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コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション 軽井沢マリオットホテル

修善寺温泉街(ホテルより車で約20分)

ラフォーレ倶楽部会員様限定で、秋のプレゼントキャンペーンを開催しております。

11月24日までの期間で、ラフォーレ倶楽部会員様であればどなたでもご応募いただけます。

この機会に是非ラフォーレ倶楽部WEBサイトへアクセスまたはアプリをダウンロードしご応募ください。

応募期間

応募方法

景品一覧

[A賞]2名様：1泊2食付ペア招待券
[B賞]4名様：1泊朝食付ペア招待券
[C賞]7名様：1泊素泊まりペア招待券
[D賞]1名様：軽井沢マリオットホテルスパ施術券 20,900円分
[E賞]1名様：琵琶湖マリオットホテルアフタヌーンティーペア券
[F賞]10名様：ディナー無料券
[G賞]30名様：アプリクーポン 1,000円分
※「[G賞]アプリクーポン1,000円分」はアプリからご応募いただく必要がございます。

～2022年11月24日(木)まで

下記2つの方法のいずれか1つで承ります。公式アプリ経由かラフォーレ倶楽部WEBサイト経由かをお選びください。

↓こちらをクリック↓

プレゼントのお送りについて

当選された方にのみ、フォームにご入力いただいたメールアドレス宛にご連絡をさせていただきます。
※お送りは12月中旬以降を予定しております。
※有効期間は、ホテル・ゴルフ場・スパ・レストランの営業状況を踏まえ、配信時に詳細をご連絡させていただきます。

本キャンペーンは公式アプリかWEBのどちらかからのみご応募いただけます。
重複して応募された場合、応募が無効になる場合がございますのでご注意願います。応募できるプレゼントはいずれか1つです。

スマートフォンでアプリをダウンロードしご応募ください。

❷ラフォーレ倶楽部WEBサイト❶ラフォーレ倶楽部公式アプリ

MBK連合健康保険組合ご加入の皆様へ 法人会員番号：20924
法人パスワード:20924cc

https://fs223.formasp.jp/b435/form4/?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=h20221110
https://apps.apple.com/jp/app/id1340179291
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appcapsule.moritrust
https://www.laforet.co.jp/app/campaign.html?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=h20221110
https://apps.apple.com/jp/app/id1340179291
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appcapsule.moritrust


07：00 朝食
08：20 専用バスにてホテル出発
09：30 「霧の郷たかはら休憩所」着
　　　　熊野古道ウォークスタート
12：00 途中昼食（お弁当）
14：00 「道の駅熊野古道なかへち」着
   　　　 バス乗車  ホテルへ
15：20     ホテル着・解散

2日目 12/4（日） ウォーク距離：約7km

ラフォーレ倶楽部ウェルネスイべント

※天候等の理由により変更になる場合もあります。

【旅行企画・実施】森トラスト･ホテルズ＆リゾーツ株式会社 東京都知事登録旅行業第2-5875号 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 【国内旅行業務取扱管理者：西久保 夏実】

※天候等の理由によりスケジュールが変更になる場合もあります。
時間指定のある交通機関でお帰りの方は、余裕を持ったお時間で
ご手配いただきます様お願いいたします。

お問合せ

ラフォーレHP内応募フォームよりご予約ください

ラフォーレ倶楽部ウェルネスナビゲーション事務局 03-6409-2837（平日9～17時）

旅行代金 1泊3食付き　お一人様 29,600円（消費税込/入湯税別）

日　程 12月3日（土）～4日（日）  1泊2日
※お一人様でご参加の場合、＋3,500円（消費税込）となります。※表記金額はラフォーレ倶楽部法人会員向けのものです。
※旅行代金に含まれるもの／宿泊費、食事代（夕・朝・昼食 各1回）、ガイド料金、行程中の移動費、
　　　　　　　　　　　　  ミネラルウォーター代、保険料、宿泊にかかわるサービス料、消費税。
※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。 
※チェックアウトの際にご精算をお願いいたします。
※キャンセル料発生日　11月25日(金)17時～　お一人様3,500円

