
心と体にご褒美を―
ラフォーレ倶楽部で過ごす、至高の冬休み
雪化粧した幻想的な絶景を愛でた後は、
凛とした空気を感じながら浸かる温泉や、地場の美食に舌鼓。
さぁ、心と体を潤す冬のご褒美旅行へ出かけませんか。
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温泉付きのお部屋に泊まる旅応援プラン

GoToトラベルキャンペーン対象プラン

［気軽に小旅行］

伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・白馬・箱根強羅・伊東・修善寺（山紫水明）対象ホテル

～2021年1月31日泊 ※白馬は～2020年12月18日泊 ※除外日あり期  間

・温泉付き客室でのご宿泊
・ご夕食時選べるドリンク付（お一人様2杯迄）

内  容

料  金 1泊2食
※料金はホテルにより異なります。 ※1泊朝食付プランもございます。
※国土交通省・観光庁発表の「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準」に基づき、
プランの内容を一部変更させていただきました。（2020年11月5日現在）

詳しくはこちら
▼16,225～22,000円大人

さらに、

このプランに限り
アプリからのご予約で

5%OFF!!

ラフォーレ倶楽部
公式スマートフォンアプリ

今すぐ
ダウンロード！

ホテルラフォーレ修善寺 山紫水明

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。

ここをクリック！

GoToトラベルキャンペーンで
いつもの旅をもっとお得に［2021年1月31日泊まで］

詳しくはこちら▶

35%OFF
地域共通クーポンも
別途お渡しします。

（プラン合計金額×15％相当）

ホテル内レストランやショップで使えるラフォーレ倶楽部の
会員料金からさらに

◎本誌掲載の料金はGoToトラベルキャンペーン割引適用前の料金となります。

https://www.laforet.co.jp/special/goto/
https://www.laforet.co.jp/plan/ouen/


ラフォーレ倶楽部のワーケーション

【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

詳しくはこちら

※仕事を主たる目的として当プランをご利用の場合、「Go Toトラベルキャンペーン」の割引対象外となる可能性がございます。
※本誌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。別途入湯税を申し受けます。
※マリオットホテルおよびウェスティンホテル仙台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。
※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。※2020年11月5日現在の情報です。

◎GoToトラベルキャンペーンは2021年１月31日までが対象となり、予算がなくなり次第終了となります。

冬のお得旅♪
那須の硫黄泉で身体ポカポカ湯ごもりプラン
乳白色の硫黄泉が特長の温泉に浸かったあとは、地元の食材を使用したホテル
自慢のご夕食と那須の地酒セット＊に舌鼓。那須の冬を存分にお楽しみください。

12月1日～2021年3月31日泊 ※除外日あり期 間

1泊2食 大人料 金 16,170円～ お子様 8,250円～

GoToトラベルキャンペーン対象プラン

家族で楽しむホテルステイプラン
プラネタリウム、屋内プール、体育館をお好きなだけご利用いただけます。
レンタル品も無料の特典*付きで、お荷物も少なくご宿泊いただけます。

＊体育館ご利用時のピン球、シャトルは1回のみ無料となります。

＊地酒セットは、ご夕食時に大人の方のみのご提供となります。

12月1日～2021年1月31日泊 ※除外日あり期 間

1泊朝食 大人料 金 10,395円～ お子様 8,145円～

GoToトラベルキャンペーン対象プラン

仕事（Work）と休暇（Vacation）を兼ね備えた「ワーケーション」。ラフォーレ倶楽部では、シティホテルでの特別料金と、
贅沢なリゾートでのワーケーションプランをご用意しました。この機会にぜひご利用ください。

ワーケーションステイをより快適
にするワークプレイスが、軽井沢
を皮切りに誕生します。
一部ホテルでは、WEB会議の
参加等にご利用可能な個室も
ご提供予定です。詳細はWEB
サイトをご覧ください。

