
施 設 名地
域 郵便番号・所在地・ＵＲＬ

かわゆ

ホテル札幌

はこだて

ホテル仙台

蔵王 白銀荘

日光 ひぐらし荘

水上 水明荘

ホテル東京

ホテル中目黒

ポートヒル横浜

逗子 松汀園

鎌倉 わかみや

江ノ島 ニュー向洋

箱根 青風荘

宮の下

ホテル熱海

稲取

伊豆長岡 千歳荘

015-483-2643

011-231-6711

0138-57-8484

022-225-5201

023-694-9187

0288-54-0182

0278-72-2345

03-3287-2921

03-3713-8131

045-621-9684

046-871-2042

0467-25-4321

0466-23-7710

0460-85-5124

0460-87-2350

0557-85-2000

0557-95-2577

055-948-0010

電 話 番 号 アクセス・特長・観光情報等

硫黄山、屈斜路湖、阿寒湖、摩周湖、美幌峠、知床、網走

温
泉

婚
礼

札幌駅徒歩5分／道庁赤レンガ、時計台、大通公園、さっ
ぽろテレビ塔、羊が丘展望台

五稜郭公園、トラピスチヌ修道院、函館山夜景、元町周辺、
大沼公園

NHK仙台放送局そば／瑞鳳殿、青葉城址、日本三景「松
島」

蔵王中央ロープウェイ側／お釜、山寺、さくらんぼ狩りな
どの果物狩り、最上川下り、蔵王スキー場

世界遺産の日光東照宮、ラムサール条約の奥日光、戦場
ケ原、華厳の滝、中禅寺湖、いろは坂

谷川岳、奥利根水源の森、月夜野びーどろパーク、一ノ倉
沢、尾瀬

東京メトロ竹橋駅3B直結／皇居、東京ドーム、東京ディズ
ニーリゾート、お台場、六本木ヒルズ

中目黒駅徒歩13分、全室BB対応／六本木ヒルズ、東京
タワー、東京ディズニーリゾート

元町・中華街駅徒歩5分／港の見える丘公園、山下公園、
みなとみらい21地区

大正12年建築和風邸宅／浪子不動・岩殿寺、蘆花記念公
園、逗子マリーナ

プール・テニスコート完備／鎌倉史跡、由比ｶﾞ浜、鶴岡八
幡宮

江の島、東浜海水浴場、新江ノ島水族館、極楽寺、鎌倉大
仏、長谷寺、七里ヶ浜

箱根旧街道ハイキングコース、早雲寺、箱根ガラスの森、
大涌谷、芦ノ湖

源泉かけ流し露天風呂付客室／彫刻の森美術館、ポーラ
美術館、箱根ラリック美術館、箱根関所跡

全室オーシャンビュー、相模湾一望の展望露天風呂／熱海
サンビーチ、熱海梅園、初島、伊豆大島、熱海海上花火大会

伊豆バイオパーク、熱川バナナワニ園、河津バガテル公園、
天城山

あわしまマリンパーク、伊豆三津シーパラダイス、修善寺
虹の郷、伊豆の国パノラマパーク、三嶋大社

東
北

関
東

伊
豆・箱
根

北
海
道

●すべての施設でご宴会、各種パーティー等を承ります。
●料金は客室タイプ、ご利用日、ご利用人数、お食事内容等により異なりますので、
各施設にお問い合わせください。

KKR ホテルズ＆リゾーツ   http://www.kkr.or.jp/hotel/  

 ご予約は、各施設へ直接お申し込みください！
各施設ではお得な宿泊プランをご用意しています！
くわしいホテルの情報は、ＫＫＲホテルズ＆リゾーツのホームページを！ クリック

KKR平湯たから荘

〒088-3465 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15 
http://www.kkrkawayu.com/

〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西5-1
http://www.kkr-hotel-sapporo.com/

〒042-0932 北海道函館市湯川町2-8-14
http://www.kkrhakodate.com/

〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1-8-17
http://www.kkr-hotelsendai.gr.jp/

〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉904-8
http://www.kkrzao.com/

