
※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もご予約承っております。

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】

ラフォーレ倶楽部会員の皆さまへラフォーレ倶楽部会員の皆さまへ
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温泉ビューバス付プレミアルーム／南紀白浜マリオットホテル温泉ビューバス付プレミアルーム／南紀白浜マリオットホテル

海と白い砂浜と温泉のリゾート－南紀白浜海と白い砂浜と温泉のリゾート－南紀白浜
白良浜から徒歩 3分の高台に位置する南紀白浜マリオットホテルは、雄大な太平洋を望む温泉大浴場や、
夏のリゾート気分を満喫できる屋外プールを兼ね備えております。新鮮な海の幸を堪能したり、話題の
パンダファミリーに会いに行ったり…。この夏は開放感あふれるリゾートで楽しみましょう。

Basic Stay- 素泊まり -Basic Stay- 素泊まり -

料 金 お一人様あたり 5,000～16,000円

南紀白浜マリオットホテル

シンプルなプランで、自由自在な滞在を。
お部屋はスタンダードタイプから海の見える温泉付客室までございます。

（一般料金例：9,983 ～ 52,393 円）

家族で楽しむハワイアンブッフェ＆花火付プラン

7月17日～8月28泊期 間

料 金
（大人）

1泊2食+手持ち花火セット付

17,350 ～26,350円

Enjoy Family Vacation

海水浴やホテルのプールなどで 1 日思いきり楽しんだあとは、
本場・ハワイの味を満喫できるディナーブッフェを。白良浜で
楽しめる花火セットで夏の思い出が増えること間違いなし！

南紀白浜の
宿泊プラン一覧は
こちらから ▶

※季節のおすすめ情報 5月号は発行を休止させていただきました。

90 日前・60 日前までのご予約で通常会員料金よりもさらにお得な料金でご宿泊が可能です。
先のご予定が決まっている方、これから迎える秋のご旅行などにぜひご利用ください！

早割 90 ・早割 60～素泊まり～早めの予約でお得に STAY!

お得に泊まれるプランが新登場

琵琶湖マリオットホテル
8月1日～2022年 3月31日泊
※除外日あり

期 間

料 金

素泊まり4,000 ～12,600円
通常料金 5,000～14,000円が早割90、早割60ご利用で

南紀白浜マリオットホテル
9月1日～2022年 3月31日泊
※除外日あり

期 間

料 金

素泊まり4,000 ～ 9,900円
通常料金 5,000～11,000円が早割90、早割60ご利用で

各ホテル QRコードの宿泊プラン
一覧より詳細ご覧ください。

ALOHA Hawaiian Experience2021
今年の夏は「ハワイ」を感じるイベントやお食事をご用意！

■ プールサイドバー
ご宿泊者様限定のホテル屋外プール。ランチでの利用やデッキチェアで読書を
楽しみながら、ハワイアンカクテル＆フードはいかがでしょうか。
期間 : 7/17 ～ 8/28　　時間 : 11:00 ～ 15:00
料金 : カクテル 850 円、フード  1,200 円～

■ ウクレレワークショップ
地元のウクレレシンガーによるレクチャーで、大人からお子様まで、
そして初心者でも楽しくハワイアンソングを演奏できます。

期間 : 7/17 ～ 8/28 の毎週土曜・日曜
時間 : 19:00 ～ 19:45 ／ 21:00 ～ 21:45
料金 : 1 名様 2,500 円（ククイレイのお土産付）
定員：1回あたり 5名様まで

■ サンセットテラスバー
夕暮れ時にのみオープンするサンセットテラスバー。
心奪われるほどに壮大な夕陽と茜色の海を眺めながら、
ハワイアンテイストのカクテル＆フードをお楽しみ
ください。

期間 : 7/17 ～ 8/28　※雨天時中止
時間 : 7 月 16:30 ～ 19:30、  8 月 16:00 ～ 19:00
料金 : 1 名様 3,630 円



コートヤード・バイ・マリオット 白馬

がんばるあなたに、夏休み
この夏、とっておきのご褒美旅行に出かけませんか。

森の香り、太陽の輝き、水の音、満天の星－

五感を潤す景色や体験が待っています。

国内屈指のマウンテンリゾート、白馬。夏の大自然が織りなす表情やアクティビティで、ここにしかない非日常の体験を。
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レストラン「Dining＆Bar LAVAROCK」
旬の信州食材に舌鼓

白馬岩岳MTB PARK
マウンテンバイク（MTB）の聖地・白馬岩岳で
楽しめる、初心者から上級者まで多彩なコース。
［ホテルより車で約10分＋ゴンドラ約25分］

静かな山を爽快に走り抜ける

高さ8ｍもの三角屋根が自慢の開放的なレストラン。信州のお魚やお肉、夏野菜を
ふんだんに使用したお料理をご提供。レストラン内でのブッフェやテラス席でのBBQ
などお好みのスタイルでお楽しみください。（テラス利用時のみ愛犬同伴可）

7/22～8/28泊期 間

Aコース：熱気球体験、犀川ラフティング
Bコース：熱気球体験、青木湖ラフトピクニック
Cコース：青木湖ラフトピクニック、湖上ホタルツアーまたはナイトレイククルージング

