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▶ リゾートの自然環境を活かした目的別プログラム
新入社員研修やインセンティブ旅行で。ビジネスの様々な場面で高い効果を得ることができるプログラムをご提案。

緑あふれるリゾートに、カンファレンスの成功があります。
雄大な自然に囲まれた非日常空間がもたらす、思考力・好奇心の向上―。リゾートならではの開放感溢れる空間と、
外資系ホテルブランド・マリオットホテルを含むハイグレードな設備やサービスを整えたカンファレンス環境が、より効果的な研修・会議を実現します。

マリオットホテルの選ばれるポイント

01ラフォーレ倶楽部
会員料金で宿泊

伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・
琵琶湖・南紀白浜の5マリオット
ホテルを、いつでも会員料金で
ご宿泊可能。シックな色調のイン
テリアに包まれるゲストルームで、
贅沢な時間をお過ごしください。

02会場費・研修備品を
特別料金で

マリオットならではの洗練された
会場を、特別料金でご提供。また、
ホワイトボード・プロジェクター・
ワイヤレスマイクなどの研修備品
も、ご利用用途に合わせて特別
価格にてお貸出しいたします。

03全館
Wi-Fi 完備

5つのマリオットホテル館内すべ
てにWi-Fiを完備。研修会場は
もちろん、レストラン・お部屋でも
無料でご利用いただけます。リゾー
トにいながら、ストレスのないビジ
ネス環境を整えています。

ラフォーレホテルの選ばれるポイント

フォトロゲイニング® 〈チームビルディング〉 〈チームビルディング〉 〈CSR〉 〈コミュニケーション〉 〈懇親会〉

利用可能ホテル：富士山中湖・伊豆修善寺・那須・修善寺・伊東 利用可能ホテル：伊豆修善寺・修善寺

定められた時間内にチェックポイントを撮影して、チームで得点を

競います。グループ内でそれぞれが役割を持ち、共通の課題に

取り組むことで一体感を高め、コミュニケーション力・チームワーク力

強化を図ります。

宝探し
広大な敷地内を舞台に、「冒険の書」を読み解きながら、手

掛かりを頼りに宝物＝「キング・シード」をチームで探し出す

本格的宝探しゲーム。遊びながらコミュニケーション能力や

チームワークを養うことができ、達成感も味わえます。

利用可能ホテル：伊豆修善寺・修善寺

ＢＢＱ
研修後には、懇親会でさらに親睦を深めませんか。ホテル

オリジナルの手作りソーセージや、肉類、魚介類、野菜など

豊富な食材をご用意。開放感あふれるテラス席で、楽しく

コミュニケーションを。

利用可能ホテル：伊豆修善寺・修善寺

アウトドアミーティング
新鮮な空気を味わいながら、青空の下でミーティング。大

自然の中で行うことで、斬新なアイデアが浮かぶかも知れ

ません。また、テント設営や料理による共同作業を通して

チーム力を養います。  協力／㈱スノーピークビジネスソリューションズ

利用可能ホテル：富士山中湖・伊豆修善寺・修善寺

里山保全
生物多様性を維持し里山を保全するためには、雑木林の間伐

や下草刈りが必要です。プロ指導の下で行うことで、エコ

意識を高めるきっかけにしていただくと共に、共同作業による

チームワークの強化を図ります。

01ラフォーレ倶楽部
会員料金で宿泊

ラフォーレホテルのご宿泊も、
もちろん会員料金でご提供。
広 と々したゆとりあるお部屋から、
温泉を有するお部屋までお客様
のニーズにお応えするさまざまな
お部屋タイプを揃えています。

02会場費・研修備品
使用料無料 03研修会場

Wi-Fi 完備

ご利用いただく研修会場はすべて
Wi-Fiを完備。長時間の会議でも
最適な会議環境を実現いたし
ます。また必要に応じて、有線
LANによるインターネット接続も
可能です。

