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ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）
は、国内 52 カ所、海外 1 カ所（2020 年 3 月現在）にあるグループのホテルを最安値で予約できる
公式スマートフォンアプリの提供を開始しました。国内では宿泊金額に応じたソラーレポイントも
付与され、貯まったポイントは宿泊予約の割引や 3,000 円のキャッシュバックサービスに適応され
ます。便利でお得な公式アプリは iOS 版、Android 版があり、無料でダウンロードできます。 

 
公式アプリダウンロードページ（iOS/Android 共通）：https://solarehotels.page.link/L6JA 
アプリ情報詳細：https://www.solarehotels.com/service/app.html 
 

  
ソラーレグループのホテルは現在 13 ブランドあり、観光からビジネスまで用途に併せてご利用い

ただけます。公式アプリでは全てのホテルの宿泊が最安値で予約できます。さらにホテルブランド
ごとに情報ページも設けています。ホテルのイベントやキャンペーン情報を始め、ホテル周辺のグ
ルメ情報やご当地情報などを配信して参ります。 
 
 
 
【グループホテルブランド】観光からビジネスまでシーンで選べる 13 ブランド 

3,000 円キャッシュバックのポイントサービスなど特典充実 

ソラーレホテルの最安値予約アプリ誕生！ 

～国内 52 カ所・海外 1 カ所、13 ブランドで観光からビジネスまで～ 

https://solarehotels.page.link/L6JA
https://www.solarehotels.com/service/app.html


 

 
 
【ホテル一覧】国内 52 カ所、海外 1 カ所のホテルをアプリで最安値予約できる 

 

 

エリア ホテル名 住所 電話番号

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 0191-25-6911

チサン イン 福島西インター 〒960-1108 福島県福島市成川字杵清水20-1 024-539-7611

チサン ホテル 郡山 〒963-8002 福島県郡山市駅前1-8-18 024-923-6711

ハタゴイン福島広野 〒979-0403　福島県双葉郡広野町下浅見川広長44-5 0240-28-0011

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 0267-48-5311

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 0263-57-0511

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 0266-52-2811

チサン イン 甲府石和 〒406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬1195-54 055-263-6411

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14-5 025-284-2711

チサン グランド 長野 〒380-0823 長野県長野市南千歳2-17-1 026-264-6000

チサン イン 宇都宮鹿沼 〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町3020-1 028-632-8211

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 0283-24-5211

チサン イン ひたちなか 〒312-0063 茨城県ひたちなか市田彦950-11 029-276-3011

チサン イン 土浦阿見 〒300-0336 茨城県稲敷郡阿見町西郷3-1-1 029-888-4411

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 043-266-7111

チサン ホテル 宇都宮 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り3-2-3 028-634-4311

プレジデントホテル水戸 〒310-0803 茨城県水戸市城南2-2-2 029-300-1100

クリアビューゴルフクラブ＆ホテル 〒278-0012 千葉県野田市瀬戸548 04-7138-2111

ロイヤルパインズホテル浦和 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 048-827-1111

チサン イン 蒲田 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-23-13 03-6715-7311

チサン ホテル 浜松町 〒105-0023 東京都港区芝浦1-3-10 03-3452-6511

インソムニア 赤坂 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-14 03-3568-3456

ザ・スクエアホテル銀座 〒104-0061　東京都中央区銀座2-11-6 03-3544-6811

ハタゴイン静岡吉田インター 〒427-0104 静岡県島田市井口869 0547-30-0111 

ランプライトブックスホテル名古屋 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-13-18 052-231-7011

ホテル・アンドルームス名古屋栄 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-6-8 052-959-3211

ホテル・アンドルームス名古屋伏見 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-8-28 052-218-3611

チサン イン 名古屋 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-12-8 052-452-3211

チサン イン 豊川インター 〒442-0801 愛知県豊川市上野2-22 0533-89-9611

ロワジールホテル 豊橋 〒441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141 0532-48-3131

雨庵 金沢 〒920-0918 石川県金沢市尾山町6-30 076-260-0111

チサン イン 福井 〒910-0836 福井県福井市大和田1-1504 0776-54-2611

ザ・スクエアホテル金沢 〒920-0917　石川県金沢市下堤町10 076-221-2611

ハタゴイン関西空港 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-85 072-458-9011

ホテル・アンドルームス新大阪 〒532-0004　大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-28 06-4807-5111

ホテル・アンドルームス大阪本町 〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-7-7 06-6479-2311

チサン イン 大阪ほんまち 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町2-3-8 06-6263-0911

チサン イン 姫路夢前橋 〒671-2214 兵庫県姫路市西夢前台3-5 079-267-7511

チサン ホテル 神戸 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-1 078-341-8111

チサン イン 倉敷水島 〒712-8044 岡山県倉敷市東塚1-9-1 086-455-5611

チサン ホテル 広島 〒730-0016 広島県広島市中区幟町14-7 082-511-1333

チサン グランド 高松 〒760-0048 香川県高松市福田町11-1 087-823-1111

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 0877-21-3711

チサン イン 宗像 〒811-3414 福岡県宗像市光岡992-1 0940-36-8211

チサン イン 鳥栖 〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘6-84 0942-82-3711

チサン イン 大村長崎空港 〒856-0828 長崎県大村市杭出津1-814 0957-52-1811

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2-16-1 096-370-2911

チサン イン 鹿児島谷山 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄5-10-1 099-201-3800

ベニキアカルトンホテル福岡天神 〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川1-14-15 092-522-4980 

ロワジ－ル スパタワー 那覇 〒900-0036 沖縄県那覇市西3-2-1 098-868-2222

ロワジールホテル 那覇 〒900-0036 沖縄県那覇市西3-2-1 098-868-2222

ロワジール リビングスイーツ 瀬良垣 〒904-0404 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4 098-982-3811

韓国 チサン ホテル ソウル明洞 〒04559 ソウル特別市中区昌慶宮路20 +82-2-3782-9800
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【ソラーレポイントとは】 
 
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツの全ホテルでご
利用できるポイントサービスです。会員になると公式
サイトまたは公式アプリから予約宿泊した方にポイ
ントが付与されるます。入会金、年会費は無料で、宿
泊料金 100 円につき１ポイントが付与されます。 
500 ポイントで宿泊料金より 500 円割引、3,000 ポイ
ントで 3,000 円のキャッシュバックがもらえます。  
https://www.solarehotels.com/point/ 

 
※韓国のチサン ホテル ソウル明洞はソラーレポイントの対象外です 
※記載情報は 2020 年 3 月現在のもので、対象ホテルやポイント制度は今後変更になる可能性があります。 

 
 
 
 
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社 
 
「インソムニア 赤坂」「雨庵 金沢」「ザ・スクエアホテル」「ホテル・アンドルームス」「ハタゴイ
ン」「ロワジール」「ロイヤルパインズホテル浦和」「チサン」などのホテルブランドを有し、国内
52 カ所、海外 1 カ所、7,488 室のホテル宿泊部門および売店部門・料飲部門・大浴場・スパの運営、
アセットマネジメント、フランチャイズ運営などの事業を展開しています。（2020 年 3 月現在） 
https://www.solarehotels.co.jp 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ】 

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社 
マーケティング本部 広報・PR  中野  

   
Mail：harue.nakano@solarehotels.com ／ TEL：03-6858-2330 

https://www.solarehotels.com/point/
https://www.solarehotels.co.jp/

