
※掲載の料金は定員利用時1名様あたりの料金で、消費税・サービス料込の総額表示です。別途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、Marriott Bonvoy™会員特典の対象外となります。
※お子様料金は小学生が対象です。お子様のご夕食は「キッズプレート」となります。未就学で添い寝のお子様はお食事がブッフェの場合４歳からお食事代のみ申し受けます。※写真はイメージです。※2022年6月時点の情報です。

［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

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（平日9：00～17：00 年末年始休業）

宿泊プランやホテル情報、
ご予約はこちら

www.laforet.co.jp/lf-bmh/
WEB予約には利用者登録が必要です

テニスコート（1時間無料） 屋内プール（有料） 体育館（無料） キッズルーム（無料）

スポーツバイク体験

カヤック体験

ホテル館内プラネタリウム
「デジタルスタードーム ほたる」
輝く夜空と共にきらめく星が包み込むロマンティックな番組から
お子様向けなど多彩なプログラムをご用意しております。 SUP体験

琵琶湖畔に佇む充実のスポーツ施設の他、本格プラネタリウムも備える総合リゾート「琵琶湖マリオットホテル」。
琵琶湖の絶景とともに、地元・近江の恵みを味わえ、カヤック・SUP・スポーツバイクなど、
多種多様なアクティビティもでき、快適なリゾートライフをお過ごしいただけます。

琵琶湖マリオットホテル

法人会員制倶楽部
ラフォーレ倶楽部からのご案内

期 間 2022/7/1～9/30泊 ※8/11～14泊は除く

Special SUMMER Time夏旅応援！【室数限定】
気軽にマリオットステイが楽しめる朝食付と、滋賀グルメ代表の「近江牛」を夕食で味わえる2食付をご用意しております。

会員料金から最大1,000円引き！ 平日限定特典の利用だと最大3,000円引きのお得なプランです！

［1泊朝食付］ ［1泊2食付］

料 金 大人 8,500～14,500円
お子様 6,650～12,650円

大人 21,000～27,000円
お子様 10,600～16,600円

平日限定特典
スーペリアルーム料金で、湖側デラックスルームをご利用いただけます。
（7/17・31、8/1～19、9/18・23泊は対象外）

大人気！〈1日30食限定〉
Summer Fruits Afternoon Tea

期 間 2022/7/1～8/31
時 間 13:00～15:00/16:00
料 金 大人 4,600円

青 と々した琵琶湖やひまわり畑などホテル
周辺の夏をイメージしたサマーフルーツが
主役のスイーツをお楽しみください

◎アフタヌーンティーは前日17：00までの事前予約制になります。必ず事前のご予約をお願いいたします。

会員様限定
プラン

夕食イメージ レストラン

ホテル
イチオシ！



法人会員制倶楽部 ラフォーレ倶楽部からのお知らせ

※お子様料金はお問合せください。※写真はイメージです。※周辺施設の営業日等は事前にご確認ください。

プランの詳細・ご予約は
ラフォーレ倶楽部WEBサイトへ www.laforet.co.jp WEB予約には利用者登録が必要です

新型コロナウイルス
感染症

予防対策実施中

静岡県伊東市猪戸2-3-1

0557-32-5489
［車］小田原西ICより国道135号経由約44km（約90分）
［電車］熱海駅より伊東線に乗り換え伊東駅下車、徒歩8分

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭
ご予約は
こちら▶

得旅プラン　

2022/9/1～12/23の日曜～金曜日泊 ※連休など除外日あり
期 間

［禁煙］温泉付プレミアルーム（和洋室/44.7㎡）お部屋

伊豆見会席ご夕食

和食ブッフェ ※日程により定食になる場合がございます。ご朝食 レストランお食事場所

夕朝食付／伊豆見会席
～平日2名様の温泉付きプレミアルームがオトク！～

【室数限定】

お一人様あたり、通常会員料金よりなんと2,000円もオトク！
お部屋で温泉を堪能し、伊豆ならではの和会席を楽しめるプランです。

1泊2食／ 2名様１室利用時／ 1名様あたり（消費税・サービス料込・入湯税150円別）料 金

通常会員料金 大人 20,750円

18,750円プラン料金 大人

ラフォーレ倶楽部
伊東温泉 湯の庭

伊東の旅を満喫した後は、
心地よい疲れを癒してくれる「伊東温泉 湯の庭」へ。
開放的な足湯テラスに、日本庭園を望む露天風呂や、源泉かけ流しの
家族風呂など温泉の楽しみ方を多彩にご提供しております。

