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ラフォーレ倶楽部インフォメーション 2018.4-2019.3

外資系ブランドを含む
ホテル・ゴルフ場を会員料金で

新たな会員専用サービス、誕生！
公式スマートフォンアプリ

Member fees cover for hotel expenses and golf courses, 
including foreign brand

Services just for new members!
Official Smartphone App

Notice! NEW!



ホテル
Hotels

ラフォーレからリブランドした5つのマリオットホテル。

リゾートらしいゆとりある空間とインターナショナルなおもてなしで

旅行者に“きらめく旅”をお届けいたします。

Laforet features five rebranded Marriott hotels.
These resorts offer relaxing spaces with international service, 
giving our guests the perfect getaway.

The Laforet Club is one of the largest corporate clubs in Japan, 
and has corporate contracts with many companies.
All members who are employees of the companies in a contract 
with Laforet Club can use the Marriott-brand hotels, the Laforet hotels, 
and the golf courses of the Mori Trust Group 
at exclusive member prices.

Member fees cover for hotel expenses and golf courses, 
including foreign brand

外資系ブランドを含む
ホテル・ゴルフ場を会員料金で
多数の企業と法人契約し、日本最大級の会員数を誇る法人会員制倶楽部「ラフォーレ倶楽部」。
ラフォーレ倶楽部と契約した法人に所属する会員の皆様は、
森トラストグループが手がけるマリオットブランドのホテルと、
ラフォーレのホテル・ゴルフ場を会員料金でご利用いただけます。

1泊朝食／大人

8,350円～
Depending on our schedule, reservations may be limited to those packages made with meals included.

Lodging only: 4,500yen~ ; breakfast: 3,850yen~ ; dinner: 7,150yen~ 
夕食 7,150円～素泊まり 4,500円～ 朝食 3,850円～

◎日程により食事付のご予約に限らせていただく場合がございます。

夕食 4,600円～

Depending on our schedule, reservations may be limited to those packages made with meals included.

素泊まり 4,000円～
Lodging only: 4,000yen~ ; breakfast: 2,500yen~ ; dinner: 4,600yen~ 

朝食 2,500円～

◎日程により食事付のご予約に限らせていただく場合がございます。

1泊朝食／大人
対象ホテル：那須・箱根強羅・伊東・修善寺・白馬八方対象ホテル：伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・琵琶湖・南紀白浜

6,500円～
One night stay with breakfast per adult  6,500yen～One night stay with breakfast per adult  8,350yen～

Hotels included: Izu Shuzenji, Fuji Lake Yamanaka, Karuizawa, Lake Biwa, Nanki-Shirahama Hotels included: Nasu, Hakone Gora, Ito, Shuzenji, Hakuba Happo

大自然に抱かれたリゾートに展開するラフォーレホテルズ＆リゾーツ。

美しいロケーション、その土地で出会う旬な体験が、

訪れる人それぞれの旅のスタイルを叶えます。

Laforet hotels and resorts are surrounded by nature. 
Our guests will have a wonderful experience in every season 
at these beautiful locations, satisfying their various styles of traveling.

ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ
Laforet Zao Resort & Spa

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。

客室数：45室 Rooms：45

Laforet Club Hotel Hakuba Happo

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

0261-75-5489

ホテルラフォーレ修善寺

静岡県伊豆市大平1529

客室数：212室 Rooms：212

Hotel Laforet Shuzenji

1529 Odaira, Izu, 
Shizuoka Prefecture 410-2415

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

客室数：84室 Rooms：84

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

客室数：44室 Rooms：44

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

客室数：118室 Rooms：118

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

客室数：128室 Rooms：128

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

客室数：182室 Rooms：182

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

客室数：274室 Rooms：274

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

客室数：142室 Rooms：142

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

客室数：105室 Rooms：105

Fuji Marriott Hotel Lake Yamanaka

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

0555-65-6711
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We are currently closed. We will provide details 
on the website regarding when we will reopen 
as soon as information becomes available.



［マリオットホテル］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。
［ラフォーレ修善寺&カントリークラブ］掲載の料金のほかに、別途消費税および1ラウンドあたりゴルフ場利用税（800円）・ゴルフ振興基金（50円）を申し受けます。
［ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部］掲載の料金のほかに、別途消費税および1ラウンドあたりゴルフ場利用税（900円）を申し受けます。
※掲載の料金は定員利用時1名様あたりのサービス料を含む料金で、別途消費税および入湯税を申し受けます。※素泊まり料金は、部屋タイプなどにより料金が異なります。※お食事料金は、期間により異なります。
※本誌掲載の内容は2018年2月時点のものとなります。※画像はイメージです。

When checking in to Marriott hotels, a temporary deposit is placed on a credit card or accepted in cash.
In addition to the “Laforet Shuzenji & Country Club” fees listed herein, sales taxes, a golf course usage tax (800yen) and golf promotion fund fee (50yen) per round will be charged separately.
In addition to the “Laforet & Matsuo Golf Club” fees listed herein, consumption taxes and a golf course usage tax (900yen) per round will be charged separately.
※Fees noted herein include service fees per person up to the stated capacity. Sales taxes and bathing fees will be charged separately. ※Fees for lodging only differ by room type. 
※Charges for meals differ according to season. ※The content is the up to date as of February 2018. ※Photos are for illustrative purposes only.

