
ラフォーレ倶楽部会員の皆様へ LAFORET CLUB 2021 SUMMER

法人会員制倶楽部

ラフォーレ倶楽部 2021夏のおすすめ情報
法人会員制倶楽部
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通常会員料金よりもお得なプランで夏のスペシャルなひとときを。
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。

7月1日～9月30日泊  ※7/22～ 24、8/7～ 14、9/18泊を除く期 間

ウェルカムドリンクサービス特 典

料 金
（大人） 1泊朝食付 8,250 ～14,250円

サマーバケーション

■ 1 泊２食付もございます。

琵琶湖マリオットホテル

この夏、お得にマリオットステイ

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

ホテル内のプラネタリウムや体育館、屋内プールなどのスポーツ施設 * を
滞在中何度でもご利用いただけます。ファミリーで楽しい夏の思い出を。

～8月31日泊  ※7/22～ 24、8/7～ 14泊を除く期 間

プラネタリウム、スポーツ施設利用 *特 典

料 金
（大人） 1泊朝食付 11,130 ～17,130円

夏休み思い出プラン

琵琶湖マリオットホテル

お子様の笑顔はじける夏に !

＊フットサルコートを除く
琵琶湖の
宿泊プラン一覧は
こちらから ▶



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、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、パンダファミリーに癒される―そんなリフレッシュ旅を！

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。

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（最安値）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）

ラフォーレ倶楽部
WEB サイト

国内屈指のマウンテンリゾートで大自然の中、夏のアクティビティを体験。

7月22日～8月28日泊期 間

料 金
（大人）

1泊2食+上記いずれかのアクティビティコース付

23,280 ～35,020円

Explore the Nature

コートヤード・バイ・マリオット 白馬
白馬の大自然を満喫する夏

アクティビティ
内容

Aコース：熱気球、犀川ラフティング　　Bコース：熱気球、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ツアー
※A・Cコースは小学生以上、Bコースは4歳以上のお客様対象となります。

白馬の宿泊プランは
こちらから ▼ 

青木湖ラフトピクニック青木湖ラフトピクニック

熱気球体験熱気球体験

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！

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 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 5,000～11,000円が早割90、早割60ご利用で

南紀白浜の
宿泊プラン一覧は
◀ こちらから

富士マリオットホテル山中湖

富士山中湖の恵みに心潤う夏

山中湖イメージ

夏野菜や富士山の伏流水で育った魚など、富士山麓の豊富な食材を、
和食の味わいと華やかな洋のプレゼンテーションでお楽しみいただけるディナ―付プラン。

～8月31日泊 期 間

料 金
（大人） 1泊２食付 22,000 ～32,000円

Seasonal Dinner Course 付プラン
～ Summer Oasis ～



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。※2021年6月現在の情報です。

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】

プレゼント条件

ラフォーレ倶楽部公式スマートフォンアプリをダウンロード
アプリ内マイページに誕生日・記念日を入力

１
２

お誕生月や記念日月にご宿泊のお客様に、
ホテルで使える
1,000 円クーポンをプレゼント

ラフォーレ倶楽部
公式スマートフォンアプリ
マリオットやラフォーレのホテル最新記事を
チェックできるほか、ホテル＆プランを
いつでもご予約いただけます。

ダウンロードは
◀ こちら

マイページに
法人会員№、
法人パスワードを
入力してください。

プランの詳細はこちらよりご覧ください ▶

Welcome Baby Plan

琵琶湖・南紀白浜・白馬・那須・箱根強羅・伊東対象ホテル

赤ちゃんや小さいお子様との旅行でも、お子様向けアメニティサポートで荷物を
少なく楽々！旅行デビューのお子様に、子育てに奮闘するパパ・ママに、
家族みんなにやさしい滞在をお約束します。

パパ・ママ応援！赤ちゃんとの旅行に！

ウェルカムベビープラン

◎3日前17時までの事前予約制となります。 
◎夕食：お部屋にお届けいたします。朝食：お部屋またはレストランにてご提供いたします。
※料金はご利用のホテル・日程・人数により異なります。

料金（大人） 1泊２食

富士山中湖・軽井沢・琵琶湖・南紀白浜
箱根強羅・伊東

対象ホテル

～7月21日泊 期 間 ※ホテルにより除外日あり

16,300～34,150円

温泉付き客室 × お部屋食のゆったり旅
温泉付き客室で存分に湯浴みを満喫し、夕食もお部屋でゆっくりとー。
安心安全な滞在と、日々の疲れを癒す至福のひとときをどうぞ。

南紀白浜／温泉ビューバス付プレミアルーム