〒321-1432 栃木県日光市安川町6-40
http://www.kkrnikko.com/

〒379-1727 群馬県利根郡みなかみ町大穴859
http://www.kkrminakami.com/

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

〒153-0043 東京都目黒区東山1-27-15
http://www.kkr-nakameguro.jp/

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

〒249-0007 神奈川県逗子市新宿3-2-26
http://www5.ocn.ne.jp/̃kkr-zusi

〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
http://www.kamakurawakamiya.jp/

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23
http://www.kkrenosima.com/

〒250-0312 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋185
http://www.kkrhakone.com/

〒250-0402 神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014
http://www.kkrmiyanosita.com/

〒413-0005 静岡県熱海市春日町7-39
http://www.kkratami.com/

〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1957-1
http://www.kkrinatori.com/

〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈82
http://www.kkr-izu.com/

宿泊施設宿泊施設宿泊施設

（9）　平成23年1月10日      第789号

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www5.ocn.ne.jp/~kkr-zusi/index.html


施 設 名 電 話 番 号

東
海・北
陸

甲
信
越

近
畿

中
国

四
国

九
州

伊
豆・箱
根

055-931-0592

025-784-3424

0255-86-2113

0266-58-1259

055-252-1327

076-432-7701

076-264-3261

0578-89-2626

0576-25-5505

052-201-3326

0599-25-3226

077-578-2020

075-222-0092

06-6362-6800

06-6941-1122

0742-22-5582

0739-42-3383

0796-32-2631

082-221-3736

083-922-3268

089-941-2934

092-521-1361

0957-73-3225

096-355-0121

099-225-2505

沼津 はまゆう

湯沢 ゆきぐに

妙高高原 白樺荘

諏訪湖荘

甲府 ニュー芙蓉

富山 銀嶺

ホテル金沢

平湯 たから荘

下呂 しらさぎ

ホテル名古屋

鳥羽 いそぶえ荘

ホテルびわこ

京都 くに荘

ホテル梅田

ホテル大阪

奈良 みかさ荘

白浜 美浜荘

城崎 玄武

ホテル広島

山口 あさくら

道後 ゆづき

ホテル博多

雲仙山荘

ホテル熊本

鹿児島 敬天閣

富山駅徒歩10分／黒部峡谷、立山黒部アルペンルート、
五箇山合掌村

金沢城周辺／金沢城公園、近江町市場、兼六園、ひがし茶
屋街

上高地、乗鞍スカイライン、新穂高ロープウェイ、飛騨高山、
白川郷合掌村

下呂温泉合掌村、飛騨高山、中仙道、馬篭・妻篭宿、世界遺
産白川郷合掌集落、日本ライン下り

名古屋城周辺／名古屋能楽堂、徳川美術館、ランの館、熱
田神宮、明治村

鳥羽水族館、ミキモト真珠島、伊勢神宮、志摩スペイン村、
離島めぐり

京都から最寄りの唐崎駅まで14分／近江神宮、三井寺、
石山寺、比叡山

京都御所徒歩8分／鴨川べり、東山、嵯峨・嵐山、大原

ＪＲ大阪駅徒歩8分／USJ、海遊館、なんばグランド花月、
京セラドーム、大阪城ホール、甲子園球場

大阪城周辺／大阪歴史博物館、大阪城ホール、道頓堀、国
立文楽劇場、、大阪松竹座、通天閣、海遊館

昭和8年建設和風別荘、若草山借景枯山水庭園／東大寺、
興福寺、法隆寺

白良浜海水浴場、円月島、千畳敷、三段壁、アドベンチャー
ワールド、エネルギーランド

JR城崎温泉駅徒歩1分／外湯巡り、大正ロマンの街並み、
城崎マリンワールド、天橋立、玄武洞公園

広島城周辺／平和記念公園、安芸の宮島、江田島旧海軍
兵学校

西の京山口史跡、瑠璃光寺五重塔、サビエル記念聖堂、秋
吉台・秋芳洞、津和野

道後温泉本館、子規記念博物館、松山城、石手寺、瀬戸内
しまなみ海道、坂の上の雲ミュージアム

地下鉄七隅線「薬院大通駅」徒歩3分／天神、大濠公園、キャナ
ルシティ博多、福岡ドーム、太宰府天満宮、九州国立博物館

雲仙地獄、仁田峠・普賢岳、島原、天草

熊本城周辺／県立美術館・博物館、水前寺公園、阿蘇山

西郷隆盛像徒歩3分／歴史資料館（黎明館）、城山・仙厳園、
桜島、霧島、知覧、指宿

島郷海水浴場、沼津魚市場、らららサンビーチ、沼津御用邸
記念公園、若山牧水記念館、千本浜公園