最大240名様までご利用いただ
ける大規模な会場も、メイン会場
費無料でご提供。また、ホワイト
ボード・ワイヤレスマイクなどの
研修備品も、ご利用日程問わず
無料でお貸出しいたします。（一部を除く）



CONFERENCE  &  PARTY PLAN

リゾート宴会プラン
研修・会議の後は楽しく宴会！宴会場と夕食、そして2時間の飲み放題がすべてセットになったプラン。温泉やスポーツも楽しめます。

対象ホテル 那須・修善寺・伊東

期　間 4/1～2019/3/31泊 ※除外日あり。

料　金 1名様 14,000円

内　容 1泊2食（朝1・夕1）
・ 備品貸出し（オーディオ機器・レーザーポインター・スクリーン・ホワイトボード・マイク・スピーカー）
※プロジェクターは有料。

・ 宴会場ご利用 無料（2時間）　・ご夕食時、飲み放題（2時間）

◉ご予約はお電話にて、15名様より承ります。　
◉シングルユース利用も承ります。（別途追加料金がかかります）
◉1日1組限定となります。　◉部屋タイプはホテルお任せとなります。

マリオットミーティングプラン
上質な空間での会議やインセンティブ旅行に最適な、マリオットホテルの
ミーティングプラン。ぜひご利用ください。

対象ホテル 琵琶湖・南紀白浜・富士山中湖・軽井沢・伊豆修善寺

期　間 4/1～2019/3/31の日曜～金曜泊 ※除外日あり。
内　容 1泊2食（朝1・夕1）

・ メイン会議室料 8時間（有線または無線によるインターネット接続を無料で利用可能）
・ 備品貸出し（プロジェクター・スクリーン・ホワイトボード・マイク・スピーカー）

◉ご予約はお電話にて、15名様より承ります。
◉シングルユース利用も承ります。（別途追加料金がかかります）
◉夕食はパーティプランへの変更が可能です。（上記料金の3,300円～増し）

※部屋タイプはホテルお任せとなります。＊8時間を超える場合は別途追加料金がかかります。

料　金 1名様 13,800円
（軽井沢を除く）

1名様 16,600円
（軽井沢）

プレミアミーティングプラン
快適なミーティング環境とワンランク上のホテル滞在を。
落ち着いた空間で、集中して会議・研修をしていただけます。

対象ホテル 修善寺・伊東

期　間 4/1～2019/3/31の日曜～金曜泊 ※除外日あり。

料　金 伊　東：温泉付きプレミアルーム泊
修善寺：ゲストハウス（デラックスルーム）泊

1名様18,500円

内　容 1泊2食（朝1・夕1）
・ メイン会議室料 無料（有線または無線によるインターネット接続を無料で利用可能）
・ 備品貸出し（プロジェクター・オーディオ機器・レーザーポインター・スクリーン・ホワイトボード・マイク・スピーカー）
・ ご夕食時、飲み放題（2時間）　・ご宿泊のお部屋をシングルユース
・ 会議中のコーヒーブレイク＆お茶菓子

◉ご予約はお電話にて、4名様より承ります。

オフサイトミーティングプラン
少人数から大人数まで対応可能な、ラフォーレホテルのミーティングプラン。
新人研修やキックオフミーティングなどにご利用ください。

対象ホテル 那須・修善寺・伊東・箱根強羅

期　間 4/1～2019/3/31泊 ※除外日あり。

料　金 1名様 8,000円～

内　容 1泊2食（朝1・夕1）
・ メイン会議室料 無料（有線または無線によるインターネット接続を無料で利用可能）
・ 備品貸出し（オーディオ機器・レーザーポインター・スクリーン・ホワイトボード・マイク・スピーカー）
※プロジェクターは有料。

