したときの老齢基礎年金
　老齢基礎年金については本来 65 歳から支給される年金ですが、老齢厚生年金を繰り上げて受けることを希望した
場合、老齢基礎年金も老齢厚生年金と同時に繰り上げて受けることになります（100 頁をご覧ください）。
　なお、年金額については、繰上げにより減算された額（1 月あたり 0.5％の減額（※））が、請求月の翌月から支給
されることとなります。
　（※） 昭和 37 年 4 月 2 日以降に生まれた方は、繰り上げた月数の 1 月につき 0.4% の額が減額されます。

●繰上げ支給の老齢厚生年金を検討する場合の留意点
○繰上げ支給の老齢厚生年金を請求した場合、その後、次の請求を行うことができなくなります。
　・事後重症による障害厚生年金や障害基礎年金の請求
　・老齢厚生年金の障害者特例請求
　・老齢厚生年金の長期加入者特例の適用

  4．繰下げ支給の老齢厚生年金
　「本来支給の老齢厚生年金」は、65 歳に達した月の翌月から受けることとされていますが、受給権者の方の申出に
より、その支給開始年齢を遅らせて受けることができる制度（老齢厚生年金の繰下げ支給制度）が設けられています。

繰下げ希望により
請求待機

（年金受給なし）特別支給の
老齢厚生年金

65歳
66歳～

繰下げ加算額

本来支給の
老齢厚生年金

老齢基礎年金（※）

※老齢基礎年金も老齢厚生年金と同様に、別途、支給繰下げ制
度が設けられています。

●年金額
　繰下げの申出を行った場合の年金額は、65 歳時の本来支給の老齢厚生年金の額に「繰下げ加算額」を加算した額
となります。

　65 歳時点で本来支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしている方の繰下げ加算額は、65 歳から受ける場合の額（加
給年金額を除く）に、65 歳から繰下げ申出を行った月の前月までの期間月数（最大 120 月）の 1 月につき 0.7％の増
額率を乗じて計算します。

繰下げ加算額

　　　繰下げ加算額＝65歳から年金を受けていたと仮定した場合の額×増額率（8.4％～84％）
　　　　　　　　　　（報酬比例額＋経過的加算額）

繰下げによる増額率表

繰下げ請求した月の年齢 65歳に到達した月から繰下げ請求した月の
前月の年齢までの月数 増　額　率

66歳0か月～66歳11か月 12月～23月 8.4％～16.1％
67歳0か月～67歳11か月 24月～35月 16.8％～24.5％
68歳0か月～68歳11か月 36月～47月 26.2％～32.9％
69歳0か月～69歳11か月 48月～59月 33.6％～41.3％
70歳0か月～70歳11か月 60月～71月 42.0％～49.7％
71歳0か月～71歳11か月 72月～83月 50.4％～58.1％
72歳0か月～72歳11か月 84月～95月 58.8％～66.5％
73歳0か月～73歳11か月 96月～107月 67.2％～74.9％
74歳0か月～74歳11か月 108月～119月 75.6％～83.3％
75歳0か月 120月 84.0%

年金額＝ ＋ ＋ ＋（経過的加算額）報酬比例額 （加給年金額）繰下げ加算額
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●繰下げ支給の老齢厚生年金の請求方法
本来支給の老齢厚生年金の受給要件を満たす見込みのある方には、65 歳に達する約２か月前に「年金決定請求書（ハ

ガキ形式の請求書）」が送付されますが、繰下げ支給を希望する場合は、この請求書は提出せずに、繰下げ支給の年金
を受けることを希望する時期（66 歳から 75 歳までの間）に改めて連合会にお申し出ください。繰下げ支給用の請求書
を別途送付します。

なお、75 歳に達した後に繰下げの申出を行った場合は、原則として 75 歳の時点で繰下げ申出があったものとみな
して、75 歳到達月の翌月から繰下げ支給の年金を受けていただくことになります。

●繰下げ支給の老齢厚生年金を検討する場合の留意点
〇加給年金額（配偶者または子にかかる加算額）は繰下げの申出を行っても増額されません。また、65 歳以降繰下

げ支給されるまでの間は、加給年金額を受けることはできません。
〇老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険等に加入した場合は、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて年金

の一部または全部が支給停止されることとなっています（103 頁をご覧ください）。このことから、65 歳以降繰下
げ支給の請求を行うまでの間に厚生年金保険等に加入している期間があるときは、その間における在職支給停止
に相当する額は繰下げ支給の割り増しの対象とはなりません。

〇遺族年金や障害年金を受ける権利を有する方は、年金を繰り下げることはできません。また、66 歳に到達した日
以降に障害年金や遺族年金を受ける権利を有した場合は、その時点で増額率が固定されます。

〇他の実施機関（日本年金機構、私学事業団）から支給される老齢厚生年金を受ける権利がある場合は、それらの
年金も同時に繰り下げなければなりません。

このほか、繰下げ支給で年金額が増額されることにより、医療保険・介護保険等の自己負担額や保険料、税金など
に影響が生じる場合があります。

●繰下げによる年金額例
　例：65歳で本来支給の年金を請求せず、70歳 0か月で繰下げ請求を行った場合

【計算例 1】在職支給停止となった年金額がない場合
　 繰下げ前の年金額 … 1,200,000 円
　　《70 歳まで繰下げた場合の年金額》
　　　繰下げで増える額 … 1,200,000 円 × 0.7% × 60 月 ＝ 504,000 円
　　　繰下げ後の年金額 … 1,200,000 円 ＋ 504,000 円 ＝ 1,704,000 円

【計算例 2】年金の一部が在職支給停止となった場合
　 繰下げ前の年金額 … 1,200,000 円
 　在職支給停止額 … 960,000 円　※ 増額の対象になりません。
 　在職支給停止後の支給額 … 1,200,000 円 － 960,000 円 ＝ 240,000 円
　　《70 歳まで繰下げた場合の年金額》
　　　繰下げで増える額 … 240,000 円 × 0.7% × 60 月 ＝ 100,800 円
　　　繰下げ後の年金額 … 1,200,000 円 ＋ 100,800 円 ＝ 1,300,800 円
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  5．老齢厚生年金の在職支給停止

　老齢厚生年金を受けている方が、厚生年金の被保険者等（※ 1）に加入しているときは、「年金の月額」（※ 2）と
「賃金の月額」（※ 3）の合計額に応じて、年金の一部または全部が支給停止される場合があります。これを「在職支
給停止」といいます。

※ 1 厚生年金の被保険者等とは、次の方をいいます。
　　○ 「厚生年金保険の被保険者」または「70 歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方」
　　○国会議員または地方公共団体の議会の議員

※ 2「年金の月額」とは・・・
　　老齢厚生年金の額の 12 分の 1 の額をいいます。

※ 3「賃金の月額」とは・・・
 　　標準報酬月額と過去 1 年間の標準賞与額（ボーナス等）の総額の 1/12 の額との合計額をいいます。

●在職支給停止額の計算方法
 　年金の月額と賃金の月額の合計額が 47 万円を超える場合は、その超えた額の 1/2 が年金から支給停止されます。

在職支給停止額（月額）　＝　（年金の月額＋賃金の月額－28万円）×1/2

在職支給停止額（月額）　＝　（47万円＋年金の月額－28万円）×1/2＋（賃金の月額－47万円）

在職支給停止額（月額）　＝　（年金の月額＋賃金の月額 －47万円）×1/2

　※ 在職支給停止の基準額となる 47 万円は、賃金や物価の変動に応じて改定されることがあります。
　※ 第２号厚生年金被保険者以外に他の種別の期間にかかる老齢厚生年金を受けている方の場合は、それぞれの種

別の期間にかかる老齢厚生年金の年金額を合計した額を基に停止額を計算します。

●受給権を取得した後の年金額改定

　通常、老齢厚生年金の受給権を取得した後に、厚生年金に加入している場合、受給権取得後の加入期間にかかる
年金額の改定は、退職時または 70 歳到達時（資格喪失時）に行われます。
　ただし、65 歳以上の方で、令和 4 年以降、毎年 9 月 1 日において在職中の場合は、毎年 10 月に前年の 9 月から当
年の 8 月までの加入期間を加えた年金額への改定が行われます（在職定時改定といいます）。

年金

 +
賃金

28万円

年金

 +
賃金 47万円

年金の一部
または全部が
支給停止

年金の一部
または全部が
支給停止支給停止 支給停止

在職定時改定のイメージ 資格喪失時の改定在職定時改定による年金額増額分

（70歳まで継続就労のケース）
65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

老齢厚生年金
老齢基礎年金

在職中毎年１回の改定
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  6．退職共済年金（経過的職域加算額）

経過的職域加算額とは
　平成 27 年９月以前の組合員期間を有する方については、厚生年金とあわせて経過的職域加算額が支給されること
となります。ただし、この経過的職域加算額の計算の対象となる組合員期間は、平成 27 年 9 月までの月数となります。

●受給要件
　原則として、平成 27 年 9 月以前に 1 年以上の組合員期間を有する方には老齢厚生年金とあわせて退職共済年金（経
過的職域加算額）が支給されます。

※次のいずれかの要件に該当しなければ退職共済年金（経過的職域加算額）は支給されません。
○平成 27 年 9 月以前に１年以上の引き続く組合員期間を有すること
○ 平成 27 年 9 月以前に１年以上の引き続く組合員期間を有しない場合は、当該期間に引き続く平成 27 年 10 月以

