
ラフォーレ倶楽部会員の皆様へ

ラフォーレ倶楽部 2020 新春のおすすめ情報
LAFORET CLUB 2020 NEWYEAR

ラフォーレ倶楽部は皆さまのリフレッシュ休暇を応援します ! 
価格が魅力の「富士山中湖」、広めの客室で眺望も魅力の「琵琶湖」「伊豆修善寺」、
温泉付客室に泊まる「プレミア」、開業１周年記念の「白馬」をご用意しております。

サンクス ステイ プラン

2月 1日～ 3月31日泊  ＊白馬のみ 3/8 ～ 31 泊
※2/22、3/20 泊を除く。その他ホテルにより除外日あり。

1 泊朝食付

期 間

料 金

7,700円
9,700円

8,700円
10,700円

富士山中湖

日曜～金曜日泊

土曜、2/23 泊

スーペリアルーム、和洋室泊
琵琶湖

デラックスルーム泊
伊豆修善寺
和室、和洋室泊

9,700円
11,700円

軽井沢

日曜～金曜日泊

土曜、2/23 泊

富士山中湖
温泉付客室泊

伊豆修善寺
プレミアプレミア

温泉付客室に泊まる温泉付客室に泊まる

8,500円
10,500円

白 馬

日曜～金曜日泊

土曜泊

温泉付プレミアルーム泊
3/8 ～ 31 泊限定3/8 ～ 31 泊限定
開業 1 周年記念開業 1 周年記念

※3/20 泊を除く※3/20 泊を除く

有給休暇取得促進キャンペーン有給休暇取得促進キャンペーン

※1泊 2食付、お子様料金もございます。

ラフォーレ倶楽部より感謝の気持ちを込めたスペシャル企画ラフォーレ倶楽部より感謝の気持ちを込めたスペシャル企画



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

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
自然や瀟洒な街並み、温泉、グルメなど本格的な
リゾートライフを楽しめる軽井沢。ゆとりある空間と
インターナショナルなおもてなしをお届けいたします。

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
湖をイメージしてデザインされたゲストルームをはじめ、
屋内プール等のスポーツ施設、プラネタリウムなど
充実の施設が揃います。

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
木の温もり漂う客室、長野県の食材を活かした料理や
地酒・信州ワインをご提供するダイニングなど、
四季を存分に満喫する快適な旅をお約束いたします。

ホテルラフォーレ修善寺
静岡県伊豆市大平1529 0558-74-5489
伊豆の森に広がる 50 万坪もの総合リゾート。多様な
客室やレストラン、露天風呂やスポーツ施設を備え、
充実のリゾートライフをお過ごしいただけます。

※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。

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

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

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

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

◎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。

那須・箱根強羅
伊東・修善寺

素泊まり 4,200 円～

ラフォーレホテル 【対象ホテル】コートヤード・バイ・マリオットホテル 白馬【対象ホテル】

素泊まり 5,000 円～
※蔵王：クローズ中

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～

マリオットホテル 【対象ホテル】

コートヤード・バイ・マリオット 白馬

「白馬八方尾根スキー場」もしくは「エイブル白馬五竜＆Hakuba47 WinterSports Park」から
お選びいただけるスキーリフト 1 日券と、ホテルオリジナルネックウォーマーがセットになった
開業 1 周年記念プラン。ホテルから各スキー場までは無料シャトルバスもご利用いただけます。

1泊朝食+スキーリフト1日券付

～ 3月 31日泊 期 間

料 金

大人 13,800～17,300円

特 典 ホテルオリジナルネックウォーマー

開業 1周年記念 Snow Holiday ～選べるスキーリフト券付～

琵琶湖マリオットホテル
ウィンター ステイ スペシャル プラン
Winter Stay Special Plan
通常料金よりお得にホテルステイ。
お部屋タイプはリーズナブルな
タイプから琵琶湖を望むお部屋、
温泉付きなどお選びいただけます。

1泊朝食付

～ 1月 31日泊 期 間

料 金

※1/11 泊を除く

大人 7,850～11,350円

冬季特別料金

昼食付・1ラウンド（セルフプレイ）
～ 3月 13日プレイ 期 間

料 金

※ご予約はお電話にて承ります。

２サム
保証

割増
なし

＆

ビラ会員 5,200円 8,200円
総合会員 4,200円

平日プレイ

7,200円

土曜・
日曜・祝日プレイ

ラフォーレ修善寺&カントリークラブ

大人

富士山を望む温泉露天風呂付
湯宿「山紫水明」で、好きな時に
温泉に入ることができる贅沢を。
お部屋には湯上りドリンクを
ご用意しております。

温泉露天風呂付のお部屋で
　　　　　　　　 “おこもりステイ”

