
※掲載の料金は定員利用時1名様あたりのサービス料、消費税を含む料金で、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。

新型コロナウイルス
感染症への対策

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

ラフォーレリゾート修善寺　
例年の見頃3月下旬～4月上旬
50万坪の広大な敷地内には、さくら広
場やホテルへ続く桜のトンネルなど、あ
ちらこちらに桜並木が。お気に入りの花
見スポットを探してみては。

春めく伊豆の森でピクニック朝食を
～HARUIRO MORNING PICNIC～

1泊2食 －Standard Dinner－
大自然に囲まれたホテルでピクニック気分で朝食を楽しみませんか？ 
クロワッサンサンド、パンやサラダ、フルーツ、コーヒーを持って、 
自分の好きなスポットで食べる朝ごはんは格別。
贅沢な朝活時間をお過ごしください。

1泊2食会員料金

3/29～5/31泊
※4/29～5/5泊を除く

◎雨天の場合は通常朝食（レストランでの
　ブッフェ）へお振替いただけます。

期 間

大人 17,150～23,150円

2021年度
ラフォーレ倶楽部会員料金DATA ご宿泊 5,000円～　1泊朝食付 9,250円～

伊豆マリオットホテル修善寺
静岡県伊豆市大平1529

【アクセス】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。

0558-72-2011

夕食セミブッフェイメージ

彦根城
例年の見頃3月下旬～4月上旬
広大な敷地内には約1100本のソメイヨシノが咲き誇り、歴史的
建造物と桜が彩る風景は、まさに日本の春を象徴する美しさです。
ライトアップ未定 ※例年、彦根城桜まつり（4/1～4/20頃） 
琵琶湖マリオットホテルより車で約50分

2021年度
ラフォーレ倶楽部会員料金DATA ご宿泊 5,000円～　1泊朝食付 9,250円～

琵琶湖マリオットホテル
滋賀県守山市今浜町十軒家2876

【アクセス】車：名神高速・栗東ICより約15km。
             電車：琵琶湖線・堅田駅より送迎バス約15分。

077-585-6300

嬉しい１ドリンク付き！

春のびわ湖ステイプラン
京都・滋賀の桜を愛でる旅にでかけませんか？
滋賀県内唯一の外資系ブランドホテル「琵琶湖マリオットホテル」を
旅の拠点として、ワンランク上の滞在と桜をお楽しみください。

1泊2食会員料金

※4/29～5/5泊を除く

◎4/1～5/31泊は１泊朝食付
　（ウェルカムドリンクの特典付）も
　ございます。

～5/31泊期 間

ワンドリンクサービス（ご夕食時）特 典

大人 16,500～22,150円

デラックスルームキング（レイクビュー）

ピクニックイメージ

法人会員制倶楽部 ラフォーレ倶楽部より

桜愛でる旅



シティホテルで優雅なひとときをお楽しみください。お得な優待料金でご利用いただけます。

観光の拠点として便利！ シティ4ホテル特別優待料金のご案内

期間：～2022/3/31泊 室数限定
※シーズンにより料金が変更になる場合がございます。 ※お部屋タイプはお任せとなります。

◎お電話予約の際、初めに「ラフォーレ倶楽部」の法人会員である旨、
　および会員名をお伝えください。

東京マリオットホテル

9,900円
12,650円
18,700円

4,950円
7,700円
13,750円

プラン 1室1名利用 1室2名利用

素泊まり

1泊朝食付

1泊2食付

特別優待料金 1名様あたり

心地よい緑に包まれる品川・
御殿山。都心のホテルで贅
沢に過ごす新たな楽しみ方を。

03-5488-3939

ウェスティンホテル仙台

14,520円
17,545円
23,595円

7,260円
10,285円
16,335円

プラン 1室1名利用 1室2名利用

素泊まり

1泊朝食付

1泊2食付

特別優待料金 1名様あたり

長い歴史と文化が息づく宮
城県仙台。文化や緑豊かな
市街地、美食などさまざまな
魅力に満ち溢れています。

022-722-1166

コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション

7,700円
10,120円
15,565円

3,850円
6,270円
11,715円

プラン 1室1名利用 1室2名利用

素泊まり

1泊朝食付

1泊2食付

特別優待料金 1名様あたり

東京駅から徒歩４分、銀座に
も徒歩圏内という都心でも有
数の好立地に位置し、観光
の拠点に最適。

03-5488-3923

掲載情報の詳しい内容は
WEBサイトをご覧ください。

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

法人会員制倶楽部 ラフォーレ倶楽部からのご案内

※掲載の料金は法人契約によるラフォーレ倶楽部会員料金及び定員利用時1名様あたりの料金となり、消費税・サービス料込の総額表示です。 
※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。 
※コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーションは1名様あたりの宿泊料金が7,000円以上の場合は、宿泊税を別途申し受けます。 ※お子様料金はお問合せください。 ※写真はイメージです。 
※2021年3月現在の情報です。

