
 

 

 

SORANO HOTEL 概要 

“東京にあって東京にないホテル” 都心から 30 分、東京立川に Well-being をコンセプトとする都市型リゾートホテル 

従来の常識にとらわれない新発想で、環境にも人にも社会にも優しい SDGs ホテルの在り方を目指しています。 

 

SORANO HOTEL は、東京都立川市の大型プロジェクト「GREEN SPRINGS」内に、2020 年 6 月 8 日開業しました。JR

立川駅北側、徒歩 8 分という好立地、豊かな緑をたたえる約 3.9ha の広大な敷地には、SORANO HOTEL の他に、

2450 席規模を誇るホール「TACHIKAWA SGATE GARDEN」、35 店舗以上が入るショップ・レストランなどの商業施設、

美術館や保育園、そしてオフィス棟などが揃い、立川の新たなランドマークとし注目を浴びる人気のスポットとなっています。 

 

心にもからだにも健やかな暮らし・ライフスタイルを求める人たち“Well-being seekers”のニーズを意識した街区のコンセプト

が”空と大地と人がつながるウェルビーイングタウン”。ホテルにおいても、滞在そのものがウェルビーイングとして、癒しやリラック

ス、寛ぎを提供できる開放的で心地よいホテル、身近にある日常遣いの都市型リゾートを目指しています。 

ホテル名は、東京にありながら清々しい“空”を感じる開放的な心地よさを表現した SORANO HOTEL (SORANO HOTEL) 

としました。“空”は、創業当初飛行機を製造していたホテルオーナー ㈱立飛ホールディングスのアイデンティティでもあります。 

 

【施設面での特色】・・・豊かな緑を湛える昭和記念公園を真正面に、全室（81 室)パークビューの客室は、基本の客室サ

イズが 52 ㎡以上という贅沢なサイズを誇ります。更にリゾート感を満喫できるゆったりとしたバルコニーが全室に備わり、大き

くとられた窓が一層の開放感をもたらします。 

 

ホテルのインテリアデザインは、世界的に活躍するフランス出身のグエナエル・二コラ（Gwenael Nicolas）氏 (株式会社キ

ュリオシティ代表)が担当しました。館内いずれの場所からも屋外の豊かな緑が楽しめることを重視し、この緑豊かな景色が

最高の意匠であるとして、室内は余計なものを極力省き、シンプルにそしてナチュラルなテイストに徹して仕上げられています。

機能性と洗練さを備え、ウェルビーイングを謳うホテルの新しい感性に相応しいインテリアとなっています。 

 

客室の広さに加え施設面での大きな特色として、11 階ループトップには、意外性とスケール感で際立つ「インフィニティプー

ル」、10 階には 20 m x 4m 規模の広い温浴施設「インドアスパ」が揃い、いずれも独自に掘削した温泉水を使用していま

す。素晴らしい眺望の「インフィニティプール」は、直線で 60ｍ。水温調節が可能で一年中オールシーズンで楽しめ、プールの

端から溢れ出る水の効果で、水面と空が一体化し無限に広がっているかのような錯覚をもたらします。また快晴の日には遠

くに富士山を望むこともできます。 

 

【SORANO SPA】・・・SORANO SPA は、11 階の「インフィニティプール」、10 階の「インドアスパ」、「ナノミストサウナ」、「ジ

ムスタジオ」から構成され、ホテルのアイコン的施設として、ご宿泊のお客様及びスパ会員専用の施設となっています。「イン

ドアスパ」内には、４ｍｘ20m の温浴施設、隣に 4m x 5m のジャクジーがゆったり配置され、全面のガラス壁から素晴らし

い眺望が広がります。新感覚で心地よく楽しめる「ナノミストサウナ」は、低めの温度設定ながら、通常のスチームより非常に

高い浸透力が特徴です。インフィニティプール、インドアスパ、ナノミストサウナはいずれも水着着用の施設となります。 

 