降の第２号厚生年金被保険者期間と合算して１年以上となっていること

1年以上

1年以上

組合員期間

H27.10.1

組合員期間

組合員期間
組合員期間

（第２号厚生年金期間）

6月 6月

●年金額

職域加算額の計算（次のイ、ロの合計額）

　イ　平成15年３月以前の組合員期間に対する額

　ロ　平成15年４月以降の組合員期間に対する額

（注2）

（注2）

平成15年3月以前の組合員期間の月数× ×
1.425
1,000

平成15年4月以降の組合員期間の月数（注3）

（給付乗率）

（給付乗率）

× ×
1.096
1,000

（注1）平成27年9月以前の標準報酬月額および標準期末手当等の額を基礎として計算した平均標準報酬額となります。

（注2）組合員期間の月数が240月（20年）未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。

（注３）組合員期間の月数は、平成27年９月以前の月数となります。

平均標準報酬月額
（令和4年再評価による水準）

平均標準報酬額（注1）
（令和4年再評価による水準）

年金額　＝ 平成27年 9月以前の組合員期間にかかる職域加算額

（注2）

（注2）

平成15年3月以前の組合員期間の月数× ×
1.425
1,000

平成15年4月以降の組合員期間の月数（注3）

（給付乗率）

（給付乗率）

× ×
1.096
1,000

（注1）平成27年9月以前の標準報酬月額および標準期末手当等の額を基礎として計算した平均標準報酬額となります。

（注2）組合員期間の月数が240月（20年）未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。

（注３）組合員期間の月数は、平成27年９月以前の月数となります。

平均標準報酬月額
（令和4年再評価による水準）

平均標準報酬額（注1）
（令和4年再評価による水準）
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在職支給停止
　退職共済年金（経過的職域加算額）の受給権者が組合員であるときは、その間、当該年金の支給が停止されます。

支給の繰上げ・繰下げ
　退職共済年金（経過的職域加算額）については、老齢厚生年金と同様の条件により、当該年金の繰上げ請求また
は繰下げの申出を行うことができます。

繰上げによる年金額

（※1�）繰上げ減算額＝�平成27年 9月以前の組合員期間にかかる職域加算額×４/1,000（※2）×（繰上げを請求し
た日の属する月から老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数）

（※2）昭和37年 4月1日以前に生まれた方の減算率は、5/1,000となります。

繰下げによる年金額

（※3�）繰下げ加算額=�平成 27年 9月以前の組合員期間にかかる職域加算額×7/1,000×（本来支給の老齢厚生年
金の受給権取得月（通常は65歳）から繰下げ請求を行った月の前月までの期間月数（最大
120月））

（注�）65歳以降繰下げ請求を行うまでの間に組合員であった期間があるときは、その期間は年金が支給停止となるため、
繰下げによる増額の対象とはなりません。

年金額　＝ −　繰上げ減算額（※1）平成27年 9月以前の
組合員期間にかかる職域加算額

年金額　＝ ＋　繰下げ加算額（※3）平成27年 9月以前の
組合員期間にかかる職域加算額
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障害厚生年金

  1．障害厚生年金

●受給要件
　障害厚生年金は、次の①から③のいずれかの要件に該当し、かつ、保険料納付要件を満たしているときに支給さ
れます。

① 　第２号厚生年金被保険者である間に初診日のある傷病により、障害認定日（初診日から１年６月を経過した
日またはその前に症状が固定したときはその日）に障害の程度（注）が１級から３級までの障害の状態にある
とき。

　　「症状が固定したとき」とは…

　　症状が固定したと判断できる例として、次のようなものがあります。
　　　１．人工弁、ペースメーカーなどを装着した日
　　　２．人工透析を開始して３か月を経過した日
　　　３．上・下肢を切断または離断した日
　　　４．人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
　　　５．人工肛門または尿路変更術を施した日から起算して６か月を経過した日
　　　６．新膀胱を造設した日

　　（注）厚生年金保険法施行令で定める障害の程度をいいます（以下同じ。108 頁をご覧ください）。

② 　傷病にかかる初診日において第 2 号厚生年金被保険者であった方で、かつ、障害認定日に３級以上に該当し
なかった方が、同一傷病により、その後 65 歳に達する日の前日までの間に３級以上に該当し、請求したとき。

③ 　第２号厚生年金被保険者である間に初診日のある傷病と当該被保険者となる前にあったその他の障害とを併
合して２級以上の障害の状態になったとき。

保険料納付要件
　次のいずれかに該当したときに要件を満たします。
　　ア 　初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その国民年金の保険料納付済期間と保

険料免除期間とを合算した期間が全体の 2/3 以上であること
　　イ 　初診日が令和 8 年 4 月 1 日前にあるときは、その初診日の属する月の前々月の 1 年間に国民年金の未納期

間がないこと

障害共済年金（経過的職域加算額）について
　平成 27 年９月以前の組合員期間中に傷病にかかる初診日がある障害の場合は、障害厚生年金とあわせて障害共済
年金（経過的職域加算額）が支給されます（109 頁以降をご覧ください）。

●年金額
　障害厚生年金は、次の合算額となります。

イ　平成15年３月以前の第２号厚生年金被保険者期間に対する額

平均標準報酬月額
（令和4年再評価による水準）

（給付乗率）

（給付乗率）

平成15 年3 月以前の第２号
厚生年金被保険者期間の月数× ×

7.125
1,000

ロ　平成15年４月以降の第２号厚生年金被保険者期間に対する額

平均標準報酬額
（令和4年再評価による水準）

平成15 年4 月以降の第２号
厚生年金被保険者期間の月数× ×

5.481
1,000

報酬比例額 （次のイ、ロの合計額）

（＋ ）年金額   ＝ 報酬比例額 加給年金額

（注）１．第２号厚生年金被保険者期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率（300月/第２号厚生年金被保険者期間の総月数）を
乗じます。

　　　また、障害の程度が１級のときは、イ、ロのそれぞれの額に125/100を乗じます。
　　２．第２号厚生年金被保険者期間の月数は、障害認定日までの月数となります。
　　3．複数の種別の厚生年金被保険者期間がある場合は、合算されます。

＜報酬比例額の最低保障額＞
　障害基礎年金が支給されないとき（障害等級が３級のときなど）で、106頁で計算した報酬比例額が583,400円に満たないときは、583,400
円が保障されます（令和4年度）。
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イ　平成15年３月以前の第２号厚生年金被保険者期間に対する額

平均標準報酬月額
（令和4年再評価による水準）

（給付乗率）

（給付乗率）

平成15 年3 月以前の第２号
厚生年金被保険者期間の月数× ×

7.125
1,000

ロ　平成15年４月以降の第２号厚生年金被保険者期間に対する額

平均標準報酬額
（令和4年再評価による水準）

平成15 年4 月以降の第２号
厚生年金被保険者期間の月数× ×

5.481
1,000

報酬比例額 （次のイ、ロの合計額）

（＋ ）年金額   ＝ 報酬比例額 加給年金額

（注）１．第２号厚生年金被保険者期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率（300月/第２号厚生年金被保険者期間の総月数）を
乗じます。

　　　また、障害の程度が１級のときは、イ、ロのそれぞれの額に125/100を乗じます。
　　２．第２号厚生年金被保険者期間の月数は、障害認定日までの月数となります。
　　3．複数の種別の厚生年金被保険者期間がある場合は、合算されます。

＜報酬比例額の最低保障額＞
　障害基礎年金が支給されないとき（障害等級が３級のときなど）で、106頁で計算した報酬比例額が583,400円に満たないときは、583,400
円が保障されます（令和4年度）。

加給年金額　　223,800 円（令和４年度）
　障害の程度が１級または２級の障害厚生年金については、障害厚生年金を受けている方によって生計を維持され
ている 65 歳未満の配偶者（子は除かれます。）がいるときに加給年金額が加算されます。
　この生計維持関係については、老齢厚生年金に加給年金額が加算される場合と同様の取扱いとなっています（98
頁をご覧ください）。
　なお、障害厚生年金の受給権が発生した時点で、加給年金額の加算対象となる配偶者がいなくても、その後婚姻
等により、加算の要件を満たすことになった場合には、加給年金額が加算されます。
　また、加給年金額の加算の対象となっている方や受給権者自身の状態によって、加給年金額が失権や支給停止と
なる場合があります。
　詳しくは、『知っておきたい厚生年金・退職等年金給付』をご覧ください。

●障害基礎年金について
　障害の程度が１級または２級に該当したときは、原則として国民年金法による「障害基礎年金」があわせて支
給されます。

　なお、障害の程度が３級のときは、障害厚生年金のみが支給されます。
障害基礎年金の額　　　　　　　　　　　（令和４年度）

子の加算額
　障害基礎年金の額は、障害基礎年金を受けている方によって生計を維持されている18 歳未満（18 歳に達した年
度末まで）の子、または20 歳未満で障害の程度が1級、2 級に該当している子がいるときに、次の加算額が加算
されます。
　なお、障害基礎年金の受給権が発生した時点で、加算額の対象となる子がいなくても、その後出生等により加算
の要件を満たすことになった場合には、この加算額が加算されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和４年度）

障害の程度
１級
２級

年 金 額
972,250円
777,800円

子の人数
2人目まで1人につき
3人目から1人につき

加 算 額
223,800円
74,600円

障害の程度
１級
２級

年 金 額
972,250円
777,800円

子の人数
2人目まで1人につき
3人目から1人につき

加 算 額
223,800円
74,600円

3 級 2 級 1 級

報酬比例額
（ 最低保障あり） 報酬比例額 報酬比例額

加給年金額 加給年金額

×１．２５

障害基礎年金
777,800 円
（令和４年度）

障害基礎年金
972,250 円
（令和４年度）

＋ ＋

障害厚生年金
　　→連合会が支給

障害基礎年金
　　→日本年金機構が支給
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三校

次に掲げる視覚障害
イ　両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ　一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ　ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ

1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ　自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上
と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認
められる程度のもの

次に掲げる視覚障害
イ　両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ　一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ　ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ

1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ　自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声または言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上
と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とす
る程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認
められる程度のもの

次に掲げる視覚障害
イ　両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
ロ　ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じ

たもの
ハ　自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の十趾の用を廃したもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを
必要とする程度の障害を残すもの
精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障
害を残すもの
傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加える
ことを必要とする程度の障害を有するもの

三

　
級

二

　
級

一 

　
級

障害の
程　度 障    害    の    状    態

１

２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１

１

２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５

１６
１７

１

２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

１３

１４
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  2．障害共済年金（経過的職域加算額）

●受給要件
　平成 27 年 9 月以前の組合員期間中に初診日がある障害により、障害厚生年金を受けることができるときは、障害
厚生年金とあわせて障害共済年金（経過的職域加算額）が支給されます。