◉ご予約はお電話にて承ります。
◉シングルユース利用も承ります。（別途追加料金がかかります）
◉夕食のアップグレードも可能です。



L O C A T I O N

ラフォーレ倶楽部
ホテル白馬八方
（東京より約180分/新大阪より約370分）

リゾートホテル
ラフォーレ那須
（東京より約120分/大阪より約320分）

ラフォーレ倶楽部
箱根強羅 湯の棲
（東京より約120分/大阪より約230分）

ラフォーレ倶楽部
伊東温泉 湯の庭
（東京より約80分/大阪より約220分）

軽井沢マリオットホテル
（東京より約90分/大阪より約320分）

富士マリオットホテル山中湖
（東京より約140分/新大阪より約270分）

羽田空港

南紀白浜空港

琵琶湖マリオットホテル
（東京より約180分/新大阪より約65分）

伊豆マリオットホテル修善寺
ホテルラフォーレ修善寺
（東京より約120分/大阪より約230分）

南紀白浜マリオットホテル
（羽田空港より約80分/大阪より約150分）

◎ご予約・お問合せは各ホテルにお電話、または下記WEB・E-mailにて承ります。

[WEB] www.laforet.co.jp/conference  [E-mail] convention@laforet.co.jp

発行：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

※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。
※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。
※本誌掲載の内容は、2018年8月現在のものです。変更となる場合がございます。 ※写真はイメージです。

※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。
※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まで全館クローズいたします。

ゴルフ
ラフォーレリゾート修善寺内にある霊峰
富士を望むリゾートコース。開放感のある
青空の下、親睦を深めてください。

フィットネスセンター
5つのマリオットホテル内に有するフィット
ネスルーム。ご宿泊の方は24時間いつでも
無料でご利用いただけます。

体育館
体育館を貸し切って、バスケットボール・
バレーボールなどのスポーツも。汗をかいて、
コミュニケーション不足の解消やリフレッシュに。

テニス
ホテル併設のテニスコートなら研修スケ
ジュールの合間や、会議後に手軽に楽し
めます。照明完備なので夜でも◎。

■ホテル施設概要一覧■

リゾートホテル
ラフォーレ那須

ラフォーレ倶楽部
伊東温泉 湯の庭

栃木県那須郡那須町湯本206-959

✆0287-76-3489

ホテルラフォーレ修善寺

静岡県伊豆市大平1529

✆0558-74-5489
静岡県伊東市猪戸2-3-1

✆0557-32-5489

宿泊料金
（1泊2食）

会議室
収容人数［スクール型］

宴会場
収容人数［立食］

ゴルフ

テニス

体育館

8,000円～ 8,000円～ 11,100円～

240名 240名 90名

180名 350名 108名

◯

◯

◎

◎

◎

◎

◯

◯

ー

◎・・・施設内　○・・・近隣施設のご紹介となります

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

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

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

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

宿泊料金
（1泊2食）

会議室
収容人数［スクール型］

宴会場
収容人数［立食］

ゴルフ

テニス

体育館

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

13,800円～ 13,800円～ 13,800円～ 16,600円～ 13,800円～

252名 99名 60名 48名 45名

500名 200名 ー

◯

◎

◎

◯

◯

ー

◯

◯

ー

◯

◎

ー

◎

◎

◎

60名 100名

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

✆0261-75-5489

11,600円～

72名

ー

◯

ー

80名

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

14,800円～

80名

◯

◯

ー

40名



ホテルの詳細はWEBサイトへ www.laforet.co.jp

会員限定の特別料金でご利用いただける、マリオットホテルのミーティングプラン。
上質な空間での会議やインセンティブ旅行などにぜひご利用ください。

南紀白浜マリオットホテル
（旧：リゾートホテル ラフォーレ南紀白浜）

0739-43-7000

琵琶湖マリオットホテル
（旧：総合リゾートホテル ラフォーレ琵琶湖）

077-584-2110

軽井沢マリオットホテル

0267-44-4489

富士マリオットホテル山中湖
（旧：リゾートホテル ラフォーレ山中湖）

0555-65-6711

伊豆マリオットホテル修善寺
（旧：総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 ホテル棟）

0558-72-2011

最大45名対応＊ 最大60名対応＊ 最大48名対応＊ 最大252名対応＊ 最大99名対応＊

＊会議室の最大収容人数
（スクール形式）

※平日限定となります。※部屋タイプはホテルお任せとなります。
※掲載の料金は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。
※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。
※写真はイメージです。※掲載の内容は2018年8月時点のものです。