いもり池、苗名滝、野尻湖、一茶記念館、黒姫高原、戸隠高
原、善光寺、戦国の名城春日山城跡

諏訪湖、北澤美術館、サンリツ服部美術館、白樺湖、霧が
峰高原、美ヶ原高原

甲府駅車5分／昇仙峡・影絵の森美術館、県立美術館、清
里、富士五湖

アルプの里、湯沢町営外湯めぐり、大源太キャニオン、清
津峡、秋山郷、苗場・GALA・石打丸山等スキー場

地
域 郵便番号・所在地・ＵＲＬ アクセス・特長・観光情報等温

泉
婚
礼

〒410-0106 静岡県沼津市志下192
http://www.kkrnumazu.com/

〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
http://www.kkryuzawa.com/

〒949-2112 新潟県妙高市関川2275
http://www.kkrmyoko.com/

〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
http://www.suwakoso.com/

〒400-0026 山梨県甲府市塩部3-6-10
http://www.fuyo.jp/

〒930-0857 富山県富山市奥田新町5-8
http://www.kkrtoyama.com/

〒920-0912 石川県金沢市大手町2-32
http://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/

〒506-1433 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
http://www.kkrhirayu.com/

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

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

〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1075
http://www.kkrtoba.com/

〒520-0105 滋賀県大津市下阪本1-1-1
http://www.kkrbiwako.com/

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

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

〒630-8301 奈良県奈良市高畑大道町1224
http://www.kkrnara.com/

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2
http://www.kkrshirahama.com/

〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島75
http://www.kkrkinosaki.com/

〒730-0004 広島県広島市中区東白島町19-65
http://www.kkrhiroshima.com/

〒753-0064 山口県山口市神田町2-18
http://www.asakura.cc/

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

〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
http://www.kkr-hakata.com/

〒854-0621 長崎県雲仙市小浜町雲仙480-1
http://www8.ocn.ne.jp/̃kkrunzen/

〒860-0001 熊本県熊本市千葉城町3-31
http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/

〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町5-24
http://www.kkrkagoshima.com/

〒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
http://www.kuniso.com/
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内、呼、循、消、腫内、代内分、神内、緩和ケア、外、消外、呼外、
乳外、内分外、小、小外、血液浄化、整外、皮、泌、産婦、眼、耳、
麻、脳外、心外、血外、放、救急、リハ、ドック

消内、腫内、呼内、リウ、糖・内分、循内、血内、内、消外、呼外、
内視外、乳外、整外、形外、皮、泌、婦、婦（生殖医療）、眼、耳、
頭頸外、放、麻、ドック

内、外、整外、リハ、眼、耳、ドック

内、小、外、整外、麻、放、ドック

内、外、整外、皮、泌、婦、耳、眼、心療、ドック

内、消、循、放、外、整、心血外、泌、呼外、ドック

内、外、整外、脳外、泌、眼、ドック

内、外、皮、泌、耳

内、外、脳外、小、産婦、耳、皮、泌、眼、放、歯口腔、精・神、整
外、形外、リハ、ドック

肝内、内総（糖・代、呼、消内、血内）、神内、循環器センター（内）、
腎センター（内・外）、精、小、皮、外、整外、泌、歯、リハ

内、循、呼、内分代、消、血内、神内、小、外、整外、心血外、皮、
泌、婦、眼、耳、歯、麻、放、形外、脳外、神、ドック

脳神センター(脳外、神内)、呼吸器センター(呼、呼外)、総合診療、腎内、代内分、呼
内、循、心療、リウ膠、腫内、消外、乳、整外、形外、皮、泌、婦、眼、耳、放、麻、リハ

