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全国で宿泊施設を展開するソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：氏家 顕

太郎 URL：http://www.solarehotels.com/ が運営するロードサイド型チサン イン全店において、4 月 6 日より、世界最大の

口コミサイト「トリップアドバイザー」が発表した賞の受賞を記念したキャンペーンを開始いたします。 

 

当キャンペーンは、対象期間中、全国のロードサイド型チサン インすべてのホテルにおいて、先着 1,000 名の宿泊客に「ドリッ

プ」コーヒーをフロントでお渡しするキャンペーンとなっております。受賞したことの感謝を込め、「トリップ」アドバイザーにちなんで「ド

リップ」コーヒーをお渡しいたします。パッケージはチサン インのオリジナルデザインとなっており、お持ち帰りいただき、ご自宅で「ほっ

と」一息ついていただきたいとコーヒーをご用意いたしました。 

 

このたび、ロードサイド型チサン インが受賞したのは、世界最大の旅行クチコミサイト TripAdvisor® （本社：マサチューセッツ

州ニュートン、CEO：スティーブン・カウファー、以下トリップアドバイザー：URL：http://www.tripadvisor.jp/）が本年 1 月に発表し

た「トラベラーズチョイス ホテルアワード 2015」の「ベストバリュー部門」で「チサン イン宗像」（福岡県）が 1 位を受賞。そのほか、

同じく「ベストバリューTOP25 日本」のカテゴリーにおいて、「チサン イン 姫路夢前橋」（兵庫県）で第 9 位、「チサン イン 大村

長崎空港」（長崎県）で第 10 位、「チサン イン 丸亀善通寺」（香川県）で第 14 位、「チサン イン 軽井沢」（長野県）で第

23 位をそれぞれ受賞いたしました。 

 

今年で 13 年目となるトリップアドバイザーの「トラベラーズチョイス ホテルアワード」は、旅行者に最も支持された宿泊施設に与

えられる賞です。世界中の旅行者から寄せられた過去 1 年間の口コミの評価点と数をもとに集計されています。コストパフォーマ

ンスに優れた宿泊施設から高級ホテルまで、トリップアドバイザーに登録されている 89 万を超える宿泊施設から、8,151 軒が「ト

ラベラーズチョイス ホテルアワード 2015」に選ばれ、日本においては、3 万を超える施設から 141 軒が受賞しています。 

 

 当社が全国で展開するロードサイド型チサン インは、高速道路インターチェンジや主要幹線道路沿いに立地しているホテル

が多く、車での出張や、旅行に大変便利です。客室にはお子さまに人気のロフトベッド（2 段ベッド）も取り入れ、リーズナブルな

料金ながらも快適な空間を提供するなど、家族旅行をサポートしてまいりました。また、小学生以下は添い寝無料、駐車場

無料、というサービスも多くの方に支持されています。 

 

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツでは、ロードサイド型チサン インをはじめグループホテル一丸となり、クチコミを含め、皆さま

からのご意見を反映したホテル運営に今後も尽力していく次第です。 

 

 

 ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ 

ロードサイド型チサン イン、旅の口コミサイト「トリップアドバイザー」発表の 

「トラベラーズチョイス ホテルアワード 2015」受賞記念キャンペーンを開始 
～「トリップ」アドバイザーにちなんでチサン イン オリジナルパッケージの「ドリップ」コーヒーを先着 1,000 名にプレゼント～ 
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キャンペーン開始：2015 年 4 月 6 日 

内容：チサンインオリジナルパッケージのドリップコーヒーをお 1 人様 1 滞在に 1 つプレゼント 

対象者：キャンペーン開始日より全国のロードサイド型チサン インにご宿泊された方先着 1,000 名 

 対象ホテル：以下 21 ホテル 

 ホテル名 〒 住所 受賞順位 

1 チサン イン 岩手一関インター 021-0041 岩手県一関市赤荻字月町 188-2  

２ チサン イン 福島西インター 960-1108 福島県福島市成川杵清水 20 番 1  

３ チサン イン 宇都宮鹿沼 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町 3020-1  

４ チサン イン 佐野藤岡インター 327-0821 栃木県佐野市高萩町 1344-1  

５ チサン イン ひたちなか 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦 950-11  

６ チサン イン 土浦阿見 300-0336 茨城県稲敷郡阿見町西郷三丁目 1 番 1  

７ チサン イン 千葉浜野 R16 260-0825 千葉県千葉市中央区村田町 1133  

８ チサン イン 新潟中央インター 950-1151 新潟県新潟市中央区湖南 14-5  

９ チサン イン 軽井沢 389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 6-47 23 位 

１０ チサン イン 塩尻北インター 399-0701 長野県塩尻市大字広丘吉田 642-3  

１１ チサン イン 諏訪インター 392-0015 長野県諏訪市中洲境通 2935-2  

１２ チサン イン 甲府石和 406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬 1195-54  

１３ チサン イン 豊川インター 442-0801 愛知県豊川市上野２丁目２２番地  

１４ チサン イン 福井 910-0836 福井県福井市大和田 1 丁目 1504 番地  

１５ チサン イン 姫路夢前橋 671-2214 兵庫県姫路市西夢前台 3-5 9 位 

１６ チサン イン 丸亀善通寺 763-0074 香川県丸亀市原田町西三分一 1587-1 14 位 

１７ チサン イン 倉敷水島 712-8044 岡山県倉敷市東塚 1-9-1  

１８ チサン イン 宗像 811-3414 福岡県宗像市光岡 992-1 1 位 

１９ チサン イン 鳥栖 841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘 6 丁目 84  

２０ チサン イン 大村長崎空港 856-0828 長崎県大村市杭出津 1-814 10 位 

２１ チサン イン 熊本御幸笛田 861-4172 熊本県熊本市南区御幸笛田 2-16-1  

 

■「トリップアドバイザートラベラーズチョイス ホテルアワード 2015」受賞記念キャンペーンについて 

http://www.solarehotels.com/cp/drip.html 

 

■TripAdvisor® ホテルアワード 2015 について 

http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Hotels 

 
 

 

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社について ：- “ Nationwide for all occasions” 

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社は、基幹ブランドのチサン、ロワジール、ホテル アバンシェルブランドをはじめ、オキナワ マリオット リ

ゾート ＆ スパなどを含め、2015 年 4 月現在、従業員約 2,300 名、ホテル数 62 軒、総客室数約 9,863 室の運営、フランチャイズ、アセット

マネジメントをしているホテルグループです。http://www.solarehotels.com 

 
 

【当リリースに関する報道関係者からの問合せ先】 

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社 

PR担当：増井/TEL：03-6858-2330（直通）  Mail: kaori.masui@solarehotels.com 

「トリップアドバイザートラベラーズチョイス ホテルアワード 2015」受賞記念キャンペーンについて 

http://www.solarehotels.com/cp/drip.html
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Hotels
http://www.solarehotels.com/
http://www.solarehotels.com/

