
多数の企業と法人契約し、日本最大級の会員数をもつ

法人会員制倶楽部「ラフォーレ倶楽部」。

会員に所属する皆様は、契約対象施設をいつもお得な会員料金でご利用いただけます。

森トラストグループが手掛ける外資系ブランド、国内ブランドが契約対象

コートヤード・バイ・マリオット
バランスのとれた環境と存分にリフレッ
シュできるステイをご提供いたします。

ラフォーレホテルズ＆リゾーツ
国内リゾート地を厳選し、ホテル・ゴルフ
場を展開。人生に彩りを添える豊かな
体験をお届けします。 ラフォーレ倶楽部

伊東温泉 湯の庭

ラフォーレ倶楽部

箱根強羅 湯の棲

リゾートホテル

ラフォーレ那須

富士マリオットホテル山中湖

優待ゴルフ場

ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部

ラフォーレ蔵王
リゾート&スパ

軽井沢マリオットホテル

琵琶湖マリオットホテル

ホテルラフォーレ修善寺
伊豆マリオットホテル修善寺

ラフォーレ修善寺&カントリークラブ

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

マリオット・ホテル
次世代の旅行者にきらめくような旅
の体験を提供すべく、あらゆる面で
お客様の滞在を進化させています。
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法人会員の皆様へ



伊豆マリオットホテル修善寺

静岡県伊豆市大平1529住所

素泊まり料 金

朝食：3,850円　夕食：7,150円～食 事

0558-72-2011TEL

客室128室（内ドッグルーム1室）、レストラン（洋食）、
温泉スパ（大浴場・水着着用ゾーン・岩盤浴）、
宴会場、会議室、フィットネスセンター

※立地するリゾート内にゴルフコース、テニスコート ほか

施設概要

温泉地・伊豆修善寺の森の中「ラフォーレリゾート修善寺」内に位置するホテル。
施設内の様 な々アクティビティプログラムをご利用いただけます。

スーペリアルーム　5,000～9,500円
温泉付 スーペリアルーム・和室・和洋室　7,000～11,500円
温泉露天風呂付 デラックスルーム　7,500～13,500円

Izu Marriott Hotel Shuzenji

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住所

素泊まり料 金

朝食：3,850円　夕食：7,150円～食 事

0555-65-6711TEL

客室105室、レストラン（洋食）、
温泉大浴場、露天風呂、

テニスコート、フィットネスセンター

施設概要

山中湖畔の近く、豊かな緑に囲まれた静かなエリアに佇むホテル。山梨の魅力を
味わう旅の拠点にご利用ください。

和室　5,000～9,500円
スーペリアルーム・和洋室　6,000～10,500円
温泉付 プレミアルーム　7,500～13,500円

Fuji Marriott Hotel Lake Yamanaka

琵琶湖マリオットホテル

滋賀県守山市今浜町十軒家2876住所

素泊まり料 金

朝食：3,850円　夕食：7,150円～食 事

077-585-6300TEL

客室274室、レストラン（洋食）、
温泉浴場、会議室、宴会場、

スポーツセンター、フットサルコート、
チャペル

施設概要

京都駅から約40分の琵琶湖畔に佇むホテル。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とした充実の施設が揃います。

スーペリアルーム・和室　5,000～9,500円
デラックスルーム　7,000～11,500円
温泉付 プレミアルーム　7,500～13,500円

Lake Biwa Marriott Hotel

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住所

素泊まり料 金

朝食：3,850円　夕食：7,150円～食 事

0267-44-4489TEL

客室142室（内ドッグコテージ10室）、
レストラン（洋食）、

温泉大浴場、露天風呂、会議室、スパ、
フィットネスセンター

施設概要

四季折々の自然や街並み、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。
ゆとりある空間とマリオットのインターナショナルなおもてなしをお届けいたします。

和室・コテージツイン（ドッグ対応）　5,000～9,500円
スーペリアルーム　7,000～11,500円
温泉露天風呂付 プレミアルーム　8,500～14,500円

