
あ ら か わ 法 人 ニ ュ ー ス平成２７年７月 　　第２３５号　（7）

客室数
197室（647名収容）

客室
洋室（2・3名用）／和室（4名用）

宿泊料金
◎素泊まり：4,000円～
◎1泊朝食付：大人 6,000円～
◎1泊2食付：大人 10,600円～（和食）

交通
東北新幹線・仙台駅下車、駅西口1Fタクシー乗り場右
手より送迎バス約70～80分（要予約）。

リゾート＆スパ
ラフォーレ蔵王 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原2-1

0224-34-1489

総合リゾートホテル

ラフォーレ修善寺
客室数
304室（1,614名収容）

客室
洋室（2名用）／和室（4・6名用）／和洋室（4名用）／デラッ
クス（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（4～5名用）

宿泊料金
◎素泊まり：ホテル棟 4,500円～／コテージ 4,000円～
◎1泊朝食付：大人 6,000円～
◎1泊2食付：大人 10,600円～（フレンチ・イタリアン・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。（東京より直通JR特急

「踊り子号」あり）

静岡県伊豆市大平1529
0558-74-5489

リゾートホテル

ラフォーレ那須
客室数
118室（470名収容）

客室
洋室（2・3名用）／和室（4名用）／和洋室（4名用）／コテー
ジ（6～7名用）／デラックス（2～3名用）／ドッグコテージ（4・

5・6～7名用）
宿泊料金
◎素泊まり：ホテル棟 4,500円～／コテージ 4,000円～
◎1泊朝食付：大人 6,000円～
◎1泊2食付：大人 10,600円～（イタリアン・和食・ハイカラ会

席）
交通
東北新幹線・那須塩原駅下車、送迎バス約30分（要予
約）。

栃木県那須郡那須町湯本206-959
0287-76-3489

ラフォーレ倶楽部

伊東温泉 湯の庭
客室数
44室（178名収容）

客室
和洋室（2～6名用）／プレミアルーム（露天風呂付）（2～6名用）

宿泊料金
◎1泊朝食付：大人 7,000円～
◎1泊2食付：大人 16,000円～（和フレンチ）
※ご宿泊はお食事付にて承ります。

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。

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320
0460-86-1489

客室数
84室（360名収容）

客室
和室（2～3名用）／和洋室（4～5名用）

宿泊料金
◎1泊朝食付：大人 6,000円～
◎1泊2食付：大人 10,600円～（和食）
※ご宿泊はお食事付にて承ります。

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）

静岡県伊東市猪戸2-3-1
0557-32-5489

湯浴み処「不忘の湯」 デラックスルーム

プレミアルーム 足湯テラス

山紫水明

森の湯

リゾートホテル

ラフォーレ山中湖
客室数
104室（420名収容）

客室
洋室（2・3・4名用）／和室（4・6名用）／和洋室（4名用）

宿泊料金
◎素泊まり：4,000円～
◎1泊朝食付：大人 6,000円～
◎1泊2食付：大人 10,600円～（モダン和会席）

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）。

山梨県南都留郡山中湖村平野1256-1
0555-65-8489

和室

露天風呂

※改修工事のため4/17まではクローズとなります。

ラフォーレ倶楽部

箱根強羅 湯の棲

ラフォーレ内のスポーツ・レジャー施設
温泉 ゴルフ テニス プール 体育館 サイクリング 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

ホテル中軽井沢
客室数
ホテル棟76室（174名収容）／別荘棟8棟（76名収容）

客室
洋室（2名用）／和室（2～3名用）／和洋室（5名用）／デラッ
クス（2名用）／別荘棟（8・10名用）

宿泊料金
◎素泊まり（別荘棟のみ）：4,500円～
※お食事は夕食（洋食）6,800円～、朝食2,500円にて承ります。

◎1泊朝食付（ホテル棟のみ）：大人 7,000円～
◎1泊2食付（ホテル棟のみ）：大人 13,800円～（フレンチ）
※ホテル棟のご宿泊はお食事付にて承ります。

交通
長野新幹線・軽井沢駅下車、タクシー約15分。または、し
なの鉄道・中軽井沢駅下車、タクシー約5分。

長野県北佐久郡軽井沢町長倉4339
0267-44-4489 ラフォーレ倶楽部

ホテル白馬八方
客室数
45室（188名収容）

客室
洋室（2名用）／和洋室（3～4・4～5名用）

宿泊料金
◎1泊朝食付：大人 6,000円～
◎1泊2食付：大人 10,600円～（洋食）
※ご宿泊はお食事付にて承ります。

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、長野新幹線・長野駅より路線バスにて白
馬駅下車、タクシー約10分。

