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国 名 都市名 DX STSP

各ホテルタイプの事情について

ご
注
意

＊ホテルグレードの区分は、現地手配会社、JTB旅物語が信頼のおける外部の格付け資料
に基づき、また長年の経験を通じて、ご参加いただいた数多くのお客様の評価と添乗員の
評価などを参考に旅物語独自のグレード分けを行っています。
＊DX、SP、STのグレードは、高い順に次のとおりとなります。
  DX（デラックス）→SP（スーペリア）→ST（スタンダード）
＊原則として各コースごとに表示したホテルまたは同グレードのホテルをご用意しますが、場合
によっては表示されたグレードよりも高いグレードのホテルとなることもあります。

＊下記リストに記載のない都市名、およびホテル名については、各コースページをご覧ください。
〈宿泊ホテルの改装工事について〉
　ホテルでは予告なくホテルの改装を行うことがあり、改装中であってもホテルは通常通り営業
することが多くありますので予めご了承ください。
＊部屋のタイプは異なる場合がありますので予めご了承ください。
〈ヨーロッパのホテル事情について〉
　ヨーロッパのホテルは、クラシックなヨーロピアンスタイルとモダンなアメリカンスタイルの2つの
タイプのホテルに大別されます。ともに他地域に比べ一般的に部屋が狭くなりますのでご了承
ください。特に1人部屋（シングルルーム）は2人部屋（ツインルームまたはダブルルーム）に比べ
手狭になる場合があります。
　ヨーロピアンスタイルのホテルは、多くが市中心に位置するため観光に便利な反面、建物が
古いため必ずしも機能的ではない面があります。部屋にテレビ・ミニバー・ドライヤー・スリッパな
どがなかったり、蛇口のしまりが悪かったり、風呂の水はけが悪いこともございます。また、建物
の構造上、部屋の広さや調度品等も画一ではありません。湿度が低く夏でも一般的に過ごし
やすいヨーロッパでは、高いグレードのホテルでもクーラーがない場合があります。また、ホテル
によっては浴槽のないシャワーのみのお部屋となる場合があります。
　アメリカンスタイルのホテルは建物も比較的新しく、機能的な反面、ヨーロッパらしい雰囲気に
欠けることもあります。また市中心に高層ビルの建てられない場合が多いため、多少離れた場
所になることがあります。

＊ホテルの名称は、ホテル側の都合により変更となる場合があります。また、各ホテルの
設備も改装などにより変更になる場合があります。
＊ホテル名の後の（　）内は空港等、所在地（一部、地域内の都市名）を表記しています。
＊DX、SP、STのホテルグレードは、当該都市（地域）内での評価となります。そのため、同じグレ
ードのホテルでも他の都市（地域）と設備・サービスが必ずしも同等ではありません。
＊国または都市によってはボイラー容量は全てのお客様がバスタブ（浴槽）を使うことを想定して
いない場合もあり、一時的にお湯が出にくくなることもあります。

■ヨーロッパ

シャワーのみのお部屋となった場合も旅程保証による変更補償金のお支払いはいたしません。

（注）バスタブなしのシャワーのみのお部屋となります。
 歴史的背景等、現地習慣等の事情によりシャワーだけのお部屋が基本となりますが、浴槽付きの
 お部屋があるホテルについては、より多くのバスタブ（浴槽）付きを確保するよう努力いたします。

アイス
ランド

ダブリン ＊インターコンチネンタル・ダブリン
＊ウェスティン　＊ウェストベリー
＊コンラッド　
＊ザ・マーカー 
＊シェルボーン　＊ディラン
＊フィッツウィリアムス　　
＊メリオン
＊ラディソンBluセントヘレンズ

＊アカデミー・プラザ　＊アシュリングホテル・ダブリン　
＊オカラガーン・アレキサンダー　
＊オカラガーン・スティーブンス・グリーン
＊オカラガーン・ダベンポート　
＊カールトン・エアポート（空港）
＊カールトン・ブランチャーズタウン　＊カムデン・コート　
＊ギブソン・ホテル　＊キャッスルノック　
＊キングスウッドホテルシティウエスト
＊クライトンホテル・ダブリンエアポート（空港）　
＊クラウン・プラザ　＊クラウンプラザ・ブランチャーズタウン
＊グラフトン・キャピタル　＊クレイトン・カーディフ・レーン
＊クレイトン・ホテル・ボールズブリッジ　
＊クレイトン・リフィー・バレー　
＊クレイトンホテル・カーディフレーン
＊クレイトンホテル・バーリントンロード
＊クレイトンホテル・レパーズタウン　＊グレート・サザン
＊グレシャム　＊グレンロイヤル・ホテル＆レジャークラブ
＊クローク・パーク　＊クロンターフ・キャッスル　
＊シティウエスト・ホテル　＊シティ・ノース　
＊スティローガン・パーク　＊ステファンズ・グリーン
＊スペンサー・ホテル　＊タロート　＊タワー　＊タワーズ　
＊ダンボイン・キャッスル　＊トリニティ・キャピタル　
＊バーバーズタウンキャッスル　
＊ハーバート・パーク　＊ヒルトン 
＊ヒルトン・エアポート（空港）　＊ヒルトン・キルメイナム 
＊ピロ・アッシュボーン　＊フィッツパトリックキャッスル　
＊フィンスタウンキャッスルホテル　＊プラザホテル　
＊ブルックス　＊ホリデイ・イン・エキスプレス（空港）　
＊マルドロン・ホテル・ダブリン・エアポート（空港）
＊メトロホテルダブリン・エアポート（空港）　＊モーガン　
＊モリソン・ダブリン・ダブルツリー・バイ・ヒルトン
＊モン・クレア・オキャラハン　
＊ラディソンBlu・エアポート（空港）　
＊ラディソンBlu・ロイヤル・ダブリン　
＊ルイ・フィッツジェラルド　＊レッド・カウ・モーラン　

＊アーリントン　＊アーリントン・テンプル・バー　
＊アスペック・パークウエスト　＊アバリー・コート　
＊アルドモア　＊カッシディス　＊キャッスル・ホテル
＊クオリティ　＊グランド・カナル　＊グリーン・アイル　　
＊コンフォート・イン・スミスフィールド　＊シティ・ノース
＊ジュリーズ・イン・クライストチャーチ
＊ジュリーズ・イン・パーネル・ストリート　
＊ジョージ・フレデリック・へンデル　＊セントラル
＊タラ・タワーズ　＊テンプル・バー　＊ドゥルリー・コート　
＊ノース・スター　＊パーネルスクエア　＊パーラメント　
＊ビューリーズ・レオパーズタウン
＊ヒルトン・ガーデン・イン・カスタム・ハウス　＊ブルームス　
＊ベストウェスタン・シェルドンパーク　
＊ベストウェスタン・スカイロン　
＊ベストウェスタン・ロイヤル　
＊ベルベデーレ　＊ボールブリッジ
＊マケニフ・スカイロン
＊マルドロン・タラト
＊マルドロンホテルパースストリート
＊マルドロン・ニューランド・クロス
＊メスピル　＊モント・ハーバート　
＊モントローズ　＊リージェンシー　
＊リージェンシー・エアポート (空港）　＊リーソン　
＊ルッセル・コート　＊ロイヤル・マリーン

ゴルウェー ＊G ホテル ゴールウェイ
＊グレンロー・アビー

＊アーデロン　＊ウェストウッド・ハウス　＊オランモア・ロッジ
＊クリボウン　＊クレイトン ホテル 
＊クレイトン・ホテル・ゴールウェイソルトヒル
＊コートヤード・バイ・マリオット　＊コネマラ・コースト　
＊ゴルウェイ・ハーバー　＊ゴルウェイ・ベイ　
＊ザ・ガルモントホテル・アンド・スパ　＊パーク ハウス ホテル
＊ハウス　＊マルドロン・ホテル・オランモア
＊マルドロン・ホテル・サンディーロード
＊メイリック　＊メンロー・パーク　

＊インペリアル　＊ウォーター・フロント　
＊オイスターホテル　＊クレアゴールウエイ
＊ゴールウェイ　＊ゴールウェイオイスター　
＊コネマラ・ゲートウェイ　
＊コリブ・ベイ・コンファレンスセンター　＊ザ・コノート
＊ジュリーズ・イン　＊トラベルロッジ
＊ビクトリア　＊フラネリーズ・ゴルウェー　＊マルドロン　

キラーニー ＊アガドー ハイツホテル
＊ザ ダンロー
＊ホテル ヨーロッパ
＊マックロス・パーク・ホテル・アンド・スパ

＊カハナンハウス　＊キラーニー・アヴェニュー　
＊キラーニーパーク　＊キラーニープラザホテル＆スパ
＊キラーニー タワーズ ホテル　＊ザ ブレホン ホテル
＊ザ マルトン ホテル　＊ザハイツホテルキラーニー
＊スコッツ　＊ドロムホール　＊ランドルズ・コート　＊レイク

＊キャッスルロッセホテル　＊キラーニー　
＊キラーニー・オークス・ホテル　＊キラーニー・コート　
＊グレンイーグルズ ホテル　　
＊ベストウェスタン・エビストン・ハウス　＊ホリデイ・イン
＊ホリデイ・イン・キラーニー

アイル
ランド

アスローン ＊シェラトン・アスローン　＊プリンス･オブ・ウェールズ・ホテル
＊ホッドソン・ベイ・ホテル　＊ラディソンBlu・アスローン

＊アスローン・スプリングス　＊クレッガン・コート・ホテル
＊シャムロック・ロッジ・ホテル

レイキャビク ＊アイスランドエアー・ナチュラ
＊アイスランドエアー・マリーナ　＊アポテック　＊アルダ　
＊グランド　＊センターホテル・アーナルフォル
＊センターホテル・ミッドガルド　＊セントラム　
＊ヒルトン・ノルディカ　＊フォスホテル・レイキャビック　
＊ホテル・アイランド　＊ボルグ　＊ラディソンBlu・1919　
＊ラディソンBlu・サガ

＊キャビン　＊ストーム　＊スマリ　＊センターホテル・プラザ
＊フォスホテル・バロン　＊フォスホテル・ラウダラ　
＊フォスホテル・リンド　＊レイキャビックライツ

スライゴー ＊キャッスル・ダルガン・ホテル　＊クラリオン　
＊クロムレック・ロッジ・カントリー・ハウス　
＊ザ・グラスハウス　＊スライゴー・パーク・レジャー・クラブ
＊ダイヤモンド・コースト　＊ピアー・ヘッド　＊ラディソンBlu

＊イエーツ・カントリー・ホテル＆スパ　＊サザン　
＊スライゴ・シティ・ホテル

リムリック ＊サボイ ＊キャッスルトロイパーク　＊キルマリー・ロッジ
＊クラリオン　＊ザ・ジョージ　＊ストランド
＊ダンレブン・アームズ　＊パトリック・パンチズ
＊ラディソンBlu・リムリック

＊グリーンヒルズ　＊ザ・ピアー　＊サウスコート　
＊シティー　＊ツー・マイル・イン
＊トラベルロッジ・エニス・ロード
＊トラベルロッジ・キャッスルトロイ
＊ベストウェスタン・ペリーズ　＊マルドロン

ロンドンデリー ＊マルドロンホテルデリー　＊ロー・パーク ＊トラベルロッジ・デリー

ケフラビーク ＊ゲオ　＊ケフラビーク　＊ノーザンライト・イン(郊外)
＊パークインバイラディソン・ケフラビーク　

クベラゲルジ ＊エルドヘスタル　＊ホテル・オルク

アゼルバ
イジャン

ガバラ ＊カフカススポート　＊カフカストゥファンダグ
＊カフカスリゾート　＊カフカスリバーサイド

＊ガバラエージゴゼル　＊カバラカフカスシティホテル　
＊ガバラホテル　＊ガバラホテルカフカスキャラバンサライ

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP

エジンバラ ＊インターコンチネンタル・エジンバラ・
  ザ・ジョージ
＊ウォルドルフ・アストリア・ザ・カレドニアン 
＊ザスコッツマン
＊シェラトン・グランド・ホテル＆スパ
＊バルモラル
＊ラディソン・コレクション・ロイヤルマイル

＊アパートホテル・アダージョ・エジンバラ・ロイヤル・マイル
＊アペックス・ウォータールー・プレイス　
＊アペックス・グラスマーケット　＊アペックス・シティ　
＊アペックス・ハイマーケット
＊エアース・キャッスルホテル＆スパ
＊エジンバラ・ウエスト・エンド　
＊キンプトン・シャーロット・スクエア
＊クラウンプラザ・ロイヤルテラス　
＊コートヤード・バイ・マリオット・エディンバラ
＊コートヤード・バイ・マリオット・エディンバラ・ウエスト
＊コートヤード・バイ・マリオット・シティ・センター
＊ジュリーズ・イン　
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・クイーンズフェリー
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・シティー・センター
＊ダブルツリーバイヒルトン エジンバラ エアポート（空港）
＊ダルマホイ・ホテル＆カントリークラブ
＊ノートン・ハウス・ホテル＆スパ
＊ノボテル・エジンバラ・センター　＊ノボテル・パーク　
＊ピーブルズ・ハイドロ・ホテル
＊ヒルトン エジンバラ グロブナー 　
＊ヒルトン・エジンバラ・カールトン　＊ホリデイ・イン
＊マクドナルド・インチラグランジェ
＊マクドナルド・ヒューストンハウス（空港）
＊マクドナルド・ホリールード・ホテル・エジンバラ　
＊マクドナルド・マリーン・ホテル・アンド・スパ
＊マクドナルドカードロナ　＊マリオット　
＊メルヴィル・キャッスル　＊メルキュール・ヘイマーケット　
＊ラディソンBlu・ホテル　
＊レオナルド・ホテル・シティセンター　＊レジデンス

