
LAFORET CLUB INFORMATION
2019.6▶8-SUMMER-

ラフォーレ倶楽部で過ごす夏!!

を楽しむ

家族の笑顔あふれる夏が到来！ 大自然と一体になれる、おすすめのアクティビティとホテルの宿泊プランをご紹介します。

セミブッフェプラン

お子様 9,950円～

7/13・14・20～8/31泊期 間

コートヤード・バイ・マリオット 白馬ホテル

1泊2食付内 容

大　人 13,250円～料 金
大人 17,950円～

+愛犬１頭につき5,000円

～8/31泊期 間

コートヤード・バイ・マリオット 白馬ホテル

1泊2食付内 容

料 金

１泊２食サマーブッフェプランワンちゃんと宿泊！
ドッグルーム～２食付 LAVAROCK～

7/20～8/25泊期 間

ラフォーレ那須ホテル

1泊2食付・ソフトドリンク飲み放題付内 容

お子様 7,500円～
大　人 11,300円～料 金

SUMMER SMART BBQ

大　人 11,300円～
お子様 7,500円～

7/13･14･20・27～8/24泊期 間

ホテルラフォーレ修善寺ホテル

1泊2食付内 容

料 金

本格BBQをスマートにエンジョイ。

みんなでワイワイ、美しい景色とともに心に残る思い出を。

Summer Semi-Buffet 「IZU SPICY SUMMER」

大　人 16,000円～
お子様 10,500円～

6/1～8/31泊期 間

伊豆マリオットホテル修善寺ホテル

1泊2食付内 容

料 金

メインのお肉が選べるセミブッフェディナー。駿河湾の海の幸や地元の野菜をふんだんに

利用したお料理に心躍るディナータイムを。

こだわりの食材＆機材
オシャレに気軽に本格派BBQ
ラフォーレリゾート修善寺のリゾートBBQなら
食材から機材まですべておまかせ！
手ぶらで本格BBQが楽しめます。

白馬EXアドベンチャー
スタートからゴールまで、約８ｍの高さの様々な
エレメント（アスレチック）を体験できるアドベンチャーコースです。

那須バギーパーク
大人から子供までスリリングに
楽しもう。6歳から乗車可能。
小さいお子様（3歳から）は、
2人乗りカートで。

夕涼みアドベンチャーツアー
涼しくなった夕方、ゴルフ場へゴルフカートに乗って出発！
芝生の上で走ったり、スナッグゴルフで遊んだり、カモの餌やりも体験♪

ム
シと
の遭

遇。
朝の森探検ツアーもあるよ！！定番から新しいものまで

今年もたくさん出そろった

アクティビティをご紹介！



www.laforet.co.jp
WEB予約には利用者登録が必要です

プランの詳細確認・ご予約は
ラフォーレ倶楽部WEBサイトへ

今すぐ
ダウンロード！

など、お得な情報満載。

ラフォーレ倶楽部
公式スマートフォンアプリ
貯めてうれしいスタンプカード
アプリ限定プラン
バースデー＆記念日クーポン

初夏のおすすめプラン初夏のおすすめプラン

各ホテルでお得なプランをご用意しております。詳しくはWEBサイトへ。

2019 ⁄ 7⁄ 19泊まで ※除外日あり

※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、Marriott Bonvoy™会員特典の対象外となります。
※お子様料金は小学生以下（ブッフェの場合、４歳～小学生）の方が対象です。※写真はイメージです。

琵琶湖、魅力の夏グルメ
琵琶湖マリオットホテルホテル 1泊2食付内 容

料 金

ワクワクする海・湖で

い つ も と 違 っ た

自然に触れる体験を

温泉付きのお部屋に泊まろう
『夏得ファミリープラン』

3名様（大人2名＋お子様1名）34,900円～

7/20～8/31泊 ※8/10～15泊を除く期 間

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭ホテル

1泊2食付／温泉付プレミアルーム泊内 容

料 金

大人２名様でご予約いただくと、

小学生のお子様１名様分の室料が無料に！

◎ご人数追加も承ります。

Semi-Buffet Dinner
「Herb&Spice」

6/1～8/31泊期 間

富士マリオットホテル
山中湖

ホテル

1泊2食付内 容

大人 16,000円～
お子様 10,500円～

料 金

ウォーターチューバー
透明のビニールでできた乗り物に乗って、
湖上アトラクションを体験。走って転がって、
疲れたら寝転んで…水の上に浮かぶ
不思議な感覚を味わえます。

カヤック体験
インストラクターの指導があり、
初心者でも安心！5歳から体験できるので
親子での参加もおすすめ。

水陸両用バスKABA
陸と水上から山中湖の大自然を“五感”で体験。
山中湖のど真ん中から雄大な富士山を楽しめます。

花火
8/10には伊豆一番の迫力をもつ「按針祭海の花火大会」のほか、
7/20・28・30・31、8/2・3・6・7には「伊東温泉夢花火」が開催。

オレンジビーチ
宿から一番近いビーチへ海水浴に。海岸遊歩道が整備され、フェニックスのゆれる
南国ムードが漂います。波の穏やかな海なので、お子様でも安心。

お子様１名様
室料無料！

を楽しむ

どれも
美味しそう！

最大
3,000円
お得!!

