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ご予約・お問合せは各ホテルまたはWEBサイトへ

ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ 0224-34-1489

リゾートホテル ラフォーレ那須 0287-76-3489

ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲 0460-86-1489

0557-32-5489ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭
総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 0558-74-5489

リゾートホテル ラフォーレ山中湖 0555-65-8489

ラフォーレ倶楽部 ホテル中軽井沢 0267-44-4489

0261-75-5489

077-584-3489

ラフォーレ倶楽部 ホテル白馬八方
総合リゾートホテル ラフォーレ琵琶湖

0739-82-1489リゾートホテル ラフォーレ南紀白浜

2014/4/18リニューアルオープン（旧リゾートホテル ラフォーレ強羅） http://plus.laforet.co.jp
お得なプランやイベント情報が満載！
会員様用予約情報サイト LAFORET plus 

WEB予約には利用者登録が必要です

いっぱい遊んで、

　　　いっぱい食べて、

　　　　　　最高の夏を過ごそう！法人会員制クラブ
ラフォーレ倶楽部からのお知らせ

家族みんなでラフォーレへ
夏休みがやってくる！

※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。（琵琶湖除く）
※お子様料金は小学生以下の方が対象です。 ※ホテル、部屋タイプ、夕食内容などにより料金が異なります。 ※写真はイメージです。 ＊1 ホテルにより異なります。
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お子様

大人

5,780円～
6,810円～

お子様
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1泊朝食付プラン
遊びを満喫！ アクティブ夏休み派

夏のご予約受付中！夏のご予約受付中！
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1泊朝食付プラン
遊びを満喫！ アクティブ夏休み派
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ブッフェ・BBQ・
和食・洋食など
夕食いろいろ！
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7,560円～
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8,160円～
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1泊2食付プラン
ゆっくり過ごそう！ のんびり夏休み派

1泊2食付プラン
ゆっくり過ごそう！ のんびり夏休み派

※箱根強羅・伊東・中軽井沢・白馬八方はC期間を除く。
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アクティビティで
楽しく遊ぼう！

蔵王

わくわくファーム
野菜収穫体験
大自然での農業体験や、とうもろこしやトマトなどの
新鮮な野菜収穫をしよう！野菜はその場で食べる事も、
持ち帰ることもできます。

料 金

期 間

農業体験（蔵王天然水500ml付）1名様 600円
夏野菜収穫体験 1袋 1,000円～

8/1～31

※掲載の料金は消費税込の総額表示です。 ※天候・天災などにより変更・中止となる場合がございます。 ※写真はイメージです。

ウォーターボール®体験
琵琶湖

透明な球体の中に入って、琵琶湖上をぷかぷか浮遊。
大人も子どもも楽しめます。

料 金

期 間

大人 4,104円／小学生 3,078円／
4歳以上 1,539円

8/1～29の月曜～金曜、8/9・10

※未就学児は保護者同伴　企画提供：オーパルオプテックス

夏休みキッズゴルフレッスン

修善寺

ルールやクラブの持ち方、実際のラウンド体験までを
キャディマスターが楽しくレクチャーします。この夏は
ラフォーレでゴルフデビュー！

料 金

期 間

小学生・中学生 
2,000円

7/28～31、8/18～21



期間限定特典・プラン満載

この時期！このホテル！がお得
本格グリルBBQプラン
～ワイルドメガビーフにかぶりつけ～

期間限定特典

7/21～25、8/24～29   ウッドチップで燻す スモークBBQ
7/21～8/7、8/17～29  【お子様限定】オリジナルブロシェット作り
（7/26、8/2・23を除く）

7/21～8/29泊 ※7/26、8/2・8～16・23泊を除く。
お子様（4歳～小学生）連れのご家族・グループ
❶～❹のアクティビティチケットまたは
❺花火セットより1つお選びください。

期 間
対 象
内 容

❶夕涼みアドベンチャーツアー　
❷トレジャーハンティング～キングシードを探せ～　
❸親子でパターゴルフロングコンペプラン　
❹暑さに負けるな！ウォーターガンガン
❺花火セット