＊イビス・スタイルズ・センター・セントアンドリュース・スクエア
＊イビス・センター・サウスブリッジ
＊イビス・センター・ロイヤルマイル
＊イビス・バジェット・エジンバラパーク
＊エクスプレス・バイ・ホリデイ・イン・シティ・センター
＊エラズリ－・ハウス　＊オールド ウェイブリー　
＊キングス・マナー　＊フォース・ブリッジ　
＊ブリタニア・エジンバラ
＊ベストウェスタン・ブレイド・ヒルズ　＊ヘラルド・ハウス　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ウォーター・フロント
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・エアポート（空港）
＊ホリデイ・イン・エジンバラ・シティ・ウエスト　
＊マリーフィールド　＊マルメゾン　
＊メルキュール・エジンバラ・シティ・プリンセス・ストリート
＊レオナルド・マレーフィールド

ドュレス ＊ホテルアドリアティック

フローレ ＊インターナショナル ＊ニューヨーク　＊パラダイス・ビーチ

フィエーリ ＊フィエーリ ＊インターナショナル

ベラート ＊オスミ　＊キャッスル・パーク　＊ゲガ　＊トモリ　
＊ベラグリタ　＊ホワイトシティー　＊マンガレミ　＊ムザカ

インバネス ＊カローデンハウスホテル ＊キングスミルズホテルインバネス
＊グレンドルイッドハウス　
＊マクドナルド・ドラモジー　＊ロイヤルハイランドホテル

＊エクスプレスバイホリデイ・イン
＊グルフビューホテルアネン　＊クレイグモニーホテル
＊グレンモア　＊コランバ　＊ジュリーズ・イン・インバネス
＊パレスホテル　＊ペンタホテルインバネス
＊メルキュールインバネスホテル　
＊ロッホネスロッジホテル

イーストブライド ＊ラマダ・イースト・キルブライド

ウィガン ＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ウィガン
＊メルキュール・ウィガン・オーク

アバディーン ＊アバディーン・マリオット　＊コプソーン・ホテル・アバディーン
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・アバディーン・シティセンター
＊ダブルツリーバイヒルトンツリートップ
＊ヒルトン・ガーデン・イン・アバディーン・シティセンター
＊ホリデイ・イン・アバディーン・ウエスト
＊メルキュール・アードイ・ハウス

＊アバディーン・ダグラス
＊ジュリーズ・イン
＊ブリタニア　＊ホールマーク・アバディーン・エアポート

アヴィモア ＊ザ・コイラムブリッジ・ホテル　＊マクドナルド・アヴィモア　
＊マクドナルド・ハイランド　＊マクドナルド・モーリッシュ　

イギリス
（英国）

ジロカストラ ＊キャユピ

ティラナ ＊プラザ
＊マック・アルバニア・ホテル
＊ログナーユーロパーク　

＊ジエコ・インペリアル　＊スカイ
＊ティラナインターナショナル　＊ドーロシティ　
＊ヒルトン・ガーデン・イン・ティラナ　＊モンディアル
＊ラ・ボエム

＊エアポート（空港）　＊シャトーリンザ　＊ジョリー　
＊テステラ　＊ノーベル　＊ブティックパトリシア　

アルバニア サランダ ＊サランダインターナショナル　＊ドュラク
＊ブトリニティ　＊ブルースカイ

＊エルピス　＊オアシス　＊カオニア　＊グランド　＊バハマ
＊パルマ　＊ブライアント　＊ポルトエダ　＊メディテラネ
＊リヴィア

アルメニア エレバン ＊アルメニアマリオットホテルエレバン
＊アレクサンダーラグジュアリー
  コレクション
＊グランドホテルエレバン
＊ナショナル
＊ラディソンBlu・ホテル・エレバン

＊アヴィアトランス　＊アニプラザ　
＊オペラスイートホテル　＊ダブルツリーバイヒルトン
＊ダブルツリーバイヒルトン　＊ハイアットプレイス
＊ハラズダン　＊パリス　＊ベストウェスタン・コングレス　
＊ボモ ナイリ　＊メジャー53　＊メトロポール　
＊リパブリカ

＊14フロアー　＊アルメニアンロイヤルパレス
＊アルメニアンロイヤルプラザ　＊イビス
＊インペリアルパレス　＊エレブニ
＊ダイヤモンドハウス　＊ボノナイリホテル
＊ホリディエクスプレス　＊ミノテルバルサムスイーツ　
＊ヨーロッパ　＊レジネ

バクー ＊JWマリオット　＊アトロパット
＊アンバサダー
＊インツーリストオートグラフコレクション
＊サフィアシティー
＊シェラトンエアポート（空港）
＊ディナモ　＊ハイアットリージェンシー
＊ヒルトン　＊フォーシーズン
＊フェアモント　＊ブルバードホテル　
＊プルマン

＊アジコット　＊ウインターパーク　
＊カフカスバクーサヒル　＊カフガスバクーシティ　
＊サファィアイン　＊サンライズ　＊セントラルパーク　
＊ディバンエクスプレス　＊ニューバクー　＊パークイン
＊プレミア　＊ホリデイ・イン

＊カフカスパークシティ
＊カラットイン
＊クラウン
＊シーポート　
＊ディプロマット
＊リグス
＊ロイヤルガーデン

アゼルバ
イジャン

グラスゴー ＊ヒルトン ＊エイペックスシティオブグラスゴーホテル
＊クラウン・プラザ　＊グランドセントラル　
＊グレドッチスパ＆ゴルフ　
＊ゴーグラスゴー・アーバンホテル
＊コートヤード・バイ・マリオット・グラスゴーエアポート（空港）
＊ゴールデン・ジュビリー・ホテル
＊ジュリーズインヒルトングロブナー　
＊ダコタ・ホテル・グラスゴー　
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・グラスゴー・ウエスターウッド
  スパ＆ゴルフリゾート
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・グラスゴー・セントラル
＊パークイングラスゴー　＊パークランズ・カントリークラブ

＊アースキンブリッジ　＊アースキンブリッジホテル＆スパ　
＊アレクサンダー・トムソン
＊イビス・グラスゴー・シティセンター　＊カンパニール
＊クオリティ・セントラル　＊クロウッド・ハウス
＊コートヤード・バイ・マリオット・グラスゴー・エアポート（空港）
＊コールス　＊コスモポリタン　＊ザ・プレミア・トラベル・イン
＊ダブルツリーバイヒルトン・ストラスクライド・ホテル
＊ノボテル　＊ノルマンディー　＊パティオ　＊ブキャナン　
＊ホリデイ・イン・イースト・キルブライド
＊ホリデイ・イン・エアポート（空港）　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・グラスゴー・シアターランド
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・シティセンター・リバーサイド

カンタベリー ＊ザ アボード カンタベリーホテル ＊アボッツバートン　＊カンタベリー　＊スラッターズ
＊スワローチョーザー　＊フォルスタッフホテル
＊ホリデイ・イン・エクスプレス カンタベリー

オースター ＊キングス・コート

オックスフォード ＊コートヤード・バイ・マリオット・オックスフォード・サウス

カナーヴォン ＊サイアント・マナー　＊セルティック・ロイヤル

シェキ ＊マーハル ＊イサム　＊シェキサライ　＊シェキパレス ＊キャラバンサライ
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国 名 都市名 DX STSP
イギリス
（英国）

コッツウォルズ
地方

〈カッスル･クーム〉
＊マナー・ハウス
〈ブロード ウェイ〉
＊リゴン・アームズ・ホテル
〈チェルトナム〉
＊グリーンウェイ
＊エレンバラ・パーク

〈アッパースローター〉
＊ローズ・オブ・マナー
〈アップトン・セント・レオナルズ〉
＊ハットンコート
〈ウィトニー〉
＊オールド・スワン・アンド・ミンスタ・ミル
〈グロスター〉
＊ハザリーマナー　＊ホリデイ・イン・グロスター　
＊ホールマークホテルグロスター
＊メルキュール・グロースター・ボーデン・ホール
〈サイレンセスター〉
＊コッツウォルズ・ウォーターパーク・フォーピラーズ
〈サウス・サーニー〉
＊コッツウォルズ・ウォーター・パーク・フォー・ピラーズ・ホテル
〈スウィンドン〉
＊スタントンハウス
〈ストウ・オン・ザ・ウォルド〉
＊ウィックヒルハウス・ホテル・アンドスパ
＊グレイプヴァイン　＊ロビンソン・オン・ザ・ヒル
〈チェルトナム〉
＊クイーンズ・ホテル・チェルトナム・Mギャラリー・バイ・
  ソフィテル
＊ジュリーズ・イン・チェルトナム　＊チェルトナム・チェイス　
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・チェルトナム
〈チッピング・カムデン〉
＊コッツウォルズ・ハウス　＊チャリング・ワース・マナー
＊ノエル・アームズ
〈チッピング・ノートン〉
＊ヘイスロップ・パーク・リゾート
〈テュークスベリー〉
＊テュークスベリー・パーク・ホテル・ゴルフ・アンド・カントリー
  クラブ
＊ヒルトン・バックラップ・ホール
〈テットベリー〉
＊カルコットマナー　＊ヘアーアンズハウンズ
〈ボートン・オン・ザ・ウォーター〉
＊ダイヤルハウス
〈バイブリー〉
＊バイブリーコート
〈ブロードウェイ〉
＊ザ・フィッシュホテル　＊ドーミーハウス　
＊ブックランド・マナー
〈モートン・イン・マシュ〉
＊マナー・ハウス
〈ローワースローター〉
＊ウォッシュボーン・コート　＊ローワー・スローター・マナー
〈ロッドバラ〉
＊ベアー・オブ・ロッドバラ

〈グロスター〉
＊イビス・グロースター　＊セントラル・ホテル
＊ニューカントリー　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・グロースター
〈サイレンセスター〉
＊フリース
〈ストウ・オン・ザ・ウォルド〉
＊ユニコーン
〈チェルトナム〉
＊カールトン　
＊ザ・ビッグ・スリープ・ホテル・チェルトナム　＊ジョージ　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・チェルトナム・タウン・センター
〈チッピング・カムデン〉
＊スリーウェイズ・ハウス　＊セイモアハウス
〈バイブリー〉
＊スワン
〈ブロードウェイ〉
＊ブロードウェイ

湖水地方 〈アンブルサイド〉
＊ウォーターヘッド　＊ラングデールホテル＆スパ
〈ウィンダミア〉
＊カンパニール　＊クラッグ・ウッド・カントリー・ハウス
＊ストアーズホール・オン・ザ・レイク　＊バーンサイド　
＊ハイドロ　＊ブリェリーウッド・カントリー・ハウス
＊ホールベック・ギル
＊マクドナルド・オールド・イングランド・スパ
＊メーウッド・カントリー・ハウス　＊ラングデール・チェイス　
＊リンデス・ハウ・カントリーハウス　＊レイクサイド　
＊ローウッド・ベイ　
＊ローラ・アシュレイ・ホテル・ザ・ベルスフィールド
＊ワイルド・ボア
〈ウルスウォーター〉
＊イン・オン・ザ・レイク　＊マクドナルド・リーミングハウス
〈グラスミア〉
＊ザ・ダッフォデイル　
＊マクドナルド・スワン　＊リーミングハウス　
＊ロセイ・ガーデン　＊ワーズワース
〈ケズウィック〉
＊アーマウェイト・ホール　＊カントリーハウス　
＊ライジック・ホール　＊ロドール・フォールズ　
〈ケンダル〉
＊カッスルグリーン
＊クルックランド　
〈ニュービーブリッジ〉
＊スワン　＊レイクサイド
〈バロー・イン・フォーネス〉
＊アビーハウス
〈バッセンウェイト〉
＊ベストウェスタン・プラス・キャッスルイン
〈ペンリス〉
＊ノース・レイクス
〈ランカスター〉
＊ホリデイ・イン・ランカスター　＊ランカスター・ハウス

〈アルバーストン〉
＊ニュービー・ブリッジ
〈アンブルサイド〉
＊レッド・ライオン
〈ウィンダミア〉
＊ダムソン・ディーン　＊ニュービ・ブリッジ・ホテル
＊ビーチヒル　
〈カーライル〉
＊イビス　＊クラウン・アンド・マイター　
＊プレミア・トラベル・イン
〈グラスミア〉
＊モス・グローブ　＊レッド・ライオン
〈グレンジオーバーサンズ〉
＊カンブリア・グランド　＊グレンジ
〈ケズウィック〉
＊クイーンズ　＊スキッドウ　＊ダーウエントウオーター
〈ケンダル〉
＊プレミア・イン　
＊リバーサイド
〈ニュービーブリッジ〉
＊ニュービ・ブリッジ・ホテル
＊ホワイトウォーター
〈ペンリス〉
＊シャプ・ウェルス　
〈ランカスター〉
＊ロイヤルキングスアームス

