
 

 

2020 年 10 月 8 日 

 

SORANO HOTEL が迎える最初のお正月 テーマは安心してご滞在いただけること 

1 泊でも連泊でもご自由に選択 「2020/2021 年末年始料金プラン」 販売開始 

【Go To Travel キャンペーン対象】 

 

SORANO HOTEL（ソラノホテル）【経営：株式会社立飛ホスピタリティマネジメント、代表取締役：村山正道】 は、

2020 年 12 月 31 日から 2021 年 1 月 2 日までを年末年始期間として、特別料金による販売を 10 月 7 日から開始し

ました。 

 

例年ホテルの年末年始は、人が集う華やかな催し物で賑わい、大小さまざまに趣向を凝らしたイベントで新たな年の幕

開けを祝います。ソラノホテルも開業後最初のお正月は、一層特別な機会でありたいとの思いは強いもの、コロナ禍の今回

はまずゲストが安心してご滞在いただけることをそのテーマといたしました。 

3 密を起こさないことを最重点に、大勢が集うお正月イベントなどは、残念ですが実施しないこととしました。ホテルのアイ

コン的施設のインフィニティプールも、ご利用の集中する時間帯は予約制とし、レストランやバーも予約時間のコントロールで

対策し、通常はご提供のないお部屋入れのお料理もご用意いたします。 

 

最も重視するのは、ご一緒にお過ごしになるご家族やカップル単位での安全で快適な滞在です。SORANO HOTEL の

ゆったりしたお部屋で、ご持参のお気に入りアイテムで時間を過ごす、ゲームに興じたり、ベランダから星座観測をしたり、それ

ぞれの楽しみ方で安心して快適に過ごす年末年始です。 

そしてウェルビーイング、心にもからだも健やかであることをコンセプトとするソラノホテルのもう一つの魅力が、温泉水を使用

する SORANO SPA。冬季は温度設定が 42 度のインフィニティプールはオールシーズンで楽しめ、湯気の立つ水面は露天風

呂感覚でもあり、空気の澄み切った日には富士山がひと際美しく感動的です。ジムスタジオやプールで、コンディショニングや

アクアリラクゼーションなど、様々なパーソナルトレーニングで気持ちよく体を動かした後の爽快感はまた格別。1 年間頑張った

ご自分へのご褒美は、贅沢なスパトリートメントで究極の癒し。仕上げは特別にご用意するホテル自慢のお食事で、心もか

らだも、そして舌も味覚も満たされる。健やかに心地よく、そして安心して迎える 2021 年のお正月。SORANO HOTEL でお

迎えください 

またお時間があれば、ソラノホテルがご紹介する「豊かな自然や伝統に触れる」新しい東京旅をお試しください。ホテルを

起点に半日や 1 日旅で遊ぶ、豊かなこの多摩地域ならではの体験です。 

 

2020/2021 年末年始料金プラン (朝食込みプラン)             【Go To Travel キャンペーン対象】  

対象期間： 2020/12/31 – 2021/01/02 

このプランは「Go To Travel キャンペーン」の対象商品です。割引の対象は、レストランでのお食事も含め、事前にご予約

された内容のみが対象です。ご滞在時に追加でご利用になるレストランやバーのご利用は対象外となりますので、あらかじめ

夕食、スパトリートメントやコンディショニングトレーニング等のオプションを加えてのご予約をお勧めいたします。 

 

注意： Go To Travel キャンペーンは、ポイント付きのプランや料金は対象外となることから、このプランは、「SORANO ロ

イヤルティプログラム」の 15%ポイント還元はございませんので予めご了承ください。但しインフィニティプール/インドアスパのご

利用は従来通りご滞在中は無料にてご利用いただけます。(すでに保有するポイントを使いお支払いの一部にあてることは

可能です。)

https://soranohotel.com/spa/
https://soranohotel.com/spa/program/
https://soranohotel.com/spa/treatment/
https://soranohotel.com/stay/sightseeing/
https://loyalty.soranohotel.com/portal/client/SoranoHotelTokyoGuestPortal/ja/page/113513?internal=ja_guest_portal
https://loyalty.soranohotel.com/portal/client/SoranoHotelTokyoGuestPortal/ja/page/113513?internal=ja_guest_portal


 

 

【ご夕食は完全ご予約制】  

三密対策から、ご夕食はご予約制とさせていただきますので、以下のダイニングオプションよりご希望の時間帯をお選びいた

だきご予約ください。時間枠に限定数がございますので、早めのご予約をお願いいたします。 

またお時間の調整をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。 

 

 