初診日 障害認定日H27.10.1

障害共済年金（経過的職域加算額）
受給権発生

組合員期間

●年金額
　障害共済年金（経過的職域加算額）の額は、次の区分に応じて計算した額となります。

　＜公務外障害の場合＞

　＜公務等障害の場合＞

　（注 1） 組合員期間は、障害認定日の属する月まで（ただし、障害認定日が平成 27 年 10 月 1 日以降であるときは、
平成 27 年 9 月まで）の期間となります。

　（注 2）公務等による職域加算額については、別途、最低保障額が設けられています。

年金額の計算（公務外障害の場合）（次のイ、ロの合計額）

　イ　平成15年３月以前の組合員期間に対する額

平均標準報酬月額
（令和4年再評価による水準）

平均標準報酬額
（令和4年再評価による水準）

平成15年3月以前の組合員期間の月数（注1・2）× ×
1.425
1,000

平成15年4月以降の組合員期間の月数（注1・2）× ×
1.096
1,000

（注）1.　組合員期間の月数は、障害認定日まで（ただし、障害認定日が平成27年10月1日以降であるときは、平成27年9月まで）の月数となります。
　　2.　組合員期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率（300月/組合員期間の総月数）を乗じます。
　　　　また、障害の程度が１級のときは、その額に125/100を乗じます。

（給付乗率）

（給付乗率）
　ロ　平成15年４月以降の組合員期間に対する額

平均標準報酬月額
（令和4年再評価による水準）

平均標準報酬額
（令和4年再評価による水準）

平成15年3月以前の組合員期間の月数（注1・2）× ×
1.425
1,000

平成15年4月以降の組合員期間の月数（注1・2）× ×
1.096
1,000

（注）1.　組合員期間の月数は、障害認定日まで（ただし、障害認定日が平成27年10月1日以降であるときは、平成27年9月まで）の月数となります。
　　2.　組合員期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率（300月/組合員期間の総月数）を乗じます。
　　　　また、障害の程度が１級のときは、その額に125/100を乗じます。

（給付乗率）

（給付乗率）

在職支給停止
　障害共済年金（経過的職域加算額）の受給権者が組合員であるときは、その間、当該年金の支給が停止されます。

公務調整
　公務等による障害共済年金（経過的職域加算額）については、別途国家公務員災害補償法等による障害補償年金
等が支給される間は、当該年金のうち 300 月に相当する部分の額の支給が停止されます。

年金額　＝ 平成27年 9月以前の組合員期間（注1）にかかる職域加算額

年金額　＝ 平成27年 9月以前の組合員期間（注1）にかかる公務等による
職域加算額（注2）

年金

障
害
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  1．遺族厚生年金

●受給要件
　厚生年金被保険者の方や老齢厚生年金等を受けている方などが、次の①から④のいずれかに該当したときは、そ
の遺族の方に遺族厚生年金が支給されます。
　①　厚生年金被保険者の方が死亡したとき。
　② 　厚生年金被保険者であった間に初診日がある傷病により、

退職後、その初診日から 5 年以内に死亡したとき。
　③ 　障害厚生年金（1 級、2 級）の受給権者の方が死亡したとき。
　④ 　保険料納付済期間等が 25 年以上である老齢厚生年金等の受給権者の方または保険料納付済期間等が 25 年以

上である方が死亡したとき。	 これを「長期要件」といいます。

（注）上記①または②の要件によるときは、さらに次のア、イのいずれかの要件を満たしていることが必要です。
　　　ア�　死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その国民年金の保険料納付済期間と保険料

免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上であること
　　　イ�　令和8年4月1日前に65歳未満で死亡したときは、その死亡日の属する月の前々月の1年間に国民年金の未

納期間がないこと

●遺族の範囲と順位
　遺族厚生年金を受けることができる遺族の方とは、厚生年金被保険者であった方の死亡当時、その方によって「生
計を維持していた方（☆）」をいい、遺族厚生年金を受けることができる遺族の方の順位は次のとおりとなっています。

　①　配偶者
　②　子
　③　父母（配偶者または子が受給権を取得したときは遺族に該当しません）
　④　孫（配偶者、子または父母が受給権を取得したときは遺族に該当しません）
　⑤　祖父母（配偶者、子、父母または孫が受給権を取得したときは遺族に該当しません）
　（注）１�．子や孫については、18歳に達した日以後の最初の３月31日までの間にあってまだ配偶者がいない方か、被保

険者もしくは被保険者であった方の死亡当時から引き続き障害の程度が１級または２級に該当している20歳未満
の方で、かつ、現に婚姻していない方となります。

　　　��２�．夫、父母、祖父母は55歳以上の者となります。ただし、支給停止となる場合があります（詳しくは112頁を
ご覧ください）。

（☆）生計を維持していた方
　生計を維持していた方とは、生計を共にしていて、かつ、恒常的な年収が 850 万円未満（または所得額が 655
万５千円未満）である方をいいます。
　生計維持関係については、加給年金額が支給される場合と同様の取扱いとなっています（詳しくは 98 頁をご覧く
ださい）。

遺族共済年金（経過的職域加算額）について

　平成 27 年９月以前の組合員期間を有する者が死亡したとき（平成 27 年 10 月以降の組合員期間中に初診日がある
公務傷病により死亡した場合を除きます。）は、遺族の方に遺族厚生年金とあわせて遺族共済年金（経過的職域加算額）
が支給されます。

●年金額
　遺族厚生年金の額は、次の合計額となります。

年金額　= 報酬比例額　（ ＋　中高齢寡婦加算額　）

　なお、遺族厚生年金の額は、受給要件が「短期要件」であるか「長期要件」であるかにより、計算方法が異なります。

これを「短期要件」といいます。

 

遺族厚生年金

年金
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●遺族厚生年金の額

計����������算����������式

報酬比例額（次のイ、ロの合計額）
　イ　平成15年３月以前の第２号厚生年金被保険者期間に対する額
　　

　ロ　平成15年４月以降の第２号厚生年金被保険者期間に対する額
　　

◆短期要件（110頁の受給要件①から③に該当したとき）の場合
　※�第2号厚生年金被保険者期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率（300月 /第 2号厚生年金
被保険者期間の総月数）を乗じます。

　◎２以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合の年金額等の計算
第２号厚生年金被保険者期間以外の他の種別の厚生年金被保険者期間を有している場合で、短期要件の遺族厚生年金の額
については、種別ごとの被保険者期間を合算して年金額の計算を行います。

◆長期要件（110頁の受給要件④に該当したとき）の場合
　◎２以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合の年金額等の計算
第２号厚生年金被保険者期間以外の他の種別の厚生年金被保険者期間を有している場合、各実施機関からそれぞれの期間
に応じた年金が決定されます。

中高齢寡婦加算額
　583,400 円（令和4年度）
　妻が遺族厚生年金を受ける場合で、40歳から 65 歳に達するまでの間、加算されることになっています。
　なお、国民年金法による遺族基礎年金をあわせて受けることができるときは、その間、この中高齢寡婦加算額は支給
が停止されます。
　（注�）長期要件の場合は、第 2号厚生年金被保険者期間と他の種別の被保険者期間を合算し、240 月以上あるときに限

ります。

× × ×
平均標準報酬月額

（令和4年再評価による水準）

（給付乗率）
7.125
1,000

平成15年3月以前の第2号
厚生年金被保険者期間の月数

3
4

× × ×
平均標準報酬額

（令和4年再評価による水準）

（給付乗率）
5.481
1,000

平成15年4月以降の第2号
厚生年金被保険者期間の月数

3
4
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●遺族基礎年金について
　　遺族厚生年金を受給できる方が、次の①、②のいずれかの条件に該当するときは、原則として、国民年
金法による「遺族基礎年金」があわせて支給されます。
　　①　遺族厚生年金を受けられる配偶者で、子（注）がいるとき
　　②　遺族厚生年金を受けられる子がいるとき

（注）子については、110頁［遺族の範囲と順位］の（注）1をご覧ください。
　　�この場合、「被保険者もしくは被保険者であった方の死亡当時から引き続き障害の程度が１級または２級
に該当している方」は、20歳未満の婚姻していない方に限られます。

年金額

子の人数
2人目まで1人につき
3人目から1人につき

加 算 額

遺族基礎年金の額

（令和４年度）

（令和４年度）

（令和４年度）

配偶者が受けるときの加算額

子の人数
2人のとき

3人目から1人につき

子が受けるときの加算額

777,800円

223,800円
74,600円

223,800円
74,600円

加 算 額
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●遺族厚生年金の失権
　遺族厚生年金を受けている方が、次の①から⑤のいずれかに該当したときは、その受ける権利はなくなります。

①　死亡したとき
②　婚姻したとき
③　直系の血族または姻族以外の方の養子になったとき
④　子や孫である方が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したとき
⑤　30 歳未満で遺族厚生年金を受けることになった妻については、次のいずれかに該当したとき

ア　30 歳未満で遺族厚生年金を受けることになった妻に子がいない場合は、受給権取得日から 5 年を経過した
とき

イ　30 歳未満で遺族厚生年金を受けることになった妻に子がいて、同時に国民年金法による遺族基礎年金を受
けていたが、30 歳に到達する前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合には、そのときから 5 年が経過した
とき

（注 ） 子や孫とは、18 歳未満（18 歳到達の年度末まで）か、または 20 歳未満で障害の程度が 1 級、2 級に該当し、
かつ、婚姻していない子をいいます。

●支給停止
①　夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、これらの受給権者が 60 歳に達するまでの間は当該年金の

支給が停止されます。ただし、夫については、遺族厚生年金と同一事由による遺族基礎年金の受給権を有する
ときは当該年金の支給停止は行われません。

②　子に対する遺族厚生年金は、配偶者が当該年金の受給権を有する間、次の場合を除き、当該年金の支給が停
止されます。
ア　遺族基礎年金の受給権を有しない夫が 60 歳未満により年金の支給が停止されているとき
イ　子のみが同一事由による遺族基礎年金の受給権を有しているとき