ケンブリッジ ＊オートグラフ・コレクション・ホテル
＊ケンブリッジ・シティ・ホテル
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ケンブリッジ
＊ベストウェスタン・プラス・ザ・ゴンヴィル・ホテル
＊ホリデイ・イン　＊ホールマーク・ホテル・ケンブリッジ

＊アランデル・ハウス
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ケンブリッジ
＊ラマダ・ケンブリッジ

グラスゴー ＊ヒルトン・ガーデン・イン　＊ホールマーク・アーバイン
＊ホールマーク・ホテル・グラスゴー
＊ホリデイ・イン・シアターランド
＊マクドナルド・クラザーランド・ハウス
＊マリオット　＊ミレニアム
＊メルキュール グラスゴー シティ ホテル　
＊ラディソンBlu

＊ホリデイ・イン・エクスプレスエアポート（空港）
＊ホリデイ・イン・グラスゴー・イーストキルブライド
＊ホリデイ・イン・シティ・ウエスト
＊ユーロホステル・グラスゴー　
＊レオナルド・イン・グラスゴー・ウエストエンド

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP
イギリス
（英国）

バーミンガム ＊キャッスルブロムウォッチインパーク・レジス
＊クラウン・プラザ・バーミンガム・シティ　＊コプソーン
＊コンファレンス・アストン　＊ノボテル・センター　
＊ノボテル・バーミンガム・エアポート（空港）
＊ハイアット・リージェンシー　
＊ハンプトン・バイ・ヒルトン・バーミンガム・ブロード・
  ストリート
＊パーク・レジス　＊ヒルトン・ガーデン・イン　
＊ヒルトン・ガーデン・イン・ブリンドリー・プレイス
＊ヒルトン・メトロポール　＊ブルック・マーストン・ファーム
＊ペンタホテル・バーミンガム
＊ホリデイ・イン・エアポート（空港）　＊ホリデイ・イン・シティ
＊ホリデイ・イン・Ｍ６　
＊ホールマーク・バーミンガム・シティ・ストラットハン
＊マクドナルド・バーリントン　＊マリオット　＊マルメゾン　
＊メンジーズ・スタウアーポー・マナー
＊ラ・トゥール・バーミンガム　＊ラディソンBlu
＊ラマダ・バーミンガム・ソリフル
＊ロイヤル・アンガス・ホテル

＊アーデン・ホテル・アンド・レジャー・クラブ　＊イビス・シティ
＊イビススタイルズ・バーミンガム・センター
＊カンパニール　＊キャッスル・ブロムウィチ・イン　
＊クオリティ　＊クラリオン　＊コブデン　＊ジュリーズ・イン
＊パーク・イン・ウエスト・ブロムウィッチ
＊パーク・イン・シティセンター　＊プラウ＆ハーロウ　
＊ブリタニア　＊プレミア・イン・シティ　
＊プレミア・イン・セントラル
＊プレミア・イン・セントラル・イースト
＊プレミア・イン・ブロードストリート　＊ポートランド
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・オールドベリーＭ５Ｊ２
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・サウス
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・シティ
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・スノーヒル　
＊ラマダ・オールドベリーM5J2
＊ラマダ・バーミンガム　
＊ロウトン

バース ＊ザ・ギューンスバラ
＊マクドナルド・バース・スパ
＊ラックナム・パーク
＊ロイヤル・クレッセント

＊アビー・ホテル
＊ザ・コンベグローブマナーホテル
＊チャールトン・ハウス　＊ヒルトン・シティ
＊フランシス・ホテル・バース・エムギャラリー・コレクション
＊ベイブルック・ハウス・ホテル　＊ホームウッドパーク

＊トラベロッジ・バース・ウォーターサイド　
＊プラッツ　
＊ベストウェスタン・リンブリーストーク
＊ホリデイ・イン・エクスプレス　
＊ランズダウン・グローブ　＊ロイヤル

ターボリー ＊マクドナルド・ポータル

チャーノック ＊デイズ・イン・チャーノック・リチャードーM6

テルフォード ＊メルキュールテルフォードマデリーコートホテル

ニューカッスル
アポンタイン

＊クラウンプラザーステフェンソン・クォーター
＊グランドホテル・ゴスフォース・パーク
＊メルキュール・ニューカッスル・ジョージ・ワシントン

＊ノボテル・ニューカッスル・エアポート（空港）
＊ホリデイ・イン・ワシントン
＊ラマダ・アンコール・ニューカッスル・ゲーツヘッド

ダンブレーン ＊ダブルツリー バイ ヒルトン ダンブレーン

チェスター ＊ザ･チェスター・グロブナー＆スパ ＊アボード・ホテル・チェスター　＊クラウン・プラザ　
＊クラブウォール・マナーホテル＆スパ
＊ダブルツリー・バイ･ヒルトン･チェスター
＊ブルック･モリントン･ベナストレ
＊ホールマーク・ホテル・チェスター・ザ・クイーン
＊マクドナルド・クラックストン・ウッド
＊マクドナルド・ニュー・ブロッサム　＊ロウトン・ホール

＊ウッドニー・ハウス　＊プルフォード・グロブナー
＊ホールマーク・イン・チェスター
＊ホリデイ・イン・チェスター・サウス　＊ミル
＊メルキュール・チェスター
＊メルキュール・チェスター・アボッツウェル

ニューカッスル
アンダーライム

＊ラマダ ＊プレミア・イン　＊ホリデイ・イン　

ノーザンプトン ＊ラッシュトン・ホール・ホテル・アンド・スパ

コンウィ ＊キィホテル・アンド・スパ ＊キャッスル

サザンプトン ＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・サザンプトン　
＊マクドナルド・ボトレー・パーク

＊ジュリーズ・イン・サザンプトン
＊ベストウェスタン・チルワース・マナー
＊ホリデイ・イン・サザンプトン

サンディウェイ ＊ナンスメア・ホール

スターリング ＊スターリング・ハイランド

ストックポート ＊ブラッドベリー・ホール

サンダーランド ＊ヒルトン・ガーデン・イン

スランディドノ ＊ボディス・ガレン・ホール ＊インペリアル　＊エンパイア　＊セントジョージズ
＊セントトゥドノ

＊グランド　＊ゴガースアビイ　＊メトロポール
＊リズボロ

ストークオン
トレント

＊ザ・マナー
＊ベストウェスタン・ストーク・オン・トレント・モートハウス
＊ベストウェスタン・マナーハウス

＊クオリティ　＊ザ・ジョージ　＊ノース・スタッフォード　
＊プレミア・イン　＊ホリデイ・イン・エクスプレス

ストラット
フォード
アポン
エイボン

＊エティントン・パーク
＊ビルスリー・マナー

＊エティントン・チェイス　＊クラウン・プラザ　＊ザ・アーデン
＊ザ・ストラットフォード　＊ストラットフォード・マナー　
＊ファルコン・ホテル
＊ホールマーク・ウェルコム・ホテル・スパ＆ゴルフクラブ
＊マクドナルド・アルベストン・マナー　
＊マクドナルド・スワンズ・ネスト　
＊メルキュール・ウォリックシャー・ウォルトン・ホール・
  ホテル＆スパ
＊メルキュール・シェイクスピア

＊キングスコート　
＊チャールコート・フェザント　
＊ベストウェスタン・グロブナー
＊ホワイト・スワン　　

コベントリー ＊コーンブアビーホテル　
＊ザ・チェイス・ホテル　
＊ダブルツリーバイヒルトン・コベントリー
＊ブリタニア・ホテル・コベントリー
＊ベストウェスタン・プラスマナーメリディン
＊マクドナルドアンスティーホール
＊メルキュール・ブランドン・ホールホテル
＊ラマダホテルアンドスイーツ

＊イビス・コベントリー・センター
＊クオリティホテルコベントリー
＊デイズ・ホテル・コベントリー　＊ノボテルコベントリー
＊ブリタニア・コベントリー・ヒル・ホテル
＊ブリタニア･ロイヤル・コート・ホテル
＊ベストウェスタン・プラス・ウィンドミル・ヴィレッジ・ホテル
＊ホリデイ・イン・コベントリーサウス
＊ホリデイ・イン・コベントリーM6J2

ブリストル ＊アズテックーア シャイヤ ホテル＆スパ
＊スワローロイヤル
＊ダブルツリーバイヒルトン・ブリストル・サウス・キャドベリー
  ハウス
＊ダブルツリーバイヒルトン・ブリストル・シティセンター
＊ダブルツリーバイヒルトン・ブリストル・ノース
＊ノボテル・ブリストル・センター　
＊ハンストリートハウスホテル　
＊ハンプトンバイヒルトン・ブリストル・エアポート（空港）
＊ハンプトンバイヒルトン・ブリストル・シティセンター
＊ヒルトン・ガーデンイン・ブリストル・シティセンター
＊ホリデイ・イン・シティセンター
＊ホリデイ・イン・フィルトン　＊マリオット・シティ・センター　
＊マリオット・ロイヤル　＊メルキュール・ブリストル・グランド
＊メルキュール・ブリストル・ノース・ザ・クレーンジ

＊イビス・ブリストル・テンプル・ミーズ
＊エイヴォン・ゴルグ
＊ハンプトン・バイ・ヒルトン・シティ・センター
＊ホリデイ・イン・エアポート（空港）
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ブリストル・シティセンター
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ブリストル・ノース
＊ラマダ・シティ
＊ランズタウン・グローブ

フォートウィリ
アム

＊インバーロッキーキャッスルホテル ＊インペリアルホテル
＊ネビスバンクイン

＊アレクサンドラホテル　＊アイル オブ グレンコー ホテル 
＊カレドニアンホテル
＊クルアチャン　＊バラチェリッシュ ホテル
＊ベンネビス＜ベンネビス地方＞　＊モーリングスホテル

バンベリー ＊メルキュール・バンベリー・ウェイトリー・ホール
フェアラム ＊ソレント・ホテル・アンド・スパ

ブラックバー
ン

＊メルキュールブラックバーンダンケルハルクホテル・
  アンドスパ
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国 名 都市名 DX STSP
イギリス
（英国）

ブライトン ＊オールド・シップ　＊ザ・グランド・ブライトン
＊ジュリーズ・イン・ブライトン・ウォーターフロント
＊ヒルトン・ブライトン・メトロポール
＊ホテル・デュ・ヴァン・アンドロビストロ・ブライトン
＊ホリデイ・イン・ブライトン・シーフロント　
＊マイ・ブライトン　＊メルキュール・ブライトン・シーフロント

＊イビス・ブライトン・シティー・センター　＊インペリアル
＊キングス・ホテル　＊クイーンズ・ホテル＆スパ　
＊ザ・コートランド・ホテル　＊ダドリー　＊ブライトン・ホテル
＊ブリタニア・スタディ・ホテル
＊ベストウェスタン・プリンスィズ・マリーン
＊ラングフォーズ・ホテル　＊ロイヤル・アルビオン・ホテル

プリマス ＊インペリアル・プリマス
＊ホリデイ・イン・プリマス　＊ボーリンドン・ホール＆スパ

＊イビス・プリマス　＊コプソーン・プリマス
＊ザ・ニュー・コンチネンタル　＊ジュリーズ・イン・プリマス
＊フューチャー・イン・プリマス
＊ベストウェスタン・デューク・オブ・コンウォール

ベルファスト ＊カローデン・エステート＆スパ　
＊フィッツウィリアム
＊マーチャントホテル

＊ウェリントン・パーク　＊オイローパ　＊クラウン・プラザ
＊グランド・セントラル・ベルファスト
＊クレイトンホテルベルファスト
＊ザ・パークアヴェニュー・ベルファスト　＊ジュリーズ・イン
＊ストーモント　＊タイタニック
＊ダナドリーホテル＆カントリークラブベルファスト
＊パークアベニュー　＊パークイン・ラディソンBlu　
＊パークプラザ・ベルファスト　
＊ハンプトン・バイ・ヒルトン・ベルファスト・シティ・センター
＊ヒルトン・ベルファスト
＊ヒルトン・ベルファスト・テンプルパトリック・ホテル・アンド・
  カントリー・クラブ
＊ホリデイ・イン・ベルファスト・シティ・センター
＊マーロンロッジ　
＊マルドロン・ベルファスト・インターナショナル・エアポート
  （空港）
＊マルドロン・ベルファスト・シティ　＊マルメゾン　
＊ヨーロッパ　＊ラディソンBlu　
＊ラマダ・バイ・ウィンダム・ベルファスト

＊アイビス・ベルファスト・シティ
＊イビス・ベルファスト・クイーンズ・クオーター
＊トラベロッジ・ベルファスト
＊バルモラル・ベルファスト
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ベルファスト・シティ・
  クイーンズ・クオーター

プレストン ＊ホリデイ・イン

ヘイドック ＊メルキュール・ヘイドック ＊イビススタイルズ・ヘイドック

ボニーリッグ ＊ダルハウジーキャッスル

ポーツマス ＊イビス・ポーツマス・センター　＊ガンウォーフ・キーズ
＊クイーンズ・ホテル・ポーツマス
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ノース
＊ホリデイ・イン・フェアハム・ソレント

