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南紀白浜／温泉ビューバス付プレミアルーム南紀白浜／温泉ビューバス付プレミアルーム

14,000 ～28,400円大 人

※室数限定プランです。  ※1 泊朝食付もございます。

通常会員料金 日曜～金曜泊 15,750～ 30,500円
 　　  （一般料金32,030～ 81,200円相当）のところ

※ご利用のホテル、日程、人数により料金は異なります。
　詳しくはラフォーレ倶楽部WEB サイト等でご確認ください。

～ 9月 30日泊 期 間 ※ホテルにより除外日あり。

琵琶湖・南紀白浜・伊豆修善寺・富士山中湖
軽井沢・白馬・箱根強羅・伊東・修善寺（山紫水明）

対象
ホテル

1泊 2食付／温泉付客室泊料 金

夕食時のドリンクやラウンジでご利用いただける

2,000 円クーポン付
特 典
1泊2食付
限定

※1室2名利用の場合、割増料金を申し受けるホテルがございます。
　 （対象：軽井沢・白馬・伊東・修善寺（山紫水明））

温泉付客室で、大切な人と特別な時間を温泉付客室で、大切な人と特別な時間を

滞在中いつでも楽しめる温泉が付いた客室で
親しい人と気兼ねなく安心してゆったり過ごす時間。

誕生日や記念日、先延ばしになっているお祝いごとにも。
開放感あふれるリゾートで満たされるひとときを
法人会員様限定プランでご用意いたしました。

ラフォーレ倶楽部会員限定企画

スペシャル マイ ホリデー プラン

9月まで期間延長＆「南紀白浜」「箱根強羅」も対象になりました。

安心・安全な安心・安全な

滞在を滞在を

－ すべてのお客様の健康と安全の促進に向けて －
ラフォーレ倶楽部の「安心・安全」への取り組みはWEB サイトにてご案内しております。



コートヤード・バイ・マリオット 白馬
長野県北安曇郡白馬村北城2937

0261-75-5489

伊豆マリオットホテル修善寺
静岡県伊豆市大平1529

0558-72-2011

南紀白浜マリオットホテル
和歌山県西牟婁郡白浜町2428

0739-43-7000

琵琶湖マリオットホテル
滋賀県守山市今浜町十軒家2876

077-585-6300

軽井沢マリオットホテル
長野県北佐久郡軽井沢町長倉4339

0267-44-4489

富士マリオットホテル山中湖
山梨県南都留郡山中湖村平野1256-1

0555-65-6711

リゾートホテル ラフォーレ那須
栃木県那須郡那須町湯本206-959

0287-76-3489

ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320

0460-86-1489

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭
静岡県伊東市猪戸2-3-1

0557-32-5489

ホテルラフォーレ修善寺
静岡県伊豆市大平1529

0558-74-5489

◎ご利用のホテル・人数により料金は異なります。※上記は 2021 年 3 月 31 日泊迄の料金です。◎朝食付、2 食付もございます。 ◎日程によりお食事付のご予約に限らせていただく場合がございます。

外資系ブランドを含む
ホテル・ゴルフ場を 会員料金で 多数の企業と法人契約し、日本最大級の会員数をもつ

法人会員制倶楽部「ラフォーレ倶楽部」。
会員に所属する皆様は、契約対象施設を
いつもお得な会員料金でご利用いただけます。

ラフォーレ倶楽部
ご予約、ホテル情報、利用料金などは
ラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイトへ www.laforet.co.jp

ラフォーレ倶楽部
伊東温泉 湯の庭

優待ゴルフ場
ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部

優待ホテル 強羅環翠楼

ラフォーレ倶楽部
箱根強羅 湯の棲

リゾートホテル
ラフォーレ那須

コートヤード・バイ・マリオット 白馬

富士マリオットホテル山中湖 ラフォーレ蔵王
リゾート&スパ

軽井沢マリオットホテル

琵琶湖マリオットホテル

ホテルラフォーレ修善寺
ラフォーレ修善寺&カントリークラブ

伊豆マリオットホテル修善寺

南紀白浜マリオットホテル

ベストレート保証

伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢
琵琶湖・南紀白浜

会員料金
素泊まり　5,000 円～

マリオットホテル 【対象ホテル】 コートヤード・バイ・マリオットホテル 白馬【対象ホテル】

会員料金
素泊まり　5,000 円～

那須・箱根強羅
伊東・修善寺

ラフォーレホテル 【対象ホテル】
※蔵王：クローズ中

会員料金
素泊まり　4,200 円～

※上記のほか ■ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ（静岡県伊豆市大平 1529）　  0558-74-5489　　■優待ゴルフ場 ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部（千葉県山武市松尾町八田 1563）　  0479-86-6400 もございます。

