ラフォーレ倶楽部会員の皆様へ

LAFORET CLUB 2021 AUTUMN

ラフォーレ倶楽部 2021 秋のおすすめ情報

こんな方に
おすすめの
プラン

会員として利用できることは知っているけど一度も使ったことがない、
対象ホテルの中でまだ利用したことのないホテルを利用してみたい、

マリオットホテルへリブランド後（2017 年以降）利用していない方などにおすすめのアプリ限定プラン
対象ホテル
対象期間

琵琶湖・南紀白浜・富士山中湖・軽井沢・伊豆修善寺・白馬・那須・箱根強羅・伊東・修善寺
〜 2022 年 3 月 31 日泊

※除外日あり

内 容

素泊まり

料 金

通常のラフォーレ倶楽部会員料金から 10％OFF

詳しくはこちら▶
アプリダウンロードから
予約の手順まで
ご案内しております。

※お食事をご希望の場合、別途ご予約を承ります。
（伊東は前日 12 時まで）

※宿泊料金はホテル・お部屋タイプにより異なります。

例えば…

例えば…

琵琶湖マリオットホテル

伊豆マリオットホテル修善寺

平日 デラックスルーム泊

（一般料金例 12,100 〜14,520 円）
ラフォーレ倶楽部会員料金

7,000 円

おためし価格
6,300 円

平日 温泉露天風呂付デラックスルーム泊
（一般料金例 12,705 〜18,150 円）

ラフォーレ倶楽部会員料金

9,000 円

おためし価格
8,100 円

ラフォーレ倶楽部
WEB サイト

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。
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。

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）

（2021/4/1 〜 2022/3/31 泊）
マリオットホテル
コートヤードホテル

ラフォーレホテル

伊豆マリオットホテル修善寺

5,000～16,000 円
4,000～15,000 円

静岡県伊豆市大平1529

0558-72-2011

◎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。

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

富士マリオットホテル山中湖

軽井沢マリオットホテル

山梨県南都留郡山中湖村平野1256-1

長野県北佐久郡軽井沢町長倉4339

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

0555-65-6711

栃木県那須郡那須町湯本206-959

0287-76-3489

0267-44-4489

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320

0460-86-1489

琵琶湖マリオットホテル

Colorful Holiday

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
0558-74-5489

ホテルラフォーレ修善寺
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。

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～

カラフル ホリデー

南紀白浜の人気プラン。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。

〜マリオットから 2,000 円クーポンプレゼント〜

期間

澄み切った秋晴れの空、色とりどりの紅葉、キラキラ輝くイルミネーションの季節。

今年も皆さまに色鮮やかに染まる休日を過ごし、ステキな思い出を作っていただきたい。
そんな思いから 2,000 円分のホテルクーポンプレゼント付プランをご用意いたしました。

期間

10 月 1 日〜 12 月 26 日泊

特典

お一人様 2,000

料金

特典

円分のホテルクーポンプレゼント

料金

（大人）

※レストランや売店、スポーツセンターなどホテル館内でご利用いただけます。

平日宿泊
限定特典

（大人）

琵琶湖の宿泊プランは
こちらから▶

0739-43-7000

南紀白浜マリオットホテル

2021 年もスペシャルな休日を。

デラックスルーム

和歌山県西牟婁郡白浜町2428

077-585-6300

※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）

琵琶湖マリオットホテル

南紀白浜マリオットホテル

滋賀県守山市今浜町十軒家2876

スーペリアルーム料金で湖側のデラックスルームをお選びいただけます。

〜 2022 年 3 月 31 日泊

※12/30 〜 1/2 泊を除く

「南紀白浜ナギサビール」や「紀州あら川白桃ジュース」などから選べる

和歌山ご当地ドリンク 1 杯サービス

1泊朝食付

14,250 〜18,250 円

南紀白浜の宿泊プランは
こちらから ▼

平日限定
室数限定

1泊朝食付

名湯・白浜温泉の湯を、太平洋の大パノラマを眺めながら存分にお楽しみください。
お部屋はゆったりとおくつろぎいただける和室を備えた和洋室タイプをご用意いたします。

■ 1 泊２食付もございます。

貸切温泉風呂無料特典付マリオットステイ
詳細は宿泊プラン一覧よりご覧ください。▶

コートヤード・バイ・マリオット 白馬

近江 を 食 で 堪能 和食ディナープラン

ロングステイプラン 35-Hour Stay

宿泊プラン限定の近江の食材を取り入れた和食ディナー。
四季ごとに変わる近江牛のメイン料理と旬の食材を和食コースでお楽しみください。
秋のコースでは土瓶蒸しや近江牛の朴葉焼きをご用意いたします。

期間

〜 2022 年 1 月 31 日泊

料金

1泊２食付

（大人）

■ 1 泊２食付もございます。

太平洋を一望！

※WEB 予約の際はデラックスルームご予約でスーペリアルーム料金となります。
※電話予約の際は必ずお申し出ください。

9,250 〜15,250 円

温泉ビューバス付プレミアルーム

朝 8 時チェックイン ~ 翌日 19 時チェックアウトの 35 時間滞在で
秋の白馬をゆっくり、のんびり満喫できるおすすめのプラン。
お部屋は温泉付客室またはスーペリアルームからお選びいただけます。

期間

〜 12 月 16 日までの日曜 ~ 金曜泊

特典

スナック＆ドリンククーポン付

※除外日あり

※専用メニューから軽食やドリンクをお楽しみいただけます。
（11:00~17:00 ランチ＆ティータイム、17:00~20:00 カクテルタイム）

※12/29 〜 1/2、1/8 泊を除く

19,550 〜25,550 円

料金

（大人）
HAKUBA MOUNTAIN HARBOR

1泊２食付

18,050 〜23,250 円

お得に泊まれるプラン

早めの予約でお得に STAY!