ハーフブッフェプラン

お子様 10,500円～
大人 16,000円～

6・7月の土曜、
8/1～9･18～31泊

ブッフェプラン

お子様 11,000円～
大人 16,500円～

7/13・14、
8/3･10～17泊 オプションでフリーフロー

（アルコール・ソフトドリンク飲み放題）の
ご用意もございます。
大人 2,200円 お子様1,100円



法人会員制倶楽部 ラフォーレ倶楽部からのご案内

黒羽城址公園くろばねじょうしこうえん

（ホテルより車で約40分）
那須屈指の「紫陽花」の名所として有名
で、園内には約6000株以上の色とり
どりの紫陽花が見事に咲き誇ります。

あしかがフラワーパーク
（ホテルより車で約90分）
6月の「ブルー＆ホワイトガーデン」。
20万本の花菖蒲と1500株の紫陽花が、
パーク一帯を青と白に染め上げます。

※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。※お子様料金はお問合せください。※写真はイメージです。

法人会員様限定
公式スマートフォンアプリ

貯めてうれしいスタンプカード
アプリだけの宿泊プラン

宿泊に使えるバースデー＆記念日クーポン

WEB予約には利用者登録が必要です

お得なクーポン配信中！
今すぐダウンロード！

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

www.laforet.co.jp/lf-nasu
［    車    ］ 東北自動車道・那須ICより那須街道（県道17号線）経由約10km（約15分）。
［  電 車  ］ 東北新幹線・那須塩原駅下車、送迎バスにて約30分（要予約）。
［高速バス］ 新宿・王子よりJR高速バス「那須・塩原号」にて約210分、
 一軒茶屋停留所下車徒歩約15分。

0287-76-3489

＼6月限定／
那須で使える
ドリンク

クーポン配信！

◎お部屋タイプはお任せとなります。
◎土曜泊は割増し料金あり。

期 間

内 容

料 金 大人 6,200円～

～7/19泊 ※7/13・14泊を除く
1泊朝食付

初夏紀行プラン
旅のアレンジ自由自在。ご宿泊と朝食のついたプラン。
朝食は那須こだわりのブッフェをお楽しみいただけます。

期 間

内 容

料 金 大人 15,700円～

6/1～8/31泊 ※7/20～
   8/25泊を除く

1泊2食付／
スタンダードルーム泊

1泊2食付プラン
【匠-TAKUMI-】 料理長のスペシャリテ和洋コース
那須高原の新鮮な野菜や那須牛など、恵まれた食材を生かした
料理長おすすめの全８品がお楽しみいただけます。

那須御用邸に隣接する静寂の地に佇み、絶好のロケーションを誇るリゾートホテルラフォーレ那須。
那須牛が楽しめる和洋コースやこだわりの朝食、那須高原を望むくつろぎの温泉で、優雅なひとときを。

紫陽花や花菖蒲が見頃を迎える6月は、名所へ足を運んでみてはいかがでしょう。

初夏の栃木・那須を &



コートヤード・バイ・マリオット 白馬  おすすめプランのご案内

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

【プランの詳細確認・ご予約・お問合せ】

0261-75-5489 
［車 ］ 長野自動車道・安曇野ICより約55km　［電車］ JR大糸線（新宿より直通あり）・白馬駅よりタクシー約10分アクセス

WEB予約には利用者登録が必要です

www.laforet.co.jp/lf-cyh/

内容：1泊2食
［大人1名様／日～金曜泊］

12,500円
［大人1名様／土曜泊］

13,000円

［お子様1名様／日～金曜泊］

9,200円
［お子様1名様／土曜泊］

9,700円
※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。
※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以下の方が対象です。※写真はイメージです。

本プラン限定オプション
飲み放題（60分）

+1,650円で
ワイン、ハイボール、焼酎、日本酒、ソフトドリンク

さらに+550円で
スパークリングワイン、

生ビール

食べ放題プラン
Dinig ＆ Bar LAVAROCKで昨年大好評いただいたグリルステーキ食べ放題プランが今年も登場。
ワインやハイボールとともにお楽しみください。

［MENU］
・信州野菜サラダ食べ放題
・和縁牛ランプ肉のグリル食べ放題
  信州くるみ味噌入りガーリックバターソース、信州生七味おろしポン酢で

・信州味噌入り牛スジ煮込みカレーのオーブン焼き

GRILLED STEAK

～2019年7月12日（金）泊

グリルステーキ 室数
限定


