
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 秋のおすすめ情報

LAFORET CLUB 2022 AUTUMNラフォーレ倶楽部会員の皆様へ
法人会員制倶楽部

琵琶湖マリオットホテル www.laforet.co.jp/lf-bmh

びわ湖畔に佇むホテルで、四季を感じるリゾートステイを！

ご夕食は、近江の食材を取り入れたお料理にスターターやスープ、選べるメインは
オープンキッチンで焼き上げるグリル料理をコース仕立てでご用意いたします。
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。

びわ湖を望むデラックスルーム

4ヶ月前の1日より4ヶ月前の1日より
ご予約開始はご予約開始は

※GW、夏季、年末年始を除く※GW、夏季、年末年始を除く

ホテル情報・
ご予約は
こちら▶

 ～ 2023年1月31日泊  ※除外日あり期 間

ご宿泊者限定プラン

料 金
（大人）

1泊２食付
19,550～25,550円

四季で変わる近江牛のメイン料理に旬の食材を和食コースでお楽しみください。
この秋は、朴葉が香る近江牛の宝楽焼きや菊花に見立てた近江鶏の射込みなど
滋賀県の食材とともに秋の彩りをご堪能いただけます。
※12 月よりメニューは変更となります。

Autumn Stay with Dog

琵琶湖・富士山中湖・伊豆修善寺対象ホテル

ドッグフレンドリールーム 1周年記念プラン

琵琶湖、富士山中湖、伊豆修善寺の3つのマリオットホテルでは、ドッグフレンドリー
ルームを新設・増設し、おかげさまで1周年を迎えました。そこで、旅先でのお出かけを
さらに楽しむことができる、オリジナルお散歩アイテム付き宿泊プランをご用意。
大切な家族の一員である愛犬と、思い出に残る秋の旅をお楽しみください。

・愛犬連れでお泊まりいただける洋室・和洋室・和室でのご宿泊
・マリオットロゴ入りお散歩ハンディシャワー
・愛犬用クッキー「オスソワケ」
・１泊朝食または１泊２食付（夕食はお部屋にお届け）
　 ※ホテルにより料金は異なりますので、こちらよりプラン詳細をご確認ください。▶

内  容

～ 12 月 28 日泊期  間

www.laforet.co.jp/plan/1stanniversary

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9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。

プランの詳細・ご予約は
ラフォーレ倶楽部WEBサイトへ

新型コロナウイルス
感染症への対策

5つのマリオットホテルが開業 5周年を迎えたことを記念して
販売するご当地バーガー付宿泊プラン。
それぞれのご当地食材を盛り込んだ滋味あふれるバーガーを、
ランチやディナータイムにお楽しみください。

対象ホテル 富士山中湖・軽井沢・伊豆修善寺・琵琶湖・南紀白浜

内  容 1泊朝食+ご当地バーガー（昼食または夕食） 料  金 1 名様
※料金はホテル・お部屋タイプ等により異なります。

11,400 円～
期  間 10月1日～12月29日泊

www.laforet.co.jp/marriott/5resortmarriottland

アフタヌーンティーや朝食のほか、パティシエ特製「マンディアン」
（※お部屋にご用意）やプラネタリウム鑑賞券も付いた秋にぴったりのプラン！

料金 :
１泊朝食付 17,000～21,000円
 ※２日前17時までの事前予約制

期間 : ～１１月30日泊

◎ラフォーレ倶楽部各ホテルは「全国旅行支援」対象ホテルです。
　※実施期間・条件等の詳細は、観光庁または各自治体ホームページでご確認のうえ、ご予約・ご利用ください。

料 金
（大人）

※この他、夕食内容をアップグレードした「Premium」「Special」コースもございます。

 ～ 2023年 3月31日泊  ※除外日あり期 間

1泊２食付 17,150 ～28,150円



◆入園券付き宿泊プランもご用意しております。

「箱根美術館」の紅葉（箱根強羅 湯の棲より車で約 5 分）
南紀白浜マリオットホテル／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／温泉ビューバス付プレミアルーム

