
近畿電子産業健康保険組合にご加入の皆様へ

ラフォーレ倶楽部 2018 夏のおすすめ情報
LAFORET CLUB 2018 夏

ラフォーレからマリオットにリブランドした 5 つのホテルに、
湖や海、山を望む温泉付き客室も充実。

楽しみがいっぱい詰まったラフォーレ倶楽部で夏を満喫しよう！

ラフォーレからマリオットにリブランドした 5 つのホテルに、
湖や海、山を望む温泉付き客室も充実。

楽しみがいっぱい詰まったラフォーレ倶楽部で夏を満喫しよう！

新しい新しい

夏がやってきた夏がやってきた

　　のご予約
受付中!!
夏夏
夏のご予定は
お決まりですか？

夏と言えば、海水浴
 色とりどりのパラソルが並ぶ海へ
 飛び出そう！
　■南紀白浜
　　 白良浜海水浴場まで徒歩 3分
　■伊東温泉 湯の庭
　　 伊東オレンジビーチまで徒歩 10 分

ラフォーレ倶楽部のホテルなら

　　がより一層

　　しくなる！

周辺の観光地めぐりには

レンタサイクル が便利！
  心地よい風を受けて走ろう。

 ＜対象施設＞
　■ 琵琶湖
　■ 南紀白浜

夏の富士山
 場所や時間によって様々な表情を見せる
 夏の富士山。この夏はどこから？
 ＜富士山を望むホテル＞
　 ■ 伊豆修善寺、修善寺
　■ 富士山中湖

夏夏
楽楽

プール でまったりする夏
  南紀白浜のプールサイドバーでは
  夏季限定ドリンクも楽しめます。

   ＜対象施設＞
　 ■ 南紀白浜（屋外プール・7月～ 9月中旬）
　 ■ 琵琶湖（屋内プール・通年）



付のお部屋に泊まる付のお部屋に泊まる温泉温泉
ラフォーレ倶楽部のホテルでは温泉付客室もご用意しております。各ホテルの特色を
活かしたお部屋から望む景色は季節ごとにさまざま。滞在中、気の向くままいつでも
温泉を堪能できるプライベート空間で、
夏のひとときをお楽しみください。

※日程、お部屋タイプ、ご利用人数等により料金は異なります。
※この他のお部屋タイプ、また上記以外に富士山中湖・軽井沢・伊東温泉 湯の庭・修善寺 山紫水明
    にも温泉付客室がございます。詳しくはラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイトでご確認ください。

■ 温泉付客室 2018 年度利用料金一例／室料（お一人様）
[ 琵琶湖 ] 温泉付プレミアルーム 7,000 ～ 13,000円

温泉ビューバス付プレミアルーム 8,000 ～ 14,000円
[ 南紀白浜 ] 温泉ビューバス付プレミアルーム 7,000 ～ 13,000円
[ 伊豆修善寺 ] 温泉付スーペリアルーム 6,500 ～ 11,000円
[ 箱根強羅 ] 温泉露天風呂付プレミアルーム 7,000 ～ 11,500円

＊ホテルラフォーレ修善寺となります。 ★この他にも各ホテルごとに夏のプランをご用意しております。詳しくはラフォーレWEB サイトをご覧ください。

ブッフェプラン 琵琶湖
【期間】7/21、8/4・10 ～ 18 泊
【料金】1泊２食 /スーペリアルーム泊

大　人
お子様

16,000～ 20,000円
10,500～ 14,500円

★那須、修善寺 * もブッフェプランを
   ご用意しております。

白馬八方
【期間】7/28 ～ 8/25 泊
【料金】1泊２食 /スタンダードルーム泊

大　人
お子様

11,600～ 21,500円
  7,800～ 12,400円

※白馬八方はハーフブッフェとなります。

サマーＢＢＱプラン
修善寺 *
【期間】7/21、7/28 ～ 8/26 泊
【料金】1泊２食
　　　 センターハウス・コテージ泊

大　人
お子様

11,100～ 18,500円
   7,300～ 11,400円

夏を愉しむ おとな旅プラン
伊東温泉 湯の庭
【期間】～ 8/31 泊 ※7/14、8/10 ～ 15 泊を除く
【料金】1泊２食 /温泉付きプレミアルーム泊

大人 19,500～ 23,500円

[夕食 ]  フリードリンク付
[夕食 ]  地魚のお造り盛り合わせ（お１人様 1鉢）

※お食事はレストランとなります。

ラフォーレ蔵王リゾート＆スパラフォーレ倶楽部 ホテル白馬八方
長野県北安曇郡白馬村北城2937 現在クローズしております。

営業再開日など詳細が決まり次第
ＷＥＢサイトにてご案内いたします。0261-75-5489

ホテルラフォーレ修善寺
静岡県伊豆市大平1529

0558-74-5489

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

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

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

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

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

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

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

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

ラフォーレ
倶楽部

2018 夏2018 夏 海も高原も湖も！
ラフォーレ倶楽部のホテルで、とっておきの思い出を。
海も高原も湖も！
ラフォーレ倶楽部のホテルで、とっておきの思い出を。

