
ラフォーレ倶楽部の各ホテルが取り組む安心・安全への取り組みは
WEBサイトで詳しくご案内しております。

https://www.laforet.co.jp/pdf/guideline.pdf
新型コロナウィルス
感染症への対策について

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。

安心・安全な滞在を

法人会員制倶楽部

ラフォーレ倶楽部からのご案内
7月配信 2nd

関東圏からの
お手軽近場の小旅行におすすめ

ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲

【夏の三昧―Natu-Zanmai】
夏の恵みと黒毛和牛のロース肉の網焼き

緑あふれる箱根強羅にたたずむ、くつろぎの湯宿「湯の棲」。夏の特別ディナープランをどうぞお楽しみください。

前菜には箱根の自然をイメージした旬の食材の盛り合わせをご用意。鮎の塩焼きに出汁を利かせた旬の一皿。 
オマール海老をほんのりスパイシーな味付けで小田原の曽我の梅と合わせた。
メインディッシュは上質な脂ののった黒毛和牛のロース肉の旨味を堪能していただきます。

詳しくはこちらを CLICK

スマートフォンで
簡単アクセス！｛

7月23日より
箱根登山鉄道
運転再開

期　間 ～2020/8/31泊
大人 21,000円～１泊2食　１名様あたり/税別料　金

神奈川県

期　間 ～2020/11/30泊

強羅環翠楼
強羅温泉第１号  源泉掛け流しの宿

昭和天皇をはじめ、多くの文人たちに愛された歴史ある佇まい。旧三菱財閥岩崎家の別荘を譲り受けた1949年に開業。
都会の喧騒を忘れる静寂の空間で何もしない贅沢を。ラフォーレ倶楽部優待料金でお楽しみください。

１泊2食  １室2名様利用時　1名様あたり/税別料　金
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徒歩3分
神奈川県

CLICK

スマートフォンで
簡単アクセス！｛

詳しくはこちらを

通常料金 21,120円～ 優待料金 19,000円～
通常料金 25,520円～ 優待料金 （温泉付客室）22,000円～

ホテルラフォーレ修善寺

SUMMER BBQディナー 【Premier】

伊豆の森に広がる50万坪ものリゾート「ラフォーレリゾート修善寺」内に位置する、ホテルラフォーレ修善寺。
この夏の思い出に屋外BBQを楽しみませんか？

緑豊かなロケーション、開放的な空間とモダンなインテリア。 家族や仲間と本格リゾートバーベキューをお楽しみください。
【Premier】コースは、国産牛の厚切りメガビーフとオマール海老が付きます。 

詳しくはこちらを CLICK

スマートフォンで
簡単アクセス！｛

期　間 ～2020/8/29泊
大人 15,700円～ お子様 7,500円～１泊2食　１名様あたり/税別料　金

静岡県

関西圏からの
お手軽近場の小旅行におすすめ

コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
森トラストグループホテルでラフォーレ倶楽部会員様限定の優待料金をご用意しました。
快適なサービスと洗練されたデザインで世界水準のホテルステイをお楽しみください。

期　間 ～2020/11/30泊
素泊まり　コートヤードツインルーム泊／ 1室2名様利用時
1名様あたり／税別

料　金

一般料金例 10,450～17,050円
ラフォーレ倶楽部優待料金

日曜～金曜泊 7,000円
土曜・祝前日泊 8,000円 詳しくはこちらを CLICK

スマートフォンで
簡単アクセス！｛

大阪府

琵琶湖マリオットホテル
夏の日差しを浴びて輝く琵琶湖を眺め、ゆったりと贅沢な時間を満喫。おとな旅をどうぞお楽しみください。

-おとな旅応援-
思いっきり！サマーバケーション～朝食付き～ 
通常料金よりも最大7,000円相当お得な期間限定朝食付きプラン。 
さらにウェルカムドリンク、ホテルショップ1,000円分のクーポン付き。 夏のマリオットホテルでリフレッシュしてください。

