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ラフォーレ倶楽部会員の皆様へ 

2015 年 10 月 

 

プライベート感あふれる温泉風呂付客室へ 

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭に 

温泉付きプレミアルーム 54 室が誕生 

12 月 23 日（水・祝）リニューアルオープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆様にご愛顧いただいております『ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭』が、この度、

客室の改修工事を実施し、2015 年 12 月 23 日（水・祝）にリニューアルオープンいたしま

す。また、宿泊予約の受付を 2015 年 11 月 2 日（月）より開始いたします。 

 

『ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭』は、2013 年 7 月に第 1 期リニューアルとして「ジャ

パニーズモダン」をコンセプトに、1 階に湯上がりラウンジ、足湯テラスを新設し温泉の魅力

をよりお楽しみいただける空間が誕生したほか、和食レストランのリノベーションにより多く

のお客様からご好評をいただいてまいりました。今般の第 2 期リニューアルでは和洋室にリノ

ベーションを施し、お部屋でもホテルの自家源泉を堪能いただける和洋室 54 室が新たに誕生

します。歴史ある温泉街・伊東の旅の拠点として豊かな温泉を楽しみながらより上質なご滞在

を提供する『ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭』にご期待ください。 

 

  

温泉付きプレミアルーム イメージ図 
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◆ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭 施設概要 

伊東駅からほど近いロケーションながら、静かで心安らぐ空間。自慢の海鮮料理と由緒ある

温泉｢健
けん

身
しん

湯
とう

｣でおくつろぎください。 

 

所 在 地：〒414-0004 静岡県伊東市猪戸 2-3-1  

電 話：0557-37-3133（代表）    

客 室：総客室数 84 室（360 名） 

付 帯 施 設：レストラン 1 店舗、温泉大浴場「健
けん

身
しん

湯
とう

」（大浴場、露天風呂、家族風呂 3 室、

足湯テラス）、宴会研修会場 

ア ク セ ス：【 車 】小田原厚木道路・小田原西 IC より国道 135 号線経由約 44km(約 90 分) 

 【電車】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 

ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.laforet.co.jp/ito/ 
 

客室タイプ 温泉付きプレミアルーム 
スタンダードルーム 

和室（ベッドスタイル） 和室 

客室面積 44.7 ㎡ 32 ㎡ 32 ㎡ 

客室数 54 室 5 室 25 室 

定員 4～5 名様 2～3 名様 2～3 名様 

温泉 

客室にて自家源泉の温泉を、お好き

な時間にお楽しみいただけます。 

※ホテル 1 階の温泉大浴場もご利用いた

だけます。 

客室に浴室はございませんが、ホテル 1 階の温泉大浴場（大

浴場、露天風呂、家族風呂 3 室、足湯テラス）にて温泉をお

楽しみいただけます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル外観 ロビーラウンジ 

湯上がりラウンジ 足湯テラス イメージ 
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◆ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭 会員利用のご案内 

 

 
 

ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ日 2015年12月23日（水・祝）

予約受付開始日 2015年11月2日（月） ※2015年12月23日～2016年3月31日泊のご予約を承ります。

予約方法 電話：　0557-32-5489 (予約専用ダイヤル）
WEB：　http://www.laforet.co.jp/

会員利用料金（2015年12月23日～2016年3月31日泊）

【1泊朝食付料金】（1名様／税別）

A期間
（B・C期間以外）

B期間
（1/2を除く土曜、11/22、
12/30、1/10、3/20泊）

C期間
（12/31～1/2泊）

大人 6,500円 7,000円

お子様 5,000円 5,500円

大人 7,000円 7,500円

お子様 5,500円 6,000円

大人 7,000円 7,500円

お子様 5,500円 6,000円

大人 7,500円 8,000円

お子様 6,000円 6,500円

大人 9,500円 10,500円

お子様 8,000円 9,000円

【1泊2食付料金】（1名様／税別）

A期間
（B・C期間以外）

B期間
（1/2を除く土曜、11/22、
12/30、1/10、3/20泊）

C期間
（12/31～1/2泊）

13,300円 13,800円

15,500円 16,000円

17,500円 18,000円

19,000円 19,500円

お子様 7,300円 7,800円 11,100円

13,800円 14,300円

16,000円 16,500円

18,000円 18,500円

19,500円 20,000円

お子様 7,800円 8,300円 11,600円

13,800円 14,300円

16,000円 16,500円

18,000円 18,500円

19,500円 20,000円

お子様 7,800円 8,300円 －

14,300円 14,800円

16,500円 17,000円

18,500円 19,000円

20,000円 20,500円

お子様 8,300円 8,800円 －

16,300円 17,300円

18,500円 19,500円

20,500円 21,500円

22,000円 23,000円

お子様 10,300円 11,300円 15,100円

＊ 1室を定員利用した場合の1名様料金です。

定員に満たない人数でお申込みの場合は、定員利用した場合との差額相当の追加料金を申し受けます。

なお、日程によりましては、定員に満たない人数でのお申込みをお断りする場合がございます。

＊ 別途、消費税および入湯税を承ります。

＊ お子様料金は小学生以下が対象です。未就学児で添寝の場合はお食事料金のみ承ります。詳しくはお問合せください。

＊ 日程によりましては、一部の料金プランのご提供が無い場合や、販売数を限らせていただく場合がございます。予めご了承ください。

＊ 全室禁煙です。喫煙は喫煙ルームをご利用ください。

－

和室（2名）
（ベッドスタイル）

大人 －

プレミアルーム
（温泉風呂付）

和洋室（4～5名）
大人 26,000円

大人

スタンダードルーム

※2016年2月6日より
ご提供開始

和室（3名）
（ベッドスタイル）

客室タイプ（定員）

スタンダードルーム

和室（3名）
大人 22,000円

和室（2名）
大人 22,500円

客室タイプ（定員）

スタンダードルーム

和室（3名）

全て1泊2食付にて
承ります

和室（2名）

プレミアルーム
（温泉風呂付）

和洋室（4～5名）

スタンダードルーム

※2016年2月6日より
ご提供開始

和室（3名）
（ベッドスタイル）

和室（2名）
（ベッドスタイル）