年金
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  2．遺族共済年金（経過的職域加算額）

●受給要件
　平成 27 年 9 月以前の組合員期間を有する方が死亡したとき（平成 27 年 10 月１日以降の組合員期間中に初診日が
ある公務傷病により死亡した場合を除きます。）は、その方の遺族に遺族厚生年金とあわせて遺族共済年金（経過的
職域加算額）が支給されます。

●遺族の範囲と順位
　遺族の範囲と順位については、遺族厚生年金と同様です（110 頁をご覧ください）。

●年金額
年金額の計算（次のイ、ロの合計額）

　イ　平成15年３月以前の組合員期間に対する額

　ロ　平成15年４月以降の組合員期間に対する額

◆短期要件の場合
　※ 組合員期間（注）の総月数が 300 月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率（300 月 / 組合員期間（注）

の総月数）を乗じます。

◆長期要件の場合
　※ 組合員期間（注）の月数が 240 月（20 年）未満であるときの給付乗率は、1/2 を乗じます。

（注）組合員期間の月数は、平成 27 年 9 月までの月数となります。

●遺族共済年金（経過的職域加算額）の失権や支給停止
　遺族共済年金（経過的職域加算額）の失権や支給停止の要件は遺族厚生年金と同様です（112 頁をご覧ください）。

× × ×

（給付乗率）

（給付乗率）

1.425
1,000

平成15年3月以前の組合員期間の月数
3
4

× × ×
1.096
1,000

平成15年4月以降の組合員期間（注）の月数
3
4

平均標準報酬月額
（令和4年再評価による水準）

平均標準報酬額
（令和4年再評価による水準）

× × ×

（給付乗率）

（給付乗率）

1.425
1,000

平成15年3月以前の組合員期間の月数
3
4

× × ×
1.096
1,000

平成15年4月以降の組合員期間（注）の月数
3
4

平均標準報酬月額
（令和4年再評価による水準）

平均標準報酬額
（令和4年再評価による水準）

受給権発生

H27.10.1

死亡組合員期間
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退職等年金給付

  1．退職等年金給付とは

　平成 27 年 10 月以降の組合員期間を有する方で一定の条件を満たす方については、別途、退職等年金給付が支給
されることになります。
　この退職等年金給付には、退職年金、公務障害年金、公務遺族年金の 3 種類が設けられており、そのうち退職年金に
ついては、さらに、受給期間を異にする、終身退職年金と有期退職年金（一時金の選択も可）の 2 種類が設けられています。
　なお、退職等年金給付の「積立時（組合員である間）」と「給付時」をイメージ図で表すと、次のようになります。

  2．退職年金

●受給要件
　次の①から③までのすべての要件を満たしているときに支給されます。

①　65歳に達していること
②　退職していること
③　1年以上引き続く組合員期間を有していること

●給付算定基礎額
　退職等年金給付は、毎年、保険料を納めていただくことにより、毎年の報酬に一定率（付与率）を乗じた付与額と、
これに対する利子を累積した給付算定基礎額を基礎に計算されます。

給付算定基礎額　　＝
{組合員期間にかかる各月の標準報酬の月額および標準期末手当等の額×付与率 }の累計
額＋当該各月から給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、基準利率に
より複利計算の方法で計算した利子の総額

【積立時】
　毎月の保険料を納めていただくことにより、毎月の報酬に一定率（付与率）を乗じた付与額とこれに対する利
子が累積します。

【給付時】
　付与額と利子を累積した給付算定基礎額を基礎に年金額を計算します。
　なお、毎年の年金額は、基準利率の変動や寿命の伸びなどを踏まえて、現価率（終身年金現価率と有期年金現
価率を別々に設定。毎年改定。）を定め、当該現価率を基に改定します。

【積立時】 【給付時】

…

毎月の付与額
（報酬×一定率）

基準利率で付利
（国債利回りなどに連動）

給付算定基礎額 ÷ 現価率（毎年改定）で年金化
有期退職年金は一時金の選択も可

給
付算定

基
礎
額

有 期

終 身

…………

…………

…………

…………

付与額の累積額
+

利子の累積額

 「積立時」と「給付時」のイメージ

※退職年金は、さらに、「終身退職年金」と「有期退職年金」の 2つに分かれます。

退
職
等
年
金
給
付
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付与率 とは、連合会の定款で定められる率で、平成 27 年 10 月からは 15/1,000 です。
基準利率 とは、国債利回りを基礎として、積立金の運用状況、その見通し等を勘案して、毎年 9 月 30 日までに連合
会の定款で定められる率です。令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 9 月 30 日までの期間における率は 0.0/1,000、令和 4
年 10 月 1 日から令和 5 年 9 月 30 日までの期間における率は 0.2/1,000 です。

●年金額
　退職年金の年金額は、終身退職年金と有期退職年金とに分かれることになります。
　※有期退職年金は、20 年もしくは 10 年の有期給付、または一時金として受けることができます。
　　支給される年金額は、それぞれの区分に応じて計算されたものとなります。

終身退職年金

①　給付事由が生じた日の属する年の決定額

終身退職年金額　＝
終身退職年金算定基礎額※１

受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率※２

　　　※ 1　 終身退職年金算定基礎額：給付算定基礎額× 1/2（組合員期間が 10 年未満であるときは、1/4。なお、「10 年未満」を判
断する際には、平成 27 年 9 月以前の組合員期間を含みます。）

　　　※ 2　 終身年金現価率：基準利率、死亡率の状況およびその見通し等を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を支給すること
とした場合の年金額を計算するための率として、毎年 9 月 30 日までに連合会の定款で定められる率で、年齢の区分によ
り設定されています。
（例）終身年金現価率
（適用期間：令和 4 年 10 月 1 日～ 5 年 9 月 30 日）

60 歳…　27.261629　　　61 歳…　26.387216
62 歳…　25.520630　　　63 歳…　24.663019
64 歳…　23.814047　　　65 歳…　22.972879

②　翌年以降の決定額

　　　※ 3　  各年の 9 月 30 日における終身退職年金額×同日における受給権者の年齢（各年の 3 月 31 日における受給権者の年齢に 
 1 歳を加えた年齢）に対して適用される終身年金現価率

有期退職年金

①　給付事由が生じた日の属する年の決定額

有期退職年金額　＝
有期退職年金算定基礎額※１

受給残月数※２の区分に応じた有期年金現価率※３

　　　※ 1　 有期退職年金算定基礎額：給付算定基礎額× 1/2（組合員期間が 10 年未満であるときは、1/4。なお、「10 年未満」を判
断する際には、平成 27 年 9 月以前の組合員期間を含みます。）

　　　※ 2　 受給残月数：（240月または120月－当該年の9月分までの有期退職年金の受給月数）により計算した受給残月数をいいます。
ただし、1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に給付事由が生じた場合には、240 月または 120 月をその年の 9 月 30 日までの
受給残月数とします。

　　　※ 3　 有期年金現価率：基準利率等を勘案して、支給残月数の期間において一定額の年金を支給することとした場合の年金額を
計算するための率として、毎年９月 30 日までに連合会の定款で定められる率で、受給残月数に応じて月単位で設定され
ています。
（例）有期年金現価率
（適用期間：令和 4 年 10 月 1 日～ 5 年 9 月 30 日）

240 月…　19.959725　　　120 月…　9.989841
228 月…　18.963633　　　108 月…　8.991756
216 月…　17.967343　　　 96 月…　7.993471

終身退職年金額　＝
各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額※３

各年の10月1日における受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率
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②　翌年以降の決定額

有期退職年金額　＝
各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額※４

各年の10月1日における支給残月数に応じた有期年金現価率

　　　※ 4　 各年の 9 月 30 日における有期退職年金額×同年の 10 月 1 日における受給残月数に対して同年の 9 月 30 日において適用

される有期年金現価率

★有期退職年金については、次のとおり、一時金を選択することも可能です。

有期退職年金に代わる一時金

　有期退職年金の給付事由発生後 6 月以内に、受給権者の方が退職年金の請求と同時に請求した場合には、20 年（240
月）または 10 年（120 月）の支給期間の有期退職年金に代えて、一時金を選択することができます。

一時金額　＝ 給付事由発生日における有期退職年金算定基礎額

●在職支給停止
　退職年金の受給権者の方が組合員であるときは、その間、当該年金の支給が停止（中断）されます（一時金は除
かれます）。

●支給の繰下げ
　退職年金の受給権を有する方は、希望するときから退職年金を繰り下げて受ける申出をすることができ、申出の
翌月から退職年金を受けることができます。
　この繰下げの申出については、終身退職年金と有期退職年金（有期退職年金に代わる一時金も含みます）を同時
に行うこととなります。

●支給の繰上げ
　当分の間、1 年以上の組合員期間を有し、かつ、退職している者は、60 歳以上 65 歳に達する日の前日までの間
の希望するときから、退職年金を繰り上げて受けることができます。
　この繰上げの請求については、終身退職年金と有期退職年金（有期退職年金に代わる一時金も含みます）を同時
に行うこととなります。

  3．公務障害年金

●受給要件
　次の①から③までのすべての要件を満たしているときに支給されます。

①　公務により病気にかかり、または負傷した方であること
②　�その病気または負傷にかかる傷病（以降「公務傷病」といいます。）についての初診日※ 1において
組合員であること

③　�障害認定日※ 2において、その公務傷病により、障害等級１級から３級まで※ 3に該当する障害状態
であること

　なお、通勤災害は対象となりません。
　　※ 1　 該当する病気または負傷にかかる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいい、平成 27 年 10 月 1 日以

降の日に限ります。
　　※ 2　 次に掲げる日のいずれかの日をいいます。
　　　　　• 初診日から起算して 1 年 6 か月を経過した日
　　　　　• 初診日から起算して 1 年 6 か月を経過するまでにその公務傷病が治ったときは、その治った日
　　　　　• 初診日から起算して 1 年 6 か月を経過するまでにその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは、その