ラフォーレ倶楽部会員限定企画

琵琶湖マリオットホテル琵琶湖マリオットホテル

プランプラン

夏のびわ湖へ－

2020夏2020夏

この夏、皆様の旅を応援する
とってもお得なプランを
ご用意いたしました。

おとなの夏休み

－おとな旅応援－思いっきり！

サマーバケーション
太陽の陽射しを感じアクティブに過ごす夏にも、
また、びわ湖畔で過ごすリトリートタイムにも。
通常料金よりお得なプランでリゾートを満喫！

室数限定

・ウェルカムドリンク　・ホテルショップ1,000円クーポン特 典

なんと
最大7,000円相当
お得！

通常会員料金   10,850～19,350円相当（一般料金16,850～36,100円相当）のところ料 金
（大人）

※日程・お部屋タイプにより料金は異なります。

7,500 ～12,500円1泊朝食付

7月23日～9月30日泊 期 間

■ 1 泊２食付もございます。

ファミリー、3世代家族旅行に

大人 1 名様につきお子様 1 名様を無料ご招待！
※1 室 3 ～ 4 名様利用の場合の 4 才～小学生のお子様が無料の対象となります。

1室3名様より
承ります。

※素泊まりプランは対象外です。
※日程・お部屋タイプにより料金は異なります。

－家族旅行応援－

夏 ! お子様無料キャンペーン
室数限定

対象プラン
（大人） 16,000 ～24,500円1泊２食付

7月1日～8月31日泊  ※8月8日～13日泊を除く期 間

■ 1 泊朝食付もございます。

免疫力向上のためには、 適度な運動と健康的な食事、 質の良い睡眠が不可欠。

本プランでは 「自然」 「食」 「マインドフルネス」 の３つのアプローチで、 免疫力を取り戻す

上質なウェルネス ・ エクスペリエンスを提供します。 雄大な自然のパワーを身体いっぱいに

取り入れ、 楽しみながら心と体を解きほぐしましょう。

・ウォーキングセット
   （ホテル周辺のウォーキングMAP、ミネラルウォーターなど）
・温泉入浴ガイド　　●ウェルネスドリンク

特 典

※ご利用のホテル、日程、人数等により料金は異なります。

料 金
（大人） 9,000 ～13,850円1泊朝食付

9月1日～12月25日泊   ※ホテルにより除外日あり期 間

■ 1 泊２食付もございます。

こころとからだ整える ウェルネス旅こころとからだ整える ウェルネス旅

SHINRＩＮYOKU× 湯治 × 免疫ドリンク

対象ホテル 琵琶湖・南紀白浜・伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢
白馬・那須・箱根強羅・修善寺（山紫水明）

豊かな

自然で

リフレッシュ

豊かな

自然で

リフレッシュ

身体の

内側からも

元気に

身体の

内側からも

元気に

効能豊かな

温泉に

じっくりと

効能豊かな

温泉に

じっくりと

ホテルでできる “免疫力の向上” とは？

一口に温泉と言っても、その効果はさまざま。冷え性・
美肌・保湿・うつ状態・慢性湿疹・自律神経不安症の
改善など、ご自身の身体と相談しながら温泉や旅先を
決めてみるのもおすすめです。さらに、温泉の効能を
より感じていただけるよう、温泉の特徴やより効能を
堪能できる入浴法、食事との組み合わせなどもご案内
いたします。入浴後はくつろぎの客室で、深い睡眠も
サポート。ゆったりと湯浴みを楽みながら、免疫力を
向上させましょう。

