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お子様向け料理コンテストで表彰された料理は、

本紙掲載の施設でご提供します

https://www.kkr.or.jp/hotel/list/kanazawa/


優良賞
兼康辰己  作

東京都  竹橋

和食料理人が作る
酒道健一  作

神奈川県  鎌倉 長野県  上諏訪

山口県 湯田温泉 熊本県  熊本

入賞

入賞 入賞

１泊２食 6,000円

贅沢お子様ランチ
自家製ホワイトソースの蟹甲羅グラ
タンや国産牛のビーフシチューなど、
贅沢な食材や調理法で作りました

★添い寝のお子様の夕食料金 2,500 円
※３日前までに要予約

●マリトッツォ風ポテサラバケット
●天むす　●きしめん　●デザート
●名古屋コーチンのコーンフレーク
揚げなど

食べられる金鯱を
作ってみたョ

１泊２食 8,500円～小学生まで

おもちゃ箱
野菜も喜んで食べてくれるような、
色鮮やかなおもちゃ箱をイメージ
した献立

★2食付でご宿泊のお子様専用のお料理です
※３日前までに要予約／ 1日限定 5食

★添い寝のお子様の夕食料金 2,500 円
※３日前までに要予約

入賞　

金鯱お子様バスケット

通　　年

ホテル名古屋  　052-201-3326愛知県
名古屋

チキンライスで作ったかわいいクマを
メインにお子様大好き食材をふんだん
に使用

お子様大好き
ごはんだヨ

★２食付でご宿泊のお子様専用のお料理です

洋風お子様料理

12/20   1/31 
※12/30～ 1/4除く※年末年始を除く

大阪府
森之宮

通年
※レストラン
　営業日のみ

小学生まで

小学生まで

デザート充実 !! お子様ランチ
●焼き牛ハラミと彩り野菜 
●鶏そぼろわっぱ（うなぎ添え）
●信州そば（海老天添え）
●生フルーツと手作りケーキ

★2食付でご宿泊のお子様専用のお料
理です★3～5歳の添い寝のお子様には
「無料お子様ランチ」あり（別メニュー）

一寸法師御膳～雲海の旅へ～

★添い寝のお子様の夕食料金 3,300 円

プラネット
メインの牛肉の煮込みは、柔ら
かく戻した肉に地元の味噌を加
え、お子様にも召し上がってい
ただける味に仕上げました

★添い寝のお子様の夕食料金 2,500 円※３日前までに要予約／ 1日限定 5食

KKR ホテル大阪  　06-6941-1122KKR
１泊２食 6,500円小学３年生まで

鎌倉わかみや   　KKR 0467-25-4321

山口あさくら   　KKR 083-922-3268

諏訪湖荘   　KKR 0266-58-1259

ホテル熊本   　KKR 096-355-0121

通年 11/1～
3/31

ご当地グルメの「瓦そば」「岩国寿司」
「河豚」などを食べやすくアレンジ 

通年

最終審査で同点３位の２作品

佳作以上の入選候補 9 作品の
うち、5位以下の 5作品

※プラン料金は、特別な表記がない限りお一人様あたりの小学生料金（消費税込）です　※大人の料金は、施設にお問い合わせください　※写真はイメージです

ホテル東京   　KKR 03-3287-2922

7,500円
幼　児

9,000円
小学生

,8150円

5,000円小学生まで
１泊２食

１泊２食

１泊２食

デザートは和風アフタヌーン
ティーの「お楽しみ」

一寸法師のお椀型の

器の蓋を開けるとドライ

アイスの雲海が出ます

大人料金の50％

小学生まで

１泊２食

通年
11/15から

第919号 令和3年11月10日　（5）令和3年11月10日　（5）
今から予約できる宿 直前の日程でご予約できる宿泊プランを拾い上げてホームページでご紹介しています kkr  今から

https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/list/nagoya/
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https://www.kkr.or.jp/hotel/list/suwa/


佳作　

 

  

KKRはこだて
☎0138-57-8484

北海道
函館

湯の川温泉

キャンプの定番BBQの気分をホテル
で楽しめる★北海道で人気のスープカ
レーと手巻きおにぎり付※特別賞の料理を
冬メニューに変更してご提供します
小学生まで　１泊２食　6,800円
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※前日までに要予約

  

神奈川県
湘南･逗子海岸

お子様の好きなメニューで作った少々
大人びたお子様御膳
小学生まで　１泊２食　8,980円～
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※宿泊宴会、昼会席、お祝い膳のみ予約可能
※3日前までに要予約 土曜日と年末年始

  

