
☎03-3287-1368

☎045-621-9684

●交通 JR東京駅から車５分／東京メトロ竹橋駅３b出口直結
●所在地  東京都千代田区大手町1-4-1
●問合せ  平日 10:00～19:00、土日祝 9:00～19:00
●URL https://www.kkr-hotel-tokyo.gr.jp/wedding/

パーティ人数  ６～ 180名
KKRホテル東京

皇居の森と都心の絶景が目の前に広がる会場と

「江戸の名工」 による自慢の料理でおもてなし

挙式スタイル   教会式・人前式・神前式

おすすめのポイント

パーティ人数  ２～100名挙式スタイル   教会式・人前式

「港の見える丘公園」 に隣接する隠れ家のような歴史的ホテル

チャペルやパーティ会場からベイエリアの眺望を楽しめます

わんちゃんも参加できる挙式 ・披露宴など自由度が高いのも魅力

「港の見える丘公園」 に隣接する隠れ家のような歴史的ホテル

チャペルやパーティ会場からベイエリアの眺望を楽しめます

わんちゃんも参加できる挙式 ・披露宴など自由度が高いのも魅力

♥港の見える丘公園に隣接、ベイブリッジを
真正面に臨むロケーション
♥１日２組限定。二人もゲストもゆっくり
くつろげる貸切空間

♥東京駅から車で５分。地下鉄竹橋駅直結で
雨の日も安心。遠方ゲストも嬉しい好立地
♥緑のガーデンチャペルや神殿など選べる挙
式。皇居前での和装前撮りも人気♪

おすすめのポイント

●交通 みなとみらい線元町中華街駅６番出口から徒歩５分
●所在地 神奈川県横浜市中区山手町115　
●問合せ  9:00～ 21:00
●URL https://www.porthill-yokohama.jp/porthill.html

KKRポートヒル横浜
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☎076-264-2255

☎0467-25-4321

●交通  金沢駅兼六園口（東口）から車 8分
●所在地  石川県金沢市大手町2-32　●問合せ  10:00～ 19:00　※火曜日定休
●URL https://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/wedding/

♥30ｍの真っ白なバージンロード「ホワイト
ロード」はゲストと二人をつなぐ特別な空間
♥歴史ある神社や茶室での挙式など金沢
らしい結婚式も叶う

パーティ人数   ２～ 350名

KKRホテル金沢

窓一面に広がる金沢城公園の景観が

大切なゲストへの上質なおもてなしに

挙式スタイル   教会式・神前式・人前式・神社式・茶婚式

●交通 江ノ電由比ヶ浜駅から徒歩５分
●所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
●問合せ  10:00～ 19:00
●URL https://www.kamakurawakamiya.jp/wedding/

パーティ人数  ６～100名

KKR鎌倉わかみや
挙式スタイル   教会式・神前式・人前式

四季折々の豊かな表情を見せる古都鎌倉

くつろぎの空間と和会席でゆっくりと楽しむひとときを

☎083-922-3268

☎06-6941-2233

●交通 JR湯田温泉駅から車７分
●所在地  山口県山口市神田町2-18　●問合せ 10:00～ 19:00
●URL http://www.asakura.cc/bri.html

♥自家源泉を持つ落ち着いた雰囲気の施設な
ので遠方からのゲストもゆっくり寛げます
♥料理長自慢の婚礼料理は和食をベースに、
山口らしい一品を加えるのもオススメ

パーティ人数  ６～180名
KKR山口あさくら

『和の心』 を大切にした情緒あふれる神前式

ゲストとの絆を深め、「ありがとう」をカタチにする人前式

サビエル記念聖堂での挙式もお手伝いできます

挙式スタイル   教会式・人前式・神前式

●交通ＪＲ森ノ宮駅、大阪メトロ谷町四丁目駅から徒歩10分　
　　　※シャトルバスあり
●所在地 大阪府大阪市中央区馬場町2-24　
●問合せ  10:00～19:00 ※定休日 /火曜（祝日除く）
●URL https://www.kkr-town.com/ 

パーティ人数  ２～200名
KKRホテル大阪
挙式スタイル   教会式・人前式・神前式・仏前式

開放感と緑あふれるガーデンチャペルと

祭壇の奥の全面ガラスから大阪城を望む室内チャペルは、

当日の天候によりお選びいただけます

♥大阪城公園を目の前に臨む絶好のロケーション
♥料理は前菜からデザートまで一品ずつ選びオリ
ジナルコースが作れます

♥由比ガ浜が一望できる温泉付ホテルで
遠方ゲストも安心
♥１日1組の貸切ウエディングです

おすすめのポイント

おすすめのポイント

おすすめのポイント

おすすめのポイント

☎092-521-7446

☎096-326-8888

●交通  南薬院バス停からすぐ／地下鉄薬院大通から徒歩 3分
●所在地  福岡県福岡市中央区薬院4-21-1●問合せ  10:00～ 18:00
●URL http://www.kkr-hakata-wedding.com/