状態に至った日
　　※ 3　 厚生年金保険における障害等級（108 頁参照）と同様です。
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●年金額

　各年度の年金額については、「調整率」※ 6 に基づき、国民年金並びのスライド改定が行われます。
　ただし、上記により計算した金額が、次の障害等級に応じた額より少ないときは、それぞれの額が年金額となり
ます（最低保障）。

公務障害年金額　＝

≪令和4年度価格≫

・障害等級１級：4,135,990�円　　
・障害等級２級：2,554,541�円　　−　厚生年金相当額※7

・障害等級３級：2,311,318�円　　

公務障害年金算定基礎額※4

×調整率※6

受給権者の年齢区分※5に応じた終身年金現価率

　　　※ 4　公務障害年金算定基礎額は、次の ① または ②のいずれかになります。
　　　　　 なお、使用する組合員期間は、すべて平成 27 年 10 月 1 日以降のものに限ります。
　　　　　 ①　組合員期間が 300 月以下の場合
　　　　　 　　給付算定基礎額× 5.334（１級の場合は、8.001）× 300 ／組合員期間月数
　　　　　 ②　組合員期間が 300 月を超える場合
　　　　　 　　｛給付算定基礎額× 5.334（１級の場合は、8.001）× 300 ／組合員期間月数｝＋｛給付算定基礎額
　　　　　 　　（１級の場合は、× 1.25）×（組合員期間月数－ 300）／組合員期間月数｝
　　　※ 5　 公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢を基準とした区分となります。
　　　　　 ただし、64 歳（当分の間 59 歳）に満たないときは、64 歳（当分の間 59 歳）を基準とした区分となります。
　　　※ 6　次の計算により求めた率です。

　　　　　 なお、調整率の見直しは、毎年、4 月分以降の年金について実施されます。
　　　※ 7　 公務障害年金以外に受けている障害厚生年金等の額（2 以上の年金をあわせて受けることができる場合はその合計額）の

うち、最も高い額をいいます。

●在職支給停止
　公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、その間、当該年金の支給が停止されます。
　ただし、障害厚生年金は支給されます。

  4．公務遺族年金

●受給要件
　組合員の方や組合員であった方が次の①から③のいずれかに該当したときに、その方の遺族※ 1 の方に公務遺族
年金が支給されます。

①　�組合員が公務による病気または負傷にかかる傷病（以降「公務傷病」といいます。）により死亡したとき
②　�組合員が退職後、組合員期間中の初診日※ 2がある公務傷病により、初診日※ 2から 5年以内に死亡した
とき（1年以上の引き続く組合員期間を有し、公的年金の加入期間が 25年以上ある方の場合は、組合員が
退職後、組合員期間中の初診日※ 2がある公務傷病により死亡したとき）

③　�１級または２級の公務障害年金の受給権者が、公務障害年金の受給権発生の原因となった公務傷病により死
亡したとき（1年以上の引き続く組合員期間を有し、公的年金の加入期間が 25年以上ある方の場合は、公
務障害年金の受給権者が、公務障害年金の受給権発生の原因となった公務傷病により死亡したとき）

　なお、通勤災害は対象となりません。

調整率　＝
公務障害年金を支給する各年度における国民年金法の改定率

公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における国民年金法の改定率

�
�
�

年金
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施行日（H27.10.1）
障害認定日（1級～3級に該当）

公務障害年金

▲ ▲初診日（公務傷病）

組合員期間

<例>
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※ 1　 遺族の範囲と順位
遺族の範囲と順位は遺族厚生年金にかかる遺族と同様になりますが、例外として、海上保安官等職務内容の特殊な職員が、生命
または身体に対する高度の危険が予測される状況下において一定の職務を遂行し、そのため公務上死亡した場合には、その死亡
した方と生計を共にしていた配偶者、子および父母は、遺族厚生年金の遺族の要件に当てはまらなくても、遺族に該当するもの
として扱われます。なお、この場合、夫および父母に関しては「死亡時 55 歳以上」の要件も必要がなく、また、１・２級の障害
状態にある子および孫については 20 歳になっても失権しません。

※ 2　初診日について
該当する病気または負傷にかかる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。また、初診日がない場
合には、死亡の原因となった傷病の発した日を初診日として取り扱うものとします。なお、いずれの日も平成 27 年 10 月 1 日以
降である必要があります。

施行日（H27.10.1）
公務傷病により死亡

公務遺族年金

▲ ▲初診日（公務傷病）

組合員期間

<例>

●年金額

　各年度の年金額については、「調整率」※ 5 に基づき、国民年金並びのスライド改定が行われます。

　ただし、上記により計算した金額が、次により計算した金額より少ないときは、この計算による金額が年金額と
なります（最低保障）。

　　　※ 3　公務遺族年金算定基礎額は、次の①または②のいずれかになります。
　　　　　 なお、使用する組合員期間は、すべて平成 27 年 10 月 1 日以降のものに限ります。
　　　　　 ①　組合員期間が 300 月未満の場合　　　給付算定基礎額 × 2.25 × 300 ／組合員期間月額
　　　　　 ②　組合員期間が 300 月以上の場合　　　給付算定基礎額 × 2.25
　　　※ 4　公務遺族年金の給付事由が生じた日における年齢を基準とした区分となります。
　　　　　 ただし、64 歳（当分の間 59 歳）に満たないときは、64 歳（当分の間 59 歳）を基準とした区分となります。
　　　※ 5　次の計算により求めた率です。

　　　※ 6　 公務遺族年金以外に受けている遺族厚生年金等の額（2 以上の年金をあわせて受けることができる場合はその合計額）の
うち、最も高い額をいいます。

  5．退職等年金給付の保険料率など

　①　退職等年金給付の保険料率等は次のとおりです。
保険料率（うち本人負担分） 1.50％（0.75％）

付�与�率 1.50％
基準利率 0.02％

　②　主な終身年金現価率
　　　61 歳：「26.387216」、65 歳：「22.972879」、75 歳：「14.749085」、85 歳：「7.728063」
　③　主な有期年金現価率
　　　240 月（20 年）：「19.959725」、120 月（10 年）：「9.989841」

公務遺族年金額　＝
公務遺族年金算定基礎額※3

死亡者の年齢区分※4に応じた終身年金現価率
×調整率※5

≪令和４年度価格≫

1,033,948�円　−　厚生年金相当額※6

調整率　＝
公務遺族年金を支給する各年度における国民年金法の改定率

公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における国民年金法の改定率

（いずれも令和 4年 10 月 1日現在）
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●離婚時の年金分割制度（合意分割）
　離婚時の年金の分割制度とは、平成 19 年 4 月以降に離婚等（注１）をした場合において、当事者間の合意また
は裁判手続きにより、分割請求をすることおよび請求する按分割合を定めたときに、当事者それぞれの婚姻期間中
の標準報酬総額（注２）を比べて、多い方から少ない方へ標準報酬月額および標準賞与額（以下「標準報酬月額等」
といいます。）を分割することができる制度のことをいいます。
　なお、按分割合は 50％が上限となり、原則、離婚等をしたときから 2 年を経過すると、分割の請求はできなくな
ります。
　（注１）離婚等とは、離婚、婚姻の取消しおよび省令で定める事由をいいます（以下同じ）。
　（注２）�当事者が第 2号厚生年金被保険者期間以外に他の種別の厚生年金被保険者期間を有しているときは、婚姻期間中のすべての

種別の厚生年金被保険者期間にかかる標準報酬総額が対象となります。

●国民年金の第３号被保険者期間にかかる年金分割制度（３号分割）
　国民年金の第３号被保険者期間にかかる年金分割制度は、厚生年金の被保険者の方が国民年金の第３号被保険者
である被扶養配偶者の方を有する場合において、平成 20 年 5 月以降に離婚等をし、その後その被扶養配偶者であ
った方からの請求により、平成 20 年 4 月以降の国民年金の第３号被保険者期間にかかる厚生年金の被保険者の方の
標準報酬月額等（注）の 2 分の 1 を分割することができる制度のことをいいます。
　なお、原則、離婚等をしたときから 2 年を経過すると、この分割の請求はできなくなります。
　（注）第 2号厚生年金被保険者期間以外の他の種別の被保険者期間にかかる標準報酬月額等も含まれます。

●「合意分割」と「３号分割」との主な相違点
合意分割 ３号分割

制度の開始時期 平成 19年 4月 1日 平成 20年 4月 1日
分割の対象となる離婚等 平成 19年 4月 1日以降の離婚等 平成 20年 5月 1日以降の離婚等

分割の対象 婚姻期間中の当事者の標準報酬月額等
婚姻期間のうち、平成20年 4月1日以降の第３号
被保険者であった期間中の厚生年金の被保険者の標
準報酬月額等

分割の方法
婚姻期間中の標準報酬総額の多い方から、少ない
方へ分割

第３号被保険者期間中に厚生年金の被保険者で
あった方から、第３号被保険者であった方に分割

分割の割合
上限 1/2
（当事者間の合意または裁判手続きにより定めら
れた割合）

一律 1/2
（当事者間の合意等は不要）

分割の請求ができる方 当事者双方またはいずれか一方 第３号被保険者であった方

離婚時の年金分割制度
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1　　　は併給調整が行われることを示します。
2　　　　　　　内の年金どうしは併給できます。　
　���ただし、2号障害厚生年金と１号障害厚生年金のように併給できない場合があります。
3　�65 歳以上の方が受給する遺族給付（2号遺族厚生年金、１号遺族厚生年金）と老齢基礎年金は併給できます。
4　��65歳以上の方が受給する老齢厚生年金または遺族厚生年金に対しては障害基礎年金が併給できます（ただし、この場合は前記3にか
かわらず老齢基礎年金は支給停止となります）。

5　�65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有する場合は、自身の老齢厚生年金を優先的に支給し、差額があればその差額を
遺族厚生年金として支給することになります。

