


ごあいさつ
ソレアリゾート＆カジノは 2013 年３月、マニラ・エンターテイメント・シティにフィリピンで初めての IR 型リゾートホテルとして
オープン致しました。以来、世界中から多くのお客様にお越しいただき心より感謝しております。

「ソレア」とはスペイン語で太陽を意味する「ソル」と英語で空気を意味する「エア」を合わせた造語です。
南国で最高のひと時をお過ごし頂きたいという思いを込めました。
私達の基本的な考え方に「Create Your Moment」があります。
お客様に優雅で贅沢な時間を過して頂くために最善を尽くし、お客様と共に最高の時間を共有することが私達の喜びです。
夕日を眺めながら南国の風にやさしく包まれる時間、上質なディナーをゆっくり楽しむ時間、日常から解き放たれたエキサイティング
な時間がここにはあります。
是非一度、ソレアの最高のおもてなしと南国の美しい夕日をご体感下さい。心よりお待ち申し上げております。
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極上の時間がここにある。
マニラ湾に沈む夕日を眺めていると日々の喧騒から離れ穏やかな時間を

感じることができます。

私達はひとりひとりのお客様に日常では体験できない優雅で心が満たさ

れる特別な時間をご提供したいと考えております。

ソレアでは専属のコンシェルジュがお客様のフライト、ご宿泊の手配や

送迎などを全てお手伝いいたします。

お客様に快適にお過ごし頂ける事が私達の喜びです。

スカイタワー
2014 年 11 月の拡張工事により、258,721 平方メートルの
スカイタワーが完成いたしました。
スカイタワーは 17 階建てのタワーホテルでスイートルーム（全
312 室）、レストラン、VIP エリアがございます。VIP エリア
には中国レストラン、ウイスキー＆シガーバー、ラウンジ等が
あり、エンターテインメント施設からすぐにアクセス可能です。
さらに、タワー内には、大規模シアター（1,760 席）、2,000
平方メートルの集会施設（8 つの集会場、2 つの会議室）とグ
ランドボールルームもございます。大駐車場は、3,000 台ま
で収容可能です。



極上のリゾートステイ
ソレアには合計 800 室の豪華な客室がございます。どこまでも続く南国の水平
線、洗練されたインテリア、開放的な空間。ソレアではヴィラ、デラックスルー
ム、スイートルームと全てのお客様のご要望にお応えできるようにタイプの異
なるお部屋をご用意致しました。チェアマンズヴィラとベイサイドヴィラの２
種類のヴィラには専用のプライベートプールも完備致しております。
美しいマニラ湾の夕日を眺めながら大切な方と贅沢なひと時をお過ごしくださ
い。広々としたエレガントな浴室は白を基調に大理石を使用したリッチなデザ
インです。ゆったりとしたバスタブ、シャワールーム、こだわりのアメニティー
も女性に人気です。時間を忘れくつろぎのバスタイムをどうぞ。
１日の終わりは、キングサイズのベッドでゆっくりとお休みください。ソレア
こだわりの上質なベッドが、お客様を素敵な夢の世界へと誘います。
ルームサービスは 24 時間お申し付けいただけます。全てのお部屋に高速イン
ターネットを備えております。
また、NHK をはじめ様々な海外番組をお楽しみいただけます。

基本設備
・無料高速インターネットアクセス
・セーフティボックス
  （ノートパソコン収容可能）
・大画面テレビ　71 チャンネル
・国際直通電話、ボイスメール（伝言）
・ミニバー

・iPod 充電ステーション
  （アラーム時計付）
・コーヒー、紅茶　
・ワークステーション
・バスタブ、シャワー室完備
・デジタル体重計（浴室）

客室グレード
Chairman’s Villa & Villa 1 チェアマンズビラ＆ビラ 1

Bayside Villa 2 &3 ベイサイドビラ 2&3

Chairman’s Suite チェアマンズスイート
Presidential Suite プレジデンシャルスイート
Grand Suite 3 グランドスイート 3

Grand Suite 2 グランドスイート 2  

Grand Suite 1 グランドスイート 1 

Prestige Suite プレスティージスイート　
Premiere Suite　プレミアムスイート
Sky Studio スカイスタジオ
Grand Deluxe Rooms グランドデラックスルーム
Deluxe Rooms デラックスルーム