1泊朝食付／3~5名様1室利用の場合

10,000～17,167円

～ 2月 29 日泊 期 間

料 金

特 典 湯上りドリンクサービス（お部屋の冷蔵庫内）
・ビール×ご人数分　　・チュウハイ×2本
・ソフトドリンク×2本　　・お茶×2本

※ 2 名様 1 室利用の場合は料金が割増となります。

ホテルラフォーレ修善寺 山紫水明

※1/14 ～ 16 泊を除く

※除外日あり

琵琶湖マリオットホテル
温泉付客室でくつろぐ雪見酒プラン
 Yukimi-Sake with Ohmi Speciality
琵琶湖と比良の雪景色を眺めながらの湯浴みを温泉ビューバス付プレミア
ルームでお楽しみください。近江のおつまみと地酒の
利き酒セットをルームサービスでお届けいたします。

1泊朝食付／温泉ビューバス付プレミアルーム

～ 2月 23日泊 期 間

料 金

※1/11 泊を除く

大人 14,600～15,600円

特 典 アーリーチェックイン 14 時

・近江のおつまみ、地酒の利き酒セット（ルームサービス）
琵琶湖／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

南紀白浜マリオットホテル

大人

人気のパンダファミリーをはじめ、イルカショーやサファリなど
見どころいっぱいの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。これから春休みにかけておすすめです。

アドベンチャーワールド
　　　　　　 　  入園券付プラン

1泊朝食付

14,035～20,635円

～ 3月 31 日泊 期 間

料 金

※1/20 ～ 23 泊を除く

※お子様料金はお問合せください。
※アドベンチャーワールドには休園日がございますのでご確認ください。

（消費税込）



※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。

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 www.laforet.co.jp ※ＷＥＢ予約には

　利用者登録が必要です。

ラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイト

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

0557-32-5489
0558-74-5489
0558-74-5489

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

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

南紀白浜マリオットホテル
コートヤード・バイ・マリオット白馬

0739-43-7000
0261-75-5489

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

0287-76-3489
0460-86-1489

■予約専用ダイヤル（月曜～金曜 9:00 ～ 17:00  ※祝日・年末年始除く）

ミーティングプランのご案内

※マリオットホテル、コートヤード・バイ・マリオット白馬はトップシーズン期間を除く平日限定となります。※室数限定となります。※部屋タイプはホテル一任となります。

リゾートだからこそできる ON と OFF の切り替え̶。
新たな発想や価値を生み出し、より有意義なリゾートカンファレンスを実現するための環境づくりをお手伝いします。

ご宿泊は上質なお部屋をシングル利用、経営会議や役員研修などにおすすめです。
詳細はお問合せください。

オフサイトミーティングプラン
～3月31日の日曜～金曜日泊 対象期間
※トップシーズンを除く。その他ホテルにより除外日あり。

内  容 1泊 2食+メイン会場+研修備品

12,100円
琵琶湖、南紀白浜、
伊豆修善寺、富士山中湖、軽井沢

箱根強羅 15,300円～
伊東 11,300円～ 那須・修善寺 8,200円～
白馬 11,100円

プレミアミーティングプラン

【対象施設】 琵琶湖、南紀白浜、伊豆修善寺、富士山中湖、軽井沢、白馬、伊東、修善寺

①～③の中から
グループで 1 チョイス

① 乾杯用スパークリングワイン 1杯サービス（人数分）
② プラネタリウム無料鑑賞券
③ 温泉付客室へのアップグレード *（1室のみ）

60日前迄のご予約で、通常 特典 1 チョイス   →  2 チョイスに！早得 60早得 60さらに！

＊温泉付客室へのアップグレード、送迎バス、カラオケサービスは予約状況により
　ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。

送迎バスまたはカラオケサービスのいずれかをご用意！
詳細はお問合せください。

20名様以上
予約特典*
20名様以上
予約特典*

さらに！

MARRIOTT マリオット グループスペシャルプラン

さまざまなシーンにご利用いただけるグループプラン。
社員の意欲向上や目標達成のインセンティブ旅行に社員旅行、気の合う仲間とのグループ旅行、
大人 3 世代家族の記念日旅行など‥ワンランク上のひとときをお楽しみください。

Special PLAN for GROUP
20名様以上の
 団体特典、

2次会パックも
ご用意して
おります。

20 名様以上の
 団体特典、

2次会パックも
ご用意して
おります。

  ご予約は

　 名様より

  ご予約は

　 名様より55
受付は

1週間前まで
受付は

1週間前まで

◎土曜日、2/23 泊は 500 円増しとなります。

～ 3月31日泊 除外日：2/22、3/20 泊

日曜～金曜日泊 16,170円
1 泊 +夕食（パーティー料理＆2時間飲み放題）+ 朝食

期 間

料 金
（大人）

●ご予約はラフォーレ倶楽部WEBサイト
　または電話で承ります。
    （20 名様以上のご予約は電話のみ）

イメージイメージ

琵琶湖マリオットホテル

特  典特  典