温泉付プレミアルーム家族風呂露天風呂足湯テラス

小室山
景勝地の多い伊東市の中でも、絶景で知られる「小室
山」。ジオサイトを意識したカフェ、絶景の展望デッキ、
360度パノラマの景色を望める木製歩道など、魅力が
満載のスポットです。［ホテルより車で約15分］

一碧湖
湖面に映る天城連山は、四季折々の趣を見せてくれます。
「伊豆の瞳」と呼ばれ、周囲4キロ瓢箪型の景観の美しい湖です。［ホテルより車で約15分］

夕食イメージ

◎ご夕食はワンランク上の「旬彩会席」（2,400円／人追加）、
　「湯の庭会席」（6,250円／人追加）もございます。

温泉付プレミアルーム



那須ハイランドパーク（ホテルより車で約20分） 那須どうぶつ王国（ホテルより車で約35分） 那須ガーデンアウトレット（ホテルより車で約30分）

新型コロナウイルス
感染症

予防対策実施中
プランの詳細・ご予約は
ラフォーレ倶楽部WEBサイトへ www.laforet.co.jp WEB予約には

利用者登録が必要です

※掲載の料金は定員利用時1名様あたりの料金で、消費税・サービス料込の総額表示です。別途入湯税を申し受けます。※お子様料金は小学生が対象です。未就学で添い寝のお子様はお食事がブッフェの場合４歳から
お食事代のみ申し受けます。※写真はイメージです。※周辺施設の営業日等は事前にご確認ください。
※2022年4月時点の情報です。

爽やかな風が吹く高原リゾート

那須の旅初夏を楽しむ

季節の花が咲き乱れる気持ちの良い初夏に那須高原を訪れてはいかがでしょうか。
那須御用邸に隣接する静寂の地にたたずむ リゾートホテル ラフォーレ那須。
地場の食材をあしらったお料理と白濁とした硫黄泉の那須温泉が自慢の宿です。

《旅応援！今がチャンス！TABIを楽しもう》

平日も週末も同料金！～1泊2食コース～
【室数限定】

平日も週末も同料金でご利用いただける、大変お得なプランをご用意いたしました。
週末に2名様で4名様用の和室または和洋室をご利用の際に最大で7,050円もお得なプランです。

～2022/7/29泊 ※除外日あり期 間

洋室・和室・和洋室・ドッグコテージなどお好みのお部屋をお選びいただけます。
（いずれも30㎡以上のゆったりとした客室）

部 屋

雅コース夕 食 和食・洋食のブッフェ ※日程により定食になる場合がございます。朝 食

リゾートホテル
ラフォーレ那須

1泊2食（1名様あたり／消費税・サービス料込、入湯税別）

（通常会員料金11,850～17,850円）

料 金

大人 10,800円
（通常会員料金7,650～13,650円）
お子様7,500円

●HOTEL DATA●

［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）

栃木県那須郡那須町湯本206-959

0287-76-3489

▲ご予約はこちら

那須りんどう湖ファミリー牧場（ホテルより車で約15分）

旅先で健康ウォーキング ウェルネスイベント開催中！

【5回目】（神奈川県・箱根強羅）塔ノ沢阿弥陀寺と強羅駅界隈あじさいフォトウオーク（7月3日～ 1泊2日）

【4回目】（静岡県・伊東）伊東温泉街ウォーク&下田あじさいウォーク
［日程］6月25日～  1泊2日　［募集人員］15名　［料金］1泊3食  1名様 22,900円

次回
開催は

下田あじさいイメージ

詳しくは▼

夕食イメージ

和洋室（客室例）

法人会員制倶楽部 ラフォーレ倶楽部会員のご案内



ホテルラフォーレ修善寺
伊豆の森に広がる50万坪もの総合リゾート「ラフォーレリゾート修善寺」内にある「ホテルラフォーレ修善寺」。

ゴルフやテニスなどのスポーツを楽しみながら、疲れた身体を癒す歴史ある名湯修善寺温泉も魅力です。

●HOTEL DATA●
静岡県伊豆市大平1529

0558-74-5489
［車］新東名高速・長泉沼津ICより約37km
［電車］伊豆箱根鉄道・修善寺駅より送迎バス約25分

ご予約は
こちら▶

※掲載の料金は定員利用時1名様あたりの料金で、消費税・サービス料込の総額表示です。別途入湯税を申し受けます。
※お子様料金は小学生が対象です。
　未就学で添い寝のお子様はお食事がブッフェの場合４歳からお食事代のみ申し受けます。
※写真はイメージです。※周辺施設の営業日等は事前にご確認ください。
※2022年6月時点の情報です。

