
リチャージする、秋の旅路
赤や黄色といった鮮やかな衣を纏う、美しい秋のリゾート。
豊かな自然に包まれて、いまこそ心身の潤い、免疫につながる旅に出かけませんか。
この秋は”ウェルネス”をキーワードに、ニューノーマルな贅沢をご体験ください。

「免疫力」を高めるには、適度な運動やストレスケア、
しっかりとした休息が大切です。本プランでは免疫力を取り戻す、
上質なウェルネス・エクスペリエンスをご提供いたします。

免疫力向上や血圧降下などの効果が期待され注目を浴びている森林浴。
ホテル周辺のウォーキングコースで涼しい空気に触れながら適度な運動をした後は、
ホテルオリジナルの免疫ドリンクを。

「森林浴をしながらウォーキング」

「効能豊かな温泉」

軽井沢マリオットホテル
温泉ビューバス付プレミアルーム泊の場合／1泊2食

38,500～49,500円
料金一例

到着から出発まで、プライベートな環境で―  温泉付客室でご夕食お部屋だしプラン

一般料金 17,850～28,350円
会員料金

※引き続きラフォーレ倶楽部では、3密回避・安心安全の滞在をご提供いたしま
す。「新型コロナウィ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むけて～」の詳細は、WEBサイトにてご確認ください。

SHINRINYOKU × 湯治 ×免疫ドリンク

こころとからだ整える
ウェルネス旅

温泉リゾートに位置する各ホテルでは、
それぞれの温泉の特徴やその効能を
堪能できる入浴法をご案内。入浴後は
くつろぎの客室で、心と体を解きほぐし
ましょう。

DATA
●内容： ウォーキングセット（ウォーキングMAP・ミネラルウォーターなど）／

温泉入浴ガイド／ウェルネスドリンク
●料金： １泊朝食　大人 7,200円～　※１泊２食のご用意もございます。

※一般料金例は、
2020年7月時点のものです。

※その他対象ホテルがございます。

秋のおすすめプラン

WEB予約
限定プラン
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https://www.laforet.co.jp/plan/refresh/
https://www.laforet.co.jp/pdf/guideline.pdf
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ゆったりとリゾートステイをお過ごしいただける2連泊プランをご用意。
ホテルステイをお楽しみいただけるクーポンやローカルドリンクでご滞在のひとときを演出します。
その他、宿泊ご招待券が当たるインスタキャンペーンも開催！

5つのリゾートマリオットホテル開業３周年記念プラン
「Finest Delight Resorts」

開業して３年― 食も、滞在も、心満たされるマリオットで
開業３周年を迎えた伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・琵琶湖・南紀白浜のマリオットホテル。

常にゲストを魅了する新たな価値を生み出し提供しつづけています。
地元食材を生かした心づくしの料理と寛ぎの空間で、この上ない至福のリゾートステイを。

体目覚める、スポーツアクティビティ
ラフォーレリゾート修善寺の広大な自然に包まれた敷地内では、
ゴルフ・テニスなどのアクティビティが充実。
季節の移ろいを感じ、リゾートならではの澄んだ空気の下、
のびのびと身体を動かして気分転換を。

DATA

●内容： おすすめローカルドリンクをお部屋にご用意／
 ラウンジでご利用いただけるクーポン／
 ［10/1～14泊限定］特別くじ引き券のご用意

●料金： 2泊3日素泊まり　大人 10,300円～

DATA

「ゴルフ付素泊まりプラン」
●内容：１ラウンド（セルフ）+宿泊（素泊まり）
●料金：総合会員 8,200円～　ビラ会員 9,200円～
「テニス利用料」
●料金： 宿泊の方 １面１時間まで無料 以降は有料

琵琶湖マリオットホテルでは、秋を感じていただける食材とともに、
近江牛の焼きしゃぶや近江牛煮込み西京仕立てなど、贅沢な地場の素材を使用した
和食コースをご用意いたします。ホテル自慢のお料理をぜひご賞味ください。

秋の味覚と近江牛を味わう
ディナーコース付きプラン

DATA ●内容： ご夕食は近江の和コース　●料金：1泊2食　大人 18,200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。
※お子様料金はお問合せください。※今後のホテル・ゴルフ場の営業に関する最新情報は、WEBサイトにて随時お知らせいたします。 
※写真はイメージです。

秋のおすすめプラン

琵琶湖

修善寺

【ラフォーレ倶楽部対象施設一覧】

伊豆マリオットホテル修善寺
富士マリオットホテル山中湖
軽井沢マリオットホテル

琵琶湖マリオットホテル
南紀白浜マリオットホテル
コートヤード・バイ・マリオット 白馬

リゾートホテル ラフォーレ那須
ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲
ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭

ホテルラフォーレ修善寺
ラフォーレ修善寺&カントリークラブ

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

掲載情報の詳しい内容は
WEBサイトをご覧ください。

Go To トラベルキャンペーン　詳細はWEBサイトへ

https://www.laforet.co.jp/marriott/5marriott_3rd-anv/plan.html
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4SAH&c1=11180&c2=001
https://www.laforet.co.jp/lf-resort-shuzenji/facilities/


法人会員制倶楽部 ラフォーレ倶楽部からのご案内

◎（　）内はお子様料金となります。 ◎1泊朝食付プランもございます。 
◎お部屋タイプはホテルにより異なります。ご予約時にご確認ください。

※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。
※今後のホテル・ゴルフ場の営業に関する最新情報は、WEBサイトにて随時お知らせいたします。 ※写真はイメージです。

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

ラフォーレ倶楽部
公式スマートフォン
アプリを今すぐ
ダウンロード！

大切な人と旅先での新たな発見や喜びを共感する事で絆を深める
そんな旅にでかけませんか？
ラフォーレ倶楽部会員様限定の特別料金をご用意し、心に残る旅を応援いたします。

◎9/21、土曜泊は大人1,000円増し、お子様600円増しとなります。

【1泊2食／日曜～金曜泊】

15,500円（12,000円）

 伊豆マリオットホテル修善寺・
軽井沢マリオットホテル

 富士マリオットホテル山中湖・
南紀白浜マリオットホテル

14,500円（11,000円）

琵琶湖マリオットホテル

13,500円（10,000円）

コートヤード・バイ・マリオット
白馬

11,000円（9,450円）
 リゾートホテル ラフォーレ那須・

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭・ホテルラフォーレ修善寺

11,500円（7,000円）13,300円（8,800円）

ホテルラフォーレ修善寺
（ゲストハウス）

16,000円（10,900円）

ラフォーレ倶楽部
箱根強羅 湯の棲

8/23～10/31泊
※室数限定。

※9/19・20泊除く。
その他ホテルにより除外日有り。

深めよう、つなげよう
旅で
KIZUNA

応援プラン絆

最大
2,500円
お得！

新型コロナウィルス
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

新型コロナウィルス感染症への対策について

安心安全に旅行を
お楽しみいただくために

アプリからのご予約だと
アプリ限定特典でもっとお得に！

今すぐダウンロード▼

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

さらに！

ラフォーレ倶楽部各ホテルへ直接ご予約
https://www.laforet.co.jp/WEBサイト 各ホテルへお電話STEP 01

「Go Toトラベルキャンペーン対象商品」を予約STEP 02

「STAYNAVI（https://staynavi.direct）」にログインし「Go Toトラベルクーポン券発行」
※割引を受けるためには、予約情報の登録とクーポン本発行が必要です。 ※初回利用時は「会員登録」が必要です。STEP 03

チェックイン時割引クーポン番号とご予約代表者様の身分証明書をご提示
チェックアウト時割引後の金額にてご精算STEP 04

ラフォーレ倶楽部 法人会員料金は

ニューノーマルな時代だからこそ、楽しめる旅がある。感じられる歓びがある。
こころとからだを開放するくつろぎの旅をGo Toトラベルキャンペーンでお得に楽しみましょう。

Go To トラベルキャンペーン
割引対象となります！

※割引額・地域共通クーポンの額は総額（予約者全員のプラン合計）より算出されます。
※事前にご予約いただいた「Go Toトラベルキャンペーン対象商品」の総額で算出されます。そのため、対象商品に含まれない添い寝の（ご宿泊代金の発生しない）幼児やお子様の
　お食事代や、追加のお飲み物代、スパやゴルフ・スポーツ施設等の利用代金は支援の対象外となります。
※「地域共通クーポン」は、1枚1,000円単位で発行される商品券です。

ご予約について

伊豆マリオットホテル修善寺の温泉露天風呂付プレミアルームへ
2名1室で平日に1泊2食付にてご宿泊の場合

例えば

宿泊代金（ラフォーレ倶楽部会員料金）

総額

（消費税・サービス料込／入湯税別）

42,900円

ホテルへの支払額

総額

（消費税・サービス料込／入湯税別）

27,885円

15,015円
OFF

（宿泊代金×35%）

さらに！9月以降は

 6,000円 の
地域共通クーポンも！
（宿泊代金×15%）

［対象］

（事業予算が上限に達し次第終了）

／ 詳しくはWEBサイトへ！／

2020.8.7
18：30以降の新規ご予約分

 2021.2.1チェックアウト分



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》
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