♥24mの大理石のバージンロード
♥独立型チャペルに併設のガーデンは開閉式
のルーフ付なので天候に左右されず挙式後の
演出を楽しめます

パーティ人数   ２～ 240名

KKRホテル博多

博多 ・天神からほど近いとは思えないほど緑あふれるガーデン

多彩な挙式プランと創造性に富んた料理でふたりらしい一日に

挙式スタイル   教会式・人前式・神前式

●交通 市電熊本城・市役所前から徒歩6分／バス市役所前から
徒歩6分／熊本駅から車で11分
●所在地 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31　
●問合せ  10:00～19:00　※火曜日は10:00～18：00
●URL http://kkr-hotel-kumamoto.com/wedding/

パーティ人数  ２～300名

KKRホテル熊本
挙式スタイル   教会式・神前式・人前式

熊本城に見守られ

両家は「ひとつの家族」になってゆく

未来へ続く結婚式

♥年配ゲストもよく知る老舗ホテルで抜群の安心感
♥大小のバンケットのほか、レストランウエディングも
選べます

おすすめの
ポイント

おすすめのポイント
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https://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/wedding/
https://www.kkr-town.com/
http://www.asakura.cc/bri.html


☎076-264-2255

☎0467-25-4321

●交通  金沢駅兼六園口（東口）から車 8分
●所在地  石川県金沢市大手町2-32　●問合せ  10:00～ 19:00　※火曜日定休
●URL https://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/wedding/

♥30ｍの真っ白なバージンロード「ホワイト
ロード」はゲストと二人をつなぐ特別な空間
♥歴史ある神社や茶室での挙式など金沢
らしい結婚式も叶う

パーティ人数   ２～ 350名

KKRホテル金沢

窓一面に広がる金沢城公園の景観が

大切なゲストへの上質なおもてなしに

挙式スタイル   教会式・神前式・人前式・神社式・茶婚式

●交通 江ノ電由比ヶ浜駅から徒歩５分
●所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
●問合せ  10:00～ 19:00
●URL https://www.kamakurawakamiya.jp/wedding/

パーティ人数  ６～100名

KKR鎌倉わかみや
挙式スタイル   教会式・神前式・人前式

四季折々の豊かな表情を見せる古都鎌倉

くつろぎの空間と和会席でゆっくりと楽しむひとときを

☎083-922-3268

☎06-6941-2233

●交通 JR湯田温泉駅から車７分
●所在地  山口県山口市神田町2-18　●問合せ 10:00～ 19:00
●URL http://www.asakura.cc/bri.html

♥自家源泉を持つ落ち着いた雰囲気の施設な
ので遠方からのゲストもゆっくり寛げます
♥料理長自慢の婚礼料理は和食をベースに、
山口らしい一品を加えるのもオススメ

パーティ人数  ６～180名
KKR山口あさくら

『和の心』 を大切にした情緒あふれる神前式

ゲストとの絆を深め、「ありがとう」をカタチにする人前式

サビエル記念聖堂での挙式もお手伝いできます

挙式スタイル   教会式・人前式・神前式

●交通ＪＲ森ノ宮駅、大阪メトロ谷町四丁目駅から徒歩10分　
　　　※シャトルバスあり
●所在地 大阪府大阪市中央区馬場町2-24　
●問合せ  10:00～19:00 ※定休日 /火曜（祝日除く）
●URL https://www.kkr-town.com/ 

パーティ人数  ２～200名
KKRホテル大阪
挙式スタイル   教会式・人前式・神前式・仏前式

開放感と緑あふれるガーデンチャペルと

祭壇の奥の全面ガラスから大阪城を望む室内チャペルは、

当日の天候によりお選びいただけます

♥大阪城公園を目の前に臨む絶好のロケーション
♥料理は前菜からデザートまで一品ずつ選びオリ
ジナルコースが作れます

♥由比ガ浜が一望できる温泉付ホテルで
遠方ゲストも安心
♥１日1組の貸切ウエディングです

おすすめのポイント

おすすめのポイント

おすすめのポイント

おすすめのポイント

☎092-521-7446

☎096-326-8888

●交通  南薬院バス停からすぐ／地下鉄薬院大通から徒歩 3分
●所在地  福岡県福岡市中央区薬院4-21-1●問合せ  10:00～ 18:00
●URL http://www.kkr-hakata-wedding.com/

♥24mの大理石のバージンロード
♥独立型チャペルに併設のガーデンは開閉式
のルーフ付なので天候に左右されず挙式後の
演出を楽しめます

パーティ人数   ２～ 240名

KKRホテル博多

博多 ・天神からほど近いとは思えないほど緑あふれるガーデン

多彩な挙式プランと創造性に富んた料理でふたりらしい一日に

挙式スタイル   教会式・人前式・神前式

●交通 市電熊本城・市役所前から徒歩6分／バス市役所前から
徒歩6分／熊本駅から車で11分
●所在地 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31　
●問合せ  10:00～19:00　※火曜日は10:00～18：00
●URL http://kkr-hotel-kumamoto.com/wedding/

パーティ人数  ２～300名

KKRホテル熊本
挙式スタイル   教会式・神前式・人前式

熊本城に見守られ

両家は「ひとつの家族」になってゆく

未来へ続く結婚式

♥年配ゲストもよく知る老舗ホテルで抜群の安心感
♥大小のバンケットのほか、レストランウエディングも
選べます

おすすめの
ポイント

おすすめのポイント

http://www.kkr-hakata-wedding.com/
http://kkr-hotel-kumamoto.com/wedding/


▲UP

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