ホテル内ワークプレイスのご案内

この冬のおすすめプラン

那須 琵琶湖

［対象ホテル］伊豆修善寺・富士山中湖・軽井沢・琵琶湖・南紀白浜・白馬

［料金］ 1泊または2泊＋朝食 大人 14,630円～　3～6泊 素泊まり 大人 30,938円～
［特典］ ラウンジへのフリーアクセスチケット・持ち運び可能なテーブル（貸出）

仕事の効率アップもリフレッシュも叶うリゾートでのワーケーション。
ネット環境が整ったお部屋とラウンジで仕事をした後は、温泉でリフレッシュ。

※一部ホテルでは、ラウンジの営業を休止しております。その他、「ファミリーワーケーションプラン」もご用意しております。

シティ４ホテル特別優待料金のご案内

GoToトラベルキャンペーン対象プラン

（～2021年3月31日泊／ 室数限定）
素泊まり／大人（1名様1室利用時）

＊ラフォーレ東京会、ラフォーレ新大阪会の会員様は料金が異なります。
※１泊朝食付、１泊２食付プランもございます。 ※お部屋タイプはお任せとなります。

コートヤード・バイ・マリオット
新大阪ステーション

通常優待料金 特別優待料金＊

東京マリオットホテル

コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション

ウェスティンホテル仙台

13,200円

16,830円

13,200円

8,800円
9,900円
7,700円
14,520円設定なし

ソロワーケーションプラン

GoToトラベルキャンペーン対象プラン

（～2021年3月31日泊 ※除外日あり）

コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション

コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション

https://www.laforet.co.jp/benefit/member/
https://www.laforet.co.jp/special/winter/


※2020年12月2日現在の情報です。ＧｏＴｏトラベルキャンペーンの詳細についてはＷＥＢサイトにてご確認ください。

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。 新型コロナウイルス感染症予防対策実施中

法人会員制倶楽部 ラフォーレ倶楽部からのご案内

今から予約が取れる宿

3月末までの
期間で

最新の空室状況は
こちら
▼

おすすめプラン一覧

リゾートホテル ラフォーレ那須

大人 16,170円～　お子様 8,250円～

ホテル自慢のご夕食と那須の地酒セットが
ついた冬のお得旅♪

那須の硫黄泉で
身体ポカポカ湯ごもりプラン

詳しくはこちらを CLICK

富士マリオットホテル山中湖

大人 21,120円～

グリル料理をメインに
ワンランク上の食材を楽しむ

1泊2食
Premium Dinnerプラン
-41㎡のゆったりスーペリアツインルーム泊-

詳しくはこちらを CLICK

リゾートホテル ラフォーレ修善寺

大人 7,370円～　お子様 5,720円～

◎お電話予約のみとなります。 0558-74-5489
   「カラオケコテージ希望」とお申し出ください。

※カラオケは夜23時までとなります。

家族でワイワイ! カラオケが楽しめる
カラオケコテージご宿泊

旅のアレンジ自由自在
1泊朝食付プラン

琵琶湖マリオットホテル

大人 7,700円～　お子様 6,050円～

室数限定! 18時以降レイトチェックインの
シンプルステイ

お得な春割
1泊朝食付プラン

詳しくはこちらを CLICK

軽井沢マリオットホテル

大人 19,635円～

大浴場とお部屋の温泉　2つの泉質を楽しむ旅

［室数限定］冬ごもりステイ　
温泉付き客室で
ご夕食・ご朝食お部屋出しプラン

詳しくはこちらを CLICK

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭

大人 21,120円～

『伊勢海老柚子香り焼き』『河豚しゃぶしゃぶ』
『ズワイ蟹天麩羅』を食す

ワンランク上のご夕食
1泊2食 湯の庭会席プラン

詳しくはこちらを CLICK

温泉旅行を楽しむには最適なこれからの季節。
温泉をゆっくり楽しむ旅で、1年の疲れをとり疲労回復を。

２・３月の週末や平日のご利用ならまだご予約も可能です。
有給休暇を利用して、密を避けた平日旅行はいかがでしょうか？

https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4ZPP&c1=11060&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20201202
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4ZYU&c1=11180&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20201202
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4258&c1=11170&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20201202
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4ZLH&c1=11110&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20201202
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A41YJ&c1=11040&c2=001?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=20201202%EF%BD%8B