アクティビティ
内 容

※２泊３日のプランもございます。

※４歳～のプランとなり、Aコース・Cコースは小学生以上のお客様対象となります。

会員料金 1泊2食+上記いずれかのアクティビティコース

23,280～35,020円（15,550～27,320円）

1泊朝食：8,650円～（6,850円～）　1泊2食：14,150円～（10,500円～）会員料金

［車］長野自動車道・安曇野ICより約55km。 ［電車］JR大糸線・白馬駅よりタクシー約10分。アクセス

長野県北安曇郡白馬村北城2937

TEL：0261-75-5489

-白馬の大自然を満喫する夏-
Explore the Nature

涼やかな朝の熱気球、透明度の高い青木湖のラフトピクニックや美しい水を

たたえる犀川のラフティングなど、白馬の大自然が満喫できる宿泊プランです。

熱気球体験

青木湖ラフトピクニック

ラフォーレグランピングフィールド 白馬
コートヤード・バイ・マリオット 白馬隣接の
エリアにある４室のテントヴィラで手ぶらで
気軽に贅沢キャンプ。ホテルとグランピング
の２連泊でのご利用もおすすめです。

会員料金 1泊2食 19,047円～
～10/31泊期 間

（13,333円～）

こんな
施設も
おすすめ

満天の星 in HAKUBA
白馬の夏の夜空はこんなにも美しくロマンティック。
夜のゴンドラに乗り標高1,400mからの天体ショーを楽しんだり、
青木湖のナイトクルージングで湖に浮かぶボートから星を眺めたり。
お好みのスタイルで満天の星をお楽しみください。

写真：白馬観光開発提供 八方尾根 うさぎ平テラス

おすすめ
プラン
おすすめ
プラン



リゾートでの新しい働き方

ワーケーション＋plus

【ラフォーレ倶楽部対象施設一覧】

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
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

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
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

www.laforet.co.jpプランの詳細・ご予約はラフォーレ倶楽部WEBサイトへ

掲載情報の詳しい内容は
WEBサイトをご覧ください。

ラフォーレ倶楽部
公式スマートフォン
アプリを今すぐ
ダウンロード！

お得な
クーポン
配信中！

※掲載の料金は定員利用時1名様あたりの料金で、消費税・サービス料込の総額表示です。別途入湯税を申し
受けます。※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。※（　）内はお子様料金となり、小学生以下（ブッフェの場合、
４歳～小学生）の方が対象です。※写真はイメージです。※掲載の内容は、2021年4月の情報であり、変更となる
場合がございます。周辺施設の営業日等は事前にご確認ください。

新型コロナウイルス
感染症への対策について

この夏のおすすめホテル&情報をご紹介

栃木県那須郡那須町湯本206-959　TEL：0287-76-3489
［施設概要］客室118室（内ドッグコテージ8室）、レストラン、温泉大浴場、岩風呂、アリーナ 他
［会員料金］ 1泊朝食：6,750円～ （5,100円～）　1泊2食：11,850円～ （7,650円～）

リゾートホテル ラフォーレ那須
避暑地としても名高い人気のリゾート那須高原。 ペット対応可能な施設も多く、ドッグフレンドリーな旅先としても注目されています。 

家族で楽しめるスポットがたくさんある那須エリアをこの夏満喫しませんか。

ファミリーにおすすめのお得なプラン。ご宿泊は多彩な
お部屋タイプよりお選びいただけます。

那須どうぶつ王国入国チケット付
1泊朝食プラン

お子様から大人まで夏を満喫！ 

夏休み思い出プラン

会員料金 1泊朝食+那須どうぶつ王国入国チケット

8,850円～

～8/31泊期 間 ※8/11～14泊を除く

（5,900円～）

滋賀県守山市今浜町十軒家2876
TEL：077-585-6300
［会員料金］ 1泊朝食： 9,250円～ （ 7,150円～）
 1泊 2食：17,150円～ （11,100円～）

琵琶湖マリオットホテル
日本一大きな湖「琵琶湖」を五感で感じる夏。輝く
湖面を眺め近江の美食を堪能。アクティビティなど
開放的な空間で琵琶湖の魅力をご体感ください。

ホテル併設のプラネタリウムや体育館、プールなどを何度でもお楽しみいた
だけるプランです。ご家族の素敵な夏の思い出作りをお手伝いいたします。

6/1～8/31泊期 間

※７/22～24、8/7～14泊を除く

＊フットサルコートを除く

会員料金 １泊朝食+プラネタリウム、スポーツ施設＊利用

11,130円～（8,830円～）

伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・琵琶湖・南紀白浜・白馬

◎ご滞在スタイルに合わせたファミリーワーケーションプランをご用意しております。

対象ホテル

この夏、新しいスタイルの夏休みを体験しませんか。
快適なお部屋とラウンジで仕事をした後は、息抜きに温泉でリラックス。オフは家族でリゾートの
醍醐味も味わえる、マリオットならではの「ワーケーション」をぜひご体感ください。

JALパックで行く南紀白浜
JAL×Marriott ワーケーションデビュープラン
羽田空港からJAL便にて約70分で到着する和歌山県・南紀白浜。
仕事の後は、名湯・白浜温泉での湯浴みを楽しんだり、ホテルより徒歩３分の
白良浜を散策したりと、ここにしかない充実の時間をお過ごしください。

那須どうぶつ王国
触れ合い、そして学べる！体験型動物園

約150種600頭の動物が暮らす動物園。
動物本来の身体能力を体感できる各種パフォーマンス、
幻の白いおおかみ「ホッキョクオオカミ」や
砂漠の天使「スナネコ」も必見。［ホテルより車で約35分］

愛犬と一緒に泊まれる ドッグコテージ
70㎡超のゆとりある客室。
敷地内では、愛犬とのお散歩も楽しめます。

［定員］4～7名＋小・中型犬（一般的に25kg以下）2頭
または大型犬（一般的に25kg以上）1頭

こんな
客室タイプも
おすすめ

温泉ビューバス付プレミアルーム
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