静岡県
伊豆･熱海温泉

隠れ宿

体験型！

お子様に好まれる料理を折箱に盛りこ
んだ純和風のお子様御膳
小学生まで １泊２食　9,000円～
★添い寝のお子様の夕食料金3，300円
（年末年始は別料金）※3日前までに要予約
※ご予約時に「彩りお子様御膳」とご指定ください

彩りお子様御膳
プチ贅沢お子様御膳

11/20～1/15まで

  

京都府
京都

天使のエビ アラレ揚げ、白身魚湯葉
フライなど、京都らしい食材を食べ
やすいように調理しました
小学生まで　１泊２食　9,000円
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※3日前18時までに要予約

手毬箱彩花（いろはな）ランチ豪華お子様御膳

通　年

  

和歌山県
白浜温泉

お肉を焼く、お寿司を巻くなど、自分
で作るを体験
★佳作を受賞した献立の一部をグレー
ドアップしています
小学生まで　１泊２食　7,000円
★添い寝のお子様の夕・朝食料金5，500円
※3日前までに要予約

お子様定食

通　年 ※年末年始を除く

  

愛知県
名古屋

名古屋コーチン味噌煮込みハンバーグ
など、ちょっと大人な気分になれる和
洋折衷お子様料理★デザートは「ピー
マンのムースのクレープ包み」※季節に
より一部内容を変更する場合あり
小学生まで １泊２食  8,500円～
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※3日前までに要予約

通　年　※年末年始を除く

  

滋賀県
琵琶湖

国産の食材のみを使用、工夫を凝らし
た繊細な味付けの和食ランチを花を模
した器に彩りました
小学生まで  １泊２食　6,450円～
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※事前予約制／1日限定10食

11月中旬から通年※除外日あり

11月中旬から通年※除外日あり

  

東京都
竹橋

野菜を器にするなど面白く食べられ
る、農園をイメージした料理
小学生まで　１泊２食　6,000円
★添い寝のお子様の夕食料金2，500円
※3日前までに要予約

※3日前までに要予約
※朝食は大人と同じ和定食

通　年 ※レストラン営業日のみ

  

神奈川県
横浜

ヨコハマの宝の地図の上に骨付ハンバーグ
やパスタの島々が広がる！デザートの宝箱
へ無事にたどり着けるか！
小学生まで　１泊２食　8,600円
★添い寝のお子様の夕食料金3，000円

ヨコハマ宝島プレート

通　年 ※除外日あり

  

神奈川県
横浜

卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・か
にを使わず、安心して食べられる
小学生まで　１泊２食　8,600円
★添い寝のお子様の夕食料金3，000円
※3日前までに要予約 ※朝食は大人と同じ和定食

7大アレルゲン不使用
お子様プレート

キャンプ気分　
　　　～体験型お子様料理～

お子様FARM

  

新潟県
越後湯沢温泉

お子様が好きな食材にとろ～っと絡めて、
チーズフォンデュを作ろう！
小学生まで　１泊２食　7,000円
★添い寝のお子様の夕食料金3，000円
※1週間前までに要予約／1日限定5組

コーンポタージュ味の
チーズフォンデュ

12/18～3/31の週末限定

  

愛媛県
松山・道後温泉

目で楽しみながら作って遊べる料理
★デザートはチョコレートフォンデュ
小学生まで １泊２食平日 7,300円
　　　　　     土・休前日 8,300円
★添い寝のお子様の夕食料金3，000円

お子様御膳

KKR逗子 松汀園
☎046-871-2042

KKRホテル熱海
☎0557-85-2000

KKR京都くに荘
☎075-222-0092

KKR白浜 美浜荘
☎0739-42-3383

KKRホテル名古屋
☎052-201-3326

KKRホテルびわこ
☎077-578-2020

KKRホテル東京
☎03-3287-2922

KKRポートヒル横浜
☎045-621-9684

KKRポートヒル横浜
☎045-621-9684

KKR湯沢ゆきぐに
☎025-784-3424

KKR道後ゆづき
☎089-941-2934

通　年

通　年

特別賞

料理の専門家による専門的な目線と、実際にお客様へ
提供可能かどうかの総合的な目線で選ばれました

料理の専門的な目線などにはこだわらず、応募 96 作
品の中から特色のある作品が選ばれました

※12/29～1/3除く

※プラン料金は、特別な表記がない限りお一人様あたりの小学生料金（消費税込）です　※大人の料金は、施設にお問い合わせください　※写真はイメージです

今月号掲載以外の宿泊プランや掲載期間以外の料金はWEBで検索
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https://www.kkr.or.jp/hotel/
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