詳しくはこちらを CLICK

スマートフォンで
簡単アクセス！｛

期　間 ～2020/9/30泊
特　典 ・ウェルカムドリンク　・ホテルショップ1,000円分クーポン

大人 7,500円～１泊朝食　１名様あたり/税別料　金

滋賀県

今こそ東京を楽しもう！

東京マリオットホテル
都心のここちよい緑につつまれる品川・御殿山に位置。都心にいながらテラスBBQや森林散歩などリゾート気分を楽しめます。

旅行に行きづらい今だからこそ、
東京都内でのご宿泊をお楽しみいただけるよう、

森トラストグループホテルにラフォーレ倶楽部会員様優待料金を特別にご用意。
これまで機会が少なかった都内でのホテルステイをこの機会に楽しんでみてはいかがでしょう。

期　間 ～2020/11/30泊
1泊朝食　デラックスツインルーム泊／ 1室2名様利用時
1名様あたり／税別

料　金

新たな楽しみ方をご提案　東京都内に泊まるメリット

交通費が少ないので
いつもより

少し贅沢に

1
移動時間が
少ないので

ゆっくり滞在

2
気軽に

非日常を
味わえる

3

一般料金例 17,801～27,792円
ラフォーレ倶楽部優待料金

日曜～金曜泊 11,200円
土曜・祝前日泊 12,200円 詳しくはこちらを CLICK

スマートフォンで
簡単アクセス！｛

マリオットBBQビアテラス2020
開放感のある緑豊かな御殿山庭園を望むテラス席でお召し上がりいただくバーベキュースタイルのディナー。
特選松坂牛やアワビなど贅沢食材をお楽しみください。

※２名様よりご予約制となります。

［期間］～2020/9/30 ※日曜・月曜を除く

［期間］１名様あたり／税別　 （お料理のみ）

［時間］18：00～ 21：00（最終受付20：00）

6,600円
詳しくはこちらを CLICK

スマートフォンで
簡単アクセス！｛

おすすめディナー

コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション
東京駅から徒歩４分、京橋駅から徒歩１分、銀座まで徒歩圏内の好立地。
たまには終電を気にする事なく銀座の街を楽しむのはいかがでしょう。

期　間 ～2020/11/30泊
素泊まり　クリエイターズダブル泊／ 1室2名様利用時
1名様あたり／税別

料　金

一般料金例 16,131～17,781円
ラフォーレ倶楽部優待料金

日曜～金曜泊 7,000円
土曜・祝前日泊 8,000円

詳しくはこちらを CLICK

スマートフォンで
簡単アクセス！｛

Wi-Fi完備
テレワークにも
最適

◎ご予約はお電話でのみ承ります。 TEL：03-5488-3923
※必ず初めに「ラフォーレ倶楽部」の法人会員である旨及び「法人会員名」をお伝えください。

TOKYO
STAY

キャンペーン
最大

56％OFF

◎１泊2食付プランもございます。

https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4Q9T&c1=10050&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20200729
https://www.tokyo-marriott.com/restaurants/g/terracebbq/index.html?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20200729
https://www.laforet.co.jp/benefit/member/cyt_mt.html?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20200729
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4PHN&c1=11030&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20200729
https://www.laforet.co.jp/benefit/gkr.html?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20200729
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4KRE&c1=11010&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20200729
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4HOM&c1=10070&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20200729
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4LGC&c1=11180&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20200729