新型コロナウイルス感染症への対策を実施しております。
安心・安全に旅行をお楽しみいただくために

コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション

8,800円
11,825円
17,325円

5,500円
8,525円
14,025円

プラン 1室1名利用 1室2名利用

素泊まり

1泊朝食付

1泊2食付

特別優待料金 1名様あたり

新大阪駅から専用デッキで
徒歩１分、大阪観光の拠点
に最適。

06-6350-5703

◎休前日は1,100円/人増しとなります。



南紀白浜マリオットホテル
アドベンチャーワールド ジャイアントパンダの赤ちゃん公開記念
パンダに囲まれたコラボレーションルームで過ごす特別宿泊プラン

「Happy Panda Room Stay」（ラフォーレ倶楽部会員様向け）

南紀白浜マリオットホテル 和歌山県西牟婁郡白浜町 2428

www.laforet.co.jp/lf-smh/0739-43-7000 【WEB 予約には利用者登録が必要です】
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新大阪駅より「JR特急くろしお」で白浜駅まで約2時間30分
白浜駅からホテルまでタクシー約 15 分

車

阪和自動車道・松原 JCT より約 1時間 55 分電 車

飛行機 東京（羽田空港）より JAL 便にて約 75 分（1日 2~3 便）
南紀白浜空港からホテルまでタクシー約 7分。

LAFORET CLUB 2021
法人会員制倶楽部

ラフォーレ倶楽部からのご案内

アドベンチャーワールドオリジナルのパンダデザインが施されたコラボレーションルームでのご滞在、コラボバーガーセット、
入園券が付いた宿泊プランです。プランをご利用のお客様には、ホテルとアドベンチャーワールドコラボの竹ブックマーカーを
プレゼント。愛らしいパンダと太平洋の景色に癒されるホテルステイをお過ごしください。

◆「Happy Panda Room Stay」（ラフォーレ倶楽部会員様向け）

3月12日泊～ ※除外日あり期 間

料 金
（大人） 23,631～25,381円

南紀白浜マリオットホテルから車で 10 分、7 頭ものパンダが暮らすアドベンチャーワールドで、
昨年 11 月に誕生したパンダの赤ちゃんの公開が 3 月 12 日（金）スタート。

公開を記念して、アドベンチャーワールドとのコラボレーションルームが誕生しました。
ラフォーレ倶楽部会員の皆様向けに会員料金をご用意いたしましたので、ぜひご利用ください。

※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。
※掲載の料金は、定員利用時１名様あたりのサービス料・消費税を含む料金で別途入湯税を申し受けます。※写真はイメージです。

・Happy Panda Room（和洋室 海側ツイン42㎡）でのご宿泊
・アドベンチャーワールド入園券
・オリジナル竹ブックマーカー（お一人様につき一つ）
・パンダバーガーセット*（パンダバーガー、パンダスムージー、サラダ）
・ホテルレストランにてご朝食

内 容

＊パンダバーガーセットはホテルラウンジまたはお部屋でお召し上がりいただけます。
　（提供時間︓12:00 ～22:00（ラストオーダー21︓00））

※入園券はホテルフロントでお渡しいたします。チェックイン前のお渡しも可能です。
※アドベンチャーワールドは休園日がございます。ご予約の前にご確認ください。

畳や壁、窓枠の愛らしいパンダファミリー。
専用アプリをインストール後、
壁の「Happy Panda Family」の文字にスマートフォンをかざすと、
季節で変わる動くフォトフレームをお楽しみいただけます。

「Marriott Panda Burger」「パンダスムージー」はホテルラウンジで、アラカルトメニューとしてもお楽しみいただけます。
この他のラフォーレ倶楽部会員様向けプランでご宿泊の際にも、ぜひご利用ください。

パンダバーガーイメージ

販売開始日︓３月 12 日～

場所︓ホテルラウンジ（1 階）
 　     12︓00～22︓00（ラストオーダー21︓00）

料金︓Marriott Panda Burger  3,270 円
　　　 （左記パンダバーガーいずれか1つとポテトのセットになります。）

　　  パンダスムージー　　　    970 円

南紀白浜マリオットホテル
宿泊プラン一覧は

こちらから

画像提供：アドベンチャーワールド

（一般料金：23,744～41,047円）

■1 泊朝食付（パンダバーガーセットなし）もございます。