老 齢 基 礎 年 金

遺族厚生年金
（基本額）

65歳以降

遺族厚生年金（基本額）と
老齢厚生年金（全額）との差額

遺族厚生年金（差額）

老齢厚生年金（全額）

　現在の年金制度では、一人一年金が原則とされています。
　したがって、2 つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか１つの年金を選択して受け
ることになり、他方の年金は支給停止となります。これを「併給調整」といいます。
　ただし、第 2 号厚生年金被保険者期間にかかる老齢厚生年金と第 1 号厚生年金被保険者期間にかかる老齢厚生年
金のように、老齢という同一の事由に基づいて発生する年金については、あわせて受けることができます。
　併給調整による年金の選択関係は、概ね次のようになります。

●2号老齢厚生年金

●1号老齢厚生年金

●老齢基礎年金

●2号遺族厚生年金

●1号遺族厚生年金

●遺族基礎年金

●2号障害厚生年金

●障害基礎年金

年金の併給調整

●2号老齢厚生年金

●1号老齢厚生年金

●老齢基礎年金

●2号遺族厚生年金

●1号遺族厚生年金

●遺族基礎年金

●2号障害厚生年金

●障害基礎年金

年
金
の
併
給
調
整
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　老齢厚生年金などの公的年金は、所得税法上「雑所得」として、年金の支払いの際に所得税および復興特別所得税
が源泉徴収されることになっています。
　なお、遺族厚生年金や障害厚生年金などの年金には所得税は課税されません。

  1.　所得税の源泉徴収について

（1）源泉徴収の際の所得控除
　 　その年中に連合会から受ける老齢厚生年金等の支給額が源泉徴収の対象となる年金額（の見込み）のとき、連合

会の年金の支給額から所得控除（配偶者控除、扶養控除などの人的控除）を受けることを希望する場合は、年金の
決定を受けようとする時に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（以下「扶養親族等申告書」といいます。）」
を連合会に提出してください。

　　ただし、扶養親族等申告書の提出の有無にかかわらず、基礎的控除は適用になります。
　 　年金決定後は、源泉徴収の対象となる方へ、毎年 10 月上旬に連合会より「扶養親族等申告書」をお送りします。

｢ 扶養親族等申告書」を連合会に提出する場合の提出期限は、10 月末日です。

（2）源泉徴収の対象となる年金額
　 　源泉徴収の対象となるのは、その年中に受ける年金の支給額が、65 歳未満の方については 108 万円以上、65 歳以

上の方については 158 万円（老齢基礎年金の受給対象である方は 80 万円）以上のときです。

  2.　源泉徴収税額の計算について

　各定期支給期月の源泉徴収税額は、次の計算式により求めます。

（1）「扶養親族等申告書」を提出した方の場合
　◎ 源泉徴収税額の計算
　　 源泉徴収税額＝（2 か月分の支給額－ 1 か月分の控除額※× 2）× 5 ％
　　 
　　 ※控除額の計算
　　 　控除額＝基礎的控除額（月額）＋人的控除額（月額）

（2 ）平成 25 年から令和 19 年までの各年分の年金については、「復興特別所得税」として、前記（1）により算出した
所得税とあわせて、次の式により算出された税額が源泉徴収されます。

　　��復興特別所得税　＝　年金から源泉徴収される所得税額　×　2.1%

　　所得税の源泉徴収額の計算例については、『知っておきたい厚生年金・退職等年金給付』をご覧ください。

  3.　確定申告について

　老齢厚生年金などの公的年金は、所得税法上「雑所得」として、年金支給の際に所得税の源泉徴収を行いますが、
給与所得のように「年末調整」による税額の精算を行いません。
　老齢厚生年金のほかに給与所得等がある場合には、年金と給与所得等からのそれぞれの徴収税額を合算した「合計
税額」と、年金と給与所得等とを合算した所得の総額に対する「年税額」との過不足額を確定申告で精算することに
なります。
　また、その年の所得が年金だけの場合でも、雑損控除、医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除、住宅取得
等特別控除などを受けられるときは、確定申告で精算することになります。
　なお、公的年金等の収入金額（年金額）の合計が 400 万円以下で、かつ、公的年金以外の所得金額が 20 万円以下で
ある場合は、確定申告は原則として不要になりましたが、市区町村への住民税の申告が必要です。

年金にかかる税金

年
金
に
か
か
る
税
金
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　特別支給の老齢厚生年金などの 65 歳になるまでの老齢年金を受けている方が失業給付（雇用保険法による基本手当）
を受けるために、公共職業安定所に求職の申込みをしたときは、老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当等との給
付調整により、老齢厚生年金の支給が停止されます。
　また、特別支給の老齢厚生年金などの 65 歳になるまでの老齢年金を受けている方が厚生年金の被保険者である間に、
雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けるようになると、その間、老齢厚生年金の全部または一部の支給が停止
されます。

  1.　老齢厚生年金と失業給付との調整

（1）基本的な調整のしくみ
　 　年金の支給が停止される期間は、求職の申込みをした日の属する月の翌月から、その求職の申込みにかかる失業

給付の受給期間が経過した日の属する月または失業給付の所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月のいず
れか早い月までの間となっています。

 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

離 職 年 月 日：令和4年5月15日 求 職 申 込 日：令和4年5月20日
受給期間満了日：令和5年5月15日
所定給付日数：90日

⇒

基本的な調整のしくみ〈例〉

年金停止月の解除〈例〉

 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

失業給付

年金給付

月

区分 離職 求職の申込み
▲ ▲

離職 求職の申込み
▲ ▲

受給期間満了
▲

支給 支給支給停止

受　　給

失業給付

年金給付

月

区分 受給期間満了
▲

支給 支給支給停止 停止解除

90日

　この場合の年金の支給が停止される期間は、求職の申込日（令和 4 年 5 月 20 日）の属する月の翌月の令和 4 年 6
月から受給期間が経過した日（令和 5 年 5 月 16 日）の属する月である令和 5 年 5 月までとなります。

（2）年金の支給停止月の解除月数の計算
　 　失業給付を 1 日でも受給した月があると、１か月分の年金の支給が停止されるため、失業給付の受給が終了した

あとに、年金の支給が必要以上に停止されないように事後精算を行います。
　 　この事後精算のしくみにより、年金の支給が停止された期間について、失業給付の受給期間または所定給付日数

が経過するに至った時点で、実際に失業給付が支給された月数よりも年金の支給が停止された月数が多い場合（次
の式によって計算した支給停止解除月数が１以上であるとき）には、年金が支給停止となった月数のうち、その支
給停止解除月数に相当する月数分の老齢厚生年金が遡って支給されることとなります。
����

年金停止月の解除月数＝年金停止月数−停止対象給付日数÷30

　（注）　停止対象給付日数を30で割って得た数に１未満の端数があるときは、これを１に切り上げます。

 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

離 職 年 月 日：令和4年5月15日 求 職 申 込 日：令和4年5月20日
受給期間満了日：令和5年5月15日
所定給付日数：90日

⇒

基本的な調整のしくみ〈例〉

年金停止月の解除〈例〉

 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

失業給付

年金給付

月

区分 離職 求職の申込み
▲ ▲

離職 求職の申込み
▲ ▲

受給期間満了
▲

支給 支給支給停止

受　　給

失業給付

年金給付

月

区分 受給期間満了
▲

支給 支給支給停止 停止解除

90日

　年金の支給が 12 か月間停止され、失業給付を 90 日分受けた場合は、
  
年金の停止月の解除月数＝12−（90÷ 30）＝ 12− 3＝ 9

となることから、遡って 9 か月の支給停止が解除されます。
　支給停止が解除される月は、受給期間が満了する月の直近の 5 月から遡って 9 月までの 9 か月となります。

老齢厚生年金と雇用保険法等による給付との調整

老
齢
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  2.　老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整

　 　特別支給の老齢厚生年金などの 65 歳になるまでの老齢年金を受けている方が、雇用保険法による高年齢雇用継続
給付を受けた場合には、老齢厚生年金の在職支給停止額（103 頁をご覧ください）と下記の調整額を合算した額の支
給が停止されます。

　「高年齢雇用継続給付」は、雇用保険の被保険者であった期間が５年以上ある 60 歳以上 65 歳未満の雇用保険
の被保険者で、賃金額が 60歳に達した時の賃金の 75％未満となった方に支給されます。
　なお、「高年齢雇用継続給付」には、基本手当を受けないで雇用を継続した場合に支給される「高年齢雇用継
続基本給付金」のほかに、基本手当を受給した後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」があり
ます。

（1）賃金との調整
　老齢厚生年金は、原則として、被保険者である間は年金の支給は停止されることになっていますが、被保険者
であっても、その方の年金の月額と総報酬月額相当額の合計額によっては、年金の一部が支給されることがあり
ます（103 頁をご覧ください）。

（2）高年齢雇用継続給付との調整
　高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、賃金との調整（被保険者である間の老齢厚生年金の在職支給停止）
に加えて、さらに高年齢雇用継続給付の給付額に応じて年金額の一部が支給停止されます。
　高年齢雇用継続給付との調整により支給停止される年金額は、最高で賃金（標準報酬月額）の 6％に当たる額
です。

▼60歳 ▼64歳（受給権発生） ▼65歳

賃　　金 賃金（75％未満に低下）

老齢厚生年金
（在職中一部支給)