南紀白浜マリオットホテル  

15名（最少催行人員6名様）※定員になり次第、受付を終了いたします。  

ご 予 約

宿　泊

募集人員

12：30 ホテル集合・受付
13：00　 オリエンテーション
13：30　 ホテルよりウォークスタート　
　　　　　→白良浜→権現崎→番所山
15：15      南方熊楠記念館着　館内見学
16：15  記念館から円月島へ
16：30　 円月島夕陽観賞(16:50頃日没)
16：50　 ウォーク再開
17：30     ホテル到着・チェックイン
19：00　 夕食　

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2428

円月島付近夕景（イメージ）

ウォーク距離：約5km1日目  12/3（土）

旅先でウォーキングを楽しみながらココロもカラダも健康に !!旅先でウォーキングを楽しみながらココロもカラダも健康に !!

白浜潮騒ウォーク＆
熊野古道中辺路紅葉ウォーク

初日はホテルを起点に白浜の町をシーサイドウォーク。
白良浜から熊野三社神社を経て円月島、

番所山までを往復します。折り返し点の番所山では
南方熊楠記念館も見学。

天気が良ければ、円月島の夕陽もご覧いただきます。
二日目は熊野古道ウォークへ。高原 ( たかはら)

の大楓の紅葉を眺めつつ
古道の雰囲気をご堪能いただきます。　　

高原の大カエデ

な か へ ち
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山々に囲まれた中伊豆に位置するラフォーレリゾート
修善寺。そんな大自然を生かした団体向けアクティビ
ティプログラム「里山保全プログラム」を若手社員研
修の一環として実施し、弊社営業担当が体験しました。
当日は、10:00頃よりスタート。ヘルメットや、のこ
ぎり等を持って、森林の中に入り、簡単なレクチャー
を受けます。そしていよいよ伐採。日光が当たる条件
や、幹の細さ等を考えて、仲間とコミュニケーション
をとりながら進めていきます。段々と慣れてきたころ、
特別にチェーンソーでの伐採を体験させていただきま
した。参加者のほとんどが初体験、その迫力に圧倒さ
れつつも、切り終えたときは、仲間から歓声があがり
ました。約2時間をかけ、チームで力を合わせて森を
綺麗にできた達成感は、非常に大きなものでした。

チームビルディング×SDGs
「里山保全プログラム」体験記

気温も下がり、温泉が心地よい季節になりました。
温泉の名所といえば箱根！

今月は箱根観光には欠かせない、
箱根登山鉄道についてのクイズです！

是非ご参加ください！

Monthly News

弊社森トラスト・ホテルズ&リゾーツ運営ホテルの周辺で、今話題の情報を毎月お届けします。

ラフォーレ倶楽部

ピックアップニュース

～問題～
箱根登山鉄道は、海外
の鉄道視察をきっかけ
に建設されました。
それはどこの国でしょ
うか？？

回答・10月号の答えは
こちらから▼

発行元：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 営業部 TEL:03-6409-2803/FAX:03-6409-2813

PICK UP HOTEL

(静岡県伊豆市)

定期配信

伊豆マリオットホテル修善寺
ホテルラフォーレ修善寺

▼ＷＥＢサイトはこちら

ご希望の方は下記へご連絡をお願いします。
送信先アドレス▼
mailto:honeigyo@laforet.co.jp

[件名]マンスリーニュース定期配信希望
[本文]会員名・会社名・氏名・電話番号

https://www.laforet.co.jp/resort-shuzenji/index.html
https://www.laforet.co.jp/conference/?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=hmonthlynews20221110
https://www.laforet.co.jp/conference/?utm_source=link&utm_medium=mailmagic&utm_campaign=hmonthlynews20221110
mailto:honeigyo@laforet.co.jp


2022 年 10 月 25 日 

 

全国旅行支援の取り扱いについて 

 

ラフォーレ倶楽部の対象施設は「全国旅行支援」の対象となります。 

この機会にぜひご利用ください。 

 

NEWS 

10.25 ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲： 

 専用プラン「【全国旅行支援対象】いざ、神奈川！」の販売を再開いたしました。 

 10.24 富士マリオットホテル山中湖： 

 既存予約（10 月 10 日までのご予約分）についての案内を追加いたしました。 

10.24 軽井沢マリオットホテル/コートヤード・バイ・マリオット 白馬 

  伊豆マリオットホテル修善寺/ホテルラフォーレ修善寺/ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭： 