2連泊してプレゼントをもらおう！

※ご夕食のアップグレードも承ります。（大人のみ）
※お部屋タイプはホテルお任せとなります。

※9/13・14泊を除く。

［室数限定］
早得＆遅得 夏休みプラン

［期間］7/21～31、8/24～9/30泊
［料金］1泊2食付
大　人 9,000～9,500円
お子様 6,500～7,000円

［期間］
7/19～8/31泊

［料金］1泊2食付／センターハウス・コテージ泊
 大　人 13,340～15,740円
 お子様 7,560～9,960円

［10日間限定］
夏は滋賀旅がお得プラン

［期間］7/21～25、8/25～29泊
［料金］1泊2食付スタンダードルーム泊
　  7/21～25泊
大　人 8,750円
お子様 6,170円

　  8/25～29泊
大　人 9,350円
お子様 6,770円

琵琶湖

蔵 王修善寺

ラフォーレ
「サマーブッフェプラン」 おいしい夏を召しあがれおいしい夏を召しあがれ

① 大人2名様につきお子様1名分の1泊2食付料金が半額
② 「プラネタリウム鑑賞券」「ゆっくりチェックアウト12：00」
 「みずほの湯（ホテルより車で約5分）」のいずれかをプレゼント
 【対象日】7/27～8/8、8/17～22泊　※8/2泊を除く。

①または②をお選びください平日限定プレゼント

色とりどりの料理に心も躍る

美食イタリアン＆スイーツ
前菜にメイン料理、パスタ、ピッ
ツァなど、色鮮やかなイタリアン
の数々がテーブルを華やかに
彩ります。茹であげパスタを巨
大なパルミジャーノ・レッジャーノ
で和えた一品は必食です。

修善寺

◎ 料理長セレクトのサルーテワイン（1杯）プレゼント
 【対象日】7/27～8/1、8/17～22

◎ 各種パスタが並ぶ「パスタで巡るイタリア紀行フェア」開催
 【対象日】8/3～7

期間 ： 7/19（土）～8/30（土）泊　※7/21～24泊を除く。
料金 ： 1泊2食＋夕食時ソフトドリンク飲み放題付／
 センターハウス・コテージ泊
 大　人 10,960～14,550円
 お子様 6,720～11,140円

平日限定プレゼント＆フェア

Plan

熱々ジューシーをほおばる

“グリルマルシェ”開店！
スペアリブや厚切りベーコン、
牛肉、シーフードを豪快にグリル。
ホテル特製のソースでお召し
あがりいただきます。会場中に
広がる香りに食欲全開、間違
いなし。

琵琶湖

期間 ： 7/19（土）～8/30（土）泊　※7/21～25、8/24～29泊を除く。
料金 ： 1泊2食＋夕食時アルコール含む飲み放題付／
 エコノミールーム泊
 大　人 12,150～15,740円
 お子様 7,560～ 9,960円

Plan

開放感とライブ感あふれる

森のライブブッフェ
木 に々囲まれた開放感たっぷり
の会場で、できたての美味しさ
をご提供。シーフードグリル
や高原野菜を使ったお料理の
ほか、寿司や天麩羅などの和
食メニューも充実しています。

那須

期間 ： 8/1（金）～24（日）泊
料金 ： 1泊2食＋夕食時ソフトドリンク飲み放題付／
 エコノミールーム（ホテル棟）泊
 大　人 13,940～15,740円
 お子様 8,160～11,740円

Plan

みちのくの
美味しいもの巡り

期間 ： 8/9～16泊
料金 ： 1泊2食＋夕食時ソフトドリンク飲み放題付／
 スタンダードルーム泊
 大人  15,740円　お子様  9,960～11,140円

Plan

蔵 王 クールベジ＆
絶品ロースト料理

期間 ： 7/19・20、8/1～31泊
料金 ： 1泊2食＋夕食時ソフトドリンク飲み放題付／
 スタンダードルーム泊
 大人  12,390～16,340円　お子様  7,560～11,740円

Plan

山中湖 職人の技が光る和食で
紀州の恵みを味わう

期間 ： 7/19～8/31泊
料金 ： 1泊2食付／
 スタンダードルーム泊
 大人  12,750～16,940円　お子様  6,970～12,340円

Plan

南紀
白浜

ご予約・お問合せは各ホテルまたはWEBサイトへ
ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ 0224-34-1489
リゾートホテル ラフォーレ那須 0287-76-3489

ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲 0460-86-1489
0557-32-5489ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭

総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 0558-74-5489

リゾートホテル ラフォーレ山中湖 0555-65-8489

ラフォーレ倶楽部 ホテル中軽井沢 0267-44-4489

0261-75-5489

077-584-3489

ラフォーレ倶楽部 ホテル白馬八方
総合リゾートホテル ラフォーレ琵琶湖

0739-82-1489リゾートホテル ラフォーレ南紀白浜

2014/4/18リニューアルオープン（旧リゾートホテル ラフォーレ強羅） http://plus.laforet.co.jp
お得なプランやイベント情報が満載！
会員様用予約情報サイト LAFORET plus 

WEB予約には利用者登録が必要です

※掲載の料金は消費税・サービス料込の総額表示です。※入湯税を別途申し受けます。（琵琶湖を除く）※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。

ラフォーレ倶楽部からのお知らせ