Karuizawa Marriott Hotel

南紀白浜マリオットホテル

和歌山県西牟婁郡白浜町2428住所

素泊まり料 金

朝食：3,850円　夕食：7,150円～食 事

0739-43-7000TEL

客室182室、レストラン（洋食・和食）、
会議室、宴会場、

温泉大浴場、露天風呂、貸切風呂、
ラウンジ、屋外プール、チャペル、スパ、フィットネスセンター

施設概要

白良浜から徒歩３分。白い砂浜と青い海が美しい関西屈指のビーチリゾートに位置。
リゾート感溢れる、きらめく旅をお届けいたします。

和室　5,000～10,000円
スーペリアルーム・和洋室　6,000～11,500円
温泉ビューバス付 プレミアルーム　7,500～13,500円

Nanki-Shirahama Marriott Hotel

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住所

素泊まり料 金

朝食：2,500円　夕食：4,600円～食 事

0287-76-3489TEL

客室118室（内ドッグコテージ8室）、
レストラン（和洋コース）、会議室、宴会場、

温泉大浴場、岩風呂、アリーナ、
カラオケルーム

施設概要

御用邸に隣接する静寂の地に佇むホテル＆コテージ。移りゆく那須高原を望む
くつろぎの温泉で、心潤う休日をお過ごしください。

スタンダードルーム（和室・和洋室）・コテージ・ドッグコテージ　4,200～7,200円
スタンダードルーム（洋室）　5,000～8,500円
デラックスルーム　6,000～9,500円

Resort Hotel Laforet Nasu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住所

素泊まり料 金

朝食：3,300円　夕食：4,950円～食 事

0261-75-5489TEL

客室72室、レストラン（洋食）、
会議室、温泉大浴場、露天風呂、

フィットネスセンター

施設概要

国内屈指のマウンテンリゾートに2018年誕生。冬にはスノーリゾートとして、夏には
自然に包まれる清 し々いリゾートの白馬で、リフレッシングなホテルステイを。

和洋室スーペリアルーム　5,000～8,500円
和洋室デラックスルーム　6,000～9,500円
温泉付 プレミアルーム　7,500～12,000円

Courtyard by Marriott
Hakuba

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住所

素泊まり料 金

朝食：2,500円　夕食：9,000円～食 事

0460-86-1489TEL

客室44室（内ドッグルーム4室）、
レストラン（和フレンチ）、会議室、会食会場、

温泉大浴場、露天風呂

施設概要

緑あふれる強羅にたたずむくつろぎの湯宿。木のぬくもりを感じるしつらえ、良質な
いで湯、和洋の感性を活かした料理。ここにはくつろぎの時間があります。

スタンダードルーム　6,000～9,500円
温泉露天風呂付 プレミアルーム　7,500～12,000円
温泉露天風呂付 プレミアルーム（ドッグルーム）　7,500～12,000円

Laforet Club
Hakone Gora Yunosumika

ホテルラフォーレ修善寺

静岡県伊豆市大平1529住所

素泊まり料 金

朝食：2,500円　夕食：4,600円～食 事

0558-74-5489TEL

客室212室（内ドッグルーム24室）、レストラン（和食）
※立地するリゾート内に会議室、宴会場、

温泉大浴場、露天風呂、
ゴルフコース、テニスコート、BBQ GARDEN ほか

施設概要

伊豆の森に広がるリゾートホテル。滞在スタイルにあわせてお選びいただける客室、
温泉やスポーツ施設など、充実のリゾートライフをお過ごしいただけます。

センターハウス・コテージ・ドッグコテージ　4,200～7,200円
ゲストハウス デラックスルーム　6,000～9,500円
山紫水明・山紫水明（ドッグルーム）　7,500～12,000円

Hotel Laforet Shuzenji

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住所

素泊まり料 金

朝食：2,500円　夕食：6,800円～食 事

0557-32-5489TEL

客室84室、レストラン（和食）、
宴会研修会場、

温泉大浴場、露天風呂、貸切風呂、
足湯テラス

施設概要

湯の愉しみと温もりにあふれる宿。趣深い和モダンのたたずまい、新鮮な海の幸と
地酒。やさしく満ち足りた“なごみ時間”に出会う旅へ。

スタンダードルーム（和室）　4,200～7,200円
スタンダードルーム（和室 ベッドスタイル）　5,000～8,500円
温泉付 プレミアルーム　6,500～10,500円

Laforet Club
Ito Onsen Yunoniwa

コース（18ホール・パー72・6,201ヤード）クラブハウス、
レストラン、ゴルフ練習場（打ち放し／６打席）、大浴場 ほか

施設概要

ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ
霊峰富士・天城連山を望む絶好のロケーションを誇るリゾートコース。

