
ラフォーレ倶楽部会員の皆様へ
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LAFORET CLUB 2021 SPRING
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春のびわ湖ステイプラン
季節の花が咲き乱れ、春の美しい景色を愛でる旅に出かけませんか。
お部屋は温泉付客室からスタンダードタイプまでお選びいただけます。

■ 1 泊朝食付（ウェルカムドリンクの特典付）もございます。

～5月31日泊　※4/29～ 5/5泊を除く 期 間

ワンドリンクサービス（ご夕食時）特 典

料 金
（大人） 1泊２食付 17,150 ～22,150円

琵琶湖マリオットホテル

春の近江八幡水郷めぐりイメージ
 ※営業日等は事前にご確認ください。

待ちに待った春
　 いまこそ、 開放感あふれる旅を。
待ちに待った春
　 いまこそ、 開放感あふれる旅を。

掲載の料金は 2021 年 4月分よりサービス料・消費税込、入湯税別表記に変更となりました。（従来：サービス料込、消費税・入湯税別表記）

1泊２食+アドベンチャーワールド入園券付

※アドベンチャーワールドには休園日がございます。アドベンチャーワールドホームページでご確認ください。

21,750～32,750円 ■ 1 泊朝食付もございます。

パンダの赤ちゃん「楓浜（ふうひん）」3月より公開スタート！
7頭のパンダファミリーにこの機会にぜひ会いに行きましょう。
 ＊パンダの赤ちゃんの観覧情報はアドベンチャーワールドホームページでご確認ください。

～ 8月31日泊期 間

料 金
（大人）

パンダ彩浜パンダ彩浜

南紀白浜マリオットホテル

パンダに会いに行こう！

アドベンチャーワールド入園券付プラン

祝・パンダの赤ちゃん誕生

 南紀白浜の
プラン一覧は
こちらから
←

■ アドベンチャーワールドとのコラボルーム「Happy Panda Room」が誕生！ QRコードよりプラン情報をご覧ください。

画像提供：アドベンチャーワールド



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

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

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

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

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

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

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

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。

※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。

マリオット系列ホテルを含むラフォーレ倶楽部のホテル・ゴルフ場を

ラフォーレ倶楽部会員の皆様は、いつでもベストレートでご利用いただけます。

2021 年度会員料金／素泊まり（定員利用時 1名様あたり／サービス料・消費税込）

◎ご利用のホテル・人数により料金は異なりますので、ご予約時にご確認ください。
◎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。

マリオットホテル

コートヤードホテル 5,000～16,000円

ラフォーレホテル 4,000～15,000円

（2021/4/1 ～ 2022/3/31 泊）

琵琶湖マリオットホテル

Marriott Stay -2021SPRING-

～6月30日泊  ※5/1～ 4泊を除く 期 間

ウェルカムドリンク、ホテルクレジット 1,000 円分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （お一人様につき）

特 典

料 金
（大人） 1泊朝食付 9,250 ～18,250円
※特典のホテルクレジットは館内レストラン、インルームダイニング、スポーツセンター、売店で
　ご利用いただけます。ご利用はホテル滞在中のみとなり、宿泊代金への充当はできません。
※本プランはGoTo トラベルキャンペーン対象外のプランです。

朝食＆ウェルカムドリンク＆ホテルクレジット付

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

穏やかな春にゆったりホテルステイはいかがですか。
お部屋は温泉付客室からスタンダードタイプまでお選びいただけます。

ラフォーレ倶楽部
WEB サイト

Feeling in the Planetarium

プラネタリウム鑑賞券付プラン

～8月31日泊期 間

料 金
（大人）

1泊朝食+プラネタリウム鑑賞券付

※お子様料金はお問い合わせください。

9,800～20,800円

星空の世界で癒しのひとときを̶。
本格的なプラネタリウムを併設している琵琶湖マリオットホテル。夜空にきらめく星が包み込む
ロマンティックな番組から、お子様が楽しんでご覧いただけるプログラムもご用意しております。

デラックスツインルームデラックスツインルーム

※3つのプログラムの中からいずれか 1つをご覧いただけるプランです。プログラムを複数ご覧いただく
    場合は追加料金が発生いたします。プログラムスケジュールはホテルWEB サイトよりご確認ください。

