
森トラストグループホテルや、優待ホテル・サービスを
ラフォーレ倶楽部会員様料金でご利用いただけます。
https://www.laforet.co.jp/benefit 詳しくはこちら▶

シェラトン沖縄サンマリーナリゾートシェラトン沖縄サンマリーナリゾート強羅環翠楼強羅環翠楼コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーションコートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション東京マリオットホテル東京マリオットホテル

［森トラストグループ優待施設］
● 東京マリオットホテル
● コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション
● コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション 

● ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部
● ウェスティンホテル仙台
● 強羅環翠楼 

● 万平ホテル
● シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

［優待サービス］ ・英会話教室　　・介護サービス　　・フィットネス　　・引越サービス　・レジャー　など

外資系ブランドホテルを含むホテル・ゴルフ場を会員料金で
世界で愛されるグローバルブランドの「マリオット・ホテル」や「コートヤード・バイ・マリオット」など、

国内 10 ヵ所に展開する森トラストグループのホテルを会員料金でご提供します。

南紀白浜マリオットホテル南紀白浜マリオットホテル箱根強羅 湯の棲箱根強羅 湯の棲軽井沢マリオットホテル軽井沢マリオットホテル

マリオット・ホテル
［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

［大人料金 / 素泊まり］
南紀白浜マリオットホテル
スーペリアツイン泊の場合
一般料金  11,000 円～

ラフォーレ倶楽部会員料金

5,000 円～

➡

ラフォーレホテルズ＆リゾーツ
［対象ホテル］
那須・箱根強羅
伊東・修善寺

［大人料金 / 素泊まり］
ラフォーレ那須

エコノミールーム泊の場合
一般 6,482 円～

ラフォーレ倶楽部会員料金

4,000 円～

➡

コートヤード・バイ・マリオット
［対象ホテル］

白馬

［大人料金 / 素泊まり］

和洋室スーペリアツイン泊の場合
一般 6,600 円～

ラフォーレ倶楽部会員料金

5,000 円～

➡

ラフォーレ倶楽部 2022 初夏のおすすめ情報
LAFORET CLUB 2022 Early SUMMERラフォーレ倶楽部会員の皆様へ

www.laforet.co.jp ※WEB 予約には
　利用者登録が必要です。

※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。※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4月現在の情報です。

※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 )

プランの詳細・ご予約は
ラフォーレ倶楽部WEBサイトへ

◎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。

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 ～ 9月30日泊

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、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

ご予約は
4ヶ月前1日から
受付開始

ご予約は
4ヶ月前1日から
受付開始

夏のご予約
受付中
夏のご予約
受付中

登録は簡単！
ぜひご登録ください ▶

ラフォーレ倶楽部では、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
早くお届けするために、メールニュースの
配信を行っております。配信には、簡単な
ご登録（無料）をお願いします。

ダウンロードは
こちら▲

法人会員制倶楽部



www.laforet.co.jp

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

森トラストグループが運営する、日本最大級の会員数を誇る法人会員制倶楽部です。
ラフォーレ倶楽部と契約した法人に所属する方は、対象のホテル・ゴルフ場を会員料金でご利用いただけます。
ラフォーレ倶楽部のご予約は、会員様ご自身でWEB サイト・アプリ・電話にて直接行っていただけます。
※本誌がお手元に届いた企業・法人（健康保険組合や基金など）にご所属の皆様は、ラフォーレ倶楽部の会員様です。

ラフォーレ
倶楽部とは
？

ラフォーレ倶楽部の「法人会員No.」と「法人パスワード」もお問合せいただけます。
さらに詳しい情報や、ご予約方法など「ラフォーレ倶楽部ガイド」はこちら▶

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

※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。

ラフォーレ倶楽部
対象施設

森トラストグループが手掛ける外資系ブランド・
国内ブランドが契約対象施設です。

温泉ビューバス付プレミアルーム／琵琶湖マリオットホテル温泉ビューバス付プレミアルーム／琵琶湖マリオットホテル

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

琵琶湖マリオットホテル TEL 077-585-6300

2 連泊で 10％OFF、3 連泊以上なら15％OFF になるお得なプランが
新登場！自由気ままな旅の計画が立てやすい「素泊まりプラン」。
週末のゆったり旅や、これから迎える夏のご旅行におすすめです。

 ～ 9月30日泊 期 間

連泊すればするほどお得！

料 金
（大人）

素泊まり
（1名様あたり） 9,000～28,800円

（通常会員料金 10,000～32,000円）

２連泊で
10%OFF

室数限定

12,750～40,800円
（通常会員料金 15,000～48,000円）

３連泊で
15%OFF

ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▼

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

南紀白浜マリオットホテル TEL 0739-43-7000

料 金
（大人）

室数限定

選べるお部屋は 2タイプ。
①滞在中いつでも温泉が楽しめる「温泉ビューバス付プレミアルーム」
または、②和室付きでゆったり過ごせる「海側・和洋室」は「貸切温泉
風呂無料の特典」付！いずれも通常料金よりワンランク下のお部屋料金で
お泊まりいただけるスペシャルプランです。

 5月8日～6月30日泊  ※5/14・21・28を除く期 間

期間限定 ! お部屋ワンランク無料アップグレード

素泊まり

6,000～7,000円
②海側・和洋室泊+貸切温泉風呂無料特典付

①温泉ビューバス付プレミアルーム泊
通常10,000 ～11,000 円のところ
デラックスルーム料金で➡ 7,000～8,000円

6月は
土曜泊も
使える！

※貸切温泉風呂特典は滞在中 1回（50 分）となります。
※1泊朝食付もございます。

ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▼

通常 7,000 ～ 8,000 円のところ
庭園側・和洋室料金で➡
さらに貸切温泉風呂の特典付 !

季節や各ホテルの特色を活かしたものから、グルメや温泉などのテーマに沿ったもの、
期間限定で通常会員料金よりさらにお得なプランなどもご用意しております。

レストランイメージレストランイメージ

 ～ 5月31日泊 期 間

平日限定特典を利用すると最大 3,000 円 OFF!

室数限定

スーペリアルーム料金で、びわ湖を望む
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

料 金
（大人）

1泊朝食付
➡ 8,250～17,250円通常会員料金 9,250 ～18,250 円のところ

通常会員料金よりお得なプランを利用して、気軽にマリオットステイを楽しみませんか。
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。

＊会員様ごとに異なります。ご不明な場合、お問合せください。

美しい北アルプスの自然に囲まれた山岳リゾートをお得なプランでお楽しみください。

コートヤード・バイ・マリオット 白馬 TEL 0261-75-5489

白馬マウンテンハーバー（ホテルより車で約 35分）白馬マウンテンハーバー（ホテルより車で約 35分）

～ 9月30日泊  ※除外日あり 期 間

料 金
（大人）

1泊朝食付
（2名様1室利用） 10,150～15,650円

通常会員料金 11,150 ～18,650 円のところ

ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▼

室数限定2 名様利用でお得！
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