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

◎ご利用のホテル・人数等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。
◎お食事付もございます。　◎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。

2022 年度会員料金（2022/4/1 ～ 2023/3/31 泊）／ 素泊まり（定員利用時 1名様あたり／サービス料・消費税込、入湯税別）

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

【旭日丘湖畔緑地公園】（山梨県）
日本の渚百選に選ばれた山中湖の絶景
スポットの 1つ。雄大な富士山を背景に、
色づく木々の間をゆっくりと散策するの
もおすすめです。（富士マリオットホテル
山中湖より車で約 10 分）

【日吉大社】（滋賀県）
紅葉シーズンには約 3,000 本の色づく
もみじが楽しめます。JR比叡山坂本駅
から徒歩（約20分）で訪れるのもおす
すめです。（琵琶湖マリオットホテル
より車で約 40 分）

秋おすすめ
ホテル周辺
観光＆紅葉
スポット

【アドベンチャーワールド】（和歌山県）
目の前で会える7 頭のパンダファミリーや、
感動のマリンライブ、専用カートやウォー
キングでもまわれるサファリワールドなど、
秋のおでかけにぴったり。（南紀白浜マリ
オットホテルより車で約 10 分）

【近江八幡日牟禮ヴィレッジ
 たねや日牟禮乃舎】（滋賀県）
日牟禮八幡宮の境内のかたわらにある、町家
造りの店舗では和菓子の販売と、季節の甘味
が楽しめる茶屋を併設しています。
（琵琶湖マリオットホテルより車で約 30 分）

日牟禮乃舎限定
人気の「つぶら餅」

ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▲

南紀白浜マリオットホテル www.laforet.co.jp/lf-smh

～ 2023年 3月31日泊  ※除外日あり 期 間

選べる「和歌山ご当地ドリンク」１杯サービス特 典
「南紀白浜ナギサビール」「和歌山の果実酒飲み比べ」
「紀州あら川白桃ジュース」などからお選びいただけます。

料 金
（大人）

コバルトブルーの海を望むプライベート温泉を満喫

まるで太平洋を独り占めしているかの
ような気分になれるプライベート温泉を
滞在中いつでもご堪能いただけます。
格別の夕景や新鮮な海の幸、人気のパンダ
ファミリーなど魅力たっぷりの南紀白浜で
とっておきの休日をお過ごしください。

1泊朝食付 14,250～18,250円
◎1泊 2食付もございます。

© 箱根町観光課© 箱根町観光課

本プランは、このほか琵琶湖・南紀白浜・伊豆修善寺・白馬など
計 8 ホテルで実施しております。（内容・料金はホテルにより異なります。）

プラン特集
ページは
こちら▲

～2023年 3月31日泊  ※除外日あり 期 間

クラフトビール（お一人様1本）特 典

料 金
（大人）

ホテル周辺には富士山と紅葉の絶景スポットも点在

1泊２食付
（2名1室利用時） 21,150～25,150円

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

温泉付客室で心ゆくまで湯浴みを満喫し、夕食もお部屋でゆっくりと
お楽しみください。日々の疲れを癒す至福のひとときをお届けします。

お部屋食イメージお部屋食イメージ

ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲 www.laforet.co.jp/lf-gora

一日の始まりを豊かにする “からだにやさしい” 朝ごはんを、和食中心の
ブッフェスタイルでご用意いたします。

1泊朝食付 9,300～16,300円 ◀ホテル情報・宿泊プランはこちら

気軽に箱根を旅しよう！【期間・室数限定】

囲炉裏リビング囲炉裏リビング
～ 12月29日泊  ※除外日あり期 間

料 金
（大人）

コートヤード・バイ・マリオット 白馬 www.laforet.co.jp/lf-cyh
ホテル情報・
宿泊プランは
こちら▶

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至便です。

1泊２食付 17,150 ～27,150円

スノーシーズンのご予約はお早めに！

～2023年 3月31日泊  ※除外日あり 期 間

料 金
（大人）



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▶
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法人会員制倶楽部