トラストシティ カンファレンス

新型コロナウィルス感染対策のご案内

トラストシティカンファレンスでは、お客様に安心してご利用いただくために、

感染防止対策を行い、密集・密接を避けた新しい生活様式に沿った貸会議室を

ご提供しております。

定期的な 除菌・清掃・換気

・会場入口に消毒液をご用意しております。

・室内、および手が触れる箇所や備品の除菌・清掃を定期的に行っております。

・「個別空調」を完備し、換気の強弱が調整可能な

会場を複数ご用意しております。

（丸の内・京橋会場）

Point １

ならびに今後の会場利用に関するご提案

スタッフの体調管理 お客様へ感染対策ご協力のお願いPoint 2

・スタッフの毎日の健康チェックと報告を義務付けており、体調管理を徹底しています。

・スタッフは常時マスクを着用し、手洗い・消毒を励行しています。

・お客様におかれましても、入室前に健康チェック実施、ならびに当館所定チェックシートの

ご提出をお願いしております。



(レイアウト例 １）

対面にならない島型レイアウト。

ディスカッションが主なグループ

ワークに最適です。

必要に応じフェイスシールド（有

料）をご用意いたします。

トラストシティ カンファレンス

新しいミーティングスタイルのご提案Point ３

３密を避けたゆとりある会場レイアウトで、ソーシャルディスタンスの確保が可能です。

▲
▲

(レイアウト例 ２）

１テーブル１名掛けで椅子を互い違

いに配置することで、推奨される２

mのソーシャルディスタンスを確保。

セミナーや説明会に最適です。

(レイアウト例 ３）

距離を保った対面での面接形式。卓

上には透明なアクリル板（有料）を

設置し、飛散対策をとっていただく

ことも可能です。



・手指消毒液

・ＷＥＢ会議用スピーカーフォン・ウェブカメラ

・受付セット ⁺ 飛沫防止シート

・飛沫防止パーテーション

・フェイスシールド（販売）

・非接触型体温計

トラストシティ カンファレンス

感染防止対策備品・オンライン会議備品の導入Point ４

コロナウイルス対策の備品を各種ご用意し、より安心・安全な会議をサポートします。

ご予約・お問合せ

トラストシティカンファレンス・丸の内（東京）

●東京駅・日本橋口より徒歩１分

●予約受付 電話：03-6212-5211（平日 10:00～17:00）

Email：marunouchi@tcc-kaigishitsu.com

トラストシティ カンファレンス・京橋（東京）

●京橋駅より徒歩１分・東京駅より徒歩４分

●予約受付 電話：03-5221-8079 （平日 10:00～17:00）

Email：kyobashi@tcc-kaigishitsu.com

トラストシティ カンファレンス・仙台

●地下鉄仙台駅より徒歩６分 JR仙台駅より徒歩９分

●予約受付 電話：022-224-3801（平日 10:00～17:00）

Email：sendai@tcc-kaigishitsu.com

トラストシティカンファレンス・新大阪

●新大阪駅より徒歩５分

●予約受付 電話：06-6392-3955（平日 10:00～17:00）

Email：shin-osaka@tcc-kaigishitsu.com

新サービスでのケータリングPoint ５

個包された蓋付きの容器でのご提供や、取り分けるトングを

使わないなどの、新しいパーティースタイルでご提供する、

ケータリング会社をご紹介いたします。詳しくはお問合せください。

ライブ配信・遠隔会議のご提案Point ６

新生活様式でニーズの高まっているWeb会議、TV会議、

分散開催時における中継機材の手配も承っております。

また、サテライトオフィスやテレワークの拠点としての

ご利用もご相談ください。

※写真は全てイメージです。実際のものと異なる場合がございます。

※会場によってはご用意が無い備品やサービスがございます。

※数に限りがございます。一部有料となります。

※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について
-すべてのお客様の健康と安全の促進へ向けて-

ラフォーレ倶楽部各ホテルは以下ガイドラインを順守し、すべてのお客様の健康と安全の促進のため、

三密を回避し、徹底した衛生管理と従業員の健康管理を実施してまいります。

法人会員制倶楽部 ラフォーレ倶楽部

・客室やパブリックスペースの徹底した除菌清掃

・ホテルエントランス、レストラン入り口等での
 消毒の実施

・共通接触物の減少と利用時の消毒の徹底

・施設の定期的な換気

◆徹底した衛生管理 ◆三密回避

◆お客様の健康増進に資する
   各種プログラムの推進
お客様の健康増進の為のウェルネスプログラムのご用意や活力の高まるお食事の
開発をホテル毎に実施しております。

安心・安全にお過ごしいただくこの時期におすすめの「温泉付客室」を
ラフォーレ倶楽部では300室以上ご用意しております。

※那須はスタンダードルーム4,200円～をご用意しております。（温泉付き客室はございません）
※ラフォーレ蔵王リゾート＆スパは全館クローズ中 ※ホテル・日程により1泊2食付のご予約に限らせていただく場合がございます。

【2020年度会員料金／温泉付客室素泊まり】 定員利用時 1名様あたり／税別

白馬

伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・
琵琶湖・南紀白浜

7,500円～
箱根強羅・伊東・修善寺 7,500円～

※伊東は6,500円～

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

【お問合せ先】森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社　クラスターセールス＆マーケティング部 honeigyo@laforet.co.jpTEL：03-6409-2803     E-mail：

これらのガイドラインは、政府及び自治体が発表する方針等の状況にあわせて地域経済活動との連携をはかりながら更新されます。

私たちは、これらのガイドラインを順守し、新たなテクノロジーの導入や経営資源を掛け合わせることで、お客様や従業員のさらなる身体の健康、

心の健康、社会的な健康を実現し、さまざまな日本の魅力とともに想い出に残る時間をこれからもご提供致します。 ※2020年5月現在

・チェックイン時、フロントカウンター以外のスペース活用などによる混雑緩和

・エレベーターご利用時の人数制限

・お部屋食のご用意や、フロントに立ち寄らずご出発いただける
 仕組みなど、可能な限りの非対面・非接触の推進

・レストラン入店人数制限やテーブル間隔を広げた混雑緩和

・送迎バスの換気･アルコール消毒徹底・お食事のブッフェスタイルでの提供を一時的に
 休止し、コースまたはセットメニューでの提供

・お部屋食メニューやテイクアウトメニューの
 ご用意

・マスクの着用

・本人、家族を含む検温や体調観察、
 日々の手洗いうがいなどの徹底した健康管理

◆従業員の健康管理

・ご予約時やご来館時の検温、健康チェックシートのご記入などの
 体調チェックにご協力をお願い致します。

・館内パブリックエリアでのマスクの着用を
 お願い致します。

《お客様へのお願い》


