
 

 

  

2021 年 3 月 9 日 

SORANO HOTEL 「GW の休日プラン」 販売開始 

ソラノホテルの GW は、気持ちよくからだを動かす“ウェルビーイング・ホリデイ” 

ヨガ・太極拳・ランニングイベント・コンディショニング・Watsu など多彩なプログラムを提供 

インフィニティプールから望む昭和記念公園 

 

 SORANO HOTEL （ソラノホテル）【東京立川; 株式会社立飛ホスピタリティマネジメント; 取締役 COO 坂本裕之 】

は、4 月 29 日(木)から 5 月 5 日(水)のゴールデンウィーク期間を対象とする宿泊プランの販売を開始しました。爽やかな季

節に、気持ちよくからだを動かす“ウェルビーイング・ホリデイ”をこの GW のコンセプトに、無料で参加いただけるウェルネス・アク

ティビティを揃え、また個々のニーズにあったよりパーソナルなレッスンをご希望の方には有料のトレーニングも加え、多彩なライ

ンタップを用意いたしました。今年の GW は、都心から 30 分のショートトリップで心身のリフレッシュをご提案します。 

 

SORANO HOTEL 「ＧＷの休日プラン 2021/4/29-5/5」 

期間： 2021 年 4 月 29 日（木）－5 月 5 日（水） 

ＧＷご宿泊プラン： 個々のご要望やニーズに合わせてお選びいただけるよう以下をご用意いたしました。 

 

1. １泊朝食付    1 室料金：   １室２名様ご利用の場合 ￥78,760 ～ 

2. １泊朝食＆夕食付   1 室料金：   １室２名様ご利用の場合 ￥92,730 ～ 

3. ２連泊朝食付     1 室 1 泊料金：   １室２名様ご利用の場合 ￥75,130 ～ 

※２連泊特典： GW 期間中インフィニティプールを含む SORANO SPA 施設のご利用に関し、混雑が予想される

時間帯（15:00-19:00）は 2 時間枠でのご予約をお願いしておりますが、2 連泊のお客様はご優先的にご予約を承

ります。 

4. ショートステイ 17:00 チェックイン/翌日 12:00 チェックアウト、朝食付 

1 室料金：   １室２名様ご利用の場合 ￥67,870 ～ 

 

ご夕食 

DAICHINO RESTAURANT （ロビー階）及び最上階 SORANO ROOFTOP BAR にて、GW 期間の特別コースをご用意

いたします。 ※ご予約方法は、ご予約時に、それぞれオプションプランから予約枠を選択 

⚫ DAICHINO RESTAURANT： 特別メニュー ￥8,800～ 

⚫ SORANO ROOFTOP BAR：  特別メニュー ￥8,800  

⚫ In-room ダイニング：   特別メニュー ￥11,000 （限定 20 食） 

ご朝食 

DAICHINO RESTAURANT にて「ハレの朝食」をご用意いたします。 \3,080  

https://soranohotel.com/plan/65/
https://soranohotel.com/restaurant/daichi/


 

 

 

 

INFINITY POOL 

引き続き 3 密対策重視の為、ご利用の集中が予想される時間帯のみ、それぞれ 2 時間のご利用枠を基本とし、ご予約を

お願いいたします。 ご予約時に合わせてオプションプランよりご予約をお願いいたします。 

 

SORANO SPA ウェルビーイング エクササイズプログラム 
 

グループエクササイズ      期間 2021/4/29(木)~5/5(水)     毎日開催 

06:30-07:00 インフィニティプールサイド ヨガ体験  10 才以上 

先着 10 名様 

前日 20:00 迄要予約 

無料 

07:30-8:15 インフィニティプールサイド 太極拳体験 

福建省 陳式太極拳 

10 才以上 

先着 10 名様 

前日 20:00 迄要予約 

無料 

16:00-17:00 ジムスタジオ コンディショニング体験  

ホテル推奨のトレーニングの説明と動作(ファンクショナルトレー

ニングを含む) 

16 才以上 

先着 8 名様 

当日予約可  

無料 

 

パーソナルエクササイズ  期間 2021/4/29(木)~5/5(水)      ※事前予約をお願いいたします。 

15:00-21:00 Room ヨガレッスン  

お客様のお部屋にヨガインストラクターが出張します。 

同時に 2 名様まで 60 分￥8,800/1 名 

09:00-21:00 Room 太極拳（福検省 陳式太極拳） 

お客様のお部屋にヨガインストラクターが出張します。 

同時に 3 名様まで 60 分￥8,800/1 組 

09:00-11:30 

18:00-21:30 

インフィニティプール アクアランニング 

(水中トレーニング) 

同時に 3 名様まで 

16 才以上 

60 分￥8,800/1 組 

09:00-11:30 

18:00-21:30 

WATSU アクアリラクゼーション 

(水中トレーニング) 

パーソナルトレーニング 

16 才以上 

40 分\19,800 

 

屋外パークイベント                   開催：5 月 1 日(土) 

14:00-15:00 

 

「トライしてみよう、ジョギング！ 初心者ランナー歓迎」 

人気ブランド「オンシューズ」新作履き比べランニングイベ

ント  

昭和記念公園 みどり文化ゾーン 芝生広場 

10 才以上 

先着 30 名様 

前日 20:00 迄要予約 

無料 

 

開催：5 月 3 日(月) 08:30-09:30 / 16:30-17:30 

08:30-09:30 

16:30-17:30 

街区「Green Springs」 屋外ヨガ 

街区内ホール（TACHIKAWA STAGE GARDEN」前 

芝生エリア 

10 才以上 

先着 30 名様 

前日 20:00 迄要予約 

無料 

 

SORANO HOTEL 「ＧＷの休日プラン 2021/4/29-5/5」詳細は、こちら 

お問合せ：プランに関するお問い合わせ、或いはご予約は、電話 TEL: 042-540-7860 までお願いいたします。   

 

 

                                        

 

人気のプールサイド早朝ヨガ 

SORANO SPA ウェルビーイング・アクティビティ 

専門チームによるパーソナルトレーニング 究極のリラクゼーション Watsu  

＜お問合せ＞ 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。 
https://xgf.nu/PZg5 

（有効期限：2021 年 4 月 8 日（木）／パスワード：sora） 

https://soranohotel.com/spa/
https://soranohotel.com/plan/65/
https://xgf.nu/PZg5