内、小、外、脳卒中診療・脳外、整外、胸心血外、皮、形外、泌、
耳、産婦、眼、歯、麻、神、放、リハ、ドック

内、神内、循、小、外、整外、脳外、胸心血外、皮、泌、産婦、眼、
歯口腔、麻、放、ドック

内、小、外、整外、循内、皮、眼、耳、歯口腔、放、泌、麻、ドック

内、外、整外、皮、泌、婦、眼、耳、放、リハ、緩和ケア、ドック

内、血内、腎内、神内、呼内、消内、循内、代内分、心療、外、消外、
呼外、心血外、脳外、整外、リハ、婦、皮、泌、眼、耳、放、麻、ドック

呼内、消内、循内、腎内、代内分、神内、外、整外、脳外、心血外、
皮、泌、眼、産婦、耳、小、ドック

内（神、呼、消、循、腎、血、内分）、精、小、外、整外、形外、皮、泌、
産婦、眼、耳、脳外、放、リハ、麻、心血外、呼外、乳外、歯口腔、
ドック　

循内、消内、呼内、神内、代内分、腎臓高血圧内、血内、膠リウ、
精、小、外、整外・スポーツ整外・脊外、形成美容外、脳外、心血
外、皮、泌、産婦、眼、 耳、リハ、放、歯口腔、病理、ドック

内、消内、循内、小、外、乳外、消外、整外、形外、泌、産、婦、
眼、耳、歯口腔外、麻、放、ドック

血内、内分代、呼吸器センター（内・外）、睡呼、肝内、消内（消化管・胆肝膵）、神内、循環器センター（内・
外）、腎センター（内・外）、精、小、皮、リウ膠（内・外）、放、乳・内分外、消外（上部消化管・胆肝膵・下部消
化管）、脳外、脳神経血管内治療、間脳下垂体外、整外、形外、泌、産婦、眼、耳、麻（ペイン）、歯、ドック

〒062-0931 札幌市豊平区平岸一条6-3-40
http://www.kkr-smc.com/ 

〒060-0001 札幌市中央区北一条西6丁目
http://www.tonan.gr.jp/ 

〒980-0803 仙台市青葉区国分町2-3-11
http://www.tohokukosai.com/ 

〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台4-16-1
http://www.tohokukosai.com/miyagino/  

〒311-4141 水戸市赤塚1-1
http://www.kkr-suifu.com/   

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-39
http://www.kudanzaka.com/top/top.htm   

〒921-8035 金沢市泉が丘2-13-43
http://www.hokuriku-hosp.jp/   

〒464-8512 名古屋市千種区千代田橋1-1-1 
http://homepage1.nifty.com/toukai/  

〒237-8588 横須賀市船越町1-8
http://www.ykh.gr.jp/bunin/ 

〒190-8531 立川市錦町4-2-22
http://www.tachikawa-hosp.gr.jp   

〒213-8587 川崎市高津区梶ヶ谷1-3-1
http://www.toranomon.gr.jp/site/view/
contview.jsp?cateid=33&id=231&page=1   

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

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

〒247-8581 横浜市栄区桂町132
http://www.yokohamasakae.jp/

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-3-1
http://www.meijohosp.jp/   

〒573-0153 枚方市藤阪東町1-2-1 
http://www.kkr-hirakoh.org/  

〒657-0022 神戸市灘区土山町5-1
http://www.rokkouhp.jp/   

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-34 
http://www.otemae.gr.jp/

〒254-8502 平塚市追分9-11
http://www.kkr.hiratsuka.kanagawa.jp/   

〒238-8558 横須賀市米が浜通1-16
http://www.ykh.gr.jp/   

〒236-0037 横浜市金沢区六浦東1-21-1 
http://www.minamikyousai.jp/  

〒105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2
http://www.toranomon.gr.jp/

