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無料 インターネットセミナー 無料 セミナーＤＶＤレンタル
・インターネットで動画配信 ・人事労務、経営実務等様々な ・月１回１時間 弁護士へ無料相談

・一流講師陣によるセミナー満載！ 　ジャンルをご用意 ・事前予約の上、面談

・新人研修、階層別研修に活用可能

㈱ブレーン ㈱イー・ブレーン 羽野島法律事務所

事業・資産承継　相談事業 貸倒保証制度 企業情報照会サービス
・相続発生後の「相続税申告対策」 ・貸倒損失に備える制度 ・東京商工リサーチの企業情報が

・生前対策「事業承継ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ」 ・与信管理の充実により、新たな 　ネットで簡単に入手可能

・Ｍ＆Ａに関するご相談 顧客開拓に注力可能 ・独自の信用格付情報も提供

   法人会が選ぶ安心の専門家を紹介 ・保険料大幅見直し(平均▲29%！) ・海外企業の調査も可能

税理士法人チェスター 等 三井住友海上火災保険㈱ ＡＧＳ㈱

サイバーセキュリティ関連 フリコ（振込代行サービス） ビジネスカード
・セキュリティドクタープラス ・振込手数料を一律250円（税抜） ・ゴールドカードの年会費永年無料

　サイバー関連リスクを可視化 ・初期費用、月額固定費、 ・カード利用により、最大55日間

・データレスキュープラス 口座開設、すべて不要 支払いを延長可能

　データ保護とサイバー保険手配 ・経費処理省力化

イージス㈱　等 オリックス㈱ ㈱クレディ・セゾン

クルマ関連サービス 福利厚生倶楽部 ストレスチェックサービス
・レンタカー、カーシェアリングを ・福利厚生をアウトソーシング ・従業員のメンタルヘルス対策に！

　会員価格で提供 ・リゾート、スポーツ、グルメ等 ・Web／質問紙、２種類の受検方式

・従業員、ご家族のご利用も可能 　社員の余暇を支援 　を会員価格で提供

・中古車リースもご用意

ヤナセ／オリックス自動車 ㈱リロクラブ ダイヤル・サービス㈱

東京ガスのでんき ビジネス誌斡旋 日経電子版Pro
・電気料金の見直しでランニング ・定期購読を法人会価格で提供 ・法人版ならではの圧倒的な情報量

　コスト引下げを実現 ・日経ビジネス　週刊ダイヤモンド ・ビジネスに役立つ豊富な機能

・事務所、自宅、事業用ビル等 　プレジデント　週刊東洋経済など ・無料トライアル受付中！

　幅広く対応 　　

㈱東京ガス 日経ビジネス、ダイヤモンド社他 日本経済新聞社

ラフォーレ倶楽部 法人会BMWJAPAN優待プログラム

・法人会特別料金 ・車両本体価格より、

・従業員、ご家族のご利用も可能 　８％購入サポート

・都内全域のBMW正規ディーラー

　で取扱い

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱ ビー・エム・ダブリュー㈱

東京法人会連合会　経営支援サービス一覧

   無料 法律相談

  上記以外にも、会員向けサービス（経営支援・福利厚生）を揃えております。
  詳しくは、東京法人会連合会ＨＰ（http://www.tohoren.or.jp/)をご覧ください。
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WE Bセミナーは、インターネットで映像コンテンツを視聴することにより、
様々な経営情報が取得できるサービスです。

インターネット・セミナー

視　聴　方　法

ログインＩＤとパスワードを入力してログインしてください。

ログインＩＤ ●●●● パスワード ●●●●
ログイン

利用者は
専用 IDとパスワードを入れて

ログインする事で
コンテンツが視聴可能となります

映像と音声による本格的なセミナーが受講できます。忙しくてセミナーや研修会に参加出来ない方などにご活用ください。
何時でも、何処でも、好きなだけご利用いただけます

法人会会員専用
ログインページ

こ ん な 方 に 最 適 で す
 ＊掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

一 流 の 講 師 陣 に よ る 豊 富 な セ ミ ナ ー が 満 載

■経営 ■実務家 ■労務 ■税務・経理 ■法律 ■政治・経済 ■研修・人材育成 ■著名人 ■環境・高齢化 ■健康・ライフスタイル

セミナーは受講したいけどセミナーは受講したいけど
忙しくて時間がない！

2 4 時間いつでも
ご利用いただけます。

勉強会（社内研修）などに
ご活用いただけます。

５００本以上の豊富なラインアップ
から自由に選べます。

継続的に社員研修を
行いたい！

受講したいセミナーが
開催していない！

『 法 人 会 』 の
ホームページより
ご覧いただけます

お薦めプログラムのご案内

会員企業の皆様の経営をインターネットを通じてサポートします。

会員無料
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セミナー名 講師 分数 セミナー名 講師 分数 