■河津川沿いでは約800本の桜が花開き、菜の花との美しいコントラストに目を奪われます。
■1955年に河津川沿いで咲いているさくらの苗を見つけて庭先に植えたものが新種と
して認められて「河津桜」と命名。原木は今もなお咲き続いています。■期間中は各所で
夜間ライトアップも行われ、幻想的な風景が広がります。 ［時間］18：00～21：00
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お泊まりにおすすめ！ご宿泊プラン

伊東線～伊豆急行線
伊豆箱根鉄道

135

414

136 伊東温泉
湯の庭

ラフォーレ修善寺
山紫水明

修善寺駅 伊東駅

河津駅
河津桜まつり

HH

第31回 河津桜まつり

伊東温泉 湯の庭より車で約60分/
ラフォーレ修善寺 山紫水明より
車で約70分
河津町観光協会　0558-32-0290お問合せ

アクセス

場　所

期　間

伊豆急行線「河津駅」周辺
2021年2月10日（水）～3月10日（水）

“ひと足 早い春”を見つけに…

愛でる旅
本州で一番早く咲く河津桜。まだまだ寒い2月頃から濃いピンク

色の花を咲かせ、見る人の心を和ませてくれます。河津桜を愛で

ながら、ひと足早い春の訪れを感じませんか。

河津桜を

ぬくもりあふれる湯尽くしの宿。館内は浴衣でおくつろぎいただけます。
落ち着いた和モダンの空間と温泉で癒しのひとときを。

ラフォーレ倶楽部

伊東温泉 湯の庭 0557-32-5489

温泉付プレミアルームに泊まるワンランク上のご夕食

湯の庭会席  1泊2食付プラン

GoToトラベルキャンペーン対象プラン

2021年1月4日（月）～3月31日（水）泊期 間

※3月よりメニューが変わります

『伊勢海老柚子香り焼き』『河豚しゃぶしゃぶ』『ズワイ蟹天麩羅』をご用意夕 食

料 金 大人 24,750円～1室2名利用時

［温泉付プレミアルーム］
自家源泉をお好きな時間に堪能いただける
和室とツインルームがある和洋室です。

修善寺の良質な温泉と富士山の雄大な眺望を、全ての客室で堪能できる
温泉露天風呂付客室。

ラフォーレ修善寺

山紫水明 0558-72-8003

富士山を望む露天風呂付客室に泊まる-１泊２食-

贅の美食プラン「冬あかり」

GoToトラベルキャンペーン対象プラン

2021年1月3日（日）～2月28日（日）泊期 間

沼津港より届く新鮮な旬魚のお刺身姿盛りがついた本プラン限定
和洋コースを夕食にご提供

夕 食

料 金 1室4名利用時 大人 23,100円～

［温泉露天風呂付客室 山紫水明］
修善寺の良質な温泉を楽しめるテラスと和室、ツインルームがある和洋室です。
（全32室。ベッドルームのみのお部屋や愛犬とご宿泊いただけるタイプもございます）

ＧｏＴｏトラベル
キャンペーン割引で
会員料金からさらに

３５％ＯＦＦ！
GoToトラベルキャンペーンは2021/1/31まで！ご予約はお早めに！

※本誌掲載の料金は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。※写真はイメージです。
※GoToトラベルキャンペーンの期限は変更の可能性があります。 ※2020年11月5日現在の情報です。

◎掲載の料金はGoToトラベルキャンペーン割引前の料金となります。またGoToトラベルキャンペーンは2021年1月31日までが対象となり、予算がなくなり次第終了となります。

WEB予約には利用者登録が必要です

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

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


