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ラフォーレ倶楽部 検索
お得なプランやイベント情報が満載！
詳しくはラフォーレ倶楽部WEBサイトへ▶▶▶www.laforet.co.jp



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

Laforet Club Hotel Hakuba Happo

2937 Hokujo, Hakuba-mura, Kitaazumi-gun, 
Nagano Prefecture 399-9301

0261-75-5489

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

Laforet Club Ito Onsen Yunoniwa

2-3-1 Shishido, Ito, 
Shizuoka Prefecture 414-0004

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

Laforet Club Hakone Gora Yunosumika

1320 Gora, Hakone-machi, Ashigarashimo-gun, 
Kanagawa Prefecture 250-0408

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

Resort Hotel Laforet Nasu

206-959 Yumoto, Nasu-machi, Nasu-gun,
Tochigi Prefecture 325-0301

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

Izu Marriott Hotel Shuzenji

1529 Odaira, Izu, 
Shizuoka Prefecture 410-2415

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

Nanki-Shirahama Marriott Hotel

2428 Shirahama-cho, Nishimuro-gun, 
Wakayama Prefecture 649-2211

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

Lake Biwa Marriott Hotel

2876 Jukkenya, Imahama-cho, Moriyama, 
Shiga Prefecture 524-0101

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

Karuizawa Marriott Hotel

4339 Nagakura, Karuizawa-machi, 
Nagano Prefecture 389-0111

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

Fuji Marriott Hotel Lake Yamanaka

1256-1 Hirano, Yamanakako-mura, Minamitsuru-gun,
Yamanashi Prefecture 401-0502

0555-65-6711

ホテルラフォーレ修善寺

静岡県伊豆市大平1529

Hotel Laforet Shuzenji

1529 Odaira, Izu, 
Shizuoka Prefecture 410-2415

0558-74-5489

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

Laforet Shuzenji & Country Club

1529 Odaira, Izu,
Shizuoka Prefecture 410-2415

0558-74-5489

※ラフォーレ倶楽部 ホテル白馬八方はリノベーション
　工事のため9/18～12/21は全館クローズ
※ Laforet Club Hotel Hakuba Happo will close
　 from 9/18 to 12/21 for renovation.

ホテル・ゴルフ場
Hotels & Golf

※ラフォーレ蔵王リゾート&スパは全館クローズ中
※ The Laforet Zao Resort & Spa is currently closed.
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森の恵みや鮮魚を取り入れたグリルディナー、
華やかな彩りを添えるアフタヌーンティー、
木漏れ日を感じながらのランチ。
ワインとのペアリングで、大地の恵みを食して。

Enjoy grilled fare with fresh seafood and local forest vegetables for dinner, 
elegant afternoon tea, and a luncheon with natural illumination through the leaves. 
Savor nature’s blessings with a glass of wine.

プールやテニスといった
リゾート滞在以外にも、
その場所で体験できる特別プログラムも。
新たなリゾートの楽しみが待っています。

Revel in tennis courts, 
swimming pools and special activities during your stay 
for heightened resort pleasure.

四季の美しさを感じられる
温泉付きゲストルーム。
湯をまといながら、自然とシンクロする
贅沢な時間が流れます。

Indulge in a comfortable guestroom
with private hot spring bath and wide view of seasonal beauty. 
Synchronize with nature for a luxurious vacation.

その土地を訪れてこそ体感できる、
絶景があります。
圧倒的な美しさにはっと息をのむ―
優美なニッポンの秋を感じて。

Discover the beauty of autumn in Japan. 
Come and experience the stunning colors, 
gorgeous scenes and breathtaking landscapes.

富士山中湖／グリル料理イメージ

琵琶湖／温泉ビューバス付 プレミアルーム 琵琶湖／徳源院

富士山中湖／テニスコート
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素泊まり／温泉付 プレミアルーム泊

会員料金7,000円～
Members’ rate  Guestroom with hot spring bath (excluding meal)
7,000yen~ per adult

夕食 7,150円～

素泊まり／スーペリアルーム泊 会員料金 4,500円～

朝食 3,850円～
Breakfast: 3,850yen~ ; Dinner: 7,150yen~

Members’ rate  Superior room(excluding meal)  4,500yen~ per adult

◎ホテル・日程により料金が異なります。 ◎ Fees may vary by hotel, room type and date. ◎ホテル・日程により料金が異なります。 ◎ Fees may vary by hotel, room type and date.

素泊まり／温泉付 プレミアルーム泊（箱根強羅・伊東・修善寺）

会員料金6,000円～
Members’ rate  Guestroom with hot spring bath (excluding meal)
6,000yen~ per adult (Hakone Gora, Ito, Shuzenji)

夕食 4,600円～

素泊まり／スタンダードルーム泊 会員料金 4,000円～

朝食 2,500円～
Breakfast: 2,500yen~ ; Dinner: 4,600yen~ 

Members’ rate  Standard room(excluding meal)  4,000yen~ per adult



※掲載の料金は定員利用時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。※マリオット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、マリオット リワード会員特典の対象外となります。※お子様料金はお問合せください。※本誌掲載の内容は2018年7月時点のものとなります。※画像はイメージです。

※Fees noted herein include service fees per person up to the stated capacity. Sales taxes and bathing fees will be charged separately. ※When checking in to Marriott hotels, a temporary deposit is placed on a credit 
card or accepted in cash. In addition, when using facilities with Laforet Club member fees, you are not eligible for Marriott Rewards member benefits. ※Please contract us about children’s fees. ※The content is the up to
date as of July 2018. ※Photos are for illustrative purposes only.