研
修
・
人
材
育
成

心を届けるビジネスメールの 

基礎知識 
高嶋 幸太 47分

一
般
経
営

 シェアリングエコノミーが 
 拓く新たなビジネスの地平

石山 

アンジュ 
52分

物と時間の整理整頓講座 江間 みはる 57分 地方における 
インバウンドの将来像 対談編

太見 洋介 29分

働き方改革時代に求められる 

組織活性化のあり方 
和田 勉 63分 950人の村「新庄村」に 

なぜ惹かれるのか
佐川 旭 44分

相手を不快にさせない 

言葉遣いの実践講座
池田 泰美 51分 やさしく学ぶ「事業承継」 

はじめの一歩
宮井 英行 45分

★ モチベーションを無理に 

上げずに楽しく仕事ができる方法
中野 美加 15分

税
務
・
経
理

特例事業承継税制を活用し、 

自社株を無税で次世代経営者に譲る 
佐伯 優 60分

労
務

社長の「想い」が次世代に 

つながるカンタンすぎる人事評価制度
山本 昌幸 49分

認知症で困らない！ 

「家族信託」活用ガイド 
柴崎 智哉 54分

改正労働基準法で今すぐ始めるべき 

実務対応のポイント 
赤澤 将 43分

横山式シンプル・キャッシュフロー 

計算書でキャッシュの増減理由をつかむ
横山 悟一 64分

人手不足時代だからこそ知っておきた

い 外国人雇用のための人事労務 
佐野 誠 44分

実
務
家

元地域土着 

スーパー社長が語る地域の未来 
小林 久 40分

政
治

経
済

★「令和」の新時代明治以降の 

改元と日本経済の変遷 後編 
岡田 晃 40分

AIに負けない 

これからの人づくり 
篠木 雄司 53分

東京法人会連合会からインターネットセミナーのご案内 

インターネットセミナーとは、インターネットに接続できるパソコンがあれば24時間いつで

もセミナーが無料で受講できるオンデマンド型サービスになります。 

開催時間が決まっている集合研修は、忙しい経営者やキーマンにとって一番頭の痛い問題です。インターネット・

セミナーなら24時間アクセス可能で時間を気にせず何時でも受講できます 

遠くのセミナー会場までわざわざ足を運ぶのは面倒。インターネット・セミナーなら、交通のアクセスなど気にせず

会社・自宅・出先などインターネットに接続できるパソコンがあれば何処でも受講できます。 

いろいろなセミナーの中から受講したいと思えるセミナーが選択でき、聞きたいところだけを選んで短時間で受講し

たい、などインターネット・セミナーなら多彩なコンテンツの中から好きな物だけを選んで何回でも受講できます。

社員が年間を通じてセミナーの受講ができ、繰り返しいろいろなセミナーが選択できるようなシステムがほしい。 

などインターネット・セミナーなら常時セミナーを多数掲載。社員それぞれに合ったセミナーを自由に選択できます。

本サービス導入法人会のホームページより指定されたIDとパスワードにてログインする事により、豊富なセミナーコンテンツ

の中から「見たいセミナーを、見たい時に、好きなだけ」全て受講ができるようになります。 

本サービスの導入法人会・視聴手順等につきましては東京法人会連合会までお問合せ下さい。 TEL：03-3357-0771

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 

（★印は一般の方もご覧いただけます。掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です）
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ビジネス情報誌 特別購読のご案内
法 人 会 会 員 限 定