マザーウェル ＊ダコタ・ユーロセントラル

マンチェスター ＊ザ ローリー ホテル
＊ラディソンBlu・エドゥーディアン

＊ACホテル・マンチェスター・サルフォード・キーズ
＊クラウン・プラザ・エアポート（空港）　
＊クラウンプラザ・シティセンター　＊コプソーン
＊ザ・ポートランド・ホテル　＊ザ・ミッドランドQホテルズ
＊ダブルツリー・バイヒルトン・マンチェスターホテル
＊ノボテルマンチェスターシティセンター 　
＊パークイン・バイ・ラディソン・マンチェスター・シティセンター
＊パレス　＊ヒルトン マンチェスター ディーンズゲート
＊ヒルトン・エアポート（空港）　
＊フットボールマンチェスター　＊ヘイドックパーク
＊ベストウエスタン・プラス・パインウッド・オン・ウィルムスロウ
＊ホールマークマンチェスターエアポート（空港）
＊ホリデイ・セントラル・パーク　
＊ホリデイ・イン・マンチェスター・シティセンター
＊ホリデイ・イン・マンチェスター・メディアシティ
＊マクドナルド マンチェスター
＊マリオット・ビクトリア＆アルバート　　
＊マリオット・ワーズリー・パークアンドカントリークラブ
＊マルメゾン　
＊マンチェスター・エアポート・マリオットホテル（空港）
＊メルキュールマンチェスター ピカデリーホテル
＊ラディソンBlu・マンチェスターエアポート（空港）
＊ルネサンス・マンチェスター・シティセンター・ホテル

＊ヴィクトリア　＊ウォターサイド　
＊エトロップ・グランジ・エアポート・イン・マンチェスター　
＊クレイトンホテルマンチェスター　＊サッシヤ　
＊ジュリーズ・イン　＊デイズ・ホテル・シティ　
＊ノボテル・ウエスト　＊ノボテル・センター　
＊ノボテル・マンチェスター・ウェスト　＊ブリタニア
＊ブリタニア ホテル ウィガン
＊ブリタニア ホテル ストックポート 
＊ブリタニア・エアポート（空港）
＊ブリタニア・カントリー・ハウス　
＊ブレッドベリー・ホール
＊プレミア・イン・シティー
＊プレミア・イン・セントラル
＊プレミア・イン・トラッフォードセンター・ウェスト
＊ホリデイ・イン・ウエスト
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・イースト
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・シティセンター・アリーナ
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ソルフォードキーズ
＊ホリデイ・イン・エクスプレスシティセンター・オックス
  フォードロード
＊ホリデイ・イン・マンチェスター・ウェスト
＊ホールマーク・イン・マンチェスター・サウス
＊マンチェスター・シティセンター・アリーナ

ブリストル ＊メルキュール・ブリッグストウ
＊メルキュール・ホランド・ハウス
＊ラディソンBlu・ホテルブリストル
＊ラマダ・ブリストル・ウェスト

リバプール ＊アロフト・リバプール　＊インディゴ・リバプール
＊クラウン・プラザ　＊クラウン・プラザ・エアポート（空港）　
＊スイーツノースレイ　＊タイタニック　
＊ノボテルリバプール
＊ヒルトン　＊プルマン　＊プルマン・リバプール　
＊ホリデイ・イン・リバプール・シティ・センター　
＊マリオット・シティ・センター　
＊メルキュール・リバプール・アトランティック・タワー
＊ラディソンＢｌｕ　＊リッチモンド

＊イビス・リバプールセンター・アルバートドック
＊ジュリーズ イン リバプール
＊デイズ・イン・シティ・センター　＊パーク・イン・レイ　
＊パークホテル　＊ハンプトン バイ ヒルトン
＊ヒルクレスト　＊ブリタニア・アデルフィ
＊ホールマーク・イン・リバプール
＊ホリデイ・イン・エクスプレス リバプール アルバート ドック
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ノウズリー　＊ライナー

リーズ ＊クラウンプラザ・リーズ
＊クレイトン
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・リーズ・シティ・センター
＊パーク・プラザ
＊ヒルトン・リーズ

＊ジュリーズ・イン・ノース　＊ノボテル・センター　
＊ブレッドベリー・ホール　　
＊ホリデイ・イン・ウェイクフィールド M1 ジャンクション
  40ホテル
＊ホリデイ・イン・ガーフォース　
＊ホリデイ・イン・ブラットフォード
＊ホリデイ・イン・ブリックハウス　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・シティ・センター・アームリーズ
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・リーズ・イースト
＊メリオン　＊メルキュール・リーズ・パークウェイ
＊ラマダ・ウェークフィールド

ユーロー ＊セント・ディビッズパーク

ランコーン ＊ホリデイ・イン・ランコーン

ヨークシャー ＊ラマダ・ウェイクフィールド

ヨーク ＊グランド・ホテル＆スパ ＊ノボテル　＊パーク・イン　＊ヒルトン　＊プリンシバル
＊マリオット　＊ラマダ・フェアフィールド・マナー　

＊イビス・センター　＊クイーンズ　　
＊ホリデイ・イン・ヨーク・シティ・センター　＊ホリデイ・イン

レスター ＊デイズインレスターフォレストイースト

リビングストン ＊メルキュール　＊ラマダ・ジャービス

レディング ＊デ・ヴィア・ウォークフィールド・エステート

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP
イギリス
（英国）

ロンドン ＊Mバイモントカームショーディッチ
  ロンドンテックシティ
＊インターコンチネンタル・パークレーン
＊インターコンチネンタルTHE02
＊ウォルドルフ・ヒルトン　＊クラリッジス
＊グロブナー・ハウスAJWマリオット
＊コンラッド・ロンドン・セント・ジェームズ
＊ザ・ウォルドルフ・ヒルトン
＊ザ・メリルボーン・ホテル
＊ザ・リッツ・ロンドン
＊ザ・ロイヤル・ホースガーズ　＊サボイ
＊ザモントカームアットザブルワリー
  ロンドンシティ
＊ザモントカームショーディッチロンドン
  テックシティ
＊シェラトン・グランド・ロンドン・パークレーン
＊ジュリーズ・イン・ロンドン・ホルボーン
＊セントアーミンズホテルオートグラフ
  コレクション
＊チェルシー・ハーバー　＊ドーチェスター
＊トラファルガー
＊パークタワーナイトブリッジ
＊ハード・ロック・ホテル
＊ハイアット･リージェンシー･ザ･チャーチル
＊バリオーニ　＊ヒルトン・バンクサイド
＊ヒルトン・パークレーン
＊フォーシーズンズ・ホテル・ロンドン・アット
  ・パークレーン
＊ブラウンズ
＊マリオット・ウエスト・インディア・カイ
＊マリオット・カウンティ・ホール
＊マンダリン・オリエンタル・ハイドパーク
＊ミレニアム・メイフェアー
＊メトロポリタン
＊メリディアン・ピカデリー
＊メリルボーンホテル　＊モントカーム
＊ランガム　＊ランドマーク　
＊レオナルド・ロイヤル・セントポールズ
＊レオナルド・ロイヤル・ホテル・ロンドン・
  シティ
＊レオナルド・ロイヤル・ホテル・ロンドン・
  タワーブリッジ
＊ロイヤルガーデン　
＊ローズウッド・ロンドン
〈ロンドン郊外〉
＊キンプトン・フィッツロイ・ロンドン
＊サイオン・パーク

＊H10ロンドン・ウォータールー　＊K＋Kジョージ　
＊NHケンジントン　＊アロフトロンドンエクセル
＊アンバ・ホテル・チャーリング・クロス
＊アンバ・ホテル・マーブルアーチ　
＊ウエストベリー・メイフェアー　＊エース・ジョーディッチ
＊クイーンズ・パーク　＊クラウン・プラザ・キングスクロス
＊クラウン・プラザ・ドッグランズ・エクセル　
＊クラウン・プラザ・ロンドン・イーリング
＊クラウンプラザ・ケンジントン　＊クラウンプラザ・シティ　
＊クレイトン クラウン ホテル ロンドン
＊クレイトン ホテル チズウィック　＊クロイドンパーク　
＊グロブナー　＊ケンジントン　
＊コーラスホテル・ハイドパーク　
＊コプソーン・タラ・ホテル・ロンドン・ケンジントン　
＊コプソン・チェルシー・フットボールクラブ　
＊ザ・キングスレイ　＊ザ・タワー　
＊ザ・タワー・ア・クオマン・ホテル　＊ザ・ブルームズベリー　
＊ザ・ベイリーズ・ホテル　＊ザ・ロイヤル・トラファルガー　
＊シスル・ケンジントン・ガーデンズ　
＊シスル・ケンジントンパーク　＊シスル・ハイド・パーク　　
＊ストランドパレス　
＊セントジェームス・コート・ロンドン・ア・タージ・ホテル
＊セントジョージ　＊ダヌビウス・リージェンツパーク　
＊ダヌビウスリージェントパーク
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・エクセル
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ケンジントン
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ドックランズ
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ホテル・ロンドン・チェルシー
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ロンドン・イズリントン
＊ダブルツリー・バイヒルトン・タワーオブロンドン
＊ダブルツリー・バイヒルトン・ロンドン・アーリング
＊ダブルツリー・バイヒルトンウエストミンスター
＊ダブルツリー・ビクトリア　
＊ダブルツリーバイヒルトン・グリニッジ
＊ダブルツリーバイヒルトンロンドンドックランド・リバーサイド
＊チャーリング・クロス・ホテル
＊ドーセット・シェパーズ・ブッシュ　＊ドーセット・シティ
＊ノボテル・ウエスト　＊ノボテル・ウェンブリー　
＊ノボテル・エクセル　＊ノボテル・シティ・サウス　
＊ノボテル・ブレントフォード
＊ノボテル・ロンドン グリニッジ　
＊ハード・ロック・ホテル・ロンドン
＊パーク・プラザ・ウェストミンスター・ブリッジ
＊パーク・プラザ・カウンティ・ホール　
＊パーク・プラザ・シャーロックホームズ
＊パーク・プラザ・ビクトリア　＊パーク・プラザ・リバー・バンク
＊パーク・レーン・ミューズ　＊バークシャー　
＊パークプラザ・ウェストミンスターブリッジ　
＊パークプラザ・ウォータールー
＊パークプラザ・パークロイヤル　＊バーナーズ　
＊ハリントン・ホール　＊ヒルトン・ウェンブリー
＊ヒルトン・カナリー・ウォーフ　＊ヒルトン・クロイドン
＊ヒルトン・ケンジントン　＊ヒルトン・タワー・ブリッジ　
＊ヒルトン・パディントン　＊ヒルトン・メトロポール　
＊ヒルトン・ユーストン
＊ヒルトン・ロンドン・エンジェル・イズリントン　
＊ヒルトン･ロンドン・オリンピア
＊プルマン・セント・パンクラス　
＊プルマン・ホテル・パディントン
＊ペスタナ・チェルシー・ブリッジ
＊ベストウェスタン・パーム ホテル
＊ヘストン ハイド ホテル
＊ホールマーク・ホテル・クロイドン
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ロンドン・エクセル
＊ホリデイ・イン・オックスフォード・サーカス
＊ホリデイ・イン・キングストン・サウス
＊ホリデイ・イン・ケンジントン・フォーラム
＊ホリデイ・イン・コマーシャル・ロード
＊ホリデイ・イン・ブルームスベリー
＊ホリデイ・イン・ブレントクロス　
＊ホリデイ・イン・ブレントフォード・ロック
＊ホリデイ・イン・リージェント・パーク
＊ホリデイ・イン・ロンドン・ウエスト
＊ホリデイ・イン・ロンドン・ウェンブリー
＊ホリデイ・イン・ロンドン・シェパートン
＊ホリデイ・イン・ロンドン・ワットフォード・ジャンクション
＊マイホテル・ブルームスベリー　
＊マリオット・ケンジントン　＊マリオット・マイダーバレ　
＊マリオット・リージェンツパーク
＊ミレニアム・グロースター　
＊ミレニアム・チェルシー・フットボール・クラブ
＊ミレニアム・ナイツブリッジ　
＊メリア・ホワイト・ハウス　＊ラッセル　
＊ラディソンBlu・ポートマン
＊ラディソン エドワード ヴァンダービルト ホテル 
＊ラディソン・エドワーディアン・グラフトン
＊ラディソン・エドワーディアン・ケニルワース
＊ラマダ・ロンドン・ノース
＊ロンドンマリオットホテル・トゥイッケナム