◎本誌掲載の料金は、ホテル・部屋タイプ・日程により料金が異なります。◎ Fees may vary by hotel, room type and date.

We constantly update our hotel and travel information. Don’t miss our seasonal member-exclusive plans!

ラフォーレ倶楽部 検索www.laforet.co.jp
本誌掲載の季節コンテンツ・会員様限定プランの詳細をご紹介

ホテルの基本情報から、季節ごとの旬な旅のスタイル提案まで、コンスタントに配信中！会員様だけの限定プランもお見逃しなく。

ラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイト

Check details on seasonal features and member-exclusive plans.

Useful information for app users!
The Laforet Club Official Smartphone App

アプリだけのうれしい特典が満載！

ラフォーレ倶楽部公式スマートフォンアプリ

ラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイトにも掲載していないアプリだけのお得なプラン
Great plans for app users not available through the official Laforet Club website

期間限定タイムセール
Limited-time sale

森トラストグループホテルの割引クーポン
Discount coupons for Mori Trust Group hotels

Stay in a deluxe room at superior room rates.
Relax and admire a panoramic view of Lake Biwa.

[Lake Biwa] Free room upgrade plan

［琵琶湖］ 料金そのまま!お部屋のグレードアッププラン
スーペリアルーム料金で“デラックスルーム”にご宿泊。
琵琶湖を一望できるお部屋でおくつろぎください。

秋のアプリ限定プラン1
Autumn Plan 1 exclusively for app users

Every weekday, one group can stay in a guestroom 
with open-air hot-spring bath, 

special dinner and up to 4,200yen discount!

[Hakone Gora] Autumn value travel plan

［箱根強羅］ 秋のお得旅プラン
温泉露天風呂付ゲストルームご宿泊と特選ディナーが付いた
平日1組限定プラン。最大4,200円もお得にご利用いただけます。

秋のアプリ限定プラン2
Autumn Plan 2 exclusively for app users

ことりの休日 ～ことりっぷと旅する5つのマリオット～

今夏、5つのマリオットホテルの誕生1周年を記念して、
旅好き女子に人気の旅行ガイドブック「ことりっぷ」とのタイアップ
プランが登場。ここでしか手に入らないマリオットオリジナル
「ことりっぷ」小冊子や、フォトジェニックなドリンク付です。

Five Marriott hotels are celebrating their one-year anniversary 
by offering this special plan in collaboration with popular travel guidebook “co-Trip”. 
Guests also receive an original Marriott co-Trip book and photogenic welcome drink.   Period: Jul 28 – Dec 28, 2018 *Open days may vary by hotel   
Locations: Izu Shuzenji, Fuji Lake Yamanaka, Karuizawa, Lake Biwa, Nanki-Shirahama   Stay: One-night stay with breakfast   Charge: 8,850yen~ per adult

“Cheerful co-Trip Holiday”

対象ホテル 伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・琵琶湖・南紀白浜

期 間 2018/7/28～12/28泊

内 容 1泊朝食／スーペリアルーム泊

8,850円～料 金 大人

※ホテルにより除外日あり

贅沢な滞在を追求した、この秋のおすすめプラン。
ご夕食は、秋の味覚と国産牛をテーマに料理人たちのこだわりが
詰まった逸品をご用意。ご宿泊は温泉付きのゲストルームで。
上質な寛ぎをお約束します。

This autumn, we recommend a truly luxurious stay. Enjoy a domestic beef dinner with 
autumn dishes specially prepared by our chefs, as well as a comfortable, high-quality 
guestroom with hot-spring bath.   Period: Sep 1 – Nov 30, 2018 (Sun to Fri) *Fuji Lake 
Yamanaka and Shuzenji have a plan to stay Saturday night *Open days may vary by 
hotel   Locations: Izu Shuzenji, Fuji Lake Yamanaka, Karuizawa, Lake Biwa, 
Nanki-Shirahama, Nasu, Hakone Gora, Ito, Shuzenji   Stay: One-night stay with 
dinner and breakfast   Charge: 17,500yen~ per adult *We also have Nasu, 
Hakuba-happo. If you want to know more detail, please contact with the hotel.

At all 8 Laforet Club hotels
A luxurious stay with gourmet cuisine, 
hot spring indulgence 
and domestic beef dinner with autumn flavors

対象ホテル 伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・琵琶湖・
南紀白浜・箱根強羅・伊東・修善寺

期 間 2018/9/1～11/30の日曜～金曜泊

内 容 1泊2食／温泉付 プレミアルーム泊

17,500円～料 金 大人

※富士山中湖・修善寺は土曜泊もあり  ※ホテルにより除外日あり

※那須・白馬八方（スタンダードルーム泊）もございます。
　詳細はホテルまでお問合せください。

秋の味覚と国産牛ディナー

STAY PLAN

松茸の土瓶蒸しや山海の幸を使った和風ブイヤベース、
秋野菜と国産牛のグリルなど贅沢な料理をご用意。

修善寺

Shuzenji
Steamed matsutake mushrooms and grilled domestic beef 

with autumn vegetables and including Japanese seafood 
and mountain vegetable bouillabaisse, etc.
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Forest Café

Original cocktail of Fuji Lake Yamanaka

富士山中湖オリジナルカクテル

ラフォーレ倶楽部  で検索

アプリストアにて

～美食と温泉で贅沢三昧～

8HOTEL Presents

バースデークーポン配信（2018/9/1～）
Birthday coupons (2018/9/1~)

NEW


