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ジュニアプラン
小学生対象

キッズプラン
幼児対象

1泊 2食寝具付き 7,700 1 泊 2食寝具付き 6,050
1 泊 2食添い寝 2,750

■お子様料金(お一人様　消費税込・サービス料不要)(単位：円)

年末年始・GW特別期間ご利用受付のご案内

■年末年始特別期間	 2022年12月31日（土）～2023年1月3日（火）泊
■ＧＷ特別期間	 2023年 		5月			3日（水）～2023年5月6日（土）泊

〇�プリンセス有馬の鉄板焼きコースはスタンダードコースは料理長
� おすすめコース料金、レコメンドコースは特撰コース料金、�
　プレミアムコースは和みコース料金＋9,900円（税込）�
〇お一人様1部屋利用の場合は、＋シングル料金1,100円（税込）

〇�1室3名以上のご利用はお一人様追加につき+4,400円(税込)
〇�小学生は人数に含みます(添い寝はお受けしておりません)�
〇�朝食(お一人様)＋大人2,200円(税込)、小学生・幼児1,100円(税込)

■ご宿泊料金

会員種別 利用日 1室1名様
ご利用の場合

1室2名様
ご利用の場合

オーナー
サブオーナー
アネックス
プラチナオーナー
プラチナサブオーナー
メンバー
サブメンバー
ローズメンバー
プラチナメンバー
プラチナサブメンバー 年末年始

ＧＷ

7,700 11,000

同伴者（会員が同行す
る場合）
グローバル
ロイヤル
カンパニー
TH
RTM
TM・TMK
THR

8,800 12,100

利用券
（会員が同行しない場合） 9,350 12,650

■素泊まり料金（1室あたり　消費税込・サービス料不要)(単位：円）

会員種別 利用日 和みコース 料理長
おすすめコース 特撰コース

オーナー
サブオーナー
アネックス
プラチナオーナー
プラチナサブオーナー
メンバー
サブメンバー
ローズメンバー
プラチナメンバー
プラチナサブメンバー

年末年始 14,300 17,050 19,800

ＧＷ 12,100 14,850 17,600

同伴者（会員が同行す
る場合）
グローバル
ロイヤル
カンパニー
TH
RTM
TM・TMK

年末年始 15,950 18,700 21,450

ＧＷ 13,750 16,500 19,250

THR
年末年始 17,050 19,800 22,550
ＧＷ 14,850 17,600 20,350

利用券
（会員が同行しない場合）

年末年始 17,600 20,350 23,100
ＧＷ 15,400 18,150 20,900

■1泊2食料金(お一人様　消費税込・サービス料不要)(単位：円)	

◆GR会員
平 日 会 員 13,200円
エ リ ア 会 員 13,200円
個 人 会 員 26,400円
法 人 A 会 員 52,800円
法 人 B 会 員 79,200円
ロ イ ヤ ル 会 員 132,000円
ク ラ ブ 会 員 19,800円
GRポ ー ト 会 員 26,400円
GRファミリー会員 39,600円
GRカンパニー会員 52,800円

◆GRE軽井沢、熱海会員
ファミリー 会 員 82,800円
カンパニー会員 165,600円
グローバルA会員 248,400円

※営繕基金1口3万円を含みます

◆伊豆会員
ファミリー 会 員 52,800円
カンパニー会員 105,600円
グローバルA会員 158,400円
グローバルB会員 264,000円

◆GRE白浜
ファミリー 会 員 92,800円
カンパニー会員 185,600円

グローバルA会員 278,400円
グローバルB会員 464,000円

◆GRE京都・淡路島会員
ポ ー ト 会 員 52,800円
ファミリー 会 員 79,200円
カンパニー会員 158,400円
グローバルA会員 237,600円
グローバルB会員 396,000円

◆プリンセス有馬会員
ポ ー ト 会 員 66,000円
ファミリー 会 員 99,000円
カンパニー会員 198,000円
グローバルA会員 297,000円
グローバルB会員 495,000円

◆プリンセス富士河口湖会員
オーナーズ会員 39,600円
ファミリー 会 員 52,800円
カンパニー会員 105,600円

「自動振替制度」を利用されている方は、（株）アプラスの代行により2023年1月16日（月）に自動振替いたします。
また自動振替制度を利用されない方につきましては、12月16日（金）に振込用紙を送付させていただきます。
なお、費用明細は次のとおりとなっております（消費税含む）。