＊アット・ザ・チェルシー　
＊アンバサダー・アールズコート
＊イズリントン　
＊イビス ロンドン ウェンブリー
＊イビス・ロンドン・カニング・タウン
＊イビス ロンドン グリニッジ
＊イビス・アールズ・コート　
＊イビス・エクセル・ドッグランズ　
＊イビススタイルズ・エクセル　
＊インペリアル　
＊ウェンブリーインターナショナル　
＊エクスプレス・パーク・ロイヤル　
＊エクスプレス・バイ・ホリデイイン・クロイドン
＊エクスプレス・バイ・ホリデイイン・ニューブリーパーク
＊オックスフォード　
＊カウンティウッドフォード
＊ケンジントン・ルームズ　
＊コプソーン・エフィンガム・パーク　
＊ザ・ハイドパーク　
＊シスル・バービーカン　
＊スリープ・イン　
＊セント・ジャイルズ・ホテル・セントラル　
＊セントラル・パーク　
＊タビストック　
＊ダブルツリーバイヒルトン・イーリング
＊デイズ・イン・サウス・ミムス
＊デイズ・ホテル・ノース　
＊トラベロッジ・ファーリンドン　
＊ノーフォーク・プラザ　
＊ノボテル・ウォータールー　
＊ノボテル・タワーブリッジ　
＊バイキング
＊ハイド・パーク・タワーズ　
＊ハンプトン・バイ・ヒルトン・ロンドン・ドックランズ
＊ブリタニア・インターナショナル
＊ブリタニア・ハムステッド　
＊ブリッジグリーンフォード
＊プレジデント　
＊プレミア・トラベル・イン・ハマースミス　
＊ベイ　
＊ベイズウォーター・イン　
＊ベストウェスタン・バーンズ・ホテル・ケンジントン
＊ベストウェスタン・ロンドン・ペッカム
＊ベッドフォード　
＊ホリデイ・イン・エキスプレスハーロー
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ニューベリーパーク　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・シンフォード
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ロンドン・クロイドン
＊ホリデイ・イン・ストラットフォードシティ
＊ホリディ・ヴィラ
＊マスターロバート
＊ラ・リザーブ・ホテル 
＊ラマダ・ロンドン・サウス・ミムス・M25
＊ランカスター・ゲート
＊ロイヤル・ナショナル　
＊ロイヤル・ノーフォーク
〈ロンドン郊外〉
＊ベストウェスタン・ザ・ベル

ロンドン
ヒースロー
空港

＊ソフィテル・ヒースロー ＊アトリウム　＊クラウン・プラザ・ヒースロー　
＊シェラトン・スカイライン　＊シェラトン・ヒースロー　
＊シスル・ヒースロー　＊ノボテル・ヒースロー
＊パーク・グランド・ロンドンヒースロー
＊パークイン・バイ・ラディソン・ホテル・ロンドンヒースロー
＊ヒルトン・ガーデンイン・ロンドン・ヒースロー・エアポート
＊ヒルトン・ヒースロー・エアポート
＊ヒルトンロンドンヒースローエアポート・ターミナル5
＊ヘストン・ハイド
＊ホリデイ・イン・ロンドン・ヒースロー・バス・ロード
＊メルキュール・ロンドン・ヒースロー
＊ラディソンBlu・エドワーディアン・ヒースロー
＊ルネッサンス・ロンドンヒースロー　＊レオナルド・ヒースロー

＊イビス・ヒースロー
＊セント・ジャイルズ・ヒースロー
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ロンドン・ヒースロー
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ロンドン・ヒースローT4
＊ホリデイ・イン・ヒースロー・M4・ジャンクション4
＊ラマダ・ヒースロー

ロンドンガトウ
ィック空港

＊クラウン・プラザ・ロンドン・ガトウィック・エアポート
＊ヒルトン・ガトウィック・エアポート

＊コプソーン・ロンドン・ガトウィック
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ロンドン・ガトウィック・クロウリー
＊ヨーロッパガトウィック　＊ラマダ・プラザ・ガトウィック
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国 名 都市名 DX STSP
イギリス
（英国）

カンピビゼン
ツィオ

＊500フィレンツェ
＊ウェスト・フローレンス　
＊スターホテル・ベスプッチ　
＊ロフト 

＊イビス・フィレンツェ・プラート・エスト

クアルト
ダルティーノ

＊クラウン・プラザ・ベニス・イスト ＊ベストウェスタン・エアベニス

クールマイヨ
ール

＊ニラモンタナ ＊オーベルジュ・デ・ラ・メゾン　＊グラン･バイタ
＊パビヨン　＊パラス・ブロン
＊レ・ジュモー　＊ロイヤル・エ・ゴルフ

＊クリスタッロ　＊クレスタ･エ･デュク　＊シェティフ　
＊チェントラーレ　＊デル・バイル　＊ドロンヌ
＊ビラ・ノベチェント　＊ブートン・ ドール

カレンツァーノ ＊デルタ・フローレンス　＊ミロ　＊メリディアナ・カントリー ＊アルバトロス　＊ファースト　＊ラ・セルバ

カプリ 〈アナカプリ〉
＊カプリ・パレス・ホテル＆スパ
〈カプリ〉
＊カーサ・モルガーノ　
＊カプリ・ティベリオパレス・ホテル＆スパ
＊グランド・クイシサーナ
＊プンタ・トラガーラ
〈マリーナ・グランデ〉
＊ＪＫプレイズ　

〈アナカプリ〉
＊サン・ミケーレ　＊チェザル・アウグストゥス
〈カプリ〉
＊ＪＫプレイス・カプリ　＊ウェバー・アンバサドール
＊カプリ　＊シレーネ　
＊ラ・パルマ　＊ラ・フロリディアーナ　＊ラ・レジデンツァ
＊ルーナ　＊レジーナ・クリスティーナ
〈マリーナ・グランデ〉
＊エクセルシオールパルコ　＊レレー・マルスカ

〈アナカプリ〉
＊カサ・カプリーレ　＊ビアンカマリア
＊ベッラ・ビスタ　＊ラ・ブーガンヴィル
〈カプリ〉
＊ガット・ビアンコ　＊フロリダ　＊ブーゲンビル

カゼルタ ＊グランド・ホテル・バンビッテッリ ＊クラウン･プラザ　＊ジョリー　＊ノボテル・スッド
＊ヨーロッパ

アルベロベッロ ＊アストリア　＊グランド・オリンポ　
＊グランド・ホテル・ラ・キューザ･ディ･キエートリ　
＊コッレ・デル・ソル　＊デイ・トゥルッリ
＊ビクトール・カントリー　＊ヒズマジェスティ
＊ラマペンドラ　

＊アイローネ　＊アルベルゴ・サンタントニオ
＊クオール・ディ・プーリア
＊ディディ　＊ランジロッタ

カステルファ
ルフィ

＊ホテル・イル・カステルファルフィ

イスキア ＊グランドホテルデッレ・テルメ・レ・フェルディナンド

アマルフィ ＊イル・サラチェーノ
＊グランドホテル・エクセルシオール
＊コンヴェント　＊サンタ・カテリーナ
＊ルナ・コンベント

＊サラチェーナ　＊トッレ　＊マリーナリビエラ
＊ミラマルフィ

＊アトランティック　＊アマルフィ　＊アリムリ
＊アルバトロス　＊エルミタージュ　＊ガーデン･ハウス
＊パノラマ　＊パルコ・デル・ソル　＊ビラ・ロマーナ
＊ラ・メリディアーナ

ロンドンデリ
ー地方

〈デリー〉
＊エバーグラデス　＊シティーホテル・デリー
＊ビーチヒル・カントリークラブ　＊マルドロン　
＊ラマダ・ダ・ヴィンチ　
〈レタケニー〉（※アイルランド）
＊ラディソンBlu・レタケニー
〈リマバディ〉
＊ローパークリゾート

〈コールレーン〉
＊ザ・ロッジホテル
〈デリー〉
＊ウォーターフットホテル
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・デリー・ロンドンデリー
〈レタケニー〉（※アイルランド）
＊ギャラガースホテル　＊クランリーホテル
＊ステーションハウス　＊トラベロッジ・デリー
＊マウントエリガルホテル　＊レタケニーコート

ワーウィック ＊メルキュール・ワーウィックシャー・ウォルトンホール・
  ホテル＆スパ
＊ヒルトン　

＊チェスフォード・グレンジ
＊デイズ・イン・ワーウィック・ノース・M40　＊ホニレイ・コート

イタリア アオスタ ＊オステルリー・デュ・シュバル・ブラン　＊クラス　
＊ドゥカ・ディ・アオスタ　＊ノルデン・パレス　＊ミッレルーチ

＊HBアオスタ　＊アンバサダー　＊エクスプレス　＊オママ
＊ミアージュ　＊モンフルリー　＊レ・キャラバン　＊ローマ

アッシジ ＊ヴァレ・ディ・アッシジ　＊ウィンザー・サボイア　
＊クリスタッロ　＊グランド・アッシジ
＊サン・フランチェスコ　＊ジョット　
＊スバシオ　＊セナコロ　＊ダルモーロ・ギャラリー
＊フォンテベッラ　

＊アバクス　＊イデアーレ　＊イル・カステッロ　
＊エルミタージュ　＊カーサ・デル・べッレグリーノ　
＊カーザ・レオノーリ　＊サン・ピエトロ　
＊ソーレ　＊デイ・プリオリ　＊デル・ビアジャトーレ　
＊ドムスパシス　＊パンダ　＊ポッピーイン　
＊ポルジウンコーラ　＊ミネルバ　＊ラ・テラッツア  

アシャーノ ＊ボルゴ・カーサビアンカ

カリアリ ＊パノラマ　＊ホリデイ・イン　＊メディテラネオ
＊レジーナマルゲリータ

＊イタリア　＊イデアホテル
＊ベストウェスタン・ホテルレジデンス

オルビア ＊グランドホテル・プレジデント　＊ジャズ
＊ダブルツリーバイヒルトンオルビア　＊パノラマ
＊メルキュール

サ
ル
デ
ー
ニ
ャ

サンタントーニオ・
アバーテ

＊グランド・ラ・ソンリサ

サンマリ
ノ

＊グランド　
＊セザーレ　
＊ティターノ

＊グランド・ホテル・プリマベラ　＊ジョリ・サンマリノ　
＊レジデンス・ガーデン　＊ロッシ

サ
ン
マ
リ
ノ

共
和
国

サンジミニャーノ ＊ビラ・サン・パオロ　＊ルレ・ラ・カップチーナ

サレルノ ＊グランド・ホテル・サレルノ　＊ホリデイ・イン・サレルノ
＊ノボテル・サレルノ・エスト・アーチ

＊ジョリー　＊メディテラネア

サルソマッジョ
ーレ

＊グランド・ホテル・サルソマッジョーレ

サロンノ ＊ピオペット

サンタマルゲ
リータリグレ

＊グランド・ホテル・ミラマーレ ＊インペリアル・パレス　＊コンチネンタル　
＊パーク・スイス　＊リド・パレス

＊ティグッリオ・エ・ドゥ・ミラン　＊ヌオボ・ガーデン
＊フィオリーナ　＊ベストウェスタン・レジーナエレナ　
＊ヨランダ

コルチナダン
ペッツォ

＊グランド・サボイア　＊クリスタッロ　
＊ミラモンティ・マジェスティック　

＊アンコラ　＊アンブラ　＊エウロウパ　＊コルティナ　
＊デッラ・ポステ　＊ドミナ・ホーム・アラスカ
＊パークビクトリア　＊パーク･ファロリア
＊フランチェスキ・パーク　＊ベネチア　＊ベルビュー
＊ラヤディーラ　＊ロサペトラ

＊パンダ・ホテル　
＊ビッラアルジェンティーナ

コモ湖畔 〈トレメッゾ〉
＊グランド・ホテル・トレメッゾ
〈ベッラージオ〉
＊ヴィラ・セルベッローニ
〈チェルノッビオ〉
＊ヴィラ・デステ

〈ヴェルバニア〉
＊GHマジェスティック　
〈ルチーノ〉
＊クルーズ　＊シェラトンレイクコモ　＊テルミヌス
＊バルケッタ・エクセルシオール　＊パレス　
＊ヒルトン・レイク・コモ　＊ヴィラ・フローリ　
＊メトロポール・スイス
〈グランダーテ〉
＊コモ　

〈グランダーテ〉
＊アルバヴィラ　＊イビス・コモ　＊トレ・レ
＊パーク・ホテル・ムーブル　＊フィレンツェ
＊ベストウェスタン・コンチネンタル　

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP
イタリア

パレルモ ＊グランド・ホテル・フェデリコ・セコンド
＊グランド・ホテル・ワグナー
＊グランドホテルビッライジェナパレル
  モエムギャラリー

＊CITホテルズデアパレルモ　＊NHパレルモ　
＊アイ・カバリエリ　＊アストリア・パレス
＊イビススタイルズパレルモ　＊エクセルシオール・パレス
＊ガリバルディ　＊グランド・ホテル・エ・デュ・パルメ　
＊サン・パオロ・パレス　＊チェントラーレ・パレス　
＊プラザ・オペラ　＊プリンシペディ・ヴィラフランカ
＊ベッキオ・ボルゴ　＊ポリテアーマ・パレス　
＊メルキュールエクセルシオールシティ
＊メルキュールパレルモチェントロ　＊モンデッロ・パレス

＊イデア　＊エウローパ　
＊クオリティ・プレジデント　＊クリスタル・パレス　
＊ポンテ　＊メディテラネオ　
＊レジデンツア・ダ・アラゴナ

ラグーサ ＊アンティカバディアルレ　＊エルモデッラジウビリアーナ
＊ドンナフガータグルフリゾート＆スパ
＊ポッジョデルソーレリゾート　＊メディタラネオパレス
＊ラグジュアリーパレスステファノパレス
＊ロカンダドンセラーノ

＊イルバロッコ　＊ヴィットリオベネト　＊ヴィラカルロッタ
＊クローマ　＊サンジョルジョパレス　＊テラキュア
＊パラッツォデジアルキ　＊パルコデラロッカ
＊モントリオール　＊ロルトスルテット