プランの詳細・ご予約は
ラフォーレ倶楽部WEBサイトへ www.laforet.co.jp WEB予約には

利用者登録が必要です

新型コロナウイルス感染症
への対策

法人会員制倶楽部
ラフォーレ倶楽部からのご案内

竹林の小径（ホテルより車で約20分）

伊豆パノラマパーク（ホテルより車で約20分）伊豆・三津シーパラダイス（ホテルより車で約25分）

～2022/7/29泊 ※7/16、17泊を除く期 間

コテージ・センターハウス（和室）・ゲストハウス（洋室）より
お選びいただけます。

ご宿泊

【室数限定】

平日も週末も同料金旅応援プラン
通常

会員料金より

最大1,850円
お得！

IZUキュイジーヌ「彩－IRODORI」イメージ BBQディナーイメージ 朝食イメージ

コテージ

ゲストハウス

｢修善寺｣
へ
行こう！

1名様あたり 大人 11,000円（通常会員料金：11,850～12,850円）
お子様 7,500円（通常会員料金：7,650～8,650円）

料 金

1泊2食付内 容

［夕食］平　日：和洋コース IZUキュイジーヌ「彩－IRODORI」
　　　土曜日：6月「ブッフェディナー」、7月「BBQディナー/Simple」
［朝食］和洋ブッフェ

食事内容

◎ゲストハウス泊は1,000円増しとなります。



富士山の雪解け水が地上に湧きだした美しい湧水
地。富士山の構成資産の1つで、全国名水百選にも
選ばれています。（ホテルより車で約20分）

忍野八海

30万㎡のエリアには見渡す限りの花畑。季節ごとに
様々に変わる彩と富士山の共演が楽しめる絶景ス
ポットです。（ホテルより車で約15分）

花の都公園

SUP、カヌー・カヤック、フライボードなど、世界自然
遺産の富士山を臨むロケーションで楽しむことができ
ます。

アクティビティイメージ

おすすめ周辺観光

法人会員制倶楽部 ラフォーレ倶楽部からのご案内

プランの詳細・ご予約はラフォーレ倶楽部WEBサイトへ

www.laforet.co.jp WEB予約には利用者登録が必要です

新型コロナウイルス
感染症への
対策

フォレストアドベンチャー
（ホテルより車で約30分）

水陸両用バス「KABA」
（ホテルより車で約10分）

富士急ハイランド
（ホテルより車で約30分）

富士マリオットホテル山中湖

と　 のリゾート森 湖 「山中湖」
四季折々で出会える絶景の旅へ

近場旅
おすすめホテル

都心から車で約1時間30分

Grill & Dining G 大浴場 テニスコート

※掲載の料金は定員利用時1名様あたりの料金で、消費税・サービス料込の総額表示です。別途入湯税を申
し受けます。※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。※お
子様料金はお問合せください。※写真はイメージです。※一般料金は季節により変動し掲載の料金は2022年6
月時点での料金です。※周辺施設の営業日等は事前にご確認ください。

●HOTEL DATA●
山梨県南都留郡山中湖村平野1256-1

0555-65-6711
［車］東富士五湖道路・山中湖ICより約10km
［高速バス］新宿発中央高速バスにて山中湖ターミナル下車、送迎バス約15分（要予約）

ご予約は
こちら▶

山梨県山中湖村

［素泊まりプラン］

6,000～12,000円（一般料金:14,218～33,880円）
［1泊朝食プラン］

10,250～16,250円（一般料金:18,468～38,130円）
［1泊2食プラン］

18,150～24,150円（一般料金:26,368～46,030円）

富士マリオットホテル山中湖
県内唯一の外資系ブランドホテル。“美肌の湯”としても知られる
山中湖温泉は、疲れた身体を優しく癒し、ワンランク上の休息を。

宿泊DATA 2022年度会員料金

スーペリアルーム泊／2名様1室利用時／1名様あたり／消費税・サービス料込
1名、3～4名様
1室でも承ります。
料金は異なります。

温泉付プレミアルーム（41.2㎡）

山中湖平野温泉
アルカリ性単純温泉

・
誰にでも優しい「美肌の湯」