特 典

1 特別価格！
各誌5～20％OFF

市値に比べると、さらにお得です。
（日経BPは初回のみ10％引きとなります）

特 典

2 各誌特製小冊子
などをプレゼント！

詳しくは下記をご覧ください。

法人会会員特別価格でご購読いただけます。裏面のFAX申込書、もしくは各出版社の専用ホームページでお
申し込みください。※表示価格は税込みです。※特典2は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※表示価格は 2019 年 10 月 1 日以降の税込み価格です。
※今回ご案内した特典から他の特典に変更になる場合がございますので、ご了承ください。

日経ビジネス（雑誌版） 日経トップリーダー
期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（50冊） 26,000円 → 23,400 円

期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（12冊） 17,500円 → 15,750 円

●特別編集版「まるわかり 働き方改革」 ●図書カード500円

毎週月曜日発行 毎月 1 日発行
変わらぬ先見性と鋭い分析力で明日のビジネス戦略
を大胆に提示するビジネス誌。企業の現場を徹底取
材し、先行き不透明な時代の戦略やマネジメント手法
を克明にリポートします。日々の的確な判断と行動に
直接役立ちます。

経営環境が激変する中でも成長を続ける会社の秘
密、失敗の本当の理由、実力社長の生の声、斬新な発
想、地道な改善など、未来を切り開くヒントとなる情報
をお届けします。人が輝く組織を作り、会社を強くする
ための情報が満載です。

1908-01094-2

【日経 BP】発行数 No.1 のビジネス情報誌 【日経 BP】経営者的視点が身につく情報誌

申込時に登録されるサービス /「日経ビジネス電子版 登録会員」「日経 BP SHOP」 申込時に登録されるサービス /「日経トップリーダー ONLINE メール」」「日経 BP SHOP」

日経マネー 週刊ダイヤモンド
期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（12冊） 8,550円 → 7,690 円

期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（50冊） 26,200円 → 25,000 円

●「幸せになる勇気」
●図書カード（1,000円分）

毎月 21 日発行 毎週月曜日発行
分かりやすさと信頼度№１のマネー誌です。株式相場
の分析や売買テクニックなど、株式投資に関する情報
をはじめ、各種金融商品、保険、不動産までカバー。豊
かなマネーライフ実現を応援します。

日本経済から家庭に身近なテーマまで最新情報満
載！時代の行方を鋭くキャッチし、仕事に直結する正
確な分析情報と信頼できる予測記事を、タイムリーに
提供する総合ビジネス誌。

【日経 BP】金融知識を会得したい方の情報誌 【ダイヤモンド社】25 年連続 書店売上№ 1 ビジネス週刊誌

申込時に登録されるサービス /「日経 BP SHOP」

ハーバード・ビジネス・レビュー プレジデント
期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（12冊） 21,000円 → 19,000 円

期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（24冊） 12,000円 → 10,000 円

●「ブルーオーシャン戦略論文集」 ●「仕事を高速化する「時間割」の作り方」

毎月 10 日発行 第 2・4 金曜日発行
最新のマネジメント論をより深く理解できるよう編集
された「知的強化書」。豊富な事例に基づく「知識」と

「戦略ロジック」があなたの思考を飛躍させます。

『プレジデント』は最新のビジネス情報と共に「ビジネ
スを勝ち抜く知恵」「よりよく生きる知恵」が満載され
ています。また、ビジネスを人間ドラマとしてとらえる
独自の切り口は人間学の絶好の教科書でもあり、世
代・性別を超えた幅広い方々から支持されています。

世界のビジネス・リーダーが選んだマネジメント誌 ! 【プレジデント社】ビジネスマンの為の自己啓発誌

新規申込特典

新規申込特典

新規申込特典

新規申込特典

申込特典
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□ （株）日経ＢＰマーケティング  ＦＡＸ：03-5696-6601  

□ （株）ダイヤモンド社       ＦＡＸ：03-5778-6619  

□ （株）プレジデント社       ＦＡＸ：0120-298-556  
※申込先が複数になる場合は、必ず各出版社ごとにＦＡＸしてください。出版社間での転送はいたしません。 

 

 
 

※「購読希望誌」欄に○をつけてください。  

申込先/問い合わせ先 購読希望誌 情報誌名 期間 法人会価格(税・送料込) 