タオルミ
ーナ

＊アトランティス・ベイ
＊グランド・ホテル・サン・ピエトロ
＊グランド・ホテル・ティメオ
＊サンドメニコ・パレス
＊マッツァロ・シーパレス　＊ラ・プラジェ

＊NHコレクション・タオルミーナ
＊アタホテル・カポタオルミーナ　＊アリストン
＊アンタレス・オリンポ・ル・テラッツェ　＊イパネマ　
＊エクセルシオール・パレス　＊カパレナ＆ウェルネスクラブ
＊グランド・ホテル・ミラマーレ　＊シーザパレス　
＊タオルミーナ・パーク　＊バイア　＊バイア・アズーラ
＊ビッラ・エスペリア　＊ビッラ･サンタ･アンドレア　
＊ビッラ・ディオドーロ　＊ビッラ・パラディーソ
＊ベイ・パレス　＊ユーロスターズ・モンテタウロ　
＊リド・メディテラネエ　

＊アンタレス　＊イザベッラ　＊コラッロ　
＊コンチネンタル　＊ソーレ・カステッロ　
＊ビッラベルベデーレ
＊ビッラ・リィス　
＊ベッロ・ドーロ 

シラクー
サ

＊オルテアパンスラグジュアリー
＊グランド・ホテル・ミナレト

＊グランドホテルオルティージャー
＊グランド・ホテル・ビッラ・ポリーティー
＊ジョリー・アレトゥーザ・パレス
＊スカンディック・バイ・ヒルトン　＊デ・ゼトランジェ
＊メルキュール・シラクーサ・プロメテオ

＊ベストウェスタン・シラクーサ
＊ベストウェスタン・パレス・ヘリオス

アグリジ
ェント

＊ビラ・アテナ　 ＊カオス　＊カポ・ロッセロ　＊グランド・デイ・テンプリ
＊グランド・モゼ　＊コッレ・ベルデ・パーク　＊コレ　
＊ディオスクリ・ベイ・パレス　＊デッラ・バッレ　
＊バイア ディ ウリッセ ウェルネス＆スパ　
＊バッリオ・デッラ・ルーナ　＊ビラ・ロマーナ

＊アクラベッロ　
＊コスタデッラ
＊デイピニ　＊トレ・トッリ　
＊ピランデッロ・マーレ

シ
チ
リ
ア

カターニャ ＊ロマーノ・パレス ＊NHカターニャチェントロ
＊NHパルコ・デッリ・アラゴネージ　＊ウナ・パレス　
＊カターネ・パレス　＊ネットゥーノ
＊フォーポインツバイシェラトン
＊メルキュールカターニャエクセルシオール

＊ガーデン　＊ベストウェスタン・メディテラネオ　
＊ミラマーレ　＊メディトゥア・オグニーナ
＊モデルノ　＊ル・デューン

カルタジ
ローネ

＊グランド・ホテル・ビラ・サンマウロ

ジャルディ
ーニナク
ソス

＊アシノス・パレス　＊カエサル・パレス　
＊セント・アルフィオ・ガーデン　＊ナクソス・ビーチ　
＊ヒルトン　＊ヒルトンジャルディーニナクソス
＊ヘレナ・ヨッティング

＊ジャルディーノ・ディ・グレーチ

シーニャ ＊ヨーロッパ

シエナ ＊グランド・ホテル・コンチネンタル
＊ラ・スベラ

＊ＮＨ・エクセルシオール　＊NHジェノヴァ・チェントロ
＊アテナ　＊エグゼクティブ　
＊グランド・ホテル・ビッラ・パトリツィア
＊チェルトーザ・ディ・マッジャーノ　
＊パラツィオ・ディ・プリウリ　＊フォーポインツ・シェラトン
＊ボルゴ・サン・ルイージ　＊ルレ・デラ・ロベーレ

＊ガーデン
＊サンガッロ・パーク
＊ノボテル・ジェノヴァ・シティ
＊ミネルヴァ
＊モンタベルチ

ジェノバ ＊メリア・ジェノバ ＊ACジェノバ　＊NH ジェノバ・チェントロ　＊NH・マリーナ
＊アストリア　＊グランド・ホテル・サボイア　
＊コンチネンタル　＊グランドホテルアレンツァーノ
＊スターホテル・プレジデント　　
＊タワー・ジェノバ・エアポートホテル＆カンファレンスセンター
＊ブリストル・パレス　
＊ベストウェスタン・プレミアエアポート
＊メルキュール・ジェノバ・サンビアジョ

＊イデアホテル・サン・ビアッジョ　
＊クラリオン・コレクション・アストリア　＊コロンブス・シー　
＊コンフォート　＊トレ・カンビアーソ　＊ノボテル・オヴェスト
＊ノボテル・ジェノバ・シティ　＊ベストウェスタン・シティ　
＊ホリデイ・イン・シティ　＊メディテラニー　＊メトロポーリ
＊モデルノ・ヴェルディ

トレント ＊NH　＊グランド

トレビーゾ ＊ビッラ・コンドゥルメ ＊アストリア　＊カ・デル・ガッレット　＊カールトン　
＊クラリオン・リバー　＊コンチネンタル　
＊パークホテル・ビラ・フィオリータ　
＊ベストウェスタン・ヴィラ・ペース・パーク・ボロネーゼ
＊マッジョール・コンシリーオ　
＊レ・テラッツェ・ホテル・レジデンス

＊アル・フォゲル　＊カルレット　＊クラウディア・アウグスタ
＊パークホテル・ビラ・ビッチーニ　＊ホリデイ・ラ・マルカ
＊ルレ・モナコ

トリエステ ＊ＮＨトリエステ　＊グランド・ホテル・デューキ・ダオスタ
＊グリーフ・マリア・テレジア　＊コンチネンターレ
＊スターホテル・サボイア・エクセルシオール

＊コロムバ　＊サン・ジュスト　＊ノボ・イムペーロ
＊リベーラ・エ・マクシミリアン

チビタ・
カステリャーナ

＊アルデロ

ティボリ ＊ドゥーカ・デステ

トリノ ＊ＡＣ１０（ディエイチ）　＊ＮＨリンゴット
＊アート＆テック　＊グランホテル・シテア
＊ゴールデンパレス　
＊ルレ・ビラ・マチルデ

＊NHアンパシアトリ　＊ＮＨ・サント・ステファノ　
＊ＮＨ・ジョリー・アンバシャトーリ　＊ＮＨ・リグレ　
＊アート・オリンピック　＊アタホテル・コンコルド　＊シティ
＊スターホテル・マジェスティック　＊チューリン・パレス
＊ディプロマティック　＊ノボテル
＊プリンシピ・ディ・ピエモンテ　＊ベストウェスタン・シティ
＊ベストウェスタン・プラス・ジェノヴァ
＊ホリデイ・イン・コルソフランシア　＊ルクソール　
＊ロイヤル

＊アレクサンドラ　＊ヴィラ・グァリーノ　＊ジェニオ
＊ジェノバ＆スタチオーネ　
＊ノボテル・コルソ・ジェリオ・チェザール
＊パシフィックエアポート（空港）
＊ビクトリア　＊プラザ
＊プレジデント　＊ベネチア　＊ボストン
＊ホリデイ・イン・センター　
＊ランカスター

セスト フィオ
レンティーノ

＊ヴィラ・スタンレー　＊ザ・ゲート
＊ノボテル・フィレンツェ・ノルド・アエロポルト（空港）

＊イビス・フィレンツェ・ノルド・エアロポルト（空港）

ソレント ＊エクセルシオール・ビットリア
＊グランド・ホテル・ラ・パーチェ
＊コク・メッラ
＊ヒルトン・ソレント・パレス

＊アリムリ　＊エウロパ・パレス　＊カポディモンテ
＊グランド・ホテル・ベスビオ　
＊グランドホテル・ラ・ファボリータ　＊クリスティーナ
＊コンカ・パーク　
＊タワーズ・ホテル・スタビエ・ソレント・コースト
＊ナストロ・アズーロ・リゾート　＊パルコ・ディ・プリンチピ　
＊プレシデント　＊ベルビュー・シレーネ　＊ミケランジェロ
＊ミネルヴァ　＊ラ・レジデンツァ　＊レジーナ・ソレント
＊ロイヤル

＊アドミラル　＊アトランティック・パレス　＊アミンタ
＊アルファ　＊イアッカリーノ　＊イル・ファーロ
＊インペリアル・トラモンターノ　＊ウリッセ
＊グラン・パラディーソ　＊グランド・アンバシャトーリ
＊グランド・チェザーレ・アウグスト
＊グランド・デュ・ゴルフィー　＊グランド・フローラ
＊グランドホテル・ムーン・バレー　＊コラッロ
＊ジョアンナ・パーク　＊セントラル　＊パノラマ・パレス
＊パルコ・デル・ソレ　＊ビッラ・マリア　＊プラザ
＊ブリストル　＊プンタ・カンパネッラ・リゾート
＊マジェスティック・パレス
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国 名 都市名 DX STSP
イタリア

フィレンツェ ＊ザ・ウェスティン・エクセルシオール
＊ザ・セント・レジス　＊サボイ
＊ビッラ・オルミ・リゾート
＊ビッラ・メディチ　＊ビッラ・ラ・ヴェデッタ
＊ビッラ・ラ・マッサ　＊ビラ・コーラ
＊フォーシーズンズ　＊ベルニーニ・パレス
＊ヘルベツィア・エ・ブリストル
＊モンテベッロ・スプレンディド　
＊リージェンシー
＊ルンガルノ

＊ACフィレンツェ　＊Ｊ＆Ｊ
＊Mギャラリー・チェッレターニ・フィレンツェ
＊NH・コレクション・フィレンツェ・ポルタ・ロッサ
＊NHアングロ・アメリカン　＊NHフィレンツェ
＊IHホテルズ・フィレンツェ・ビジネス　
＊アテネウム　＊アドレール・カバリエーリ　＊アルバーニ　
＊アンバシャトーリ　＊ウナ・ビットリア　＊エクゼクティブ
＊エンバシー　＊カンファレンス・フロレンティーナ
＊ギャラリー・アート　＊クラフト　　
＊グランド・ホテル・カヴール　＊グランド・ホテル・バリオーニ
＊グランド・ホテル・ミネルバ　
＊グランド・ホテル・メディテラネオ　
＊グランドアドリアティコ　＊グランドュカート　
＊クローチェ・ディ・マルタ　＊コンチネンタル　
＊サン・ガッロ・パレス　＊サンタマリア・ノベッラ　
＊スターホテル・タスカニー　
＊スターホテル・ミケランジェロ　＊ストロッツィ・パレス　
＊デ・ラ・ビッレ　＊ディプロマット　＊デッリ・オラフィ　
＊トゥゲザーフローレンスイン　＊ニル　＊バレストリ　
＊パラッツォ・ガルディ　＊ピエール　
＊ヒルトン・ガーデン・イン・ノボリ
＊ヒルトン・フィレンツェ・メトロポール　＊プラザ・ルッケージ
＊ブルネッレスキ　＊ベルキエッリ　＊ホリデイ・イン　
＊ラファエロ　＊ルームメイト・ルカ　
＊レオナルド・ダ・ヴィンチ　
＊レジデンス・パラッツオ・リカソーリ　＊ローマ　
＊ローロロジョ　＊ロンドラ

＊B&B・フィレンツェ・セントロ　
＊B＆B・フィレンツェ・ヌオボ・パラッツォ・ディ・ジュスティーシア  
＊B＆Bフィレンツェ・ノボリ　＊アトランティック・パレス　
＊IHホテルフィレンツェビジネス　＊アリエーレ　
＊ヴィラ・ガブリエレ・ダヌンツィオ　＊ヴィラスタンリー　
＊ウニヴェルソ　＊エアポート（空港）　＊オートパーク  
＊ガリバルディ・BLU　＊ガリレオ  
＊カルツァイウォーリ　＊クラブ　＊グリフォーネ　＊ゴルフ
＊コロール　＊コロナ・デ・イタリア　＊コロンブス　
＊コンコルデ　＊サンジョルジョ　＊セレクト　
＊ディアナ・パーク　＊デッレナツィオーニ　
＊パークパレス　＊バイロン　＊パラッツォ・オニサンティ
＊ピッティ・パレス・アル・ポンテ・ベッキオ　
＊ビッラ・レ・ロンディニ　＊フェニーチェパレス　
＊フローレンス・レジデンツ　
＊ベストウェスタン・プラス・CHC・フィレンツェ　
＊ベストウェスタン・ヴィラ・ガブリエレ・ダヌンツィオ　
＊ボンチアーニ　＊マキャヴェリ・パレス　＊ミラージュ　
＊メリディアーナ　＊リボリ　
＊ラウルス・アル・ドゥオモ　＊レックス

ファザーノ ＊マッセリア・トッレ・コックロ
＊マッセリア・トッレ・マイッツァ

＊エクスプレス　＊シエラ・シルバーナ

フィアーノロ
マーノ

＊ベストウェスタン・パーク　＊ユーロホテル

パドバ ＊ＡＣパドバ　＊B＆Bパドバ　＊NHパドヴァ
＊SBホテルパドバ　＊アドミラル　＊クラウン・プラザ　
＊グランド・ホテル・イタリア　＊フォーポイントバイシェラトン
＊ベストウェスタン・ビリ　
＊ベストウェスタン・プレミア・ガレリオ・パドバ　＊ホリデイ・イン