Accessing the Website and the Mobile Application:
You can access the website at www.laforet.co.jp or search for 
Laforet Club in the search engine.

▶ STEP1 ▶ STEP2 ▶ STEP3WEBサイト または 
アプリにアクセス

www.laforet.co.jp
ラフォーレ倶楽部 検索

利用当日

フロントにて社員証・健康保険証＊

などをご提示ください。
Day of Use : Please present your 
company ID and health insurance card＊ 
at the front desk.

予約

法人会員No.と法人パスワード＊をご用意ください。
「宿泊のご予約」「宿泊プラン」より、ご希望のホテル・プランを
選択し、ご予約ください。

※初回ご予約時にはインターネット予約利用者登録が必要です。

Reservations : To make a reservation, you must login with your corporate 
member number and enter your corporate password＊. Next, please select your 
desired hotel plan from the options under “Hotel Plans” in “Lodging Reservations.”

※Online user registration is required when making a reservation for the first time.

ゴルフ Golf 優待ホテル・サービス Preferential Treatment

ラフォーレ倶楽部が提携する国内のホテル・旅館を特別料金でご提供。また
生活をサポートするサービスも充実。森トラストグループが運営する貸会議室
「ＴＣＣ（トラストシティ カンファレンス）」も特別料金でご利用が可能です。

The Laforet Club provides special rates for partner hotels and inns in Japan. We also have 
multiple services to support your lifestyle.The “TCC” (Trust City Conference), a conference 
room operated by the Mori Trust Group, can be reserved and used at special rates.

公式スマートフォンアプリ
公式SNS新たな会員専用サービス、誕生！

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。

ラフォーレ倶楽部公式アカウントを新たに開設！新商品情報や
ＳＮＳ限定配信のプレゼントキャンペーンなど、タイムリーにご紹介。

Welcome to the new official Laforet account! Here, we will provide 
information on limited new products and gifts that will be made 
available for our customers only on our social networking site.

会員WEBサイト
シーズンごとのデスティネーション記事、ホテル滞在の魅力
などの読み物コンテンツを順次掲載！さまざまな切り口で、
旅がより楽しくなる情報を配信していきます。

We’ve released a free app especially for members! In addition to being able to 
check for the latest news on Marriott and Laforet hotels, members can make 
reservations for hotels and plans at any time.

We provide information on special accommodation plans, birthday specials, advance 
reservations, and special deals—all of which are only available to users of this app.

App-Only Special Deal Information

Gather stamps from each of the hotels you stay at, and you may receive a special 
discount coupon! We also give you a bonus stamp for your first download.

Get Stamps to Get Accommodations 〈Stays from April 1, 2018〉

Official Social Networking Site

Articles on holiday destinations for different seasons and other 
reading content regarding hotel reviews will be posted here as 
and when they are available. We will be posting information about 
various aspects to make your trip more enjoyable.

Member Website

NEW! NEW!

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
料金 1ラウンド／セルフプレイ Fees per round/walking :

総合会員 4,000円～
General member, 4,000yen~ ; Villa member, 5,000yen~

ビラ会員

料金 1ラウンド／セルフプレイ Fees per round/walking :

総合会員 7,000円～
General member, 7,000yen~ ; Villa member, 7,000yen~

ビラ会員

5,000円～

7,000円～

［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

Laforet & Matsuo Golf Club, a course provided at special prices

1563 Matsuomachi Hatta, Sanmu, Chiba Prefecture 289-1512

0479-86-6400

Reservations should be made four months in advance on the Laforet Club website or the official mobile application.
Reservations can also be made by contacting the hotel or golf course directly via phone.

＊Reservations for the Matsuo Golf Course should be made three months in advance but this will be conditional during the Golden Week, in the summer season, at the year-end, and on the New Year.

※アプリダウンロードの詳細は、以下よりご確認ください。

ご利用方法 Use

ご予約は、4ヶ月前の月の1日＊から。ラフォーレ倶楽部ＷＥＢサイトまたはアプリよりお申込みください。
各ホテル・ゴルフ場にてお電話でも承ります。＊松尾ゴルフは3ヶ月前の月の1日から。ゴールデンウィーク・夏季・年末年始は異なります。

＊会員様ごとに異なります。ご不明な場合は、ホテル・ゴルフ場にお問合せください。
＊ This is different for each member. If you are unsure of your password,

please contact the hotel or the golf course.

※ See the following for details about downloading the mobile application.

▶ Facebook：facebook.com/laforetclub2018/
▶ Twitter：twitter.com/Laforet_Club/
▶ Instagram：instagram.com/laforet_club/

アプリ限定◯得情報配信
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。

泊まるほどお得なスタンプステージ〈2018年4月1日泊分から〉
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！

万平ホテル万平ホテル トラストシティ カンファレンストラストシティ カンファレンス

今すぐ
ダウンロード！
Download now!