以下のご宿泊料金(朝食込み)並びに各種オプションの料金・ご希望のご予約時間を確認の上、予約ページにお進みくだ

さい。 

 

 

【オプション 1: ご夕食】 

ご夕食をご希望の場合は、以下のダイニングオプションをお選びください。先着順にてご希望を承りますので、早めのご予

約をお勧めいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

【夕食　12月31日＆1月1日】　-　オプションにてご希望をお選びください。

施設名 料金/1人 開始時間 17:00 17:30 18:00 19:30 20:00 20:30

1
DAICHINO RESTAURANT

　メインホール又は個室　飲物別
16,500 限定人数 24 24 24 24 24 24

2
ROOFTOP BAR

　2時間フリーフロー飲み放題を含む
16,500 限定人数 15 ‐ 15 ‐ ‐ ‐

施設名 料金/1人 お届け時間

3
In-room お部屋にお届けいたします

　飲物別
16,500 限定人数

4 年越し蕎麦 12/31 のみ 1,650 限定人数 50

19:00-19:15

10

18:00-18:15

20

17:00-17:15

20

*23:00-23:30 DAICHINO RESTAURANT  にてご提供いたします。



 

 

⁂朝食はお部屋でご希望の方のみご予約をお願いいたします。 

 

 

【オプション２： インフィニティプール／インドアスパ】 

SORANO SPA (インフィニティプール/インドアスパを含む) ご利用が同時間帯に集中することから、以下の時間帯は先

着順にてご予約制とさせていただきます。(記載のない時間帯はご予約なしにご自由にご利用いただけます。) 

 

 

 

＊SORANO ロイヤリティプログラム会員の皆様は、インフィニティプール／スパは無料にてご利用いただけます。 

 

【オプション３： スパトリートメント＆アクアリラクゼーション】 

 
 

スパトリートメントプログラム内容は以下の通りです。 

 ビューティリラックス： 国産の上質オイルでお疲れの個所を中心にお客様仕様のトリートメントをいたします。 

 空 Kuu: ストレスフリーヘッドマッサージ 20 分及びアロマ上半身 40 分(肩、背中全体、腕、デコルテ)のコ

ースです。 

 水 Sui: Watsu ウォーターリラクシングセラピー。水中で穏やかなマッサージを行ない、心身の深いリラクゼー

ションに導く究極の癒し体験です。(インドアスパ使用のため、午前中または 18:00 以降にて承ります) 

 大地 Daichi 120 分 45,100 円： 全身リンパドレナージュ 60 分及び ①リラックスフェィシャル 30 分＆ヘッドスパ

30 分；又は②リフトアップ 30 分＆ヘッドスパ 30 分。（①又は②のいずれかを選択） 

他のプログラムは Spa Treatment をご参照ください。 

 

【オプション４： ジムスタジオ―コンディショニングトレーニング】 

 

＊詳細はジムスタジオをご参照ください 

 

ご予約方法： 

ホテル公式サイトよりお願いいたします。 

 

*上記年末年始期間の料金は、GO TO トラベルキャンペーンの割引適用前の料金でございます。割引の適用に関しては、

NEWS「Go To トラベル」キャンペーンについて、をご覧ください。 

時間 料金/1人

60分 19,800

ビューティーリラックス又は

空 Kuu 又は

 Watsu 水

スパトリートメント/アクアリラクゼーション
*他にもプログラム各種をご用意しており

ますので、スパ＆アクアトリートメントをご

参照ください。

時間 料金/1人

75分 11,000

ジムスタジオ

コンディショニング ・トレーニング

料金/1人 利用時間

2,200 限定人数

翌日08:00-10:00

50

17:00-19:00

50

15:00-17:00

50

インフィニティプール/インドアスパ　 

ご利用集中時間帯のご予約制

https://soranohotel.com/spa/treatment/
https://soranohotel.com/spa/program/
https://reservations.soranohotel.com/109917?ProdID=720699&LanguageID=6#/guestsandrooms
https://soranohotel.com/news/117/
https://soranohotel.com/spa/treatment/
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＜この件に関するお問合せ＞ 

SORANO HOTEL マーケティング ： 村山、岩元  

TEL: 042-540-7757  E-MAIL：communications@soranohotel.com 

本リリースに掲載されている画像は、以下よりダウンロードいただくことができます。 

http://pr4.work/0/SORANOHOTEL_PressRelease_201008 

（有効期限：2020 年 11 月 7 日（土）/ パスワード：sora） 

メインロビー 温泉水を使用したインフィニティプール 

 ステュディオ スパスイート 

mailto:communications@soranohotel.com
http://pr4.work/0/SORANOHOTEL_PressRelease_201008