＊8時間を超える場合は別途追加料金がかかります。

◉ご予約はお電話にて、15名様より承ります。
◉シングルユース利用も承ります。（別途追加料金がかかります）
◉夕食はパーティプランへの変更が可能です。（上記料金の3,300円～増し）

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 ～2019/3/31（日）の日曜～金曜泊
※除外日あり。

和歌山県西牟婁郡白浜町 2428滋賀県守山市今浜町十軒家 2876長野県北佐久郡軽井沢町長倉4339山梨県南都留郡山中湖村平野1256-1静岡県伊豆市大平1529

料　金 （軽井沢を除く）1名様 13,800円
（軽井沢）1名様 16,600円

内　容 1泊2食（朝1・夕1）
・ メイン会議室料 8時間＊
 （有線または無線でインターネット接続を無料で利用可能）

・ 備品貸出し
 （プロジェクター・スクリーン・ホワイトボード・マイク・スピーカー）

ラフォーレ倶楽部からのご案内 インセンティブ旅行・
お客様招待会等に 

おすすめ！
マリオットホテル
ミーティングプラン

マリオットミーティングプラン



13：00 ホテルに到着
13：30 ～ 17：00 会議
17：00 ～ 18：00 お部屋でゆっくりフリータイム
18：00 ～ 20：00 夕食はパーティで親睦を深める
20：00 ～ 温泉やフィットネスセンターでリフレッシュタイム

1日目

7：30 朝食後、チェックアウト
9：00 ～ 12：00 会議

2日目

会議中はオプションで
コーヒーブレイクも！（有料）

▶▶▶ 利用例［20名様で懇親会を兼ねての社内会議を行った場合］

1泊2食  13,800円 ＋ 3,300円（パーティプラン＊） ＝ 17,100円 × 20名 ＝ 342,000円
＊夕食時、フリーフロー付となります。

■2018年度料金 ※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。※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。※写真はイメージです。

お疲れ様でした！

1
大人数で利用できる
研修室・宴会場を完備！
研修室最大252名収容(スクール形式)
宴会場最大500名収容(立食)

2
チームビルディングに

最適！
充実のスポーツ施設

〈体育館・テニスコート・屋内プール・
フットサルコート・フィットネスセンターなど〉

3
全国から

集まりやすい立地！
京都駅からホテルまで

電車と送迎バスで約45分（湖西線利用）

《琵琶湖マリオットホテル  おすすめポイント》

T E L ： 077-584-2110
住     所 ： 滋賀県守山市今浜町十軒家2876

W E B ： www.laforet.co.jp/lf-bmh MAIL： info@biwako-marriott.com

アクセス ： ［ 車 ］名神高速・栗東ICより約15km
  ［電車］JR湖西線・堅田駅より送迎バス約15分、
   またはJR琵琶湖線・守山駅より送迎バス約30分（要予約）

HOTEL INFORMATION 無料送迎バスのご案内

［守山駅発着］（所要時間：約30分）
 完全予約制。事前にホテルまでご予約ください。077-585-6100

［堅田駅発着］（所要時間：約15分）
 堅田駅発 8：40～20：40まで毎時40分発
 ホテル発 8：00発、9：10～20：10までの毎時10分発
※時刻表は変更となる場合がございます。