セルフプレイ／１ラウンド料 金

静岡県伊豆市大平1529住所 0558-74-5489TEL

総合会員：4,000～9,000円　ビラ会員：5,000～11,000円

Laforet Shuzenji &
Country Club

コース（18ホール・パー72・6,561ヤード）クラブハウス、
レストラン、ゴルフ練習場（打ち放し／８打席）、大浴場 ほか

施設概要

ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部
東京から車で約１時間。要所に池が配置された戦略型の18ホール。

セルフプレイ／１ラウンド料 金

総合会員：7,000～11,500円　ビラ会員：7,000～13,500円

Laforet & Matsuo Golf Club

※ラフォーレ蔵王リゾート＆スパは現在クローズしております。

満ち足りたリゾート時間を

スタンダードタイプから温泉付き客室、

小さなお子様連れやワンちゃんとの滞在も可能な

多様のゲストルーム。

温泉、スポーツ・アクティビティなど充実の付帯施設。

旅先で、遊び、くつろぎが叶う、

心満ちるリゾート時間をお過ごしください。

優待ゴルフ場

千葉県山武市松尾町八田1563住所 0479-86-6400TEL



※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。またゴルフ場は、1ラウンドあたりゴルフ場利用税（修善寺800円、松尾900円)・ゴルフ振興基金（修善寺
のみ50円）を申し受けます。※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、マリオット リワード会員特典の対象外となります。※日程・部屋タイプにより料金が異なります。また１泊２食付のご予約に限らせていただく場合がございます。※お食事料金は、期間により異なります。※本誌
掲載の内容は2019年２月時点のものとなります。変更となる場合がございますので、ご予約・ご出発前にご確認ください。※画像はイメージです。

優待施設・サービス

強羅環翠楼 万平ホテル トラストシティ カンファレンス

森トラストグループのホテルや貸会議室、ラフォーレ

倶楽部が提携するホテル・ゴルフ場などを特別

料金でご利用いただけます。

リゾートだからこそできるONとOFFの切り替えー。
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。

オフサイトミーティングプラン
１泊２食＋メイン会場＋研修備品内 容

料 金 伊豆修善寺・富士山中湖・
軽井沢・琵琶湖・南紀白浜 ⁄ 12,100円
白馬 ⁄ 11,100円　 箱根強羅 ⁄ 15,300円～
伊東 ⁄ 11,300円～
那須・修善寺 ⁄ 8,200円～

★ワンランク上の、プレミアプランもございます。
　ご宿泊は上質なお部屋をシングル利用で。
　役員研修などにおすすめです。

※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。

カンファレンス＆宴会のご案内

ご利用方法

ご予約は、4ヶ月前の月の1日＊から。24時間受付のラフォーレ倶楽部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。（受付時間：平日 9：00～17：00）＊ゴールデンウィーク・夏季・年末年始は異なります。松尾ゴルフは3ヶ月前の月の1日から。

▶ STEP3 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。

▶ STEP2 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。

▶ STEP1 WEB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

※アプリダウンロードの詳細は、以下よりご確認ください。

＊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。

ご利用当日アプリの提示で、ご宿泊数分のスタンプがもらえます。
ステージアップ（５スタンプ）すれば、クーポンを進呈。ステージに合わせて金額もアップ！

貯めてうれしいスタンプカード

WEBサイト・電話でも販売していないアプリだけの限定プランをいつもご用意。

アプリだけの宿泊プランが常に販売

誕生日＆記念日のご登録で、その月にあわせて
1,000円クーポンをプレゼント。

宿泊に使えるバースデー＆記念日クーポン◎公式スマートフォンアプリ

ラフォーレ倶楽部  で検索

アプリストアにて

ラフォーレ倶楽部 検索

◎公式WEBサイト

ホテル基本情報から、会員様のご利用料金までラフォーレ倶楽部の情報はこちらから！
メルマガの登録のほか、会員限定プラン、季節毎・エリア別の最新コンテンツも配信。
旅先がひろがるエッセンスをぜひ取り入れて。

www.laforet.co.jp

2018年にリリースして１年。すでにダウンロードして
いる人も・初めて知る方も、限定プランや特典満載
のアプリをご紹介。いつもの旅行をもっと便利に、
もっと楽しく！

〈自宅でも外出先でも！便利なWEB・アプリサービス〉

リゾート宴会プラン
１泊２食＋宴会場（２時間）＋飲み放題（夕食時）内 容

料 金 那須・伊東・修善寺
14,200円～




