近畿電子産業健康保険組合にご加入の皆様へ

LAFORET CLUB 2019 SUMMER

ラフォーレ倶楽部 2019 夏 の おすすめ情報

夏 のご予約
受付中

ご予約は
お早めに！

「夏旅」に 出かけよう。

夏だから、望める景色がある。

琵琶湖マリオットホテル
サマー ステイ スペシャルプラン

SUMMER Stay Special Plan
琵琶湖周辺を観光したり、ホテルでゆっくり夏の休日を楽しむ。
気軽な朝食付で、「お得にマリオットホテルに泊まる」旅をどうぞ。
期間
料金

7 月 20 日〜 9 月 30 日泊

※8/10 〜 15、9/14・15・21・22 泊を除く

1泊朝食付
スーペリアルーム、
和室、
デラックスルーム泊
大人
お子様

8,350 〜10,850 円
6,425 〜 8,925 円

※温泉付プレミアルーム泊もございます。

オプ
ション

Afternoon Tea

アフタヌーンティー

サマーフルーツで夏祭りを演出
スイカやキウイ、マンゴー
などサマーフルーツを使った
スイーツ & セイボリーの
アフタヌーンティー。
目にも鮮やかな「夏」を
イメージしたスイーツを
お楽しみください。

※9/1 〜メニューは変更となります。

[ 時間 ] 13：00 〜 16：30
※当日 9 時迄の事前予約制

[ 料金 ] 3,520 円
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ビールやワインに合う前菜から旬のお料理、全種類食べたくなるデザートまで、
お好きなものをお好きなだけ食べられるのがブッフェの魅力。
ラフォーレ倶楽部の各ホテルでは夏の期間、
「フルブッフェ」や「メインのお料理は選択形式の
セミ（ハーフ）ブッフェ」をご用意しております。
ご家族でグループで、ワイワイ楽しい会話の弾む
夏のブッフェをお楽しみください。

開催期間、内容、料金は各ホテルにより異なります。
詳細はラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイトをご覧ください。
セミ（ハーフ）ブッフェ イメージ

琵琶湖、南紀白浜、伊豆修善寺、富士山中湖、軽井沢
白馬、箱根強羅、伊東、修善寺（山紫水明）

イメージ

ラフォーレ倶楽部

特典

ワンドリンク

料金

1 泊 2 食付／温泉付客室泊

17,800 〜22,000 円

◎特典のワンドリンクはホテルごとにレストラン
またはラウンジ等ご提供場所が異なります。

伊東温泉 湯の庭

温泉付きのお部屋に泊まろう

夏得ファミリープラン

お子様１名
室料無料！

「大人 2 名＋お子様（小学生）1 名」のご予約で、お子様 1 名分の
室料が無料に！ホテル近隣のビーチで海水浴したり、花火が楽しめる
日程もございます。お得に夏の家族旅行を！

湖上から眺める雄大なびわ湖−。
非日常を体感できるアクティビティ
「カヤック」をホテル前のびわ湖で
体験いただけます。
夏の思い出になること間違いなし！

※人数追加も承ります。

期間

〜 9 月 29 日泊

料金

1泊2食付／センターハウス、
コテージ泊

料金

1泊朝食＋びわ湖カヤック体験付
スーペリアルーム、和室泊

11,300 〜18,700 円
お子様 7,500 〜11,500 円
大人

★ 6 月、7 月 1 日〜 19 日迄は金・土曜泊限定となります。

大人

13,350 〜17,850 円

Marriott Special Stay
- 至福のひととき -

各ホテルごとのオリジナルカクテル付。
至福のひとときをマリオットホテルで
お楽しみください。

伊豆修善寺、富士山中湖、軽井沢、白馬
8 月 25 日〜 11 月 30 日泊

期間

※除外日あり（★）

期間
料金

プラン詳細は
スマートフォンで
簡単アクセス！

7 月 20 日〜 8 月 31 日泊

※8/10 〜 15 泊を除く

1泊2食付／温泉付プレミアルーム泊
３名様

（大人2名＋お子様1名）

34,900 〜 36,900 円

山紫水明 客室の一例

マリオット スペシャル ステイ

ホテル

※事前予約制（ご利用日 2 日前 17 時迄）
※対象年齢 5 歳以上。お子様のカヤック
体験希望はホテルへお問合せください。

7 月 13・14・20・27 〜 31 日、
8 月 1 日〜 24 日泊

太平洋を望む温泉ビューバス（南紀白浜）

※ホテルにより料金が異なります。

スマートフォンで
簡単アクセス！

カヤック体験付プラン

期間

室数
限定

※9/14・21、10/12、11/2 泊を除く。
この他ホテルにより除外日あり。

大人

湖上から琵琶湖を楽しむ！

修善寺のリゾート BBQ なら、食材から機材まですべておまかせ！
本格 BBQ が手ぶらで楽しめます。素材を活かして野菜はまるごと、
お肉は厚切りメガビーフを豪快に！初めてでも安心です。