 長野県と静岡県にある上記ホテルでは、全国旅行支援の予算がご利用順に消化されます。予約段

階で予算が余っていた場合でもご利用日までに予算が上限に達し、補助のご利用ができない場

合がございます。予めご了承の上、ご予約をお願いいたします。予算が上限に達し次第、速やか

にラフォーレ倶楽部 公式 WEB サイトにてご案内いたします。 

10.18 ラフォーレ東京会・ラフォーレ新大阪会・ラフォーレ倶楽部 優待ホテル 

 （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、新大阪］、ウェスティンホテル仙台）： 

 取り扱いについて、最終ページにご案内を追加しました。 

10.17 富士マリオットホテル山中湖： 

補助金の予算が上限に達したため、10 月 17 日 19 時以降の新規予約は「全国旅行支援」の補助

が受けられませんのでご注意ください。尚、10 月 17 日 19 時より前にお申し込みのご予約につ

きましても、ご予約成立からご利用日までの間に予算が上限に達した場合、補助が受けられな

い可能性がございます。 

尚、ただいま電話が大変混み合っており、繋がりにくくなっております。ご迷惑お掛け致します

が、ご了承くださいますようお願いいたします。 

  

▶全国旅行支援について 

「全国旅行支援」とは、国土交通省 観光庁が実施する、全国を対象とした観光需要喚起策です。2021

年 4 月からスタートした「県民割」を基盤に割引対象を全国に拡大する施策で、都道府県・ホテルごと

に対応が異なります。（最終ページの都道府県ごとの「全国旅行支援」案内サイトにて、最新情報をご確認ください） 

但し、「感染状況等を踏まえて実施を希望しない都道府県から申し出があれば、当該都道府県を目的地

とする旅行を支援対象から除外する」とされているため、今後、支援対象外となる都道府県が出てくる

可能性もあります。  出典：観光庁「全国旅行支援の実施について」報道発表 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000570.html


▶実施期間について 

ラフォーレ倶楽部の対象ホテルがある都道府県は、以下期間が対象となります。但し、感染状況の拡

大や予算が上限に達した場合、期間が変更となる可能性もございます。 

 

実施期間：2022 年 10 月 11 日（火）から 2022 年 12 月 20 日（火）宿泊分まで 

※12 月 21 日（水）チェックアウト分まで 

 

▶割引について 

全国旅行支援は国の支援事業のため、目的地に関わらず全国一律で以下の通りです。 

【 割 引 率 】 40％ 

【割引上限額】 交通付き旅行商品：8,000 円／それ以外：5,000 円 

【クーポン券】 平日：3,000 円／休日：1,000 円 

※最低旅行代金は、平日：5,000 円／休日：2,000 円となります 

※いずれもお一人様一泊あたりの金額です 

※利用回数制限はありませんが、1 旅行あたり補助対象は 7 泊分までとなります 

 

▶割引を受けるには 

共通 

➢ 予算額には上限がある為、補助額が予算の上限に達し次第、終了となります。 

以下②のホテルをご予約のお客様は、ご予約成立からご利用日までの間に予算が上限に達した場

合、補助が受けられない場合がございますのでご注意ください。 

 

➢ チェックイン時、ご宿泊者様全員分の（1）（2）のご提示が必要となります。 

（1）本人確認書類 および 居住地確認書類 

 （マイナンバーカード、運転免許証、住民票、保険証等） 

（2）新型コロナワクチン 3 回*接種済証 または PCR 検査・抗原検査等による検査結果が陰性と

記載された書類 

＊都道府県によっては知事の判断で、同一県内旅行に限ってワクチン 2 回接種が支援対象とし

て認められる場合もあります。 

 

※都道府県・ホテルごとに対応が異なる場合がございます。最終ページの都道府県ごとの「全国旅行支

援」案内サイトにて、最新情報をご確認ください。 

 

 

 



① ご予約成立後、手続きが必要なホテル 

対象ホテル 

➢ リゾートホテル ラフォーレ那須（栃木県） 

➢ 琵琶湖マリオットホテル（滋賀県） 

➢ 南紀白浜マリオットホテル（和歌山県） 

 

