
ラフォーレ倶楽部会員の皆様へ

ラフォーレ倶楽部 2020 秋のおすすめ情報
LAFORET CLUB 2020 AUTUMN

※掲載の料金 ・ 宿泊プランなどの情報は法人会員制倶楽部 「ラフォーレ倶楽部」 の会員様向け情報となります。

＊地域共通クーポンは 2020 年 10 月以降に配付予定です。 それまでは旅行代金の割引 （旅行代金総額の 35%） のみとなります。 

会員料金から
さらに
35％OFF

会員料金から
さらに
35％OFF
Go Toトラベル
キャンペーン
Go Toトラベル
キャンペーン

琵琶湖マリオットホテル
びわ湖を望むデラックスルームびわ湖を望むデラックスルーム

～ 12 月 7日泊　※11/21 泊を除く 期 間

● 1 泊 2 食付の方限定
       滋賀ご当地ドリンクご夕食時 1杯サービス
● 日曜～金曜日泊限定（11/22泊除く）  お部屋のアップグレード
　   びわ湖が一望できるデラックスルームを
　   スーペリアルーム料金でご利用いただけます。

● ホテル館内利用クーポン 1,000 円分

● テニスコート  1 日 1 面 2 時間無料

特 典

旅を満喫できる特典付

秋のびわ湖ステイプラン

料 金
（大人）

1泊2食付 9,750～11,375円15,000 ～17,500円

1泊朝食付 8,000 ～11,000円 GoTo トラベル
キャンペーンで
35％OFF ➡ 5,200～7,150円

1泊2食付

1泊朝食付

秋の行楽から紅葉シーズンまで幅広くご利用いただけるプラン。滞在中いつでも
湯浴みが楽しめる温泉付プレミアルームもお得にご利用いただけます。

ご予約方法、手続きなど詳細は
ラフォーレ倶楽部WEBサイトへ

温泉付客室も
お得！

地域共通クーポンも
別途お渡しいたします *。
（プラン合計金額×15％相当）

地域共通クーポンも
別途お渡しいたします *。
（プラン合計金額×15％相当）



季節の和会席（秋）イメージ季節の和会席（秋）イメージ 洋グリルコース（秋）洋グリルコース（秋）

南紀白浜マリオットホテル

～2021年 1月31日泊   ※11/21、12/30～ 1/2、1/9泊を除く期 間

まるで太平洋を独り占めしたかのような気分になれる海を臨むビューバスでは、
白浜の上質ないで湯を滞在中いつでも思う存分お楽しみいただけます。

～選べる和歌山ご当地ドリンク付～

海の見える温泉付客室
　　　　　          　ステイプラン
海の見える温泉付客室
　　　　　          　ステイプラン

温泉ビューバス付プレミアルーム温泉ビューバス付プレミアルーム

■ 1泊朝食付もございます。 ※お料理内容は季節により変更となります。

● 土曜、11/22、12/27 ～ 29、1/10泊は650円増しとなります。
      (GoToトラベルキャンペーン利用の場合)

1泊2食付(日曜～金曜泊) ／温泉ビューバス付プレミアルーム料 金
（大人） 19,500円洋グリルコース 21,700円季節の和会席

洋グリルコース 季節の和会席12,675円 14,105円

　 和歌山ご当地ドリンク 1杯サービス（下記よりお選びいただけます。）特 典
● 南紀白浜ナギサビール　● 和歌山の日本酒飲み比べ（3種）　● スパークリング梅酒
● 和歌山の果実酒飲み比べ（4種）　　● 有田みかんジュース　　● 紀州あら川白桃ジュース　

GoTo トラベルキャンペーンで
35％OFF ➡

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。

※日程・お部屋タイプにより料金は異なります。

近江牛の焼きしゃぶや近江牛煮込み西京仕立てなど、 地場の素材を使用した
和食コースをお召し上がりいただける宿泊プラン。

秋の味覚と近江牛味わう
　　　　　 ディナーコース付プラン
秋の味覚と近江牛味わう
　　　　　 ディナーコース付プラン

琵琶湖マリオットホテル

～11月30日泊 　※11/21泊を除く期 間

1泊2食付料 金
（大人）

18,200 ～21,700円

11,830～14,105円GoToトラベル
キャンペーンで
35％OFF ➡

―温泉付客室で過ごす華麗なる休日――温泉付客室で過ごす華麗なる休日―

GoGo

～2021年 1月31日泊  ※除外日あり期 間

全10ホテル対象ホテル

1泊2食付／温泉付客室泊+最上級ディナーコースほか  ※ホテルごとに内容は異なります。内  容
（大人）

40,000円
（消費税込） （消費税込）

※那須は最上階スイートルーム（温泉なし）となります。

GoTo トラベルキャンペーンで
35％OFF ➡

最大割引最大割引
トラベルトラベルToTo

が受けられる 　万円プラン４４
ジャスト

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、山紫水明（修善寺）

さらに
GoToトラベル
キャンペーンで
35％OFF

さらに
GoToトラベル
キャンペーンで
35％OFF

さらに
GoToトラベル
キャンペーンで
35％OFF



※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。※掲載の料金は特に表示のない場合、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。