2 室
2 室
1 室
2 室
7 室
2 室

14 室
8 室

26 室
280 室

50 室
398 室

936㎡
524 - 559㎡

395㎡
395㎡
188㎡
165㎡
158㎡
124㎡

87 - 94㎡
65㎡

52 - 57㎡
43㎡



【ヴィラ共通設備】
・ラウンジ、エンターテインメントエリア
・カラオケ完備
・マニラ湾が一望できるビューデッキ
・プライベートプール
・マッサージ＆フットネスルーム
・パッティンググリーン
・コントロールシステム（カーテン、ライト、TV）
・iPod コントロール設備付エンターテンメントルーム
・iPod 充電ステーション（アラーム時計付）
・浴室：ジャグジーバスタブ、シャワー室、TV 完備
・ウォークインクローゼット
・24 時間対応の執事サービス、シェフサービス
・プライベートパントレー（食品庫）

ラグジュアリーなビラは、マニラ湾のパノラマビューを一望できる最高の客室です。
高級インテリアと家具完備のビラには、プライベートプール、独立したリビング、
ダイニングがございます。

・デラックスベッドルーム　2 室　
　モダンな家具装飾を取り揃えた、優雅でクラッシックな雰囲気の客室
・会議室（書斎付き）

Chairman’s Villa & Villa 1

・ベッドルーム　1 室　
　マニラ湾の絶景が一望できる豪華な客室。

Bayside Villa 2 &3



【スイート共通設備】
・ゆったりとくつろげるリビング、ダイニング
・コントロールシステム（カーテン、ライト、TV）
・エグゼクティブライティングデスク
・ipod 充電ステーション（アラーム時計付）
・浴室：シャワー室完備、TV 完備
・ウォークインクローゼット

各スイートルームは、マニラ湾の絶景が一望できるリビングルームとダイニ
ングルーム付きです。フィリピン芸術家の絵画、芸術品の装飾がございます。

【チェアマンズスイート専用設備】
・ハイクラスのお客様のための優雅な客室と最高のサービス
・iPod コントロール設備付エンターテンメントルーム
・マニラ湾が一望できるビューデッキ
・プライベートパントレー（食品庫）

スカイタワー最上階に位置するこの部屋は、王室の宝石のように最高級の
豪華さを誇ります。広々とした空間で癒しの時間をお過ごしください。

【プレジデンシャルスイート専用設備】
・iPod コントロール設備付エンターテンメントルーム
・プライベートパントレー（食品庫）

特別なお客様のために、ソレアブランドの優雅で洗練されたフィリピンの
おもてなしをご体感ください。豪華で快適なご宿泊をご提供致します。

【グランドスイート専用設備】
・iPod コントロール設備付エンターテンメントルーム
・プライベートパントレー（食品庫）

ご家族や友人達とのひと時を過ごす優雅な空間をご提供致します。
独立したリビングとダイニングで、快適にゆったりとくつろげます。

【プレスティージスイート専用設備】
・プライベートパントレー（食品庫）

プレスティージスイートが安らぎの場所をご提供致します。思い出に残る
優雅なひと時をお過ごしください。

【プレミアスイート専用設備】
・床から天井までのワイドビュー（ガラス窓）
  部屋からマニラ市街やマニラ湾が一望できます。

高級家具を取り揃えた大理石の空間でリラックスしたひと時をお過ごしくだ
さい。素晴らしい景観もお楽しみいただけます。



【スカイスタジオ設備】
・リビング
・コントロールシステム（カーテン、ライト、TV）
・iPod 充電ステーション（アラーム時計付）
・浴室：シャワー室完備、バスタブ
・ウォークインクローゼット

国際色豊かなインテリアとローカルな雰囲気を併せ持った贅沢で洗
練された客室です。
広々とした 65㎡の室内の（ハイセンスな色調や）デザインは注目
を集めています。

【デラックスルーム＆グランドデラックス設備】
・国内最大の広さを誇るデラックスルーム。
・優雅で設備の整った客室
　装飾やカーペットの色調などが斬新なスタイルの創造的な空間です。

・iPod 充電ステーション（アラーム時計付）
・浴室：シャワー室完備、バスタブ

全室とも日光が降り注ぎ、床から天井までガラスパネルが設置され
ております。お部屋からマニラ市街やマニラ湾を覗くことができま
す。最新のデザイン設計、家具を完備しており、装飾品としてフィ
リピン芸術家の絵画が飾られています。



ヤクミ
日本各地から取り寄せた旬の食材を使用した、寿司・刺身・煮物・焼き物など秀逸な匠の味をご堪能いただけます。
日本酒も数多く取り揃えておりますのでお料理に合わせた銘酒をご一緒にお楽しみください。

