法人会会員企業の皆様の為の福利厚生施設

ラフォーレ倶楽部
ラフォーレ倶楽部は、企業・法人が契約する法人会員制倶楽部。
会員企業の社員の方は、メンバー料金でホテルを利用できます。
また、個人での利用のほか、企業の研修や会議、セミナーやイベ

● 利用対象者

フロントで企業名を確認いたしますので、健康保険証など企業名を明らかに
できるものをご持参ください。

軽井沢マリオットホテル

● 予約開始日

ラフォーレ倶楽部

ホテル白馬八方

富士マリオットホテル山中湖

ラフォーレ蔵王
リゾート&スパ

琵琶湖マリオットホテル

リゾートホテル

ラフォーレ那須

南紀白浜マリオットホテル

豊かな自然環境と充実したホテル設備を利用した様々な利用

ラフォーレ倶楽部

伊豆マリオットホテル修善寺
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

● キャンセル料

ご予約は利用日の4か月前の月の1日から、
ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部は3か月前の月の1日から。

利用日の前週同曜日の17：00以降キャンセル料が発生します。
トップシーズンの利用はキャンセル料発生日が異なります。
ご予約の際にご確認ください。
※団体利用、

※トップシーズンは予約方法・予約開始日が異なります。

＊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。
※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（松尾を除
く）
を申し受けます。※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。※シーズ
ンごとに各種プランをご用意いたします。詳しくはラフォーレ倶楽部WEBサイトをご覧ください。※写真はイメージ
です。※掲載の内容は2018年3月時点のものです。

● 予約方法
【 電 話】各ホテル・ゴルフ場へ電話

優待ゴルフ場

ラフォーレ&
松尾ゴルフ倶楽部

ント等 の 法 人 単 位 の 団 体 利 用も可 能です。リゾートにおける

方法があります。

● 利用当日

法人会会員企業の役員・従業員とその家族。

箱根強羅 湯の棲
ラフォーレ倶楽部

伊東温泉 湯の庭

電話予約の際には、
「 法人会員No.20052」
・
「法人会員名（一社）
東京法人会連合会」
・所属法人会番号
（2桁）
・企業名・利用される方
のお名前、連絡先等を申し出てください。

ラフォーレ倶楽部内のスポーツ・レジャー施設

【WEB】www.laforet.co.jp/tohoren/
「法人会員No.20052 」
「 法人パスワード 20052cc 」
※初回予約時には利用者登録が必要です。

＊

伊豆マリオットホテル修善寺

静岡県伊豆市大平1529

客室数
128室（276名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）／和室（2名用）／和洋室（4名用）／
（2名用）／デラックスルーム
スーペリアルーム
（温泉付）
（温
（2名用）／プレミアルーム
泉露天風呂付）
（温泉露天風呂
（2名用）／ドッグフレンドリールーム
（2名用）／ジュニアス
付）
（2名用）／エグゼクティブスイート
（2名用）
イート
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円〜 ◎1泊朝食付：大人 8,350円〜
◎1泊2食付：大人 15,500円〜（洋食）
交通
東海道新幹線・三島駅より伊豆箱根鉄道に乗り換え修
善寺駅下車、送迎バス約25分。
※2017/7/28リブランドオープン

＊

軽井沢マリオットホテル

スーペリアルーム

0555-65-6711

スーペリアルーム

和歌山県西牟婁郡白浜町2428

0739-43-7000

＊

0287-76-3489

琵琶湖マリオットホテル

077-585-6300

伊東温泉 湯の庭

0224-34-1489

営業再開日など詳細が決まり次第WEBサイトにてご案内いたします。

体育館

フィットネスセンター

岩盤浴

スパ

プラネタリウム

美術館

カラオケ

宴会場

研修・会議室

ブライダル

ラフォーレ倶楽部

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320

0460-86-1489

宿泊料金
◎素泊まり：5,500円〜
◎1泊朝食付：大人 8,000円〜
◎1泊2食付：大人 17,000円〜（和フレンチ）
交通
東海道新幹線または小田急線・小田原駅より箱根登山
鉄道に乗り換え強羅駅下車。強羅駅よりケーブルカーに
乗り換え中強羅駅（右手）下車、徒歩約5分。

ホテルラフォーレ修善寺

0557-32-5489

客室数
84室（360名収容）
客室
和室（2〜3名用）／和室ベッドスタイル（2〜3名用）／プレミア
（3〜5名用）
ルーム
（温泉付）
宿泊料金
◎素泊まり：4,000円〜
◎1泊朝食付：大人 6,500円〜
◎1泊2食付：大人 13,300円〜（和食）
交通
東海道新幹線・熱海駅より伊東線に乗り換え伊東駅下
車、徒歩約8分。
（東京より直通JR特急「踊り子」号あり）

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原2-1

プール

6名用）

静岡県伊東市猪戸2-3-1

デラックスルーム

※2017/7/28リブランドオープン

テニス

客室数
44室（178名収容）
客室
和室（4名用）／和洋室（2〜6名用）／プレミアルーム
（温泉
（2〜
付・温泉露天風呂付・温泉露天風呂付ドッグルーム）

デラックスルーム

ラフォーレ倶楽部

ゴルフ

箱根強羅 湯の棲

客室数
118室（470名収容）
客室
洋室（2名用）／和室（4名用）／和洋室（4名用）／コテージ（6〜7
名用）
（2名用）
／デラックスルーム
／ドッグコテージ（4〜7名用）
宿泊料金
◎素泊まり： 4,000円〜
◎1泊朝食付：大人 6,500円〜
◎1泊2食付：大人 11,100円〜（和洋コース）
交通
東北新幹線・那須塩原駅下車、送迎バス約30分（要予
約）。