手続き 

➢ ご予約成立後、STAYNAVI 公式サイトにて会員登録をいただき、お客様ご自身でマイページ

から宿泊割引クーポンの発行手続きをお願いいたします。チェックアウト時のご精算の際に、

補助額の控除をいたします。 

－リゾートホテル ラフォーレ那須専用 STAYNAVI 

－琵琶湖マリオットホテル専用 STAYNAVI 

－南紀白浜マリオットホテル専用 STAYNAVI 

 

よくある質問 

既存予約（10 月 10 日までのご予約分）は補助が受けられますか？ 

➢ 原則、既にお申込みの予約につきましても、補助の対象となります。但し、予算が上限に達し

次第、終了となりますので、STAYNAVI 公式サイトにてご確認をお願いします。 

 

新規予約はすべて補助が受けられますか？ 

➢ 原則、10 月 11 日以降のご予約は補助の対象となりますが、予算が上限に達し次第、終了とな

りますので、STAYNAVI 公式サイトにてご確認をお願いします。 

 

すべてのプランが対象になりますか？ 

➢ 原則すべてのプランが対象となりますが、下記プランは補助対象外となります。 

＜対象外＞ 

✓クーポンをはじめ換金性の高い金券等が含まれるプラン 

✓特典・招待券などによる無料宿泊 

✓【南紀白浜マリオットホテル】JAL×Marriott ワーケーションプラン 

※この他、ホテルにより対象外となるプランがございます。ホテルまでお問合せください。 

 

ラフォーレ倶楽部公式アプリで獲得した割引クーポン（以下、アプリクーポン）を持っています。「全国旅行支

援」と併用はできますか？ 

➢ はい、併用いただけます。 

STAYNAVI 公式サイトの「予約総額(税込)」の欄には、予約総額から使用するアプリクーポ

ンの金額を差し引いた額を入力お願いいたします。 

アプリクーポン分を減額した後の金額を基準に「全国旅行支援」の割引額を算出いたします。 

https://biz.staynavi.direct/travel_assist/273545
https://biz.staynavi.direct/travel_assist/147241
https://biz.staynavi.direct/travel_assist/147248


会社や健康保険組合の宿泊補助金は利用できますか？ 

➢ はい、ご利用いただけます。 

STAYNAVI 公式サイトの「予約総額(税込)」の欄には、予約総額から宿泊補助金の金額を差

し引いた額を入力お願いいたします。 

宿泊補助金を減額した後の金額を基準に「全国旅行支援」の割引額を算出いたします。 

 

注意： アプリクーポンや宿泊補助金減額後の金額が、平日：5,000 円／休日：2,000 円未満の場

合、全国旅行支援の補助金対象とはなりませんのでご注意ください。 

 

※本情報は 2022 年 10 月 25 日時点の情報です。予告なく変更の可能性がございます。 

 

② -a ご予約成立後、手続きが不要なホテル 

対象ホテル 

➢ 軽井沢マリオットホテル（長野県） 

➢ コートヤード・バイ・マリオット 白馬（長野県） 

➢ 伊豆マリオットホテル修善寺（静岡県） 

➢ ホテルラフォーレ修善寺（静岡県） 

➢ ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭（静岡県） 

 

➢ 富士マリオットホテル山中湖（山梨県） 

➡補助金の予算が上限に達したため、10 月 17 日 19 時以降の新規予約は「全国旅行支援」の

補助が受けられませんのでご注意ください。尚、10 月 17 日 19 時より前にお申し込みのご予

約につきましても、ご予約成立からご利用日までの間に予算が上限に達した場合、補助が受け

られない可能性がございます。（10.17 更新） 

 

手続き 

➢ ご予約成立後の手続きは不要です。ご利用当日にクーポン券をホテルフロントにてお渡しい

たします。また、チェックアウト時のご精算の際に、補助額の控除をいたします。 

 

よくある質問 

既存予約（10 月 10 日までのご予約分）はすべて補助が受けられますか？ 

【富士マリオットホテル山中湖】 

➢ いいえ、「全国旅行支援」の予算が上限に達したため、補助対象とはなりません。但し、10 月

11 日以降にホテルに申請された方で、補助が受けられる旨のご案内を差し上げた方のみ、補

助対象となります。（10.24 更新） 

 