＊イビス　
＊チューリップインパドヴァ
＊プラザ　
＊ミラノ　
＊レ・パドバネッレ

パルマ ＊グランド・ホテル・デ・ラ・ヴィル ＊CDHホテル・ヴィラ・ドゥカーレ　＊サンマルコ　
＊スターホテル・デュ・パルク　＊パルマアンドコングレス　
＊パレス・マリア・ルイジャ　＊メシスホテル　
＊メルキュール・パルマ・スタンダール

＊アストリア・レジデンス　＊サボイ
＊ダニエル　＊トリノ　＊パーク・トスカニーニ
＊ブトン　＊ベストウェスタン・ファルネーゼパルマ　
＊ベルディ　＊ホリデイ・イン・エクスプレスパレス

ビアレッジョ ＊グランドホテルプリンチペディピエモンテ ＊アストール　＊ウナ・ベルシリア　
＊グランド・ホテル・ロイヤル　＊パラス　＊プレジデント
＊メルキュールビアレッジョ

＊エデン　＊プラヤ　＊ロンドン

ピサ ＊アレグロイタリア・ピサ・タワー・プラザ ＊ACピサ　＊B＆Bアカデミア　　　
＊NHピサ　＊ガリレイ　＊グランド・ホテル・ボナッノ　
＊タワー・イン・ピサ・ヴァルデラ　＊ディピサ　

＊イデアホテルピサ　＊カリフォルニア・パーク　
＊グランド・ドゥオモ　＊サン・ラニェーリ　
＊チューリップインユーロ　＊プラザ　＊ボローニャ
＊メディシアーピサ　＊ラ・パーチェ　＊ロイヤル・ビクトリア

ノベンタディ
ピアーベ

＊ノベンタ　＊ベース・ホテル・トゥ・ステイ
＊ベース・ホテル・トゥ・ワーク

ナポリ ＊エクセルシオール
＊グランド・ホテル・サンタルチア
＊グランド・ホテル・パーカーズ
＊グランド・ホテル・ベスビオ

＊NHアンバサダー　＊アメリカン　
＊ヴィッラ・カポディモンテ　＊ウナ・ナポリ　
＊グランド・ホテル・オリエンテ　＊サンタンジェロ　
＊スターホテル・テルミナス　＊ナプレス　＊ネシス　
＊パラッツォ・エセドラ　＊パラッツォ・カラッチョロ　
＊パラッツォ・サルガール
＊ベストウェスタン・スイート＆レジデンス
＊ベストウェスタン・パラディーソ　＊ホリデイ・イン　
＊マグリス　＊マジェスティック　＊モンテスピーナ・パーク
＊ラマダ　＊ルネッサンス・メディテラネオ　
＊ロイヤル・コンチネンタル

＊B&Bナポリ　＊アンジョイーノ　＊イル・カドリフォリオ　
＊クリスティーナ　＊サン・ジョルジョ　＊サン・パオロ　
＊シリウス　＊ティエンポ　＊テニス　＊パレス　
＊プラーティ　＊ブリタニケ　＊ベストウェスタン・フェラーリ
＊ベストウェスタン・プラザ　＊メルキュール・ガリバルディ　
＊メルキュール・トッレ・デル・グレーコ
＊ヨーロッパ・グランド　＊リゾート・イル・パンフィーロ

バーリ ＊グランド・ホテル・デッレ・ナツィオーニ ＊HIホテルバーリ　＊ウナ・ホテル・レジーナ　
＊エクセルシオール・コングレッシ　＊オリエンテ　
＊グランド・レオン・ドーロ　＊ザ・ニコラウス
＊スカンディック・バイ・ヒルトン　＊パレス　

＊グランド・ホテル・アンバシャトーリ
＊バリオン・ホテル・アンド・コングレッシ
＊ビクトール　＊ボストン　＊マジェスティ
＊メルキュール・ビッラ・ロマナッツィ・カルドゥッチ

プラート ＊アート・ホテル・ミラノ　＊アート・ホテル・ムゼオ　
＊ウォール アート　＊ダティーニ　＊ホテル・プレジデント

＊イビス・プラート・エスト　＊シャルム  
＊チャーム　＊パレス  

ベネチア 〈ベネチア本島〉
＊ザ・グリッティ・パレス・ア・ラグジュアリー・
  コレクション・ホテル・ベネチア
＊セントレジスベニス
＊ダニエリ　＊バウアー
＊バウアー・パラディオ
＊ベルモンド・ホテル・チプリアーニ
＊ボスコロ・ベネチア　＊メトロポール
＊ラガールホテルベネチア
＊ルナ・パリオーニ　＊ロンドラ・パレス
〈サン・クレメンテ島〉
＊セントレジス・サンクレメンテ・パレス
〈ジュデッカ島〉
＊ヒルトン・モリノ・スタッキー
〈ムラーノ島〉
＊ラガール・ホテル・ベネチア
〈リド島〉
＊ザ・エクセルシオール・リゾート
〈ローズ島（セッカ・セッソラ島）〉
＊JW マリオット　

〈ベネチア本島〉
＊NH・パラッツォ・バロッテ　＊NHリオ・ノーヴォ　
＊ア・ラ・コメディア　＊アイモリ・ドリエンテ　
＊アッランジェロ　＊アマデウス　＊アラ　
＊アルベルゴ・カバレット＆ドージェオルセオロ
＊ウナ・ベネツィア　＊カ・アルビッセ　＊カ・ピサーニ　
＊カールトン＆グランド・カナル　
＊ガブリエッリ・エ・サンドワース　＊コロンビーナ　
＊コンコルディア　＊サトゥルニア・インターナショナル　
＊サボイア・エ・ヨランダ　＊サンタマリーナ
＊スターホテル・スプレンディド・ベニス　＊ドゥオド・パレス　
＊ドナ・パレス　＊パバドーポリ・ベネチア・Mラベル　
＊パラッツォ・サンタンジェロ　
＊パラッツオ・ジョバネッリ＆グランカナル
＊パラッツォ・セルバデーゴ　＊パレス・ボンベッキアーティ　
＊プリンチペ　＊ベストウェスタン・プレミア・サンテレーナ
＊ベッラ・ベネチア　＊ボスコロ・ベッリーニ　
＊ボンベッキアーティ　＊モナコ・エ・グランド・カナル　
＊ルッツィーニ・パレス　＊ロイヤル・サン・マルコ
〈マルコン〉
＊アントニー・パレス
〈メストレ〉
＊ＮＨラグーナ・パレス　＊アントニー　＊アンバシャトーリ
＊スマート・ホテル・ホリデイ　＊デル・フィーノ　
＊ノボテル・メストレ・カステッラーナ　
＊ヒルトン・ガーデン・イン　
＊フォーポインツ・バイ・シェラトン・ヴェニス・メストレ　
＊プラザ　
＊ベストウェスタン・プラス・クイッド・ホテル・ベニス・
  エアポート（空港）
＊ベストウェスタン・ボローニャ　
＊ホリデイ・イン・ベニス・メストレ・マルゲラ
＊メルキュール・ベネチア・マルゲラ　＊レオナルド・ロイヤル
〈リド島〉
＊クアットロ・フォンターネ　＊ビアスッティ
＊ビアスッティ・ビッラ・アダ　＊ビアスッティ・ビッラ・ノラ　

〈ベネチア本島〉
＊アッパツィーナ　＊アル・ソーレ　＊アルレッキーノ　
＊アンバサダー・トレ・ローゼ
＊ウニベルソ＆ノルド　＊オリンピア　＊カーサ・ベラルド　
＊カールトン・カプリ　
＊グラスボ・デ・ウアー　＊ケッテ　＊ゴリーツィア・ア・ラ　
＊コンチネンタル　＊ジョルジョーネ　＊チェントラーレ　
＊トリノ　＊ナツィオナーレ　＊パナダ　＊パラディオ　
＊パンタローネ　＊フィレンツェ　
＊ベストウェスタン・アルベルゴ・サンマルコ
＊ベストウェスタン・ビザンチオ　＊ベルシト＆ベルリノ　
＊ボストン　＊モンテカルロ　
＊ラ・フェニーチェ・エ・デ・アルティステ　
＊リアルト　＊レ・ツイテッレ
〈メストレ〉
＊アポジア・シリオ　＊アリストン　＊アルバトロス　
＊アレキサンダー　＊エリート　＊キャピタル・パレス　
＊チェントラーレ　＊ドゥカーレ　＊ノヴェンタ　＊パラディオ
＊ピアーヴェ　＊ビッラ・イザベラ　
＊ベストウェスタン・トリトン　＊ベネチア　＊マリー　
＊ルガノ・トレッタ　＊ルッソット
〈リド島〉
＊ウンガリア・パレス　＊カ・デル・ボルゴ　
＊ゴルフ・アルベローニ　＊ゴルフレジデンス
＊ビッラ・マバパ　＊リゲル　＊リビエラ　＊レ・ブールバード

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP
イタリア

ボローニャ ＊グランド・ホテル・マジェスティック ＊ACボローニャ　＊ＮＨ・ボローニャ・デ・ラ・ガレ
＊ＮＨビラノーバグランドエリート　＊SHGボローニャ
＊ウナ・ボローニャ
＊ウナウェイ・ホテル・ボローニャ・フィエラ　
＊グリーンパーク・コングレシ　＊ザンホテル・ヨーロッパ
＊スターホテル・エクセルシオール
＊ノボテル・ボローニャ・フィエラ
＊パレスホテル・マリアルイジア　
＊ビラノーバ・エクスプレス　
＊フライオン・ホテル＆コンファレンス・センター
＊ベストウェスタン・プラス・タワー
＊ベストウェスタン・シティ　＊メルキュール・チェントロ　
＊リビング・プレイス　＊ルレ・ペッラーリア・デ・コングレス　
＊ロイヤル・カールトン

＊CDHホテル・ボローニャ
＊アエミリア・ゴールデン・チューリップ　
＊イル・グエルチーノ　＊インターナショナーレ
＊インペリアル　＊エグゼクティブ・スイート
＊シェラトン（空港）　＊シュタット・チッタ　＊トレ・ヴェッキ
＊ハブ　＊パレス　＊ホリデイ・イン・エキスプレス
＊ホリデイ・イン・サン・ラザーロ　＊ユーロガーデン　
＊ヨーロッパ　
＊ラマダ・アンコール・ボローニャ＆ナチュラル・スパ
＊レジーナ　＊ローマ

ポメツィア ＊Ｇホテル　＊アントネラ　＊スポーティング
＊メディトゥール

＊セレーネ　＊パレス２０００　
＊プリンチペ　＊プレジデント

ボルツァーノ ＊グリーフ　＊パーク・ホテル・ラウリン
＊フォーポイント・シェラトン　＊ベストウェスタン・アルピ
＊マグダレナーホフ

＊アラスカホテル　＊スカラ・スティーグル　＊プラザ
＊ホリデイ・イン・リゾート　＊ユーロテル・シリアール
＊ルナ・モントシャイン

マテーラ ＊パラッツォ・ガッティニ ＊デル・カンポ　＊パレス　＊ヒルトン・ガーデン・イン ＊サッシ・ホテル　＊サン・ドメニコ・アル・ピアノ　＊デ・ニコラ
＊ロカンダ・ディ・サンマルティーノ

ポンタッシ
エーヴェ

＊イル・トレッビオロ・ルレ ＊モデルノ

マルコン ＊アントニー・パレス

ミズリーナ ＊グランド・ホテル・ミズリーナ

ミラ ＊ポッピ

マッジョーレ湖畔 〈ストレーザ〉
＊ホテル・ヴィラ・エ・パラッツォ・アミンダ
＊デ・イル・ボッロメ

〈ストレーザ〉
＊ブリストル　＊ミランス・ペランツァ・オ・ラック　
＊ラ・パルマ　＊レギーナ・パレス
〈バヴェーノ〉
＊グランドホテルディーノ　＊シンプロン
＊スプレンディッド　＊レジデンス カール＆ドゥ
〈ヴェルバーニア〉
＊グランドマジェスティック

〈ストレーザ〉
＊アストリア

ベルガモ ＊NHオリオ・アルセルオ　＊NH・ベルガモ　＊ウナ　
＊エクセルシオール・サンマルコ
＊スターホテル・クリスタッロ・パレス

＊アルリ　＊エグゼクティブ
＊ベストウェスタン・カッペッロ・ドーロ

ベローナ ＊ガッピア・ドーロ
＊ホテル・ドゥエ・トッリ

＊SHGベローナ　＊アカデミア　
＊ヴィラクアランタパーク　＊ヴェロネージ・ラ・トッレ
＊クラウンプラザフィエラ
＊グランド　＊コロンバ・ドーロ　＊サン・マルコ　
＊ジベルティ　＊ヌォーボ・ロッシ　＊パレス　＊ビクトリア　
＊ビブロス・アート・ビラ・アミスタ　＊ベストウェスタン　
＊ベストウェスタン・CTCホテルベローナ　＊レオパルディ
＊レオン・ドーロ

＊アライアンス　＊アンタレス　＊イタリア　＊イビス　
＊ウェストポイント　＊エアポートホテル・ヴェローナ
＊ガーデニア　＊クリスタッロ　＊サン・ルカ　
＊ジュリエッタ・エ・ロメオ　＊デ・カプレッティ　＊フィエラ　
＊フィレンツェ　＊ベストウェスタン・トゥリスモ
＊ホリデイ・イン・コングレス・センター
＊ボローニャ・マキシム　＊マスティーノ
＊モントレソール・サン・ピエトロ　