8 月 25 日〜 11 月 30 日泊

ホテル

Enjoy Summer

SUMMER SMART BBQ

暑さと混雑を避けて 8 月下旬から 9 月に出かけるちょっと遅めの「夏の旅」に、
彩りあふれる風景と味覚を堪能する「秋の旅」にもおすすめのプラン。
期間

琵琶湖マリオットホテル

サマー スマート バーベキュー
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琵琶湖、南紀白浜、
伊豆修善寺、富士山中湖
軽井沢、白馬
那須、修善寺

実施ホテル

ホテルラフォーレ修善寺
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※9/14・21、10/12、11/2 泊を除く。
この他ホテルにより除外日あり。

特典

・ホテルオリジナルカクテルもしくはソフトドリンク 1 杯
・オリジナルチョコレート 1 枚

料金

1 泊朝食付
★白馬は 大人

大人

9,350 〜11,850 円

8,800 〜10,300 円 となります。

◎客室はスーペリアルーム、和室、和洋室等ホテルにより異なります。

ラフォーレ
倶楽部
ご予約は
ラフォーレ倶楽部
ＷＥＢサイト
または各ホテルへ

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

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

マリオットホテル

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

【対象ホテル】

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

伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢
琵琶湖・南紀白浜

素泊まり

5,000 円〜

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

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

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

静岡県伊東市猪戸2-3-1

0557-32-5489

ラフォーレホテル

コートヤード・バイ・マリオットホテル
【対象ホテル】

素泊まり

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
静岡県伊豆市大平1529

0558-74-5489

◎ご利用のホテル・人数により料金は異なります。※上記は 2020 年 3 月 31 日泊迄の料金です。◎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。

千葉県山武市松尾町八田1563

0479-86-6400

【対象ホテル】 那須・箱根強羅

伊東・修善寺

白馬

5,000 円〜

優待ゴルフ場

ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部

※蔵王：クローズ中

素泊まり

4,200 円〜

有給休暇取得促進キャンペーン

初夏の爽やかな気候の中、マリオットホテルで心身をリフレッシュ！

ウィークデー リフレッシュ プラン

Weekday Refresh Plan
ホテル
期間
料金

室数
限定

琵琶湖、伊豆修善寺、軽井沢、富士山中湖
〜 7 月 19 日の日曜〜金曜日泊

1 泊朝食付／大人

※7/14 泊を除く

※1 泊 2 食付もございます。

琵琶湖・伊豆修善寺・軽井沢

9,500 円

温泉付客室泊 通常 11,350 円〜
琵琶湖・富士山中湖

8,000 円

スーペリアルーム泊 通常 8,850 円〜

【南紀白浜マリオットホテル】
ウィークデー スペシャルプラン

Ｗeekday Special Plan

ウェルカムドリンクが付いた平日限定スペシャルプラン。

期間

〜 7 月 12 日の日曜〜金曜日泊

料金

1泊朝食＋ウェルカムドリンク付／和室、
スーペリアルーム、
和洋室（庭園側）泊
大人

8,850 〜 9,850 円

南紀白浜マリオットホテル

アドベンチャーワールド入園券付プラン
動物たちを間近で感じられる「サファリ」、豪快な音と水しぶきで
繰り広げられる「マリンワールド」、全天候型遊園地など、
アドベンチャーワールドは大人も子どもも 1 日中楽しめます。

コートヤード・バイ・マリオット 白馬
愛犬とお過ごしいただける温泉付きのお部屋

ドッグフレンドリールーム
家族の一員である愛犬と一緒に、
開放的な白馬の大自然の中で
リゾートステイ。

期間
料金

〜 10 月 31 日泊

料金

1泊朝食付 ・アドベンチャーワールド入園券
和室、
スーペリアルーム、和洋室（庭園側）泊
お子様

12,832 〜18,332 円
9,055 〜14,555 円

ご予約はラフォーレ倶楽部 WEB サイト
または 各ホテル・ゴルフ場へ

〜 10 月 31 日泊
1泊2食付

（1室2名利用の場合）

ドッグフレンドリールーム泊

期間

大人

※1 泊 2 食付（16,000 円〜）もございます。

大人

15,750 〜29,650 円

＋ 愛犬1頭につき

※料金は利用日・利用人数・夕食内容により異なります。
朝食付・素泊まりもございます。
※小型犬 2 頭まで宿泊可能です。２頭目は 2,000 円となります。
※ご宿泊に際しての利用規約・注意事項および専用備品等について
ホテルホームページにてご案内しております。

ラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイト

www.laforet.co.jp

■予約専用ダイヤル（月曜〜金曜 9:00 〜 17:00 ※祝日・年末年始除く）
伊豆マリオットホテル修善寺

0558-72-2011

南紀白浜マリオットホテル

0739-43-7000

富士マリオットホテル山中湖

0555-65-6711

コートヤード・バイ・マリオット白馬

0261-75-5489

軽井沢マリオットホテル

0267-44-4489

リゾートホテル

琵琶湖マリオットホテル

077-585-6300

ラフォーレ倶楽部

ラフォーレ那須

箱根強羅 湯の棲

5,000 円

0287-76-3489
0460-86-1489

※ＷＥＢ予約には
利用者登録が必要です。

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

0557-32-5489
0558-74-5489

ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ 0558-74-5489
ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ

※全館クローズ中

※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。