(011)
822-1811

(011)
231-2121

(022)
227-2211

(022)
293-7711

(029)
309-5000

(042)
523-3131

(03)
3262-9191

(03)
3588-1111

(044)
877-5111

(03)
3711-5771

(03)
3712-3151

(046)
822-2710

(046)
861-3161

(045)
782-2101

(045)
891-2171

(0463)
32-1950

(076)
243-1191

(052)
201-5311

(052)
711-6131

(072)
858-8233

(06)
6941-0484

(078)
851-8558

KKR札幌医療
センター

KKR札幌医療
センター斗南

東北公済

東北公済病院
宮城野分院

水府

九段坂

北陸

東海

立川

虎の門病院分院

三宿

東京共済

横浜栄共済

名城

枚方公済

六甲

大手前

平塚共済

横須賀共済

横須賀共済病院
分院

横浜南共済

虎の門

病 院 名 電 話 番 号 郵便番号・所在地・URL アクセス 診 療 科

地下鉄南北線・平岸駅
1番出口徒歩3分

地下鉄南北線・大通駅
①②番出口徒歩7分

地下鉄・広瀬通駅徒歩6
分

ＪＲ・東仙台駅徒歩12分

ＪＲ常磐線赤塚駅北口
徒歩2分

ＪＲ・西国立駅徒歩5分

地下鉄東西線・半蔵門
線・都営地下鉄・九段下
駅2番出口徒歩7分

地下鉄銀座線・虎ノ門
駅3番出口徒歩3分

東急田園都市線・梶ヶ
谷駅徒歩13分

東急東横線・地下鉄日比
谷線・中目黒駅徒歩8分

京浜急行線・横須賀中
央駅徒歩7分

京浜急行線・京急田浦
駅徒歩7分

京浜急行線・追浜駅徒
歩7分

ＪＲ京浜東北根岸線・本
郷台駅徒歩7分

地下鉄名城線・市役所
駅6番出口徒歩5分

地下鉄名城線・茶屋ケ
坂駅徒歩３分

ＪＲ学研都市線・長尾駅
徒歩13分

京阪電車、大阪市営地
下鉄・天満橋駅徒歩5分

ＪＲ・六甲道駅・市営バス
「高羽町」下車徒歩5分

ＪＲ・平塚駅北口・バス7番
伊勢原駅行「共済病院・
総合公園西」下車すぐ

ＪＲ・金沢駅東口・千代野ニ
ュータウン行他、7方面行
バス20分「有松」下車すぐ

ＪＲ・渋谷駅南口・東急バ
ス21番下馬一丁目循環
「三宿病院前」下車

病院病院病院
地
域
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http://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo-dial.html
http://www.toranomon.gr.jp/site/view/contview.jsp?cateid=33&id=231&page=1
http://www.ykh.gr.jp/bunin/