研修室（スクール形式） 朝食イメージ

温泉浴場 スーペリアルーム フィットネスセンター

PIC UP

　　　　
HOTEL！



ホテルラフォーレ修善寺
緑に囲まれたゲストハウス（デラックスルーム）は居心地の良さが魅力。
敷地内には温泉やテニスコートなどの多彩な施設を備えます。

住      所： 静岡県伊豆市大平1529

アクセス：［車］東名高速・沼津ICまたは
 新東名高速・長泉沼津ICより約35km。

               ［電車］伊豆箱根鉄道・修善寺駅より送迎バス
 約25分。（東京より直通JR特急「踊り子」号あり）

W E B： 

0558-74-5489

www.laforet.co.jp/lf-shuzenji

東京駅より電車で約120分

平日・
室数限

定

ラフォーレ倶楽部からのご案内

※掲載の料金は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。
※室数限定となります。※写真はイメージです。

期 間

内 容

料 金

※除外日あり。

～2019/3/31(日)の日曜～金曜泊

1泊2食（朝1・夕1）

伊　東：温泉付きプレミアルーム泊
修善寺：ゲストハウス(デラックスルーム)泊

1室1名様利用  大人 18,500円

・ メイン会議室料 無料（有線または無線によるインターネット接続を無料で利用可能）
・ 備品貸出し（プロジェクター・オーディオ機器・レーザーポインター・スクリーン・ホワイトボード・マイク・スピーカー）
・ ご夕食時、飲み放題（2時間）　・ご宿泊のお部屋をシングルユース
・ 会議中のコーヒーブレイク＆お茶菓子

◎ご予約はお電話にて、4名様より承ります。

宿泊のお部屋はシングルユース！

ラフォーレ倶楽部  伊東温泉 湯の庭
趣深い和モダンな佇まいのホテル。東京からのアクセスもよく、
日常から離れたリゾートでのミーティングにおすすめです。

住      所： 静岡県伊東市猪戸2-3-1
アクセス：［車］小田原厚木道路・小田原西ICより
 国道135号線経由約44km。
               ［電車］JR伊東線・伊東駅より徒歩約8分。
 （東京より直通JR特急「踊り子」号あり）

W E B： 

0557-32-5489

www.laforet.co.jp/lf-ito

東京駅より電車で約80分

快適なミーティング環境とワンランク上のホテル滞在を。

落ち着いた空間で、集中して会議・研修をしていただけます。

心も身体も癒してくれるリゾートで、いつもより少し上質なミーティングをご体験ください。

プレミアミーティングプラン

社内会議・役員会議・
新入社員研修等に 

おすすめ！
ラフォーレホテル
ミーティングプラン



ラフォーレ那須でミーティング&宴会のご案内
〈ラフォーレ倶楽部法人会員限定〉

プロジェクト立ち上げのキックオフミーティング、部署の懇親会などの宴会利用でも

ラフォーレのスタッフがスマートにご対応。あなたのご希望を叶えるプランをご提案いたします。

̶ ラフォーレを選ぶポイント ̶

・・・・・・・・・ノートパソコンをお持ちいただければ、光回線による有線・無線ＬＡＮ接続が無料でご利用いただけます。会場はインターネット環境完備3

会議後の宴会やパーティー利用も可4 ・・・宴会場も会場費が無料。夕食をアップグレードしてパーティーもお楽しみいただけます。

1
メイン会場費が無料！

最大240名様まで収容できる大会議室から、

小グループでも最適な小会議室まで無料でご利用が可能！

2
ピンマイク・オーディオ機器・コピー白板・

レーザーポインター・スクリーンを無料でお貸出しいたします。

※パソコンプロジェクターは有料となります。

研修備品を無料貸出し！

＊ プロジェクターなど一部を除く。 ※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。※写真はイメージです。