 



【上記以外のホテル】 

➢ 既にお申込みの予約につきましても、補助の対象となります。但し、予算が上限に達し次第、

終了となりますので、ご予約成立からご利用日までの間に予算が上限に達した場合、補助が受

けられない可能性がございます。予算が上限に達し次第、ラフォーレ倶楽部 公式 WEB サイ

トにてご案内いたします。 

 

新規予約はすべて補助が受けられますか？ 

➢ 原則、10 月 11 日以降のご予約は補助の対象となりますが、予算が上限に達し次第、終了とな

りますので、ご予約成立からご利用日までの間に予算が上限に達した場合、補助が受けられな

い可能性がございます。予算が上限に達し次第、ラフォーレ倶楽部 公式 WEB サイトにてご

案内いたします。 

➡富士マリオットホテル山中湖：補助金の予算が上限に達したため、10 月 17 日 19 時以降の

新規予約は「全国旅行支援」の補助が受けられませんのでご注意ください。尚、10 月 17 日 19

時より前にお申し込みのご予約につきましても、ご予約成立からご利用日までの間に予算が

上限に達した場合、補助が受けられない可能性がございます。（10.17 更新） 

 

すべてのプランが対象になりますか？ 

➢ 原則すべてのプランが対象となりますが、下記プランは補助対象外となります。 

＜対象外＞ 

✓クーポンをはじめ換金性の高い金券等が含まれるプラン 

✓特典・招待券などによる無料宿泊 

※この他、ホテルにより対象外となるプランがございます。ホテルまでお問合せください。 

 

ラフォーレ倶楽部公式アプリで獲得した割引クーポン（以下、アプリクーポン）を持っています。「全国旅行支

援」と併用はできますか？ 

➢ はい、併用いただけます。必ずチェックイン時にお申し出ください。 

アプリクーポン分を減額した後の金額を基準に「全国旅行支援」の割引額を算出いたします。 

 

会社や健康保険組合の宿泊補助金は利用できますか？ 

➢ はい、ご利用いただけます。必ずチェックイン時にお申し出ください。 

宿泊補助金を減額した後の金額を基準に「全国旅行支援」の割引額を算出いたします。 

 

注意： アプリクーポンや宿泊補助金減額後の金額が、平日：5,000 円／休日：2,000 円未満の場

合、全国旅行支援の補助金対象とはなりませんのでご注意ください。 

 

※本情報は 2022 年 10 月 25 日時点の情報です。予告なく変更の可能性がございます。 

 

 



➁-b ご予約成立後、手続きが不要なホテル 

対象ホテル 

➢ ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲（神奈川県） 

専用プラン「【全国旅行支援対象】いざ、神奈川！」の販売を再開しました。（10.25 更新） 

 

手続き 

➢ 「【全国旅行支援対象】いざ、神奈川！」と明記のある専用プランをご予約ください。 

➢ ご予約成立後の手続きは不要です。ご利用当日にクーポン券をホテルフロントにてお渡しい

たします。また、チェックアウト時のご精算の際に、補助額の控除をいたします。 

 

よくある質問 

専用プラン「【全国旅行支援対象】いざ、神奈川！」はいつから予約できますか？ 

➢ 10 月 11 日（火）正午より予約受付を開始いたします。 

 

既存予約（10 月 10 日までのご予約分）はすべて補助が受けられますか？ 

➢ いいえ。「【全国旅行支援対象】いざ、神奈川！」と明記のある専用プランのみ対象となります。 

➢ 10 月 10 日までにご予約されている方で、専用プラン「【全国旅行支援対象】いざ、神奈川！」

をご希望の方は、ホテルまでお問合せください。 

 

新規予約はすべて補助が受けられますか？ 

➢ 「【全国旅行支援対象】いざ、神奈川！」と明記のある専用プランにてご予約をお願いします。

但し、予算の上限に達し次第、終了となりますので、ご予約成立からご利用日までの間に予算

が上限に達した場合、補助が受けられない可能性がございます。予算が上限に達し次第、ラフ

ォーレ倶楽部 公式 WEB サイトにてご案内いたします。 

 