温泉ビューバス付プレミアルーム（琵琶湖）温泉ビューバス付プレミアルーム（琵琶湖）

琵琶湖を望む最上階レストランでのディナー付宿泊プラン。
季節の和食コースまたはグリル料理がメインの洋食を
カジュアルにお楽しみください。

 Dinner For Foodies

カジュアルディナープラン

琵琶湖マリオットホテル
室数限定

※ご予約は利用日前日 17 時迄となります。 ※この他のお部屋タイプのプランもございます。

料  金

期  間

大 人 12,750～13,250円
★夕食は「和食」または「洋食」よりお選びください。

1泊2食／スーペリアルームまたは和室泊
※7/14・15・21、8/4・10 ～ 18、9/15・22 泊を除く～9月30日泊

夏のマリオット各ホテルでは、メイン料理＋ブッフェスタイルの「メインチョイス
ブッフェ」をご用意しております。メイン料理はダイナミックな調理法で仕上げた
グリル料理を、オードブルやスープなどはブッフェでお楽しみいただけます。

 メインチョイス ブッフェ

大 人 15,500～26,400円
1泊2食／スーペリアルーム泊

7月21日～8月31日泊

お子様 10,000～16,500円

料  金

期  間

対象ホテル 琵琶湖、南紀白浜
伊豆修善寺、富士山中湖、軽井沢

 ●お部屋タイプはホテルお任せとなります。◎土曜泊は 1,000 円増しとなります。

大 人 8,350円～ 7,500円▶ 

日曜～金曜泊

お子様 6,425円～ 5,500円▶ 
料 金 1泊朝食

期間限定のとってもお得な特別プラン。アーリーサマースペシャルプラン

Early Summer Special Plan 期 間
※7/14・15 泊を除く
～7月27日泊

琵琶湖マリオットホテル



ＷＥＢ予約には利用者登録が必要です

ラフォーレＷＥＢサイト
www.laforet .co. jp

※マリオット各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－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。
※ラフォーレ倶楽部会員料金でご利用の場合は、マリオットリワード会員特典の対象外となります。
※掲載の料金は特に表記のない場合、定員利用時１名様あたりのサービス料を含む料金で、別途消費税および入湯税を申し受けます。※写真はイメージです。

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
ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭
ホテル ラフォーレ修善寺
ラフォーレ倶楽部 ホテル白馬八方

0287-76-3489
0460-86-1489
0557-32-5489
0558-74-5489
0261-75-5489

伊豆マリオットホテル修善寺
富士マリオットホテル山中湖
軽井沢マリオットホテル
琵琶湖マリオットホテル
南紀白浜マリオットホテル

0558-72-2011
0555-65-6711
0267-44-4489
077-585-6300
0739-43-7000

ご予約・お問合せは各ホテル・ゴルフ場またはＷＥＢサイトへ

ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ
ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ 　※全館クローズ中

0558-74-5489

マリオットミーティングプラン
上質な空間での会議やインセンティブ旅行に最適な、マリオットホテルの
ミーティングプラン。ぜひご利用ください。

料 金

期 間

対象ホテル

～2019年 3月31日の日曜～金曜泊　※除外日あり
1泊2食（朝1・夕1）

 ※軽井沢は 1名様 16,600 円となります。1名様 13,800円 （軽井沢を除く）

琵琶湖、南紀白浜、伊豆修善寺、富士山中湖、軽井沢

● メイン会議室料 8 時間 * （有線または無線でインターネット接続を無料で利用可能）
● 備品貸出し（プロジェクター・スクリーン・ホワイトボード・マイク・スピーカー）

●ご予約はお電話にて、15 名様より承ります。
●シングルユース利用も承ります。（別途追加料金が必要です。）
●夕食のアップグレードでパーティプランへの変更が可能です。
＊8 時間を超える場合は別途追加料金が必要です。   ※お部屋タイプはホテルお任せとなります。

昨年国内 5ヶ所のエリアにマリオットホテルとして
開業し、今年 7月で１周年を迎えます。
これからも 5つのマリオットホテルを通して、
世界中の旅行者にきらめく旅をお届けしていきます。

5つのマリオットホテル

誕生1周年
1周年を記念した宿泊プラン・キャンペーンは、

ラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイト・公式アプリにて随時公開！

ラフォーレ倶楽部
公式スマートフォンアプリ
会員専用アプリ（無料）をリリース！マリオットやラフォーレのホテル最新記事を
チェックできるほか、ホテル＆プランをいつでもご予約いただけます。

◯得
特別宿泊プランやお誕生日特典、
先行予約などアプリユーザー限定の
お得な情報をお届けします。

アプリ限定　   情報配信
宿泊したホテルでもらえるスタンプを集めて、
お得な割引クーポンを GET! 
初回ダウンロードでスタンププレゼント !

泊まるほどお得なスタンプステージ

新たな会員専用サービス、誕生！
NEW!

今すぐ
ダウンロード！

◎マイページの法人会員No.・法人パスワードを入力してください。 ※掲載の内容は2018年6月時点のものです。