免疫力の向上や血圧降下が科学的にも実証され、世界
的に注目を集める「SHINRIN-YOKU」。“樹木に接し、 癒
しを感じる行為” のことで、必ずしも森に行かないと…
なんて大げさに考える必要はありません。ホテル周辺
のウオーキングコース（日本ウオーキング協会認定）や、
お寺や湖畔、美術館などへの通り道など、お気に入り
の森林浴スポットがきっと見つかるはず。朝日を目一
杯浴びながらの森林浴とホテルお戻り後のリチャージ
ドリンクで、最高の一日をスタートしましょう。

温 泉温 泉

森林浴森林浴

※本プランでご案内する「ホテル周辺ウォーキングMAP」のコースは、一般社団法人日本ウオーキング協会認定コースとなります。
また修善寺（山紫水明）のウォーキングコースの出発地点「修善寺温泉入口（バス停留所）」はお客様ご自身でご移動をお願いいたします。



※マリオットホテルおよびコートヤード・バイ・マリオット白馬はチェックインの際、デポジットとしてクレジットカードのプリントまたは現金をお預かりさせていただきます。
また、ラフォーレ倶楽部会員料金でご利用の場合、Marriott Bonvoy ™ 会員特典の対象外となります。
※掲載の料金は定員利用時１名様あたりのサービス料を含む料金で、別途消費税および入湯税を申し受けます。※写真はイメージです。

※今後のホテル・ゴルフ場の営業に関する最新情報は、WEB サイトにて随時お知らせいたします。

ご予約はラフォーレ倶楽部WEB サイト
または各ホテル・ゴルフ場へ www.laforet.co.jp ※ＷＥＢ予約には

　利用者登録が必要です。

ラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイト

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭
ホテル ラフォーレ修善寺
ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ
ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ   　※全館クローズ中

0557-32-5489
0558-74-5489
0558-74-5489

伊豆マリオットホテル修善寺
富士マリオットホテル山中湖
軽井沢マリオットホテル
琵琶湖マリオットホテル

0558-72-2011
0555-65-6711
0267-44-4489
077-585-6300

南紀白浜マリオットホテル
コートヤード・バイ・マリオット白馬

0739-43-7000
0261-75-5489

リゾートホテル ラフォーレ那須
ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲

0287-76-3489
0460-86-1489

■予約専用ダイヤル（月曜～金曜 9:00 ～ 17:00  ※祝日・年末年始除く）

大人 14,500円～1泊２食付

～9月30日泊   ※ホテルにより除外日あり 期  間

春に出来なかったお祝いをテーマに 今こそ 「おめでとう」 をリゾートで

Celebrations for Yours
お祝いはいつしても、されても嬉しいもの。卒業や入学、就職、定年、お誕生日など、
気持ちも晴れやかにお祝いしませんか。

琵琶湖・南紀白浜・伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢
白馬・那須・箱根強羅・伊東・修善寺（山紫水明）

対象ホテル

● 夕食時、乾杯用ドリンク＆メッセージプレート付デザートをご用意
● お部屋にフルーツの盛り合わせをご用意

特  典

料  金 お子様 8,000円～

ビジネス応援をテーマに

大人 28,125円～3泊素泊まり

～2021年 3月31日泊   ※ホテルにより除外日あり 期  間

ソロワーケーション連泊プラン

Relieve&Work

ネット環境がしっかり整ったお部屋とラウンジで仕事を、息抜きに温泉でリラックスー。
自由気ままな滞在によくばりをプラスした、マリオットならではの「ワーケーション」を
お楽しみください。

琵琶湖・南紀白浜・伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・白馬対象ホテル

● 持ち運び可能なテーブル貸出
● ラウンジへのフリーアクセスチケット

特  典

料  金 Wi-fi 完備で
仕事に専念できる
静かな空間が

充実

大人 13,250円～1泊2食付

～2021年 3月31日泊   ※ホテルにより除外日あり 期  間

ファミリーワーケーションプラン

Play&Work

働くパパママに、仕事に集中できる空間と、ワクワクの詰まったリゾート体験、
心に寄り添うサービスで理想の「ワーケーション」をご提供します。

琵琶湖・南紀白浜・伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・白馬対象ホテル

● 持ち運び可能なテーブル貸出
● オリジナルノート・ペンのプレゼント
● アーリーチェックイン14:00（通常15:00）、レイトチェックアウト12：00（11：00）

特  典

料  金 お子様 9,950円～

■1泊朝食付もございます。


