
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。
※本情報をご覧いただいている企業・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▶

ラフォーレ倶楽部 2022 夏のおすすめ情報
LAFORET CLUB 2022 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6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。

法人会員制倶楽部

2連泊で10％OFF、3連泊以上なら15％OFFになるお得なプラン！

週末のゆったり旅や夏のご旅行にもおすすめ！

（通常会員料金 10,000～32,000円）
期間 : ～11月 30日泊

12,750～40,800円3連泊で15%OFF

料金 : 素泊まり（1名様あたり） 
２連泊で10%OFF 9,000～28,800円

（通常会員料金 15,000～48,000円）
室数限定

琵琶湖マリオットホテル TEL 077-585-6300

ホテル情報・
ご予約は
こちら▼

Special SUMMER Time
この夏は、いつもよりお得にマリオットステイ！
気軽にご利用いただける朝食付と、滋賀グルメの代表「近江牛」を
夕食で味わえる2食付をご用意しております。
さらに、平日宿泊はお部屋アップグレード特典もお選びいただけます。

 7月1日～9月30日泊  ※8/11～ 14泊を除く期 間

室数限定

料 金
（大人） 1泊朝食付 8,500～14,500円

（通常会員料金 9,250～15,250円）

■ 「近江牛」が味わえる

※お部屋はスーペリアルーム、和室、デラックスルームよりお選びいただけます。
夕食イメージ夕食イメージ

びわ湖を望むデラックスダブルルームびわ湖を望むデラックスダブルルーム

スーペリアルーム料金そのままで、
デラックスルームへのアップグレードをお選びいただけます。

◆ 平日宿泊限定特典 * ◆

※お電話でご予約の際は「デラックスルーム希望」の旨をお申し出ください。

平日特典利用で
約3,000円お得！

＊特典除外日：7/17,31,8/1~19,9/18,23 泊

1泊２食付 21,000～27,000円（通常会員料金 22,000～28,000円）

通常会員料金よりお得なプランで夏を楽しもう！

www.laforet.co.jp/lf-bmh

まだ間に合う！
夏のご予約
受付中

まだ間に合う！
夏のご予約
受付中

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭 TEL 0557-32-5489
www.laforet.co.jp/lf-ito

ご夕食内容とお造りをグレードアップ！さらに乾杯ドリンク付。ご宿泊は温泉付プレミアルームを
ご用意いたします。お部屋のお風呂はもちろん、館内の大浴場、露天風呂、貸切家族風呂そして
足湯まで温泉を存分にお楽しみください。チェックイン 12 時（通常 15 時）、チェックアウト 12 時
（通常 11 時）で最大 24 時間滞在が可能です。

～8月31日泊  ※除外日あり期 間

1泊２食付 20,000 ～25,000円料 金
（大人）

ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▶

プランの詳細は
こちら▶

Welcome Baby Plan

琵琶湖・南紀白浜
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。

大切な人と特別な日に

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、還暦など多彩なお祝い
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。

プランの詳細は
こちら▶

開放感あふれるバーベキューガーデンで家族や仲間と
本格リゾートバーベキュー！この夏は常夏をイメージした
ホットでスパイシーな料理をお楽しみいただけます。

7月9日、7月16日～8月31日泊
※除外日あり

期 間

料 金
（大人） 1泊２食付 11,850 ～27,650円

www.laforet.co.jp/lf-shuzenji
ホテルラフォーレ修善寺 TEL 0558-74-5489

ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▶

【ラフォーレグランピングフィールド修善寺】
この夏、ラフォーレリゾート修善寺敷地内で
グランピングをお楽しみいただけます。



 ～ 11月30日泊期 間

湯上りにお部屋で楽しめる「滋賀ご当地ドリンク」の特典付！

料 金
（大人）

1泊朝食付

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

選べるお部屋は 2 タイプ。温泉に浸かりながらびわ湖の絶景を堪能できる
「温泉ビューバス付プレミアルーム」または、滞在中いつでもびわ湖の景色が
楽しめ、お部屋に温泉のついた「温泉付プレミアルーム」よりお選びいただけます。