この他、SORANO HOTEL が重視する機能改善や健やかなライフスタイルの維持という視点で展開する「ジムスタジオ」は、

コンディショニングやヨガ、太極拳など様々なパーソナルトレーニングを提供しています。 

 



 

 

スパトリートメントは、セラピストが専用の施術ベットと共に、ゲストの客室に出向いて施術をすることを基本としています。広

い客室の SORANO HOTEL ならではのスタイルで、幅広いトリートメントプログラムと高い施術力で評価をいただいています。 

 

【レストラン＆バー】・・・こだわりのレストラン施設は館内に１店舗、 「DAICHINO RESTAURANT」（ダイチノレストラン）

がございます。地産地消を更に前進させた適地適作の考えのもと、風土に合った食物を自然に無理なく育ててこそ本来の

滋味豊かな旬の食材が栽培でき、最適な食材を最適な場所から調達する。そしてからだに良い美味しい食材の為には土

づくりからこだわる。そうした適地適作食材を、和食を基本に海外の調理スタイルを取り入れ、様々なエッセンスが混じりあ

い融合する、いわば“クロスオーバーフード”で展開し、作り手の仕事が見えるオープキッチンで提供しています。 

 

店内には、３つのガラス張りのセラールーム「ワイン」、「魚」、「野菜」を設け、それぞれ食材の生産者や素材の品質が一目で

わかるような工夫を取り入れています。インテリアとしても美しく、鮮度管理にも十分配慮され、食を通じてウェルビーイングな

体験を提供する SORANO HOTEL らしい食材のディスプレ空間です。 

緑に囲まれた屋外テラス席は、喫茶中心のご利用となっていますが、テラス席の一部は、愛犬ご同伴でご利用いただけるエ

リアとなっています。 

この他、通常の個室に加へ、会員制を基本とする「シェフズテーブル」がございます。様々なニーズやダイニングスタイルに応え

る特別なプライベートルダイニングルームです。 

席数： 室内：56 席 / テラス席：40 席 / 個室：2 室（12 席＆18 席）/ Chef’s Table（個室）：8 席 

 

バー施設も 1 店舗、11 階「インフィニティプール」に面して配置された「SORANO ROOFTOP BAR」（ソラノルーフトップバー）

がございます。一番の魅力はやはり素晴らしい眺望です。時間帯で移ろう遠方の山並みのシルエット、夕陽の美しさは格別

です。店内に入るとまずライブリーでカジュアル、活気のあるバーカウンターを中心とする”動き”のあるエリア、その先にゆったりと

落ち着いた座り心地のよいシーティングの“静”のエリア、一番奥には引き戸で区切る個室と、それぞれのニーズにあったバー空

間をご提供いたします。人々が気軽に語らい集うことを楽しむスタイリッシュなバー。ランチ、喫茶、バータイムそれぞれにこだわ

りのメニューやドリンクをご提供しています。 

席数： 40 席（個室 6 席、カウンター席 6 室を含む） 

 

２階ロビー階奥にはカウンターを中心とする「IMA LOUNGE」がございます。IMA は、”今“と”居間”を意味しています。Well-

being を含む、”イマドキ”なトレンドやアイテムをご提供しながら、気軽に立ち寄りちょっとした寛ぎの場になることを願って設

けたオープンなラウンジです。現在はご宿泊のお客様専用として、お部屋でお楽しみいただけるよう、入れたてのコーヒーなどを

保温容器にお入れしてご提供しています。その他ちょっとした打ち合わせの場所に、あるいはお食事前のドリンクや気分転換

の“ちょいのみ”にもさまざまにご利用いただいています。 

 

 

【SORANO HOTEL はサービス料をいただきません】 ・・・ホテルでは一般的なサービス料。SORANO HOTEL では、ご宿泊

やレストランご利用など、館内施設のご利用にサービス料はいただいておりません。ゲストの様々に違ったニーズに対し、一律

のサービスを提供し、一律に追加する従来のサービス料の在り方はソラノホスピタリティにあらず。ホテルの基本の「おもてなし」

は「たりまえのホスピタリティ」との考えからです。 

 

