
ラフォーレ倶楽部 2022 早春のおすすめ情報
LAFORET CLUB 2022 Early SPRINGラフォーレ倶楽部会員の皆様へ

News

冬の
メールニュース登録キャンペーン

登録期間：～ 2/28 迄

ホテルやゴルフ場、アプリ限定プランなどのお得な情報をいち早くお届けする
メールニュース。期間中に新規ご登録いただいた方の中から

抽選で 5 組 10 名様に1泊朝食付宿泊ご招待券をプレゼント！
この機会にぜひご登録ください！

南紀白浜の
宿泊プラン詳細は
こちらから ▼

■ 1泊２食付もございます。

南紀白浜マリオットホテル TEL 0739-43-7000

太平洋を一望！

貸切風呂無料特典付マリオットステイ
ホテル最上階の貸切温泉風呂を無料特典でご用意。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。ご宿泊のお部屋は
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。

名湯・白浜温泉の湯を楽しめる貸切温泉風呂名湯・白浜温泉の湯を楽しめる貸切温泉風呂

～ 5月31日までの日曜～金曜泊  ※除外日あり期 間

料 金
（大人） 1泊朝食付 9,900～11,000円

貸切温泉風呂利用 1回無料（50分）特 典 ※ご予約1室に付き1回無料

平日限定・室数限定

和洋室・海側（ツインタイプ）和洋室・海側（ツインタイプ）

大人気のパンダファミリーをはじめ、
マリンライブやサファリワールドなど、
一日中遊べるテーマパーク。
春のご旅行にもおすすめ！

アドベンチャーワールド入園券付プラン

太平洋を眺めながら、滞在中いつでも
思う存分名湯・白浜温泉をご堪能
いただけます。
「和歌山ご当地ドリンク」の特典付！

海の見える温泉付客室ステイプラン

ゴールデン
ウィークの
ご予約受付中

詳細は
WEB サイトへ



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！

～5月31日泊  ※除外日あり期 間琵琶湖・南紀白浜対象ホテル

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

※ホテル、日程により料金は異なります。
※ 室数限定プランは販売予定数に達し次第、販売を終了いたします。

冬割お得にマリオット！
～1泊朝食付～

通常会員料金よりさらにお得な「冬割」。
ちょっと気軽にマリオットステイをお楽しみください！

 ～ 3月18日泊  ※2/14～ 18泊を除く 期 間

料 金
（大人）

1泊朝食付

➡ 7,850 ～13,050円
通常会員料金 9,250 ～15,250 円

琵琶湖マリオットホテル

琵琶湖の
宿泊プランは
こちらから▶

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。

2022 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

（2022/4/1 ～ 2023/3/31 泊） ※2021 年度料金はWEB サイト等でご確認ください。

ラフォーレ倶楽部
WEB サイト

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

室数
限定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。
2 食付は嬉しいワンドリンクの特典付！さらに平日宿泊の方にはお部屋アップグレードの限定特典もご用意しております。

 3月19日～5月31日泊  ※4/29～ 5/5泊を除く 期 間 料 金
（大人）

1泊朝食付

➡ 8,250 ～17,250円
通常会員料金 9,250 ～18,250 円

春旅応援！

■ 1泊 2 食付（ご夕食時のワンドリンク特典付）
　   大人 16,150 ～25,150 円 もございます。
      　　　（通常会員料金17,150 ～26,150 円）

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭
伊東でロマンチックな夜を！グランイルミ チケット付プラン

見るだけじゃない！わくわくが止まらない‼
日本初の体験型イルミネーション「伊豆高原 7th シーズン グランイルミ
（GRAND ILLUMINATION）」でロマンチックな夜をお過ごしください。
ホテルでは大浴場や露天風呂、足湯などで温泉三昧！

～3月31日泊 ※除外日あり期 間

料 金
（大人） 1泊朝食付 7,960～20,460円イメージイメージ

伊東温泉 湯の庭の
宿泊プランは
こちらから ▶

温泉付客室温泉付客室

室数
限定

第 1 なぎさ公園の菜の花（見頃：1 月下旬～ 2 月中旬）
琵琶湖マリオットホテルより徒歩約 5 分
写真提供／ Biwako Visitors Bureau

朝食イメージ朝食イメージ 春の彦根城 @Biwako Visitors Bureau春の彦根城 @Biwako Visitors Bureau

スノーシーズンを満喫するならこのホテル！白馬を代表する国際山岳リゾート
「白馬八方尾根スキー場」や「Hakuba47 ウィンタースポーツパーク」など
主要なスキー場へのアクセスも至便です。

料 金
（大人） 1泊２食付 16,550～34,050円

Basic Stay プラン （2 食付～ LAVAROCK～）

～3月31日泊  ※除外日あり期 間

コートヤード・バイ・マリオット 白馬

白馬の宿泊プランは
こちらから ▼

ウェルカム信州アクティビティ割！最大 50％OFF のスキー場リフト券をお見逃しなく！詳しくは白馬宿泊プランサイトをチェック！

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。

平日宿泊
限定特典
（※3/20 除く）



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。

大切な人と特別な日に

プランの詳細はこちらよりご確認ください。▶

Anniversary Stay

琵琶湖・南紀白浜・富士山中湖・箱根強羅など 10 ホテル対象ホテル

大切な記念日を、さらに心に残る一日に。誕生日や結婚記念日、還暦や喜寿のお祝いといった
多彩なお祝いシーンに寄り添う記念日プラン。乾杯用ドリンクやメッセージプレート付デザート
などでお祝いのお手伝いをいたします。

アニバーサリーステイ

※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、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。※2022年1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。( アプリ専用プランを除く )

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。

◎ラフォーレ倶楽部各ホテルはGoTo トラベル事業対象ホテルです。

◀ 詳細はこちらのプラン一覧よりご確認ください。

ドッグフレンドリールーム

素泊まり
プラン

穏やかにきらめくびわ湖の湖岸を散歩したり、湖を眺める愛らしいワンちゃんの写真を撮ったり。
大切な家族の一員である愛犬と一緒にマリオットステイをお楽しみください。

琵琶湖マリオットホテル

■ご利用規約をご確認いただき、宿泊滞在同意書、ワクチン注射接種証明書等のご提出をお願いしております。

～ 3月 31 日泊まで

お部屋での
夕食付プラン

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・那須・箱根強羅・伊東・修善寺

内  容 素泊まり ※お食事をご希望の場合、別途ご予約を承ります。

料  金 通常のラフォーレ倶楽部会員料金から
※宿泊料金はホテル・お部屋タイプにより異なります。

10％OFF
詳しくはこちら▼

対象期間 ～ 5月31日泊 ※除外日あり

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プランです。

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

例えば
琵琶湖