（株）日経ＢＰマーケティング 
＜TEL:0120-586-800  法人会担当＞ 

法人会様専用ホームページ 
https://www.nikkeibpm.co.jp/client/tohoren/ 

 日経ビジネス 1年 23,400円 

 日経トップリーダー 1年 15,750円 

 日経マネー 1年  7,690円 

※「日経ビジネス」「日経トップリーダー」「日経マネー」の上記特別価格は初回のみの適用です。 

（株）ダイヤモンド社 
＜TEL:03-5778-7242  担当:永田＞ 

法人会様専用ホームページ 
http://drc.diamond.co.jp/lp/corp/tohoren/ 

（YU） 週刊ダイヤモンド     1年 25,000円 

（YQ） 
Diamond ハーバード・ 
ビジネス・レビュー       

1年 19,000円 

     

（株）プレジデント社 

＜TEL:03-3237-3731  担当:上野＞ 

法人会様専用ホームページ 
https://presidentstore.jp/ext/tokyohojin.html 

 プレジデント 1年  10,000円 

■中途解約･･･購入手続きを終えられた後に中途解約をされた場合は、送本済み分を 1 冊定価にて精算させていただきます。 

■法人会専用ホームページのご案内･･･出版社によっては、上記の通り、「法人会専用ホームページ」を設けております。こちらからもお申し込みいただけます. 

また、今回ご案内以外の情報誌も特別価格にて承っておりますので、ぜひご利用ください。 

※必要事項をご記入のうえ、各出版社宛に直接ＦＡＸしてください。（上記申込先をご参照ください。） 

会
員
企
業
情
報 

所属法人会名 （                               ） 法人会 

企業名  部署名  

お申込者氏名 

フリガナ 
 

勤務先ＴＥＬ 

 
 

 

送付先住所 

送付先区分：（ 自宅 ・ 勤務先 ）←○で囲んでください。 

〒          － 
 

 

※法人購読の場合でも(｢お申込者氏名｣欄に)ご担当者の個人名を必ずご記入ください。 
※送付先住所が勤務先の場合は、会社名・所属名・所属部課名もご記入ください。 
※ご記入頂いた個人情報は、雑誌の登録・請求・配本とそれに付随する業務及び情報提供以外には使用いたしません。 
 

【日経ＢＰ発行の定期購読について】 

●ご記入いただいた住所や E-Mail アドレスなどに、事務連絡のほか、日経 BP グループおよび発行元から各種ご案内やアンケート、広告主等からのご案内をさせていただく場合があります。「個人情報取得

に関するご説明（nbpm.jp/privacy）」をお読みいただき、ご同意のうえお申し込みください。●購読開始時にご契約内容の確認を兼ねた購読礼状が送られます。●日経 BP の各種メールマガジン/オンライン

サービスは、登録認証基盤として「日経 ID」を利用しております。対象サービスの一覧など詳細は「日経ＩＤ対応サービス利用案内（https://nkbp.jp/register）」をご確認いただき、ご了承ください。 

●日経ＢＰの情報誌については、新規のお申し込みで、初回号のお届けから２週間以内であれば解約を承ります。 

【プレジデント社、ダイヤモンド社の定期購読について】 

お申し込みの際は、当該出版社の「個人情報の取り扱いついて」の説明を下記ＵＲＬからアクセス・ご購読の上、同意してお申し込みください。ご契約内容については、お申し込み後に当該出版社より送られ

る購読礼状にてご確認ください。プレジデント社(https://www.president.co.jp/information/privacy/)、ダイヤモンド社（https://www.diamond.co.jp/legal/）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出版社使用欄 3629000 社団法人東京法人会連合会        

  東京法人会連合会   587 501  Ｄ  10-3050 
 

ＦＡＸ専用 法人会会員専用 「購読申込書」 

■ 東京法人会連合会のホームページより各出版社の専用ページも是非ご覧ください  
～東法連ホームページの右中段「ビジネス誌 (法人会特別価格 )」よりお入り下さい～ 

東法連ホームページアドレス    https://www.tohoren.or.jp/ 

出版社によっては、当チラシでご案内の情報誌以外もご案内しています。いずれも「法人会特別価格」ですので併せて
ご利用ください。ご不明な点などは、各出版社担当者までお気軽にお尋ねください。 