施 設 名

部 署 名 所 在 地郵便番号

電 話 番 号

電 話 番 号

定員等

ケアなかめぐろ（東京共済病院）

ちよだ（東海病院）

すこやかの森（舞鶴共済病院）

記念寿（広島記念病院）

総務部／経理部／監査室／年金企画部／電算管理部／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

資金運用部

年金部

特定事業部（旧令年金課）

03-3222-1841
（代表）

（代表）

東京都千代田区九段南1-1-10 
九段合同庁舎

〒102-8081

〒102-8081

〒102-8082

〒102-8083

03-3265-8141

通所定員：２０／入所定員：１００

通所定員：４０／入所定員：１００

通所定員：３５／入所定員：１００

通所定員：２０／入所定員：４８ 

近
畿

中
国

四
国

九
州

関
東
中
部
近
畿
中
国

病 院 名 電 話 番 号 郵便番号・所在地・URL

郵便番号・所在地・URL

アクセス

アクセス

診 療 科

略称一覧表
内＝内科、外＝外科、呼＝呼吸器科、呼内＝呼吸器内科、呼外＝呼吸器外科、睡呼＝睡
眠呼吸器科、循＝循環器科、循内＝循環器内科、消＝消化器科、消外＝消化器外科、
消化器・一般外科、小＝小児科、小外＝小児外科、心外＝心臓外科、心血外＝心臓血
管外科、胸心血外＝胸部心臓血管外科、血内＝血液内科、血外＝血管外科、代内＝代
謝内科、代内分＝代謝内分泌科、内分泌代謝科、代謝内分泌内科、内分泌代謝内科、
糖・内分＝糖尿病・内分泌科、糖尿病・内分泌内科、内分外＝内分泌外科、脳内＝脳神
経内科、脳外＝脳神経外科、頭頸外＝頭頸部外科、整外＝整形外科、脊外＝脊椎脊髄
外科、形外＝形成外科、骨粗セ＝骨粗しょう症センター、スポ整外＝スポーツ整形外科、

精=精神科、神＝神経科、神内＝神経内科、精・神＝精神神経科、心療=心療内科、リウ
＝リウマチ科、リウ膠＝リウマチ膠原病科、乳＝乳腺科、乳外＝乳腺外科、乳内分外＝乳
腺内分泌外科、肝内＝肝臓内科、肝外＝肝臓病外科、腫内＝腫瘍内科、腎＝腎臓科、
腎臓内科、感染内＝感染症内科、皮=皮膚科、肛外＝肛門外科、泌＝泌尿器科、産婦＝
産婦人科、産＝産科、婦＝婦人科、眼＝眼科、耳＝耳鼻咽喉科、歯＝歯科、歯口腔＝歯
科口腔外科、放＝放射線科、麻＝麻酔科、ペイン＝ペインクリニック、緩和ケア＝緩和ケ
ア科、緩和ケア内科、病理＝病理診断科、救急＝救命救急科、内視内＝内視鏡内科、
内視外＝内視鏡外科、リハ＝リハビリテーション科、ドック＝人間ドック

(0773)
62-2510

(0773)
63-4865

(082)
292-1271

(082)
241-2167

(0823)
22-2111

(0846)
26-0250

(087)
861-3261

(093)
571-1031

(092)
661-2211

(092)
721-0831

(0977)
22-0391

(096)
370-3111

(0956)
22-5136

内、消、循、外、小、整外、心血外、皮、泌、産婦、眼、耳、麻、放、
歯口腔、リハ、ドック

内（呼内、消内、糖尿病センター、睡眠・呼吸センター、腎臓・高血
圧センター）、外、消外、循内（心臓血管病センター）、泌、眼、ドック

内、小、外、整外、脳外、神内、皮、泌、産婦、眼、耳、精、放、ドック

総合内、外、消外、乳外、呼吸器センター(呼内、呼外)、消化器・内視鏡センター(消・
内視内)、糖尿病センター(糖・内分)、肝臓病センター(肝内、肝外)、循内、血内、リウ
膠、感染内、脳内、脳外、整外、骨粗セ、スポ整外、皮、泌、婦、放、歯口腔、リハ、麻