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）

大切な人と、旅先での新たな発見や喜びを共有することで、絆を深める。
そんな旅にでかけませんか。皆様の心に残る旅、応援します。

絆　　　　　　応援プラン絆　　　　　　応援プラン
深めよう、つなげよう旅で

-KIZUNA--KIZUNA-

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

対象ホテル

料金（大人） 1泊朝食付／日曜～金曜泊

■ 1 泊２食付もございます。

～10月31日泊 期 間 ※ホテルにより除外日あり。

※ホテルによりお部屋タイプ・料金は異なります。ご予約時にご確認ください。

室数限定

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 3,380～4,875円5,200 ～7,500円

6,800～ 9,000円 GoTo トラベル
キャンペーンで
35％OFF ➡ 4,420～5,850円

● 土曜泊は650円増しとなります。 (GoToトラベルキャンペーン利用の場合)

新型コロナウィルス
感染症への対策

（消費税込）

料金（大人） 1泊２食+2,000円ドリンク券付

■ 1 泊朝食付もございます。

旅応援プラン旅応援プラン

［気軽に小旅行］

伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・白馬
箱根強羅・伊東・山紫水明（修善寺）

対象ホテル

～2021年1月31日泊 期 間
※白馬は 12/18 泊まで　※除外日あり

16,225～22,000円
GoToトラベルキャンペーンで

35％OFF ➡10,546～14,300円
※ 料金はホテルにより異なります。
※ 2,000 円ドリンク券はご夕食時のドリンク代やラウンジでご利用いただけます。
プランの詳細はラフォーレ倶楽部WEB サイトをご覧ください。

温泉付きのお部屋に泊まる温泉付きのお部屋に泊まる

山紫水明（ラフォーレ修善寺）山紫水明（ラフォーレ修善寺）



Ⓒ Osaka Convention & Tourism BureauⒸ Osaka Convention & Tourism Bureau

を満喫するなら！大阪

ラフォーレ倶楽部 2020ラフォーレ倶楽部会員の皆様へ

ラフォーレ倶楽部 × GoTo トラベル　特別優待料金のご案内

「コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション」は
「新大阪駅」から歩行者デッキで徒歩 1分。
大阪観光やビジネスの拠点はもちろん、
京都や神戸へも電車で約 30 分とアクセス至便です。

さらに
GoTo トラベルキャンペーンで➡4,400円

通常会員価格

56％OFF
通常会員価格

56％OFF◆ 特別優待料金（室数限定） 
（ご利用例）1室 2名・素泊まり利用の場合、通常優待料金 6,600 円～のところ

お一人様
あたり 2,860円

お一人様あたり

（税サ込）

（税サ込）

1室利用人数

２名利用

１名利用

素泊まり １泊朝食付 １泊２食付

4,400円
17,325円11,825円8,800円
12,925円7,425円

 特別優待料金表（期間：～2021年3月31日泊） 特別優待料金表（期間：～2021年3月31日泊）（お一人様あたり・税サ込／宿泊税別）

新幹線・ＪＲ在来線・地下鉄「新大阪駅」直結

GoTo トラベルキャンペーン
クーポンお申込方法

詳細は、
QR コードより
ご覧ください。

※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。
※1名様あたりの宿泊料金が7,000円以上の場合は、宿泊税を申し受けます。

新型コロナウイルス
感染症への
対策について

● ご予約の際、必ず初めに「ラフォーレ倶楽部会員」であることをお伝えください。

www.laforet.co.jp/benefit/member/cyo_mt.html

ビジネスにもぜひご利用ください。

ホテルは、新幹線・JR在来線、地下鉄・御堂筋線の
各「新大阪駅」と直結しており、

梅田や御堂筋オフィス街へのアクセスも便利！

Ⓒ ( 公財 ) 大阪観光局

WEB 予約には利用者登録が必要です。

地域共通クーポン（プラン総額×15％相当）地域共通クーポン（プラン総額×15％相当）



ラフォーレ倶楽部 法人会員企業に
おつとめの皆様へ

ラフォーレ倶楽部会員特別特典