13,250～20,250円
■1泊2食付 大人 21,150～28,150円もございます。

特典の「滋賀ご当地
ドリンク」はホテル
ショップのドリンクから
お選びいただけます。

琵琶湖マリオットホテル TEL 077-585-6300
www.laforet.co.jp/lf-bmh

Shinshu Farm to Table

コートヤード・バイ・マリオット 白馬 TEL 0261-75-5489 www.laforet.co.jp/lf-cyh

農業歴 50 年以上のスペシャリストにより丹精を込めて作られた野菜を満喫！
ご自宅でお楽しみいただけるお土産セット付です。

7月1日～8月31日泊期 間

1泊２食付 17,997～28,279円料 金
（大人）

富士マリオットホテル山中湖 TEL 0555-65-6711 www.laforet.co.jp/lf-ymh

四季折々に美しい景色を楽しめる富士の麓、山中湖。ご夕食では、地元食材を
ダイナミックな調理法で仕上げたグリル料理をお楽しみいただけます。

～11月30日泊期 間

1泊２食付 18,150～27,150円料 金
（大人）

ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▶

【花の都公園】（山梨県）
30 万㎡のエリアには見渡す限りの
花畑。季節ごとに様々に変わる
彩りと富士山の共演が楽しめる
絶景スポット。（富士山中湖より
車で約 15 分）

白馬マウンテンハーバー（長野県）
【HAKUBA MOUNTAIN HARBOR】
北アルプスの絶景が一望できる標高
1,289mにある山頂テラス。正面には白馬
三山の絶景が広がります。（白馬より車で
約 10 分、ゴンドラ約 8分）

【円月島】（和歌山県）
円月島に沈む夕陽は「日本の夕陽
100 選」にも選ばれており、夕景の
美しさは格別。絶景の撮影スポット
としてもおすすめです。
（南紀白浜より車で約 5分）

ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▼

大人気のパンダファミリーや感動のマリンライブ、
サファリなど話題のテーマパークで楽しい思い出を！料金 :1泊朝食付  13,850 ～24,850 円

海・温泉・美食・パンダ！まとめて楽しめる南国リゾート

南紀白浜マリオットホテル TEL 0739-43-7000
www.laforet.co.jp/lf-smh

ホテル最上階の貸切温泉風呂を無料特典でご利用いただけます。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。

～11月30日までの日曜～金曜泊 ※7/17、22～ 8/26、9/18・23、10/9 泊を除く期 間

夏の和食夏の和食

貸切温泉風呂貸切温泉風呂

1泊２食付（夕食：グリル料理または和食）
17,500～21,000円

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） ※ご予約 1室に付き 1回無料特 典

平日・室数限定

和洋室（海側）和洋室（海側）

【琵琶湖でカヤック体験】（滋賀県）
インストラクターのレクチャーがあるので、
初心者の方でも安心してお楽しみいただけ
ます。5歳からご利用いただけます。
（ホテル前の琵琶湖にて開催）

夏の
アクティビティ
周辺観光
情報

※詳細はホテルWEB サイトでご確認ください。

ホテル情報・
宿泊プランは
◀こちら

信州の採れたて夏野菜を満喫

ホテル情報・
宿泊プランは
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。

＊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。www.laforet.co.jp



https://www.laforet.co.jp/about/ https://www.laforet.co.jp/about/

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。
※本情報をご覧いただいている企業・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▶

ラフォーレ倶楽部 2022 夏のおすすめ情報
LAFORET CLUB 2022 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6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。

法人会員制倶楽部

2連泊で10％OFF、3連泊以上なら15％OFFになるお得なプラン！

週末のゆったり旅や夏のご旅行にもおすすめ！

（通常会員料金 10,000～32,000円）
期間 : ～11月 30日泊

12,750～40,800円3連泊で15%OFF

料金 : 素泊まり（1名様あたり） 
２連泊で10%OFF 9,000～28,800円

（通常会員料金 15,000～48,000円）
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こちら▼

Special SUMMER Time
この夏は、いつもよりお得にマリオットステイ！
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夕食で味わえる2食付をご用意しております。
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※お部屋はスーペリアルーム、和室、デラックスルームよりお選びいただけます。
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スーペリアルーム料金そのままで、
デラックスルームへのアップグレードをお選びいただけます。

◆ 平日宿泊限定特典 * ◆

※お電話でご予約の際は「デラックスルーム希望」の旨をお申し出ください。
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約3,000円お得！
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www.laforet.co.jp/lf-bmh
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受付中
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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、還暦など多彩なお祝い
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。

プランの詳細は
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開放感あふれるバーベキューガーデンで家族や仲間と
本格リゾートバーベキュー！この夏は常夏をイメージした
ホットでスパイシーな料理をお楽しみいただけます。

7月9日、7月16日～8月31日泊
※除外日あり

期 間

料 金
（大人） 1泊２食付 11,850 ～27,650円

www.laforet.co.jp/lf-shuzenji
ホテルラフォーレ修善寺 TEL 0558-74-5489

ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▶

【ラフォーレグランピングフィールド修善寺】
この夏、ラフォーレリゾート修善寺敷地内で
グランピングをお楽しみいただけます。