ストリップ
厳選された最高品質のニューヨークストリップサーロインや和牛のステーキを絶妙な焼き加減でご提供致します。
特別にセレクトされた 3000 本のワインの中からお好みのワインも併せてご堪能いただけます。

レッドランタン
香港、シンガポール、マレーシアなどアジア各地から食材を取り寄せ、北京ダック・鮑のオイスターソース炒めなど贅を尽く
した本格広東料理をお楽しみいただけます。昼食には飲茶など幅広いメニューをご用意しております。

フレッシュ / ラッキーヌードル / フードコート
『フレッシュ』では日本、韓国、フィリピン、中国、西洋のバラエティに富んだ料理や新鮮なフルー
ツ＆デザートをビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。アジアの美味しいエスニック料
理を気軽に味わいたいなら『ラッキーヌードル』がおすすめです。『フードコート』はパンやマフィ
ン等の軽食やラーメンなど個性的な 6 ジャンルのお食事をお手頃な価格でご提供しております。

フィネストラ
本格的な手打ちパスタや伝統的なピザなど見た目も美しい色鮮やかなイタリア料理をご提供致します。個室とテラス席
でもお食事をお楽しみいただけます。マニラベイの景色と共に極上のディナーをご堪能下さい。



ウォーターサイドレストバー
カジュアルな雰囲気のレストランバーです。一日中いつでも飲食できます。ラテンアメリカと地中海料理のコンビネー
ション料理をはじめ、夕日が望めるマニラの雰囲気漂うバーではタパス（スペイン料理の前菜）、カクテルなどを深夜
までお楽しみいただけます。

オアシスガーデンカフェ
緑に囲まれ落ち着いた雰囲気の店内で滝を眺めながらコーヒーや軽食、朝食、ビジネスランチなどをお楽しみいただけ
ます。夜は大切な方と一緒に星の下での食事をお楽しみください。時折流れるピアノの演奏がより一層ロマンチックな
ムードを引き立てます。

ソレアにはリーズナブルな価格でお食事ができるフードコート、魅力的なカクテルや各種アルコールが楽しめる
バー、世界各地から仕入れた旬の食材と世界トップクラスのシェフたちがご提供するファインダイニングなど個
性豊かな 4 つの看板レストランを含む 11 のダイニングの中からお客様の好みに合わせてお選びいただけます。
スタイリッシュなインテリアに包まれたレストランでは、無数の絶品料理をご用意しております。537 種類の
ワイン、オリジナルスペシャルカクテルなど多種多様のドリンクも一緒にご堪能ください。

バー & エンターテイメント
『エクリプス』では一流のバーテンダーがサーブするカクテルと専属のバンド &DJ による生演奏をお楽しみいただけま
す。著名なエンターテイナーによるショーなども時折開催されます。心ときめく、極上のナイトエンターテイメントを
存分にご満喫ください。ゆったりとお酒や楽しみたいお客様は『ドラゴン・バー』がおすすめです。カクテル・ワイン・
ビールなどの様々なお酒と軽食をご用意しております。



ザ・シアター
すべての妥協を排し創られた『ザ・シアター』は、時代の

先端を行く公演の場です。1,760 の客席を有するザ・シア

ターが誇る第一級の設計と仕様は、ラスベガスに本拠を置

くコヒーレントデザイン社の手によるもので、印象的な音

響や照明、それに特別にデザインされた客席シートによっ

て観客の皆さんに他では味わえない経験をご提供致します。

マニラの芸術とエンターティンメントに、新たな活力を吹

き込む『比類なき良質の空間』です。





カジノフロア・VIP ゲームサロン
2 フロアから成る広さ 18,500㎡のゲーミングスペースは、テーブルゲー
ム 300 台、スロット 1,400 台が設置されており、マカオやラスベガス
以上に革新的な最新機種を揃えております。ソレアは、VIP のお客様御
用達のプレミアムサロンとして位置づけられており、一般のお客様とハ
イリミットプレーヤーは、フロアが分かれています。屋外カジノのよう
な雰囲気で、多種にわたるゲーム（バカラ、ルーレット、ブラックジャッ
ク、ポントゥーン、クラップス、カリビアンスタッドポーカー、テキサ
スホールデムボーナス、カジノウォー、大小、マネーホイールなど）は、
バーとともに楽しむことができます。日常では味わえない興奮と感動を
ご体感下さい。