長野県北安曇郡白馬村北城2937
0261-75-5489

客室数
272室（882名収容）

客室
洋室（2・3・4名用）／和室（4名用）／デラックス（2名用）

宿泊料金
◎素泊まり：4,000円～
◎1泊朝食付：大人 6,000円～
◎1泊2食付：大人 10,600円～（洋食・和食）

交通
東海道本線・守山駅下車、路線バス約35分または送迎
バス約15分（土曜・日曜・祝日のみ／要予約）。

総合リゾートホテル

ラフォーレ琵琶湖
滋賀県守山市今浜町十軒家2876
077-584-3489 リゾートホテル

ラフォーレ南紀白浜
客室数
182室（620名収容）

客室
洋室（2・3名用）／和室（3・4名用）／和洋室（3・4名用）／デ
ラックス（2名用）

宿泊料金
◎素泊まり：4,500円～
◎1泊朝食付：大人 6,500円～
◎1泊2食付：大人 11,100円～（イタリアン・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。

和歌山県西牟婁郡白浜町2428
0739-82-1489

デラックスルーム

洋室

別荘棟

デラックスルーム 露天風呂

展望温泉 露天風呂

コース
18ホール／パー72／6,201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・特定日：11,000円　
　日曜・祝日・12/31～1/2：9,000円
交通
東名高速・沼津ＩＣより国道１号・136号線経由または途
中、伊豆中央道・修善寺道路（共に有料）経由約30km。

特定日：5/3～5、7/19、9/20～22、10/11、11/22、3/20
※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。

静岡県伊豆市大平1529
0558-74-5489

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（キャディ付）／1名様
●7／1～9／18、1／2～3／18
　平日：10,000円　
　土曜・日曜・祝日：15,100円
●上記期間以外
　平日：11,500円　
　土曜・日曜・祝日：17,000円　
交通
千葉東金道路・松尾横芝ICより約0.8km。
※12/31は特別プラン料金、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。

千葉県山武市松尾町八田1563
0479-86-6400

クラブハウス

ラフォーレ修善寺＆
カントリークラブ

ラフォーレ＆
松尾ゴルフ倶楽部

優 待
ゴルフ場

プレミアルーム

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
●利用対象者
法人会会員企業およびその企業の役員・従業員とその家族。
●利用手続き
①受付
リゾートホテル・シティホテルは利用日の4か月前の1日から、ラフォーレ＆松尾
ゴルフ倶楽部は3か月前の1日から。
※リゾートホテル、松尾の予約開始日が土・日・祝日の場合、翌平日から。 
※ＧＷ、夏季、年末年始は予約方法・予約開始日が異なります。

②予約方法
《電話》各ホテル・ゴルフ場 または ラフォーレ予約ダイヤル＊ 03-6409-2800
＊9：00～17：30。一部サービスは平日のみの受付。 
※シティホテル（東京・新大阪）のご予約は直接ホテルへお電話ください。 

電話予約の際には、「法人会員No.20052-○○」・「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。

《ＷＥＢ》 http://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。 

●利用当日
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。
●キャンセル料 
リゾートホテル・ゴルフ場は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。
＊発生日が土曜・日曜・祝日の場合はその前平日の17：00以降。但し、団体利用、ＧＷ、夏季、年末年始の利用は
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。
※シティホテルはホテルにより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。

※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（琵琶湖・東京・
新大阪・松尾を除く） を申し受けます。※東京マリオットホテルは、1名様当りのルームチャージとそれに関わるサービ
ス料の合計が10,000円以上の場合、宿泊税を別途申し受けます。 ※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WEBサイトをご覧ください。

法人会では会員企業の皆様の福利厚生にお役立ていただくため、
ラフォーレ倶楽部へ加入しています。
目的やプランにあったラフォーレをお選びください。

ホテルラフォーレ新大阪

客室数
249室（498名収容）

客室
洋室（2名用）／デラックス（2名用）

宿泊料金
◎素泊まり（デラックスツイン2名利用時）：10,000円～
◎1泊朝食付（デラックスツイン2名利用時）：13,150円～
交通
東海道新幹線・ＪＲ各線・京急線。品川駅（高輪口）より、
送迎バス約5分（徒歩約10分）。または、羽田空港よりホ
テルまでリムジンバスで約30分。

優待施設 優待施設

東京マリオットホテル
東京都品川区北品川4-7-36
03-5488-3939

客室数
332室（664名収容）

客室
洋室（2名用）／デラックス（2名用）

宿泊料金
◎素泊まり（ツインルーム2名利用時）：6,750円～

交通
JR・地下鉄御堂筋線新大阪駅より徒歩約1分。または、
伊丹空港よりリムジンバスで新大阪駅まで約25分。

大阪府大阪市淀川区宮原1-2-70
06-6350-4441

洋室

デラックスツイン

デラックスツイン

ラウンジ＆ダイニング G