内 容 1泊2食＋メイン会議室＋研修備品＊

期 間 ～2019/3/31（日）泊 ※除外日あり

料 金 1名様 8,000円～〈シングルユース時 12,500円～〉

オフサイトミーティングプラン
ご宿泊と夕・朝食がセットになったスタンダードパック。

◎箱根強羅・伊東・修善寺でもご利用いただけます。

料 金 1名様 14,000円〈シングルユース時 18,000円～〉
内 容 1泊2食＋メイン会議室＋研修備品＊+宴会時飲み放題（2時間）

期 間 ～2019/3/31（日）泊 ※除外日あり

リゾート宴会プラン
研修・会議の後は楽しく宴会！温泉やスポーツも楽しめます。

飲み
放題付！

※ご予約は15名様より承ります。※1日1組限定となります。◎伊東・修善寺でもご利用いただけます。

住     所 ： 栃木県那須郡那須町湯本206-959

W E B ： www.laforet.co.jp/lf-nasu

アクセス ： ［ 車 ］東北自動車道・那須ICより約10km
  ［電車］東北新幹線・那須塩原駅より送迎バス約30分（要予約）

リゾートホテル
ラフォーレ那須 0287-76-3489 研修会議室

最大240名
宴会場

最大180名



www.tcc-kaigishitsu.com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 TCC 会議室 検 索

東京駅・日本橋口より徒歩1分
トラストシティ カンファレンス・丸の内東京

JR・地下鉄「東京駅」日本橋口より徒歩1分、地下鉄「大手町駅」
B7出口より徒歩2分、地下鉄「日本橋駅」A3出口より徒歩4分
TEL 03-6212-5211（平日9：00～18：00）
marunouchi@tcc-kaigishitsu.com
9：00～21:00（年末年始等を除く）

ACCESS

ご予約
お問合せ
営業時間

京橋駅より徒歩1分・東京駅より徒歩4分
トラストシティ カンファレンス・京橋

STUDIO 1

STUDIO 2

STUDIO 3

STUDIO 2+3

ROOM A

面積

㎡

52

85

67

152

9

16

26

20

46

3

27

63

36

108

24

30

30

60

36

70

50

130

4（固定）

坪 スクール シアター 口の字

収容人数

東京

地下鉄「京橋駅」7番出口より徒歩1分、JR「東京駅」八重洲南口
より徒歩4分
TEL 03-5221-8079（平日9：00～18：00）
kyobashi＠tcc-kaigishitsu.com
7：00～23:00（年末年始等を除く）

ACCESS

ご予約
お問合せ
営業時間

仙台駅より徒歩9分  東北最大のランドマーク内
トラストシティ カンファレンス・仙台

Room 1

Room 2 ～ 5

Room 6

Room 2+3、4+5

Room 2+3+4

Room 2+3+4+5

面積

㎡

123

95

60

190

285

380

37

29

18

57

86

115

60

51

24

102

156

204

36

36

20

60

-

-

88

87

-

176

-

-

坪 スクール シアター 口の字

収容人数

仙台

JR「仙台駅」西口より徒歩9分、JR仙石線「あおば通駅」2番出口
より徒歩8分、地下鉄南北線「仙台駅」南2番出口より徒歩6分
TEL 022-224-3801（平日9：00～18：00）
sendai@tcc-kaigishitsu.com
9：00～21:00（年末年始等を除く）

ACCESS

ご予約
お問合せ
営業時間

Room 1

Room 2

Room 1+2

Room 3

面積

㎡

156

134

290

59

47

40

87

17

105

84

189

36

54

54

-

30

120

96

216

-

坪 スクール シアター 口の字

収容人数

新大阪駅より徒歩5分
トラストシティ カンファレンス・新大阪大阪

JR・地下鉄「新大阪駅」4番出口より徒歩5分
TEL 06-6392-3955（平日9：00～18：00）
shin-osaka@tcc-kaigishitsu.com
9：00～20:00（日曜・祝日・年末年始等を除く）

ACCESS
ご予約
お問合せ
営業時間

東京駅・仙台駅・新大阪駅付近の貸会議室

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は、森トラストグループが運営する
貸会議室です。全4会場はいずれもターミナル駅からアク
セス至便。ハイグレードなカンファレンス環境を備え説明会や
セミナー、学会など、幅広いニーズに対応しています。