早割 90 ・ 早割 60 ～素泊まり～

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、ぜひご利用ください！

対象ホテル 琵琶湖・南紀白浜
料金

期間

〜 2022 年 3 月 31 日泊

※除外日あり

通常料金 5,000 〜 14,000 円が早割 90、早割 60 ご利用で

素泊まり

4,000 〜12,600 円

※ホテル、日程により料金は異なります。

温泉付き客室 × お部屋食 ゆったり旅
温泉付客室にて存分に湯浴みを満喫し、夕食もお部屋にてゆっくりと―。
安心安全な滞在と、日々の疲れを癒す至福のひとときをお届けします。
対象ホテル

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

プランの詳細はこちらよりご覧ください。▶

パパ・ママ応援！赤ちゃんとの旅行に！

Welcome Baby Plan ウェルカムベビープラン

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。
対象ホテル

琵琶湖・南紀白浜・白馬・那須・箱根強羅・伊東
プランの詳細はこちらよりご覧ください。▶

愛犬との記念日を一緒にお祝い！

Dog Anniversary Stay ドッグ アニバーサリーステイ
愛犬との特別な記念日には、愛犬を連れて自然豊かなリゾートへ！
お部屋で一緒にお祝いができる専用プランで、特別な時間を彩ります。

対象ホテル

軽井沢・伊豆修善寺・白馬・那須・箱根強羅・修善寺 山紫水明
プランの詳細はこちらよりご覧ください。▶

■愛犬と過ごすお部屋食プランもございます。

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
［WEB］

www.laforet.co.jp

［電話］

各ホテルへ直接お電話

プランの詳細・ご予約は
ラフォーレ倶楽部 WEB サイトへ

２. 予約

３. ご利用日当日

法人会員№と法人パスワード * を

フロントにて

ご希望のホテル・プランを選択し、

ご提示ください。

ご用意ください。
ご予約ください。

社員証・健康保険証等 * などを

＊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。

www.laforet.co.jp

【WEB 予約には利用者登録が必要です】 ※各ホテルへお電話でのご予約も承っております。
( アプリ専用プランを除く )

※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9月現在の情報です。

30日前・60日前までのご予約で
さらにおトク！
「早決プラン」
新登場

羽田空港

南紀白浜空港

羽田空港より約70 分のフライトで
コバルトブルーの楽園へ

JALで行く

南紀白浜
マリオットホテル

JAL の往復航空券とマリオットホテルの宿泊が

セットになった便利なプラン。
「日本のハワイ」と言われる南紀白浜で、
バケーション気分を存分に味わいながら
リモートワークや観光と、
あなただけの充実したリゾートステイが叶います。
ラフォーレ倶楽部会員様の
お得感そのままにご利用いただけます。
JAL パック

選べる滞在スタイル 1

アワード

ホテルラウンジのフリーアクセス利用付き

2019

お客様評価

金賞

南国リゾートで
ワーケーションデビュー

［内容］羽田ー南紀白浜往復航空券
＋1 泊朝食付もしくは 1 泊 2 食付
＋ホテルラウンジへの
フリーアクセス利用特典付

［期間］～ 2022/3/31 泊

※除外日あり

このプランのおすすめポイント！

宿泊者専用ワークラウンジ「Cozy Works」が利用できます。
（無料 Wi-Fi 完備）

選べる滞在スタイル 2

人気のテーマパークで思い出作り

「アドベンチャーワールド」などで
旅の思い出作り

パンダの
赤ちゃんも
すくすく
成長中！

［内容］羽田ー南紀白浜往復航空券
＋1 泊朝食付もしくは 1 泊 2 食付
＋アドベンチャーワールド入園券付
［期間］～ 2022/3/31 泊

このプランのおすすめポイント！

※除外日あり

7 頭ものパンダファミリーが暮らすアドベンチャーワールドは
サファリやイルカショー、遊園地と、一日中楽しめるスポットです。

二つのプランの共通お得ポイント！

温泉ビューバス付 プレミアムツイン

1 ラフォーレ倶楽部会員料金でご宿泊いただけます。

（チェックイン時に会員名が確認できるもの（健康保険証等）をご提示ください。
）

2 ＪＡＬのマイルが貯まります。
（eJAL ポイントもご利用いただけます。
）

ご予約前に必ずお読みください。
・MARRIOTT BONVOY™会員特典の対象外となります。
・ラフォーレ倶楽部会員様の補助金は対象外となります。
・キャンセル料規定は、
ラフォーレ倶楽部の規定ではなくJAL ダイナミックパッケージの規定が適用されます。
・Go Toトラベルキャンペーン再開時、
このプランは Go Toトラベル割引対象外となります。
・チェックイン時にラフォーレ倶楽部法人会員を証明できるもの（社員証・健康保険証など）をご提示ください。

旅行代金・空室状況はラフォーレ倶楽部 WEB サイト内の
JALPAK 予約サイトよりご確認ください。

https://www.laforet.co.jp/lf-smh/air/

ラフォーレ倶楽部会員様専用予約サイトログイン
ユーザー名：laforet パスワード：member ご予約はこちら →