ラフォーレ倶楽部公式アプリで獲得した割引クーポン（以下、アプリクーポン）を持っています。「全国旅行支

援」と併用はできますか？ 

➢ はい、併用いただけます。必ずチェックイン時にお申し出ください。 

アプリクーポン分を減額した後の金額を基準に「全国旅行支援」の割引額を算出いたします。 

 

 

会社や健康保険組合の宿泊補助金は利用できますか？ 

➢ はい、ご利用いただけます。必ずチェックイン時にお申し出ください。 

宿泊補助金を減額した後の金額を基準に「全国旅行支援」の割引額を算出いたします。 

 

注意： アプリクーポンや宿泊補助金減額後の金額が、平日：5,000 円／休日：2,000 円未満の場

合、全国旅行支援の補助金対象とはなりませんのでご注意ください。 



 

※本情報は 2022 年 10 月 25 日時点の情報です。予告なく変更の可能性がございます。 

 

▶各都道府県の対応 

都道府県ごとに対応が異なる場合がございます。必ず各都道府県の「全国旅行支援」案内サイトにて、最

新情報をご確認ください。 

 

✓ 栃木県：いちご一会とちぎ旅 

（対象施設：リゾートホテル ラフォーレ那須） 

 

✓ 長野県：信州割 SPECIAL 

（対象施設：軽井沢マリオットホテル、コートヤード・バイ・マリオット 白馬） 

 

✓ 神奈川県：いざ、神奈川！ 

（対象施設：ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲） 

 

✓ 静岡県：今こそしずおか元気旅 

（対象施設：伊豆マリオットホテル修善寺、ホテルラフォーレ修善寺、ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭） 

 

✓ 山梨県：やまなしグリーン・ゾーン旅割 

（対象施設：富士マリオットホテル山中湖） 

➡補助金の予算が上限に達したため、10 月 17 日 19 時以降の新規予約は「全国旅行支援」の補助

が受けられませんのでご注意ください。尚、10 月 17 日 19 時より前にお申し込みのご予約につ

きましても、ご予約成立からご利用日までの間に予算が上限に達した場合、補助が受けられな

い可能性がございます。（10.17 更新） 

 

✓ 滋賀県：全国版 今こそ滋賀を旅しよう！ 

（対象施設：琵琶湖マリオットホテル） 

 

✓ 和歌山県：わかやまリフレッシュプラン S ワイド 

（対象施設：南紀白浜マリオットホテル） 

 

 

 

 

 

 

https://www.tochigitabi.net/
https://shinshu-wari.com/sws/
https://www.kanagawa-kankou.or.jp/?p=we-page-entry&spot=439141&sbox=none
https://www.shizuokagenkitabi.jp/
https://yamanashi-tabiwari.com/
https://imakoso-shiga.jp/
https://wakayama-refresh.com/s_w/


ラフォーレ東京会・ラフォーレ新大阪会・ラフォーレ倶楽部 優待ホテルの取り扱いについて 

✓ 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 

➢ すべてのご予約 ・・・ 補助対象外  

 

✓ コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション 

➢ 10 月 11 日以降のご予約分 ・・・ 補助対象外 

➢ 10 月 10 日までのご予約分 ・・・ 補助対象／但しお客様ご自身でお手続きが必要となりま

す。詳細は下記よりご確認ください。 

全国旅行支援「日本中から大阪いらっしゃいキャンペーン 2022」既存予約のお取り扱いについて 

 

✓ ウェスティンホテル仙台 

➢ 10 月 11 日以降のご予約分 ・・・ 補助対象／ご予約はお電話にて承ります。詳細は下記

よりご確認ください。 

ウェルティンホテル仙台 ラフォーレ倶楽部 特別優待料金のご案内 

 

➢ 10 月 10 日までのご予約分 ・・・ 補助対象。お客様ご自身で、STAYNAVI にて宿泊割引

クーポンの発行手続きをお願いいたします。チェックアウト時のご精算の際に、補助額の控除

をいたします。 

 

※本情報は 2022 年 10 月 25 日時点の情報です。予告なく変更の可能性がございます。 

https://www.laforet.co.jp/benefit/member/cyo_mt.html
https://www.laforet.co.jp/benefit/member/tws_mt.html