面積 収容人数

スクール坪㎡ シアター ロの字

Room 1

Room 2～4

Room 2+3、3+4

Room 2+3+4

Room 5
控室付

Room A

Room B

Room C

Room D

148

100

199

300

113
控室 17

29

68

38

31

45

30

60

90

34
控室 5

9

20

11

9

81

69

138

210

87

16

132

100

203

280

117
控室 4（固定）

12（固定）

ー

8（固定）～12

18（固定）

48

36

60

84

42

20

ラフォーレ倶楽部
法人会員様
限定特典

10%OFF
会議室料



【　丸の内　】　　利用例：ITセミナーを140人で3時間、懇親会を70人で2時間利用した場合

部屋名 面積 室料

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 41,040円 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 4,320円

ﾏｲｸ・録音外注 108,000円 ﾚｲｱｳﾄ変更 5,400円

A 29㎡ 54,000円 - - - - - -

1 148㎡ 129,600円 - - 懇親会(70人) 378,000円 - -

「2+3+4」をセミナー会場、「A」を講師控室、「1」を懇親会会場として使用

ご利用代金総額 1,264,380円

会員様特典 -70,200 (会議室料金の10%割引)

請求総額 1,194,180円

【　京橋　】　　利用例：グローバル会議を60人で2時間、懇親会を60人で2時間利用した場合

部屋名 面積 室料

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 20,520円

ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ 540円

A 9㎡ 21,600円 - - - - - -

レストラン* - - - - 懇親会(60人) 453,600円 - -

*同タワー内、コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーションのレストラン「DINING&BAR LAVAROCK」

「2+3」をセミナー会場、「A」を役員控室、「レストラン」を懇親会会場として使用

ご利用代金総額 724,560円

会員様特典 -23,760円 (会議室料金の10%割引)

請求総額 700,800円

【　新大阪　】　　利用例：住宅メーカーの社内勉強会を50人で4時間利用した場合　

部屋名 面積 室料

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 20,520円 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 4,320円

ﾌﾞﾙｰﾚｲ 2,160円 ﾚｲｱｳﾄ変更 5,400円

「1+2」を社内勉強会会場として使用

ご利用代金総額 290,000円

会員様特典 -23,760円 (会議室料金の10%割引)

請求総額 266,240円

【　仙台　】　　利用例：食品メーカーの新商品発表会を120人で2時間、懇親会を40人で2時間利用した場合

部屋名 面積 室料

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 4,320円

ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ 3,240円

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 1,080円

宴会場* - - - - 懇親会(40人) 360,000円 - -

*同タワー内、ウェスティンホテル仙台内の宴会場

「2+3+4+5」を発表会会場、「宴会場」を懇親会として使用

ご利用代金総額 752,400円

会員様特典 -36,180円 (会議室料金の10%割引)

請求総額 716,220円

◎料金の詳細につきましては、WEBサイト(www.tcc-kaigishitsu.com)をご覧下さい。
　また、Googleストリートビューで、会議室内もご覧いただけます。

＜その他ご利用例＞
ユーザー向け自社製品

セミナーなど

2+3+4 300㎡ 518,400円 ﾍﾟｯﾄ飲料(140本) 25,620円

ﾍﾟｯﾄ飲料(60本)

ﾍﾟｯﾄ飲料(120本) 21,960円

20,000円

2+3+4+5 380㎡ 361,800円 - -

1+2 290㎡ 237,600円 ﾍﾟｯﾄ飲料(100本)

＜その他ご利用例＞
医療機器新商品

発表会など

＜その他ご利用例＞
宝飾、化粧品の

発表会など

映像・音響オプション 飲食関係 その他

映像・音響オプション 飲食関係 その他

2+3 152㎡ 216,000円 12,300円

トラストシティ カンファレンス　ご利用料金例

映像・音響オプション 飲食関係 その他

＜その他ご利用例＞
決算説明会〈機関投資家

向け・株主向け〉、
採用関係など

映像・音響オプション 飲食関係 その他

- -
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