 ※会員専用ページをご覧いただく際には、ログインＩＤとパスワードが必要になります。 

ご不明の場合は、東京法人会連合会（TEL 03-3357-0771）までお問い合わせ下さい。 
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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

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

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

方法があります。

軽井沢マリオットホテル＊

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
ム（温泉ビューバス付・温泉露天風呂付）（4名用）／ドッグ
対応コテージ（2名用）／ジュニアスイート（2名用）／エグゼク
ティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：5,000円～ ◎1泊朝食付：大人 8,850円～
◎1泊2食付：大人 16,000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。

長野県北佐久郡軽井沢町長倉4339
0267-44-4489

スーペリアルーム

南紀白浜マリオットホテル＊
和歌山県西牟婁郡白浜町2428

0739-43-7000

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）／ジュニアスイート（2名用）／エグゼクティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：5,000円～
◎1泊朝食付：大人 8,850円～
◎1泊2食付：大人 16,000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。

プレミアルーム

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）／プレミアルーム（温泉付・温泉ビューバス付）（2名用）
／ジュニアスイート（2名用）／エグゼクティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：5,000円～
◎1泊朝食付：大人 8,850円～
◎1泊2食付：大人 16,000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。

デラックスルーム

琵琶湖マリオットホテル＊
滋賀県守山市今浜町十軒家2876

077-585-6300

富士マリオットホテル山中湖＊
山梨県南都留郡山中湖村平野1256-1

0555-65-6711

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）／
プレミアルーム（温泉付）（2名用）／エグゼクティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：5,000円～
◎1泊朝食付：大人 8,850円～
◎1泊2食付：大人 16,000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）。

プレミアルーム

伊豆マリオットホテル修善寺＊

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）／
スーペリアルーム（温泉付）（2名用）／デラックスルーム（温
泉露天風呂付）（2名用）／プレミアルーム（温泉露天風呂
付）（2名用）／ドッグフレンドリールーム（2名用）／ジュニアス
イート（2名用）／エグゼクティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：5,000円～ ◎1泊朝食付：大人 8,850円～
◎1泊2食付：大人 16,000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。

静岡県伊豆市大平1529
0558-72-2011

スーペリアルーム

ラフォーレ倶楽部

伊東温泉 湯の庭

優待ゴルフ場

ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部

ラフォーレ倶楽部

箱根強羅 湯の棲

リゾートホテル

ラフォーレ那須

コートヤード・バイ・マリオット 白馬

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

軽井沢マリオットホテル

琵琶湖マリオットホテル

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

伊豆マリオットホテル修善寺

南紀白浜マリオットホテル

※2018/12/22 リブランドオープン
（旧：ラフォーレ倶楽部 ホテル白馬八方）

コートヤード・バイ・マリオット
白馬＊

客室数
72室（294名収容）
客室
スーペリアツイン（2名用）／和洋室スーペリアツイン（3～4
名用）／デラックスツイン（2名用）／和洋室デラックスツイン
（4～5名用）／プレミアルーム（温泉付）（3～4名用）
宿泊料金
◎素泊まり：5,000円～
◎1泊朝食付：大人 8,800円～
◎1泊2食付：大人 13,250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。

長野県北安曇郡白馬村北城2937
0261-75-5489

プレミアルーム
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●利用対象者
法人会会員企業の役員・従業員とその家族。

●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。

●予約開始日
ご予約は利用日の4か月前の月の1日 9：00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 9：00から。
※トップシーズンは予約方法・予約開始日が異なります。

●キャンセル料
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。
※団体利用、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。

ラフォーレ倶楽部内のスポーツ・レジャー施設

＊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。
※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2019年8月時点のものです。

温泉 ゴルフ テニス プール 体育館

プラネタリウム 美術館 カラオケ 宴会場 研修・会議室 ブライダルスパ

フィットネスセンター 岩盤浴

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
付・温泉露天風呂付・温泉露天風呂付ドッグルーム）（2～
6名用）
宿泊料金
◎素泊まり：6,000円～
◎1泊朝食付：大人 8,500円～
◎1泊2食付：大人 17,500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。

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320
0460-86-1489

プレミアルーム

ラフォーレ倶楽部

箱根強羅 湯の棲
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）／デラックスルーム（2名用）／ドッグコテージ（4～7名用）
宿泊料金
◎素泊まり： 4,200円～
◎1泊朝食付：大人 6,700円～
◎1泊2食付：大人 11,300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）。