年会費・管理費納入について

※営繕基金1口4万円を含みます

OKURA CLUB ＆ HOTELSOKURA CLUB ＆ HOTELS

■宿泊料金

会員種別 利用日 和みコース 料理長
おすすめコース 特撰コース

オーナー
サブオーナー
アネックス
プラチナオーナー
プラチナサブオーナー
メンバー
サブメンバー
ローズメンバー
プラチナメンバー
プラチナサブメンバー

平日 9,900 12,650 15,400

土曜連休 12,100 14,850 17,600

同伴者（会員が同行す
る場合）
グローバル
ロイヤル
カンパニー
TH
RTM
TM・TMK

平日 11,550 14,300 17,050

土曜連休 13,750 16,500 19,250

THR
平日 12,650 15,400 18,150

土曜連休 14,850 17,600 20,350

利用券
（会員が同行しない場合）

平日 13,200 15,950 18,700

土曜連休 15,400 18,150 20,900

■1泊2食料金(お一人様　消費税込・サービス料不要)(単位：円)	 ■素泊まり料金（1室あたり　消費税込・サービス料不要)(単位：円）

会員種別 利用日 1室 1名様
ご利用の場合

1室 2名様
ご利用の場合

1室 3名様
ご利用の場合

オーナー
サブオーナー
アネックス
プラチナオーナー
プラチナサブオーナー
メンバー
サブメンバー
ローズメンバー
プラチナメンバー
プラチナサブメンバー

平日 6,600 8,800 12,100

土曜連休 7,700 11,000 15,400

同伴者（会員が同行す
る場合）
グローバル
ロイヤル
カンパニー
TH
RTM
TM・TMK
THR

平日 7,700 9,900 13,200

土曜連休 8,800 12,100 16,500

利用券
（会員が同行しない場合）

平日 8,250 10,450 13,750

土曜連休 9,350 12,650 17,050

〇�プリンセス有馬の鉄板焼きコースのスタンダードコースは料理長�
おすすめコース料金、レコメンドコースは特撰コース料金、プレミア
ムコースは和みコース料金＋9,900円（税込）
〇�お一人様1部屋利用の場合、＋シングル料金1,100円（税込）

〇�1室3名以上のご利用はお一人様追加につき+3,300円（税込）、土曜連休
に宿泊の場合は+4,400円（税込）
〇小学生は人数に含みます(添い寝はお受けしておりません)
〇�朝食（お一人様）＋大人2,200円(税込)、小学生・幼児1,100円（税込）

＜1泊2食付き・素泊まり　共通のご案内＞
■��土曜連休料金について
プリンセス有馬、GR有馬・淡路島・京都・白浜・近江舞子・プリ
ンセス富士河口湖は通年、軽井沢（夏期）、カニシーズン（11月5日
（土）～3月末）の城崎・天の橋立・三方五湖、8/16京都に宿泊の場
合は土曜連休料金が生じます。

＜特別期間　1泊2食付き・素泊まり　共通のご案内＞
�■�変更・キャンセルにつきましては、宿泊日前日より起算し11日
前の午後 4時以降からはキャンセル料が生じます。（詳細は 18
ページ参照）

ジュニアプラン
小学生対象

キッズプラン
幼児対象

1泊2食寝具付き 7,700 1泊2食寝具付き 6,050

1泊2食添い寝 2,750

■お子様料金(お一人様　消費税込・サービス料不要)(単位：円)

■キャンセル料金について
※予約の変更、取消時に所定のキャンセル料金が生じます。
（料理のグレードアップおよび人数の増加による変更は除く）
〇1泊2食付きプラン(1人あたり）(単位：円)

※ヴィラ・リュウセイ、ヴィラ・コンコルディアおよび提携ホテルは別料金になります。※ヴィラ・リュウセイ、ヴィラ・コンコルディアおよび提携ホテルは別料金になります。

ザ グラン リゾート ホテル  キャンペーン料金を継続中

■年末年始特別期間	 2022年12月31日（土）～2023年1月3日（火）泊
■ＧＷ特別期間	 2023年 		5月 			3日（水）～2023年5月6日（土）泊

上記特別期間を除く

取消日・変更日 利用日 和み・おすすめ
コース 特撰コース

宿泊日の前日より起算し 
2 日前 ( ※特別期間 11 日
前 )  16 時以降

平日 4,000 4,000
土曜連休 5,000 5,000

前日 16 時以降～当日
平日 5,000 7,500

土曜連休 6,000 8,500

〇ジュニアプラン(1人あたり)�
　�宿泊日の前日より起算し2日前(特別期間11日前)16時以降：2,000円、�
前日16時以降～当日：4,000円
〇キッズプラン�(1人あたり)
　�宿泊日の前日より起算し2日前(特別期間11日前)16時以降：1,250円、�
前日16時以降～当日：2,500円
〇素泊まり(1室あたり)
　�宿泊日の前日より起算し2日前(特別期間11日前)16時以降：宿泊料金の50％、�
前日16時～当日：宿泊料金の100％