滋賀県守山市今浜町十軒家2876

※現在クローズしております。

プレミアルーム

栃木県那須郡那須町湯本206-959

プレミアルーム

※2017/7/28リブランドオープン

ラフォーレ蔵王
リゾート＆スパ

リゾートホテル

ラフォーレ那須

客室数
274室（596名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）／和室（4名用）／デラックスルーム
（2名用）
（2名用）
／プレミアルーム
（温泉付・温泉ビューバス付）
（2名用）
（2名用）
／ジュニアスイート
／エグゼクティブスイート
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円〜
◎1泊朝食付：大人 8,350円〜
◎1泊2食付：大人 15,500円〜（洋食）
交通
JR琵琶湖線・守山駅下車、路線バス約40分またはJR湖
西線・堅田駅よりタクシーまたは、送迎バス約15分。

客室数
182室（380名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）/和室（4名用）/和洋室(4〜5名用）/
デラックスルーム
（2名用）/プレミアルーム(温泉ビューバス付）
（2名用）
（2名用）
（2名用）
／ジュニアスイー
ト
／エグゼクティブスイー
ト
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円〜
◎1泊朝食付：大人 8,350円〜
◎1泊2食付：大人 15,500円〜（洋食・和食）
交通
京都・新大阪・天王寺よりＪＲ特急にて紀勢本線・白浜駅下車、
タクシー約10分。または、南紀白浜空港よりタクシー約7分。
※2017/7/28リブランドオープン

山梨県南都留郡山中湖村平野1256-1

客室数
105室（220名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）／和室（4名用）／和洋室（4名用）／
（2名用）
（2名用）
プレミアルーム
（温泉付）
／エグゼクティブスイー
ト
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円〜
◎1泊朝食付：大人 8,350円〜
◎1泊2食付：大人 15,500円〜（洋食）
交通
新宿より中央高速バスにて約135分、山中湖ターミナル（旭
日丘）停留所下車。旭日丘より送迎バス約15分（要予約）。

0267-44-4489

※2017/7/28新客室棟オープン

南紀白浜マリオットホテル

富士マリオットホテル山中湖

長野県北佐久郡軽井沢町長倉4339

客室数
142室（298名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）／和室（2〜3名用）／プレミアルー
（4名用）／ドッグ
ム
（温泉ビューバス付・温泉露天風呂付）
対応コテージ（2名用）／ジュニアスイート（2名用）／エグゼク
（2名用）
ティブスイート
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円〜 ◎1泊朝食付：大人 8,350円〜
◎1泊2食付：大人 15,500円〜（セットメニュー）
交通
北陸新幹線・軽井沢駅下車、
タクシーまたは送迎車（要予
約）約15分。または、
しなの鉄道・中軽井沢駅下車、
タク
シーまたは送迎車（要予約）約5分。

＊

＊

0558-72-2011

温泉

プレミアルーム

静岡県伊豆市大平1529

0558-74-5489

客室数
212室（1,212名収容）
客室
デラックスルーム（2・3名用）／コテージ（2〜12名用）／ドッグコ
テージ（4〜5名用）／山紫水明（3〜5名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,000円〜
◎1泊朝食付：大人 6,500円〜
◎1泊2食付：大人 11,100円〜（和食）
交通
東海道新幹線・三島駅より伊豆箱根鉄道に乗り換え修
善寺駅下車、送迎バス約25分。

山紫水明

足湯テラス

ラフォーレ倶楽部

ホテル白馬八方

長野県北安曇郡白馬村北城2937

0261-75-5489

森の湯

ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ

静岡県伊豆市大平1529

0558-74-5489

［コース］
18ホール／パー 72 ／ 6,356ヤード
［付帯施設］
ゴルフ練習場／パッティング練習場／アプローチ練習場
［ゴルフプレイ料金］1ラウンド
（セルフプレイ）／ 1名様
平日：5,000円 土曜：11,000円 日曜・祝日・12/30〜1/3：9,000円
［交通］東名高速・沼津ＩＣまたは新東名高速・長泉沼津ICより約35km。

客室数
45室（188名収容）
客室
洋室（2名用）／和洋室（3〜5名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円〜
◎1泊朝食付：大人 7,000円〜
◎1泊2食付：大人 11,600円〜（グリル・セットメニュー）
交通
JR大糸線（新宿より直通あり）
・白馬駅下車、
タクシー約
10分。または、北陸新幹線・長野駅より特急バスにて白
馬駅下車、
タクシー約10分。

※掲載の料金のほかに、別途消費税および1ラウンドあたりゴルフ場利用税（800円）
・ゴルフ振興基金（50円）
を申し受けます。

優待ゴルフ場

ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部

千葉県山武市松尾町八田1563

0479-86-6400

［コース］
18ホール／パー72／6,561ヤード
［付帯施設］
ゴルフ練習場
［ゴルフプレイ料金］
1ラウンド
（セルフプレイ）
／1名様
平日：7,000円 土曜・日曜・祝日：13,500円
［交通］
千葉東金道路・松尾横芝ICより約0.8km。
露天風呂

※12/31は特別料金、1/1はクローズとなります。
※掲載の料金のほかに、別途消費税および1ラウンドあたりゴルフ場利用税
（900円）
を申し受けます。