琵琶湖マリオットホテル www.laforet.co.jp/lf-bmh

びわ湖畔に佇むホテルで、四季を感じるリゾートステイを！

ご夕食は、近江の食材を取り入れたお料理にスターターやスープ、選べるメインは
オープンキッチンで焼き上げるグリル料理をコース仕立てでご用意いたします。
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。

びわ湖を望むデラックスルーム

4ヶ月前の1日より4ヶ月前の1日より
ご予約開始はご予約開始は

※GW、夏季、年末年始を除く※GW、夏季、年末年始を除く

ホテル情報・
ご予約は
こちら▶

 ～ 2023年1月31日泊  ※除外日あり期 間

ご宿泊者限定プラン

料 金
（大人）

1泊２食付
19,550～25,550円

四季で変わる近江牛のメイン料理に旬の食材を和食コースでお楽しみください。
この秋は、朴葉が香る近江牛の宝楽焼きや菊花に見立てた近江鶏の射込みなど
滋賀県の食材とともに秋の彩りをご堪能いただけます。
※12 月よりメニューは変更となります。

Autumn Stay with Dog

琵琶湖・富士山中湖・伊豆修善寺対象ホテル

ドッグフレンドリールーム 1周年記念プラン

琵琶湖、富士山中湖、伊豆修善寺の3つのマリオットホテルでは、ドッグフレンドリー
ルームを新設・増設し、おかげさまで1周年を迎えました。そこで、旅先でのお出かけを
さらに楽しむことができる、オリジナルお散歩アイテム付き宿泊プランをご用意。
大切な家族の一員である愛犬と、思い出に残る秋の旅をお楽しみください。

・愛犬連れでお泊まりいただける洋室・和洋室・和室でのご宿泊
・マリオットロゴ入りお散歩ハンディシャワー
・愛犬用クッキー「オスソワケ」
・１泊朝食または１泊２食付（夕食はお部屋にお届け）
　 ※ホテルにより料金は異なりますので、こちらよりプラン詳細をご確認ください。▶

内  容

～ 12 月 28 日泊期  間

www.laforet.co.jp/plan/1stanniversary

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9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。

プランの詳細・ご予約は
ラフォーレ倶楽部WEBサイトへ

新型コロナウイルス
感染症への対策

5つのマリオットホテルが開業 5周年を迎えたことを記念して
販売するご当地バーガー付宿泊プラン。
それぞれのご当地食材を盛り込んだ滋味あふれるバーガーを、
ランチやディナータイムにお楽しみください。

対象ホテル 富士山中湖・軽井沢・伊豆修善寺・琵琶湖・南紀白浜

内  容 1泊朝食+ご当地バーガー（昼食または夕食） 料  金 1 名様
※料金はホテル・お部屋タイプ等により異なります。

11,400 円～
期  間 10月1日～12月29日泊

www.laforet.co.jp/marriott/5resortmarriottland

アフタヌーンティーや朝食のほか、パティシエ特製「マンディアン」
（※お部屋にご用意）やプラネタリウム鑑賞券も付いた秋にぴったりのプラン！

料金 :
１泊朝食付 17,000～21,000円
 ※２日前17時までの事前予約制

期間 : ～１１月30日泊

◎ラフォーレ倶楽部各ホテルは「全国旅行支援」対象ホテルです。
　※実施期間・条件等の詳細は、観光庁または各自治体ホームページでご確認のうえ、ご予約・ご利用ください。

料 金
（大人）

※この他、夕食内容をアップグレードした「Premium」「Special」コースもございます。

 ～ 2023年 3月31日泊  ※除外日あり期 間

1泊２食付 17,150 ～28,150円