南紀白浜マリオットホテル

海の見える温泉付客室ステイプラン
～選べる和歌山ご当地ドリンク付～

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。

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

 南紀白浜の
プラン一覧は
こちらから
←

～ 8月31日泊
※5/1～ 4、7/22～ 24、8/7～ 14泊を除く 

期 間

料 金
（大人） 1泊２食付

和歌山ご当地ドリンク 1杯サービス特 典

22,150 ～28,550円
■ 1 泊朝食付もございます。

 伊東の
プラン一覧は
こちらから
←

温泉付プレミアルーム温泉付プレミアルーム

～ 8月31日泊期 間

料 金
（大人） 1泊２食+入園券付 15,730～33,630円

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭

伊豆高原で選んで楽しむ入園券付プラン
動物とふれあえる「伊豆動物シャボテン公園」、おもいっきり身体を動かせる「伊豆ぐらんぱる公園」
いずれかの入園券をお選びいただけるお得なプランです。

伊東で遊ぼう！

※「伊豆ぐらんぱる公園」の「グランイルミ」には、別途入園券のお買い求めが必要です。

料 金
（大人）

心地よい春のピクニック付き宿泊プラン

春めく伊豆の森で朝食を
ピクニックセットに朝食を入れて、
ホテル敷地内の富士山ビュースポットでほがらかな朝を満喫しましょう。

～5月31日泊　※4/29～ 5/5泊を除く 期 間

1泊２食付 17,150 ～28,150円

伊豆マリオットホテル修善寺



ご利用方法
ご予約は利用日 4 ヶ月前の月の 1 日から承ります。※ゴールデンウィーク・夏季・年末年始は異なります。

１. WEB サイトまたはアプリより
　 各ホテルへアクセス

２. 予約 ３. ご利用日当日

［WEB］　
  www.laforet.co.jp
［電話］
  各ホテルへ直接お電話

フロントにて
社員証・健康保険証等 * などを
ご提示ください。

＊会員様ごとに異なります。ご不明な場合、ＷＥＢサイトよりお問合せいただけます。

法人会員№と法人パスワード * を
ご用意ください。
ご希望のホテル・プランを選択し、
ご予約ください。

※マリオットホテル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・消費税を含む料金で別途入湯税を申し受けます。
※写真はイメージです。

www.laforet.co.jp
※各ホテルへお電話でのご予約も承っております。

プランの詳細・ご予約は
ラフォーレ倶楽部WEBサイトへ

【WEB 予約には利用者登録が必要です】

お部屋代最大 30％OFF

温泉付客室スペシャルオファー 1 泊朝食プラン
人気の温泉付きのお部屋と朝食がセットになったお得なプラン。
朝食は地元・長野の食材を取り入れた和洋のお食事をご用意いたします。

通常17,150円 ➡

期 間

料 金
（大人） 1泊朝食／ 2名様利用時

コートヤード・バイ・マリオット白馬

13,100円

平日限定＆室数限定

～7月21日までの日曜～金曜泊  ※土曜、4/29～ 5/7泊を除く 

別荘のようなプライベート空間を味わえる山紫水明。
修善寺の良質な温泉と富士山の雄大な眺望をお楽しみいただけます。

ホテルラフォーレ修善寺 山紫水明

期 間 ～5月31日泊
料 金
（大人） 1泊２食付／ 1室4名様利用時 23,850～29,850円

※1室2～3名利用の料金はお問合せください。

↑山紫水明の
プラン一覧は
こちらから

富士山を望む露天風呂付客室に泊まる

贅の美食プラン 「春うらら」

新幹線・JR・地下鉄各「新大阪駅」近接のホテルから、とってもお得な特別料金を
ご用意いたしました！ ユニバーサルシティ駅まで電車利用で約 20 分、お子様が楽しみ
ながら学べる「キッザニア甲子園」など人気観光スポットへアクセス至便です。

TEL  06-6350-5703
■ラフォーレ倶楽部 特別優待料金

期 間 ～2022年 3月31日泊

料 金 素泊まり（お一人様あたり）
5,500円＜1室2名利用時＞

6,600円土曜・休前日

◆ 1室 1名利用料金（平日8,800 円～）、
　 食事付もございます。

平 日

コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション
シティホテル

ラフォーレ新大阪会会員様には、特別会員料金をご用意して
おります。詳細はQRコードよりご確認ください。