【完全休館日導入】 

SORANO HOTEL はホテル業界では珍しい休館日を導入しています。夏季及び一部の日にちを除き、水曜の午後 3 時よ

り木曜の午前 11 時まで、全館を完全休業としています。ホテルは 24 時間年中無休という従来の慣習を一度再考する試

みでもあります。コロナ禍に開業し、いまだ終息を見ない現状では、ゲストの安全、働くスタッフの安全という視点からも、意

味のある取り組みと考えます。 

 



 

 

【SORANO HOTEL の SGDs の取り組み】 

⚫ 一回限りで使い捨てとなる廃棄物削減を目指し、ゲストルームアメニティは、プラスティック製の歯ブラシやヘアーブラシ、

かみそり、小ボトル入りのシャンプー＆コンディショナー、コスメティックスなどのご提供はせず、皆様に使い慣れたご自身

のものをご持参いただくことをお願いしています。 

⚫ シャンプー／ボディソープ、コンディショナーは、EU オーガニック最高水準認証のものを、小分けボトルでなく 300ml ボト

ルで提供しています。 

⚫ タオル類も、国内初の日本製フェアトレードコットンタオル（東京青梅のホットマン社製）を全室に導入。特に塩素

系薬剤を使用しなくても吸水性を高めることを可能とし、柔軟剤や吸水剤を使わずとも、洗うたびに表面のパイルが

立って柔らかいタオルを長く使用できる、環境と人に配慮した独自製法で生み出された高品質のタオルです。 

⚫ ホテルでは一般的なスプリングを入れたコイルマットレスは、リサイクルができない産業廃棄物となっていることから、

SORANO HOTEL では、SGDs に積極的に取り組む西川が独自に開発した「ファインセル」という素材を使用した高

反発ウレタンマットレスを全室に導入しています。マットレスの重量はコイルマットレスの半分以下で、運搬や客室清掃

にも非常に扱いやすい製品です。 

⚫ 人にも環境にも優しい客室制御システムを導入。照明は一括管理で使いやすさと高い機能性を、空調は分析可能

な集積データでエネルギーの安定供給をはかり、天井に設置した人感センサーで自動的に温度調整が可能となるな

ど、省エネルギーと快適で居心地よい客室環境を実現しています。 

 

この他、人にも環境にも“ウェルビーイング”を謳う SORANO HOTEL の様々な取り組みは、SORANO QUALITY で紹介し

ています。（https://soranohotel.com/quality/） 

 

 

ホテルの概略 

ホテル名：  SORANO HOTEL（ソラノホテル）     

開業日：  2020 年６月８日（月） 

定休日：  水曜午後 3 時 ～ 木曜午前 11 時 (一部の日程及び期間を除く) 

所在地：  東京都立川市緑町３町目１番地 W-1 

延床面積：  13,251 ㎡（4,008 坪）     

建物：    地上 11 階、地下 1 階      

設計：  山下設計・大林組設計共同体  施工： ㈱大林組 

インテリアデザイン： ㈱キュリオシティ 【代表グエナエル・ニコラ（Gwenael Nicolas）】  

経営：  ㈱立飛ホスピタリティマネジメント  【㈱立飛ホールディングス 100％子会社】  

   住所： 東京都立川市栄町６丁目１番地 

   代表： 代表取締役 村山正道 

   COO:  坂本裕之 

施設：  客室：   全 81 室（52 ㎡以上） 

レストラン＆バー： DAICHINO RESTAURANT (2F)； SORANO ROOFTOP BAR (11F);   

IMA LOUNGE (2F) 

SORANO SP：  インフィニティプール; インフィニティラウンジ (11F) 

インドアスパ; ナノミストサウナ; ジムスタジオ (10F) 

- # # #   - 

2022 年 7 月 

お問合せ：マーケティング： 村山、須田  

 Tel: 042-540-7757  Fax:042-540-6783 

           communications@soranohotel.com 