高年齢雇用継続給付

支給停止

⑴  在職による支給停止

⑵  高年齢雇用継続給付受給による支給停止

支給停止（調整額×12）

再雇用

2号老齢厚生年金　在職中一部支給

高年齢雇用継続給付　受給

高年齢雇用継続給付との調整が行われない場合

再雇用後厚生年金保険適用

退職共済年金　支給

高年齢雇用継続給付　受給

厚生年金保険の被保険者組合員

第2号厚生年金被保険者第2号厚生年金被保険者

退職

退職

老
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  1．特別支給の老齢厚生年金の請求手続き

　特別支給の老齢厚生年金の受給要件（97 頁をご覧ください）を満たした方が、年金の請求手続きに必要な「年金
請求書」については、通常、年金の支給開始年齢に達する月の 3 か月前に、その時点で加入している厚生年金の種
別の実施機関（厚生年金に加入していないときは、最後に加入していた厚生年金の種別の実施機関）からご本人へ
送付されることになっていますので、この「年金請求書」が送付されましたら必要事項を記入し、添付書類をご用
意の上、各省等の共済組合または連合会、さらには最寄りの年金事務所など、請求者ご本人が希望される窓口へ提
出してください。
　なお、老齢厚生年金の決定と支給は、年金の加入期間に応じてそれぞれの実施機関が行うこととなっており、国
家公務員共済組合の加入期間にかかる老齢厚生年金の決定と支給は、連合会が行います。
　この年金の請求手続きについては、公務員のほかに民間会社や私立学校などの年金の加入期間がある場合であっ
ても、すべての実施機関で共通の「年金請求書」により 1 か所の請求窓口で行うことが可能となっています。

請求書の提出

他実施機関にて決定

連　合　会

他　実　施　機　関

請　求　者

共済組合または連合会

連　合　会　受　付

連合会にて決定

「年金証書」 「年金支払通知書」
の発行

最寄りの年金事務所など
いずれの実施機関へも提
出することが可能です。

他実施機関の加入期間がある場合、
請求書を他実施機関へ電子回付

請求書事前送付

（年金請求時点における加入履歴の最後が国家公務員の方の場合）

【昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方の特別支給の老齢厚生年金の請求手続きについて】
　64歳に達する 3か月前に、その時点で加入している厚生年金の種別の実施機関（厚生年金に加入していな
いときは、最後に加入していた厚生年金の種別の実施機関）から「年金請求書」がご本人へ送付されますので、
この「年金請求書」に必要事項を記入し、年金の請求を行ってください。
　なお、年金の請求手続きは、各省等の共済組合または連合会、さらには年金事務所など、請求者ご本人が希
望される請求窓口で行うことが可能となっています。

（注）生年月日に応じた支給開始年齢については、97頁をご覧ください。

  2．年金の定期支給期月と支給額および定期支給日

●定期支給期月と支給日
　年金は、2 月、4 月、6 月、8 月、10 月および 12 月の年 6 回の各定期支給期月の 15 日に、それぞれの前々月分およ
び前月分の 2 か月分が支払われます。なお、15 日が土曜日または日曜日である場合は、金曜日に繰り上げて支給します。

定期支給期月 2月
前年の12月分
1月分

2月分
3月分

4月分
5月分

6月分
7月分

8月分
9月分

10月分
11月分

4月 6月 8月 10月 12月

支払われる年金

●年金の振込先
　年金は、年金請求書に記入された本人名義の受取口座に振り込まれます。
　また、年金の振込先として、公金受取口座をお申し出いただくことができます。

年金を受けるための請求手続き
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年金に関する届出

　年金を定期支給期月に遅滞なく受けるためには、毎年届出が必要なものや、一身上に異動があったとき、または
金融機関や住所等に変更があったときに、必ず届け出ていただく用紙があります。
　なお、届出用紙の提出は連合会だけでなく、他の実施機関（年金事務所等）でも受け付けします。
　「届出用紙」は、ＫＫＲホームページ（https://www.kkr.or.jp/nenkin/dl/）からもダウンロードができますので、
どうぞご利用ください。

  1．毎年届出が必要な用紙（連合会から送付します）

年金額に加給年金額が加算されている方

届出用紙 連合会からの
用紙の送付時期 提出期限 内　　容 注意事項

加給年金額対象
者にかかる届出

誕生月の
前月下旬

誕生月の
末日　

加給年金額対象
者の現況の確認

提出期限までに提出がない場合は、加給年金額の支給を一
時見合わせることになりますので、必ずご提出ください。

  2．一身上に異動があったとき

異　動　の　事　由

○公務員として再就職したとき

○受給権者が所在不明となったとき

届出用紙 添 付 書 類

再就職届

年金受給権者
所在不明届

加算額・加給年金額
対象者不該当届

老齢・障害給付加給年金額
支給事由停止該当届

年金証書

年金証書

必要ありません。

○加給年金額の加算の対象となっている配偶者
や子に次のような異動があったとき

①死亡したとき
②受給権者によって生計が維持されなくなったとき
③配偶者が離婚または婚姻の取消しをしたとき
④子が受給権者の配偶者以外の方の養子となったとき
⑤養子縁組による子が離縁したとき
⑥子が婚姻したとき

⑦加給年金額の対象となっている配偶者が、老齢厚生年金（単独ま
たは複数の老齢厚生年金の算定基礎期間が合算して２４０月以
上）の決定を受けたとき、または、障害厚生年金、障害基礎年金を受
けたとき

※受給権者が死亡したときは、連合会に電話または文書でご連絡ください。 連合会より手続きに必要な書類を郵送いたします。

  3．年金の受取口座などに変更があったとき

必要ありません。

・年金証書
・市区町村長の証明書
 または戸籍抄本

受取金融機関を変更したとき

変更の事由 届出用紙 添付書類 注意事項

受給権者が氏名を改めたとき

年金受給権者　受取機関変更届 通帳のコピー等
（注）が必要です。

（注）年金の振込先として公金受取口座を希望される場合に限り、通帳のコピー等の添付書類が不要となります。

年金受給権者　氏名変更届

＜住所の変更について＞
　転居したときや住所表示の変更があったときについては、連合会において定期的に「住民基本台帳ネットワーク
システム」より住民票の情報を取得するため、届出は原則不要です。
※ 住民票の住所と違う場所にお住まいの方や住民票の住所にマンション名や部屋番号がない方などは「年金受給権

者住所変更届」の提出が必要です。
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いいえ   は い

組  合  員

退職時  60歳未満

再就職する

配偶者の扶養者になる

本人

配偶者

どこにも
勤務しない 自 営 業

配偶者の方は既に国民年金の第2号
被保険者となっていますので手続
きは必要ありません。

国民年金の第3号被保険者となり、
配偶者が勤務している事業主また
は共済組合が手続きを行います。

60歳未満の配偶者はご自身で国民年
金（第1号被保険者）の加入手続きを
お住まいの市区役所または町村役場
で行い、60歳まで加入する必要があ
ります。（注２）

ご自身で国民年金（第1号被保険者）
の加入手続きをお住まいの市区役所
または町村役場で行い、60歳まで加
入する必要があります。

60歳未満の被扶養配偶者の国民年金
（第3号被保険者）への加入手続きは、
事業主または共済組合が行います。
（注２）

厚生年金保険に加入と同時に国民年
金の第2号被保険者になり、加入手続
きは、事業主または共済組合が行いま
す。（注１）

厚生年金保険の被保険者となる

　組合員の方が 60 歳前に退職した場合、退職後の状況により、公的年金制度への加入手続きが必要です。
　なお、配偶者がいる方は、ご自身のみならず、配偶者の方も手続きを行っていただく必要がある場合があります。

（注１）�厚生年金保険に非加入の場合は、ご自身で国民年金の加入手続きを行う必要があります。
（注２）��配偶者の方が厚生年金の被保険者である場合は、既に国民年金の第２号被保険者となっていますので、手続きは

必要ありません。

60 歳未満で退職した場合の国民年金の手続き

６０
歳
未
満
で
退
職
し
た
場
合
の
国
民
年
金
の
手
続
き
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ねんきん定期便

「ねんきん定期便」は、毎年、厚生年金保険および国民年金の加入者（被保険者）の方に送付されます。
「ねんきん定期便」により、過去の保険料納付実績や将来の老齢年金の見込額等を確認することができます。

35 歳、45 歳、59 歳以外の方
ハガキ様式の「ねんきん定期便」が送付されます。
　　　　　　（直近で加入している厚生年金の種別の実施機関から毎年誕生月の下旬に送付）

【ねんきん定期便でお知らせする内容】
これまでの年金加入期間
老齢年金の見込額
50歳以上の方・・・現在の加入条件で 60歳到達後の 3月まで加入したものと仮定した額
50歳未満の方・・・これまでの加入実績に応じた額
直近1年間の標準報酬月額および保険料納付額等
これまでの保険料納付額（累計額）

35 歳、45 歳、59 歳の方
封書の「ねんきん定期便」が送付されます。
　　　（直近で加入している厚生年金の種別の実施機関から誕生月の下旬に送付）

【ねんきん定期便でお知らせする内容】
これまでの年金加入期間
老齢年金の見込額
50歳以上の方・・・現在の加入条件で 60歳到達後の 3月まで加入したものと仮定した額
50歳未満の方・・・これまでの加入実績に応じた額
これまでの年金加入履歴
これまでの標準報酬月額と保険料納付額の月別状況
これまでの国民年金保険料納付状況（国民年金加入歴のある方のみ）

ね
ん
き
ん
定
期
便
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参考（厚生年金の計算の基礎）
　厚生年金の額は、原則として「厚生年金被保険者期間（国家公務員共済組合の組合員期間は「第 2 号厚生年金被
保険者期間」となります。）の月数」と「平均標準報酬月額と平均標準報酬額」をもとに計算します。

  第 2 号厚生年金被保険者期間の計算

　第 2 号厚生年金被保険者期間は、公務員等として「就職した月」から「退職した月の前月（月の末日に退職した
ときはその月）」までの期間の月数によって計算します。

昭
和
58
・４・１

令
和
５
・３・
31

就職 退職

40年（480月）

  平均標準報酬月額と平均標準報酬額

　厚生年金の額の計算については、次に掲げる「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」を基礎として計算します。

（1 ）平均標準報酬月額（平成 15 年 3 月以前の第 2 号厚生年金被保険者期間が対象）
   　平均標準報酬月額は、基本的には次の計算式のとおり、年金額の計算の基礎となる平成 15 年 3 月以前の第 2 号

厚生年金被保険者期間にかかる「各月の標準報酬月額の総額」をその期間の月数で割ったものです。

平均標準報酬月額　=
平成15年３月以前の各月の標準報酬月額の総額

平成15年３月以前の
第２号厚生年金被保険者期間の月数

（2 ）平均標準報酬額（平成 15 年 4 月以降の第 2 号厚生年金被保険者期間が対象）
   　平均標準報酬額は、年金額の計算の基礎となる平成 15 年 4 月以降の第 2 号厚生年金被保険者期間にかかる「各