栃木県那須郡那須町湯本206-959
0287-76-3489

デラックスルーム

ラフォーレ倶楽部

伊東温泉 湯の庭
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
ルーム（温泉付）（3～5名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,200円～
◎1泊朝食付：大人 6,700円～
◎1泊2食付：大人 13,500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）

静岡県伊東市猪戸2-3-1
0557-32-5489

足湯テラス

ホテルラフォーレ修善寺

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：4,200円～
◎1泊朝食付：大人 6,700円～
◎1泊2食付：大人 11,300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。

静岡県伊豆市大平1529
0558-74-5489

山紫水明

森の湯

ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部
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。

※12/31は特別プラン料金、1/1は休場日となります。
※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優待ゴルフ場ラフォーレ修善寺＆

カントリークラブ
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・12/31～1/3：9,000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
伊豆縦貫道経由、天城北道路・大平ICより約7km。

※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

※ラフォーレ蔵王リゾート＆スパは全館クローズ中

※会員専用ページをご覧いただく際には、ログインIDとパスワードが必要になります。
　ご不明な場合は、所属法人会へお問合せください。

●予約方法
東法連ホームページの会員専用ページをご覧ください。

【WEB】http://www.tohoren.or.jp
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「法人会BMW JAPAN 優待プログラム」会員確認の流れ　

・発行依頼方法について：依頼書を所属法人会の事務局まで、FAXあるいは事務所へ持参・郵送願います。FAX、郵送の場合は、所属法人会事務局よりFAXにて返送いたします。【お願い】

会員様は、依頼書を作成し、
所属の法人会へご提出ください。（FAX可）1
法人会事務局は、記載内容を確認し、
会員様へ本会員確認書を発行いたします。（FAX可）2

会員様は、www.bmw.co.jp/corporatesalesまたは右のQRコードから
アクセスし、BMWブランドのお申込みフォームをクリック、
必要事項を入力後送信をクリックしてください。
※会社名欄には必ず【東法連】とご記入してください。

3
お申込み受付メールまたは、携帯・スマートフォン画像を
会員確認書とともにディーラーへご提出ください。4

ビジネスを加速させる、革新の一台を。
法人会BMW JAPAN優待プログラム。
限られたお客様に贈る、今だけの特別なご優待です。

【お問い合わせ】 BMW カスタマー・インタラクション・センター 0120-269-437　東京法人会連合会 03-3357-0771 

＊1：一部モデルはサポート率が異なります。また、他の購入サポートとの併用はできません。＊2：購入サポートは貴社法人登録の皆様のために特別にご用意させていただいたものです。条件等詳細はカスタマー・インタラクション・センターまたは担当セールス・コンサル
タントにご確認ください。※法人会BMW Japan優待プログラムの内容につきましては当社指定モデルに限り、予告なく変更・終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※掲載した写真の車は一部日本仕様と異なり、またオプション装備を含みます。※使用し
ている写真は実際の色合いと異なる場合があります。※記載の内容は2019年3月現在のものです。※プロダクトに関する詳細www.bmw.co.jpまで。※掲載モデル以外のご購入条件につきましては、お問い合わせください。詳細はBMW正規ディーラーにてご確認ください。

■ 対象：都内法人会に所属する会員様ご本人に限ります。　■ 対象車種：BMW新車全モデル（一部モデル対象外）

貴社法人所属確認の為、初回のご商談時には必ず御名刺及び会員確認書をご持参のうえご来場ください。
個人の場合は会員企業の役員、あるいはBMWジャパンが承認する個人事業主等（弁護士・税理士等の士業を含む）に限ります。
商談の際には該当する資格を証明できるもの（登記謄本、資格免許など）の提示・複写を承諾していただきます。

車両本体価格より 8%
＊1＊2

購入サポートSUPPORT 

※スマートフォンの機種やOSにより
　アクセスできない場合がございます。
　あらかじめご了承ください。
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【お問合せ先】 

一般社団法人 東京法人会連合会 

TEL：０３－３３５７－０７７１ FAX：０３－３３５７－０７７２ 

 URL：http://www.tohoren.or.jp