カラオケルーム
レーザー光線が飛び交う全 20 室の豪華カラオケルーム。各部屋
プライベートトイレ付。1 部屋あたり最小 3 名〜最大 30 名まで
お楽しみいただけます。豪華でエキサイティングなカラオケ空間
を存分にご堪能ください。



フィットネスジム＆サウナ
ストレッチや軽い運動をされたいお客様のためにトレーニングジムが
ございます。広く快適な空間にはランニング、バイク、ウエイトトレー
ニングなど本格的なマシンを数多く取り揃えております。サウナで汗
を流したいお客様にはドライサウナとスチームサウナもございます。
体調管理や気分転換など目的に合わせてお気軽にご利用ください。

プール ～幻想的なサンセット～
マニラ湾に隣接する南国ムード溢れるプレミアム・リゾート・プール
です。マニラの平均気温は２６～２７℃なので一年を通してご利用い
ただけます。スタイリッシュなビーチチェアから幻想的な夕日を眺め
ていると誰もがロマンティックな気分に包まれます。美しく神秘的な
時間は最高の思い出になるはずです。



スパ（エステ・マッサージ）・ヘアサロン＆ネイルサロン
経験豊富なセラピストがお客様を癒しの世界へご案内いたします。ボディースクラブ、ボディートリートメント、アロマテラピー、スウェーデン
式マッサージ、タイ古式マッサージなどお客様のお好みに合わせて自由に選べるメニューを取り揃えております。至福のひと時をご堪能ください。
ヘアサロン・ネイルサロンでは、美を追求するプロのスタッフが一流のスキルを駆使し、貴方をさらに魅力的にするお手伝いをいたします。



ボールルーム（宴会場）・ボードルーム（会議室）
ソレアには、2,000 平方メートルの集会施設（8 つの集会場、2 つの会議室）
とグランドボールルームがございます。華やかで気品のあるインテリアと
開放感あふれる空間で豪華な食事つきの大宴会、ケータリングの提供も可
能です。パーティー、エンターテイメントショー、ウェディング、国際会
議等様々な用途に対応できる最大 1,300 人収容可能な多目的大型施設で
す。国際的に有名なエンターテナー・ショーも開催しております。
また、お車でお越しのお客様のために 3,000 台収容可能な大駐車場を完
備しております。



マスターゴルフ場建築家のトムウィルスコップ氏により設計
された当コースは、アジア最高峰の高級ゴルフクラブです。
2014 年 3 月には SOLAIRE CUP が開催されました。
自然の景観を活かしたクリークやバンカーの配置は世界中のプ
レーヤーを魅了し続けています。会員制少人数のプライバシー
を大切にした最高の環境で、ゴルフの醍醐味を存分に味わうこ
とが出来ます。

プライベートなゴルフコースです。ご利用希望の際は、事前に
ご予約下さい。

ザ・カントリー・クラブ
フィリピンズ

ソレアリゾート＆カジノがある『マニラエンターテインメント
シティー』は、マカオ、ラスベガス、シンガポールなどの統合
リゾートに匹敵する世界屈指の観光スポットの 1 つです。
周辺にはフィリピン最大級の SM モール、レジャーや歴史的観
光スポットのリザルパーク、スペイン時代の塀で囲われたマニ
ラ最古の地区イントラムス遺跡も近くにあります。ビジネスの
中枢であるマカティやボニファシオにも比較的近く、ニノイ・
アキノ国際空港から車で約 10 分と好アクセスアでビジネスに
も便利な場所に位置しております。

【空港からのアクセス】
国際ターミナル 1　　　　　　4km 車で 35 分
国際ターミナル 2&3　　　　 6km 車で 35 - 45 分
ターミナル 4　　　　　　　3.5km 車で 20 分

【周辺情報】
モールオブアジア　　　　　       　 1km        車で 5 分
SMX コンベンションセンター　  　 1km　     車で 5 分
ワールドトレードセンター　　 　 2.5km　   車で 10 分
フィリピン国際会議場　　　  　　　4km　　車で 10 分
フィリピン文化センター　　　　  4.5km　   車で 10 分
マニラ海洋公園　　　　　　　  　7.5km　   車で 20 分
リザルパーク　　　　　　　 　 　　8km　　車で 20 分
国際博物館　　　　　　　　 　 　　8km　　車で 25 分
インストラムロス　　　　　 　 　　9km　　車で 25 分
チャイナタウン　　　　　　  　　 10km　   車で 30 分
マカティビジネス地区　　　  　　　6km　　車で 30 分