月の標準報酬月額の総額」と「標準賞与額の総額」の合計額を、その第 2 号厚生年金被保険者期間の月数で割っ

たものです。

平均標準報酬額　=

平成15年4月以降の各月の標準報酬月額の総額
＋標準賞与額の総額

平成15年４月以降の
第２号厚生年金被保険者期間の月数

参
考
（
厚
生
年
金
の
計
算
の
基
礎
）
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　国家公務員共済組合法が施行された昭和 34 年当時 1,006 千人であった組合員数（平成 27 年度以降は第 2 号厚生
年金被保険者数）は、昭和 56 年度の 1,179 千人をピークに減少傾向にありましたが、平成 26 年度以降増加傾向と
なり、令和３年度末で 1,086 千人となっています。

　一方、昭和 34 年当時 20 千人であった全年金受給権者数は、概ね増加傾向にあり、令和３年度末で 1,320 千人（う
ち老齢・退職共済年金受給権者数は 957 千人）となっています。

（人）
平成 29年度末 平成 30年度末 令和元年度末 令和 2年度末 令和３年度末

　退職年金
終身退職年金 5,984 10,044 15,561 27,529 41,792
有期退職年金 2,934 4,602 7,003 13,279 20,731
退職年金計 5,984 10,044 15,561 27,529 41,792

公務障害年金 1 5 14 22 37
公務遺族年金 55 87 120 148 168
年金合計 6,040 10,136 15,695 27,699 41,997

組合員数と厚生年金（共済年金含む）の年金受給権者数の推移

退職等年金給付の年金受給権者数の推移

（注）　「老齢・退職共済年金受給権者数」は、老齢厚生年金、退職共済年金等を集計しています。
　　　また、「全年金受給権者数」と「老齢・退職共済年金受給権者数」との差は、遺族厚生年金及び遺族共済年金受給権者等です。

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

全年金受給権者数組合員数（第 2号厚生年金被保険者数）

29 30 2 32615平成 45645昭和 34
年度→

老齢・退職共済年金受給権者数

（千人）

↑
人
員

令和元

1,091
1,130

1,179
1,149

1,006

678

543

312

121

14

933

707

398

155

20

1,061

923

1,262

1,071

940

1,293

1,073 1,078

956 942

1,303

1,084

948

1,312

1,086

957

1,3201,314

（注）　「退職年金計」及び「年金合計」欄は、終身退職年金と有期退職年金をともに受給している方は1名として集計しています。

組
合
員
数
と
年
金
受
給
権
者
数
の
推
移
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年金相談　年金のお問い合わせは、来訪・電話および手紙で

　年金に関するお問い合わせは、第２号厚生年金被保険者、年金受給者の方などを対象に、来訪、電話およ
び手紙により、年金部年金相談室で受け付けております。
　また、毎年、全国各地で年金相談会を開催しております。全国年金相談会およびリモート年金相談会の開
催日程等につきましては、KKR ホームページ https://www.kkr.or.jp/ に掲載しているほか、第２号厚生年
金被保険者の皆様には広報紙「ＫＫＲ」、年金受給者の皆様には「KKR 年金だより」にてお知らせしており
ます（全国年金相談会およびリモート年金相談会は事前の予約が必要です）。

【年金相談にあたってのお願い】

来訪による相談
年金相談室
全国年金相談会

◆�ご本人であることが確認できる書類（年金証書、年金支払通知書、共済組合員証、
運転免許証等）をお持ちください。
◆�年金相談は、ご本人からの依頼があれば、ご家族の方でも受け付けております。�
　ご本人からの「委任状」（ご本人の基礎年金番号または長期組合員番号 ･住所・氏名・
生年月日、相談依頼内容、ご本人が来訪できない理由、委任される方の住所・氏名、
ご本人との続柄を記入のうえ、ご本人が署名・捺印されたもの）および委任された
方ご自身の確認書類（健康保険証、運転免許証等）をお持ちください。

電話・手紙
による相談

電話による相談にあたっては、次のことをお伺いします。
また、手紙による相談では、次のことを明記してください。
◆ご本人の場合・・・�基礎年金番号または長期組合員番号、住所、氏名（フリガナ）、

生年月日、電話番号および相談内容
◆�ご家族の場合・・・�上記のほか、ご家族の氏名、生年月日、ご本人との続柄、ご本人

が直接相談することができない理由など（内容によっては委任状
が必要になる場合があります）

KKRホームページによる照会等 全国年金相談会および
リモート年金相談会での相談

・よくある質問Q&A
・各種届出用紙のダウンロードなど

来訪、電話、手紙による相談

国家公務員共済組合連合会　年金部年金相談室
〒 102-8082　東京都千代田区九段南 1-1-10　九段合同庁舎　1階

※�来訪による年金相談受付は土日祝日、年末年始を除く午前9時から午後5時30分までです
　（予約は不要です）。

国家公務員共済組合連合会
KKRホームページ
https://www.kkr.or.jp/

全国年金相談会
（事前予約制）

　�最新の開催日程等はKKRホー
ムページ等をご覧ください。検�索kkr

第２号厚生年金被保険者 ･年金受給者の方など

0570-080-556（ナビダイヤル）
0570 におかけになれない場合等
03-3265-8155（一般電話）

「　　　　　年金相談ダイヤル」

年
金
相
談
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国家公務員共済組合連合会

  総務部　　　　　　経理部　　　　資金運用部　　運用リスク管理室　　監査室　　　　年金企画部　　　

  情報システム部　　職員部　　　　病院部　　　　旧令病院部　　　　　宿泊事業部　　管財・営繕部

  特定事業部　　　　職員共済組合本部

  年金部

  特定事業部 旧令年金課

九段合同庁舎周辺MAP

〒 102-8081　東京都千代田区九段南 1-1-10　九段合同庁舎
☎ 03-3222-1841（代表）

〒 102-8082　東京都千代田区九段南 1-1-10　九段合同庁舎

☎ 03-3265-8141（代表）

〒 102-8083　東京都千代田区九段南 1-1-10　九段合同庁舎

☎ 03-3265-8141（代表）

年金に関するご相談は

0570-080-556（ナビダイヤル）または03-3265-8155

北の丸公園

首都高速道路

大手濠

清水濠牛ヶ淵

共立女子大学
（共立講堂）

如水会館

KKR 
ホテル
東京

毎日新聞社
（パレスサイドビル）

国立近代
美術館

日本武道館

学士会館

りそな銀行

交番　

千代田会館
（中部日本放送）

九段会館
テラス

九段坂病院
昭和館

至飯田橋

至大手町

九段第3合同庁舎
千代田区役所

九段第2
合同庁舎

九段郵便局

九段
合同庁舎

住友商事
竹橋ビル

                   （TKPガーデンシティ竹橋）

地下鉄（東西線・半蔵門線・新宿線）
九段下駅　6番出口

地下鉄（東西線）
竹橋駅　1b出口

丸紅

年金相談ダイヤル
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クレジット機能付きKKR会員証

KKRメンバーズカード

KKR 宿泊施設での会員証機能とクレジットカード機能が 1 枚に
ゴールドカードクラスのクレジット付帯サービスと

KKR オリジナル特典がついた便利でお得なカードです

入会方法

KKR ホームページの入会申込書請求フォームから
申込書の郵送依頼を送信。

お手元に届いた入会申込書へ必要事項を記載し、
本人確認書類を同封のうえ 、各クレジット会社に
ご郵送ください。

※現職の方のみ

※組合（保険者）番号の入力が必要です。

KKR ホームページからオンライン入会フォー
ムへログイン。

申込者の情報や、付帯サービス設定等を入力の
うえ、データを送信してください。

https://www.kkr.or.jp/hotel/memberscard/
詳しい情報、入会申込書のご請求は※クレジット機能付きのため、カード会社所定の審査があります。

※発行には、おおよそ 1か月ほどお時間をいただきます。

選ばれる３つの理由

ご本人様はもちろん、家族カード
も１枚まで年会費無料。
さらに、ETCカードも年会費無料
でご利用いただけます。

現職の組合員様はもちろん、退職後
当会から年金受給予定の方や、年金
受給されている OB の皆様もご利用
いただけます。
※定期的なクレジットカードのご利用がないと、
   更新カードが発行されません

国内主要空港のラウンジ利用や、
海外旅行・国内旅行傷害保険な
どのクレジットカード付帯サー
ビスに加え、KKR 独自の多彩な
特典もございます。

入会金・年会費
永年無料

退職後も
生涯利用可能

充実の
付帯サービス

1 1 

カード

■ 入会申込書によるお申込み ■ オンラインによるお申込み



ライフステージに合ったお悩みや相談に対応します！！

国家公務員共済組合連合会
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婚　活健　康ライフプラン 住　宅介　護葬　祭 子育て

　毎月1回10日発行第930号 令和４年10月10日　（1）

ぜひこの機会に
左のQRコードから登録していただき

楽しみながら
健康づくりをしちゃいましょ～

おトクもあるし・・

ど  ん  な  内  容  ？
歩いて『ＫＫＲ健幸ポイント』をゲット

ポイントを使って『ＫＫＲ健幸ポイントクーポン』※

抽選会に参加

さらに、目標合計歩数をイベント期間中にクリアして
『ＫＫＲ厳選賞品』抽選会に参加

世界中の地図をバーチャルウォークできるイベントに
全国の組合員やご同僚、ご家族と楽しく参加

専用アプリで日ごろの「歩数」などを管理
〖アプリ〗でできることの例

歩数や体重、血圧などをグラフ化して管理することが可能！

楽しみながら健康について学べる健康ショートドラマの視聴が可能！！！

※  ５千円程度を予定

タニタ社員食堂　 レシピなどの健康お役立ち情報の閲覧が可能！！

おトク

おトク など
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