内、神内、呼内、消内、代内分、循内、外、肛外、整外、リウ、リハ、
脳外、呼外、心血外、泌、眼、救急、腫内、麻、放、ドック

呼内、呼外、消、循、内分代、腎、心血外、小、外、整外、泌、眼、
麻、放、形外、緩和ケア内、ドック

内、循内、外、整外、眼、麻、皮、泌、ドック

内循、放、小、外、整、リハ、皮、泌、産婦、眼、耳、麻、脳外、歯口
腔、ドック

内、外、小、産婦、耳、皮、泌、眼、麻、放、総、ドック

内、呼、循、整外、皮、耳、リハ、ドック

内、呼内、消内、内視内、糖・内分、循内、外、呼外、消外、乳・内
分外、内視外、眼、耳、麻、放、整外、リウ、リハ、緩和ケア内、呼
リハ、ドック

腎内、神内、呼内、消内、循内、心血外、外、小、小外、整外、皮、泌、産婦、眼、
耳、脳外、歯口腔、代内、呼外、ペイン、救急、放、リハ、健医センター、ドック

（肢体不自由児施設）小、整外、装具外来、発達クリニック、歯、精

〒625-8585  舞鶴市字浜1035
http://www.maiduru.com/   

〒625-0080 舞鶴市北吸無番地
http://www12.ocn.ne.jp/̃k-kodomo/   

〒760-0018 高松市天神前4-18
http://www.kkr-ta-hp.gr.jp   

〒810-8539 福岡市中央区舞鶴3-5-27
http://www.hamanomachi.jp/   

〒803-8505 北九州市小倉北区金田1-3-1
http://www.shin-kokura.gr.jp/   

〒874-0833 別府市大字鶴見3898 
http://www.shinbeppu-hosp.jp/  

〒862-0965 熊本市田井島1-5-1
http://www.kumachu.gr.jp   

〒813-8501 福岡市東区千早2-30-1
http://www.chihaya-hp.jp/   

〒857-8575 佐世保市島地町10-17
http://www.kkr.sasebo.nagasaki.jp/   

〒730-0802 広島市中区本川町1-4-3
http://www.kkrhiroshimakinen-hp.org/   

〒729-2316 竹原市忠海中町2－2－45
http://www.k3.dion.ne.jp/̃tdu-hp/   

〒730-0822 広島市中区吉島東3-2-33
http://www.yoshijima-hosp.jp/   

〒737-8505 呉市西中央2-3-28
http://www.kure-kyosai.com/

舞鶴共済

舞鶴こども
療育センター

高松

浜の町

新小倉

新別府

熊本中央

千早

佐世保共済

広島記念

呉共済病院
忠海分院

吉島

呉共済

ＪＲ舞鶴線・東舞鶴駅徒
歩5分

ＪＲ広島駅南口バス吉島
営業所行「吉島病院入
口」下車すぐ

ＪＲ舞鶴線・西舞鶴駅、京
都交通バス東舞鶴行「三
宅団地前」下車徒歩３分

JR広島駅より市電宮島行、
己斐行、江波行「本川町」
下車徒歩１分

ＪＲ呉線・呉駅徒歩７分

ＪＲ呉線・忠海駅徒歩２分

ＪＲ・高松駅徒歩２０分／琴
電瓦町駅下車徒歩１０分

JR千早駅より徒歩8分／
西鉄宮地岳線千早駅よ
り徒歩8分

地下鉄1号線赤坂駅より
1番出口徒歩5分

熊本バス・産交バス・市営バ
ス「熊本中央病院」下車

JR広島駅より市電宮島行、己斐行、江
波行「本川町」下車徒歩１分

東急東横線・地下鉄日比谷線・中目黒
駅徒歩8分（本院と同じ）

地下鉄名城線・茶屋ケ坂駅徒歩10分

JR西舞鶴駅徒歩15分／京都交通バ
ス「西舞鶴高校前」徒歩7分

別府駅東口亀の井バス
15・16・17番「原」下車徒
歩5分

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

JR鹿児島本線・西小倉駅
徒歩15分／西鉄バス金田
２丁目下車徒歩3分｠

（03）5794-7332

（052）711-1060

（0773）78-3001

（082） 294-8400

地
域

地
域

介護老人保健施設介護老人保健施設

本部本部

介護老人保健施設

本部

〒153-8934   東京都目黒区中目黒2-3-8
http://www.tkh.meguro.tokyo.jp/care_nakameguro/index.shtml   
〒464-8512   名古屋市千種区千代田橋1-１-１
http://homepage1.nifty.com/toukai/care/care.html   
〒624-0841   舞鶴市字引土630
http://www.maiduru.com/syokai/sukoyaka.html   

〒730-0805   広島市中区十日市町1-6-8
http://www.kkrhiroshimakinen-hp.org/kanren/kinenｊyu/index.htm   
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クイック こころ

http://www12.ocn.ne.jp/~k-kodomo/
http://www.k3.dion.ne.jp/~tdu-hp/index.html
http://www.kkrhiroshimakinen-hp.org/kanren/kinenjyu/index.htm
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