ペルージャ ＊ブルファーニ ＊サンガッロ・パレス　＊ジオ・ジャズ・アンド・ワイン・エリア
＊パレス・ベッラビスタ　＊ラ・ロゼッタ
＊ロカンダ・デッラ・ポスタ

＊アッシジ　＊アルテ　＊イル・ペルジーノ　
＊エクセルシオール　＊エトルスカン・チョコ　＊グリフォノ　
＊コッレ・デラ・トリニータ　＊ゴルフ・クアットロトーリ　
＊ジオ・アルテ・エ・ビーニ　＊ティレヌス　＊テベレ　
＊パーク　＊プラザ　＊プリオリ　＊ベガ　
＊ホテル・ペルージャ　＊ラ・メリディアナ
＊ルレ・サン・クレメンテ

ポジターノ ＊サン・ピエトロ　＊レ・シレヌーセ ＊コボ・デイ・サラチェーニ　＊ポセイドン　＊レ・アガヴィ
＊ロイヤル

＊ブカ・ディ・バッコ

ミラノ ＊ウェスティン・パレス
＊エクセルシオール・ガリア
＊カールトン・バリオーニ
＊グランド・エ・デ・ミラン
＊グランド・ドゥオモ
＊シェラトン・ダイアナ・マジェステック
＊パーク・ハイアット
＊ヒルトン 
＊フォーシーズンズ
＊プリンチペ・ディ・サボイア
＊ブルガリ
＊ボスコロ・エセドラ 
＊メリア
＊メ・ミラン・イル・ドゥーカ

＊ACミラン　＊ASカンビアーゴ　＊ASディ・ジョーヴェ
＊ASリンビアーテ・フィエーラ　＊CDHホテル・ニグアルダ
＊IHホテルズミラノアンバシャトーリ　
＊IHホテルズミラノジョイア
＊IHホテルズミラノセントジョンセストサンジョバンニ
＊IHホテルズミラノプッチーニ
＊IHホテルズミラノロレンテッジオ　
＊IHホテルズミラノワット13
＊NH・コレクション・ミラノ・プレジデント　
＊NH・マキアベッリ　＊NH・ミラノ・ツーリング　＊NHOW
＊NHグランド・ホテル・ベルディ　＊NHコンコルディア
＊NHフィエラ　＊NHミラノコングレスセンター　
＊NHリテーナ（空港）　＊NYXミラノ
＊アタホテル・エクスポ・フィエラ　
＊アタホテル・コンテッサ・ジョアンダ　＊アップタウンパレス
＊アンタレス･アカデミア　＊アンタレス・コンコルド　
＊アンタレス・ルーベンス　＊イデア・ホテル・ミラノ・ビコッカ
＊イビスミラノ・フィエラ　＊ウナ・クサーニ　
＊ウナ・スカンジナビア　＊ウナ・センチュリー　＊ウナ・トック
＊ウナ・マルペンサ　＊ウナ・メディテラネオ　
＊エクセル・ミラノ3　＊エンタープライズ　
＊カーライル・ブレラ　＊カブール　
＊クラウン・プラザ・シティ・ミラノ
＊クラウン・プラザ・マルペンサ・エアポート（空港）
＊クラウン・プラザ・ミラノ・リナーテ（空港）　
＊グランド・ドゥカ・ディ・マントバ　＊グランド・プラザ　
＊グランド・ホテル・バローネ・ディ・サッシ　
＊グランドヴィスコンティ・パレス
＊グランドホテルヴィラトレッタ
＊グランドホテルミラノマルペンサ（空港）
＊クリマホテル・ミラノ・フィエレ　＊コムトゥール　＊ザ・ハブ
＊サンピ　＊シェラトン・マルペンサ（空港）　
＊シェラトン・ミラノ・サンシーロ
＊スターホテル・アンダーソン　＊スターホテル・エコー
＊スターホテル・ビジネス・パレス　＊スターホテル・リッツ　
＊スターホテル・ローザ・グランド　＊ストラフ
＊ダ・マリウシア（空港）　
＊ダブルツリー・バイ・ミラノ・ヒルトン　＊デ・ラ・ビッレ
＊ディ・カバリエリ　＊ドーリア・グランド　
＊ドミナインミラノフィエラ
＊ノボテル・ミラノ・マルペンサ・エアポート（空港）
＊バルセロ　＊ヒルトン・ガーデン・イン・マルペンサ（空港）
＊ヒルトン・ガーデン・イン・ミランノース

＊NH・ミラノ2　
＊アート・ナビーリ　
＊アストリア　
＊アダム　
＊アリストン　
＊アルガ　
＊アンバシャトーリ
＊イデアホテルミラノサンシーロ　
＊イビス・カグランダ
＊イビス・チェントロ　
＊イビス・ミラノ・マルペンサ・エアポート（空港）
＊ウィンザー　
＊オルナート　
＊グランドホテル・プッチーニ　
＊クリヴィス・ホテル・ミラノ
＊クリスタッロ・モキンバ　
＊サン・ジョン　
＊サンカルロ　
＊シティ　
＊シャンピオーネ　
＊スターホテル・ツーリスト　
＊スポルティング・ミラノーレ
＊ティファニー
＊トレ・クラブリゾート　
＊ナスコ　
＊ノボテル・ノルド・カ・グランダ
＊ノボテル・リナーテ・エアポート（空港）　
＊パラッツォ・デル・ステーリン　
＊ブリストル　
＊フロリダ
＊ベストウェスタン・ミルトン　
＊ペルギーノ　
＊ベルナ　
＊ホリデイ・イン・アッサーゴ
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・マルペンサ・エアポート（空港）
＊ポルテッロ　
＊マディソン　
＊ミニホテル・アオスタ　
＊メディオラヌム　
＊メルキュールミラノリージェンシー　　
＊ラマダ・マルペンサ（空港）　
＊リッター
＊リパモンティレジデンス
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国 名 都市名 DX STSP
イタリア

ルッカ ＊イラリア　＊サン・ルカ・パレス　＊チュリーデ
＊ユーロスターズ・トスカーナ

＊カリニャーノ　＊グランド・ホテル･グイニージ

レッジェッロ ＊イ・シリエージ　＊ヴィラ・ピティアーナ

リミニ ＊グランド・ホテル・リミニ ＊アクア　＊アンバサダー　＊アンバシァトーリ　
＊カード・インターナショナル　
＊クラリオン・アドミラル・パレス
＊ゴールデンチューリップ・ヴォルドルフ　
＊コンチネンタル・デ・コングレッシ　＊スポーティング　
＊デイズ・イン　＊ディブロバット・パレス　
＊ドォオモデザインホテル＆ノミクラブ　＊ナショナル　
＊パーク　＊パルコ・デ・プリンチピ　＊プレジデント　
＊ベストウェスタン・グラディサ　
＊ベストウェスタン・プレミア・ミルトン　＊ホリデイ・イン
＊ポロ　＊メルキュール・アルティス
＊メルキュール・ルンゴマーレ　＊ル・メリディアン
＊ロイヤル・プラザ

＊アピス　＊アリミナム　＊イムペーロ　＊カリプソ　
＊バンビィ　＊ビラ・ビアンカ＆リトラネオ　＊プンタ・ノルド　
＊ベネーレ　＊ベルビュー　＊レジーナ　＊レバンテ　
＊ロンディネラ・エ・ビオラ

ラベンナ ＊ＮＨラヴェンナ　＊キューブ　＊グランドホテルマッティ
＊コラッロ　＊ピザンチオ

＊アクロス　＊クラス　＊セントラーレ・バイロン　＊ディアナ
＊ピッコロ　＊ビラ・フロリス　＊ローマ

ラパッロ ＊エクセルシオール・パレス
＊グランド・ホテル・ブリストル

ラベッロ ＊パラッツォ・サッソ
＊ベルモンド・ホテル・カルーソ　

＊ルフォロ

ラテュイユ ＊ニラ・モンタナ ＊アダージョ・ジュネーブ・セントジェニス・ポーリー

リヴォルノ ＊グランド・ホテル・パラッツォ

リニャーノ・スッラルノ ＊ヴィラ・イル・パラジョ

ラスペツィア ＊ＮＨ・ラ・スペツィア ＊ジローニ　＊フィレンツェ・エ・コンチネンタル　＊マイワンズ

モンテカティ
ーニテルメ

＊グランド・ホテル・ベッラヴィスタ・パレス&
  ゴルフ

＊インペリアル・ガーデン　＊エルコリーニ・エ・サヴィ
＊グランド・ベッラヴィスタ・パレス・エ・ゴルフ
＊グランド・ホテル・タメリーチ&プリンチペ　
＊グランド・ホテル・プラザ
＊グランド・ホテル・フランチャ・エ・クイリナーレ
＊グランドホテル・エ・ラ・パーチェ
＊グランドホテル・テトゥッチョ　
＊グランドホテル・パノラミック　＊クローチェ・ディ・マル
＊テルメペレグリニ

＊クリスタル　＊タスカニー・イン　＊ドゥ・ラ・ビル　
＊メディチ　＊メトロポール　＊ル・フォンティ

モデナ ＊カナル・グランデ　
＊レアル・フィーニ

＊セントラル・パーク　＊チェントラーレ　＊ホリデイ・イン
＊ミケランジェロ　＊ミラノ
＊メルキュール・カンポガリアーノ　＊ラファエロ　＊リベルタ

メンターナ ＊ベルヴェデーレ・メンターナ

メルカート・サ
ン・セヴェリーノ

＊パーク ホテル サン セヴェリーノ

モリアーノ
ベネト

＊ヴィラ・ブライダ
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ベニス・ノース
＊ドゥーカ・ダオスタ　＊ビッラ・スタッキー　
＊ラ・メリディアーナ

＊グランデューカ・レオポルド　＊スタイル
＊レ・フォンティ

ミラノ ＊フォーポインツ・シェラトン・センター　＊ブルネッレスキ　
＊ベストウェスタン・カヴァリエーリ・デッラ・コロナ（空港）　
＊ベストウェスタン・ゴールデンマイル　
＊ベストウェスタン・プラスホテル・ガッレス　
＊ベストウェスタン・プラスホテル・フェリーチェ・カザーティ
＊ベストウェスタン・プラスホテル・ラ・ファバグリエ
＊ポリツィアーノ・フィエラ　＊ホリデイ・イン・ガリバルディ　
＊ホリデイ・イン・ミラノ　＊ホリデイ・イン・ミラノ・ノルド・ザラ
＊ホリデイ・イン・リナーテ・エアポート（空港）　＊マニン　
＊マリオット　＊ミケランジェロ　＊ミランスイート
＊モクシィ・マルペンサ・エアポート（空港）　＊ラディソンBlu
＊ラマダ・プラザ　＊ル・ロビニー　
＊レオナルドホテル・シティセンター

ローマ ＊NH・コレクション・パラッツォ・チンク
  エチェント
＊アルドロバンディ・ヴィラ・ボルゲーゼ
＊アレフ　＊アンバシャトーリ・パレス
＊インディゴセント・ジョージ　＊エデン
＊カバリエーリ・ザ・ウォルドルフ・アストリア
  コレクション
＊グランド・デ・ラ・ミネルバ
＊グランド・ホテル・リッツ
＊グランド・ホテルパレス
＊グランドホテル・ビア・ベネト
＊ザ・ウェスティン・エクセルシオール
＊スプレンディド・ロイヤル
＊セント・レジス
＊ソフィテル・ローマ・ヴィラ・ボルゲーゼ　
＊デ・ルシー
＊デ・ラ・ヴィレ
＊ディンギルテッラ　
＊ハスラー　
＊パラッツォ・ナイアディ
＊パラッツォモンテマルティーニローマ・
  ア・ラディソン・コレクション
＊パルコ・ディ・プリンチピ
＊ベルニーニ・ブリストル
＊ポートレート・スイーツ
＊マジェスティック　
＊マリオット・グランド・フローラ
＊ラディソン・Blu・エス　
＊レッジーナ・バリオーニ
＊ロード・バイロン
＊ローマ・マリオット・パーク・ホテル　
＊ラ・グリッフェ

＊A.ローマライフスタイル　＊H10チッタ　
＊IHホテルズローマZ3
＊NH・コレクション・ローマ・ジェスティニアーノ
＊ＮＨ・ジョリー・ビッラ・カルペーニャ　
＊ＮＨ・ビットリオ・ベネト　＊ＮＨ・レオナルド・ダ・ビンチ　
＊ア・ローマ　＊アール・デコ　＊アウグスタ・ルシーリャ・パレス
＊アッピア・パーク　＊アタホテル・ヴィラ・パンフィーリ　
＊アテネオ・ガーデン・パレス　＊アルス
＊アルディアティナ・パーク　＊アルテミデ　＊アルバーニ　
＊イビススタイルズ・ローマ・ヴィンテージ
＊イビススタイルズ・ローマ・エウル　
＊インターナショナーレ　＊インペリアーレ　
＊ヴィミナーレ　＊ヴィラフランカ　＊ウナ・ホテル・ローマ　
＊エクセル・ローマ・モンテマリオ　＊エリゼオ　
＊エンパイア・パレス　＊オクシデンタル・アラン・パーク　
＊カーディナル・セント・ピータース　＊カパンネッレ　
＊カポ・ダフリカ　＊クイリナーレ　＊クラー　
＊クラウン・プラザ・セント・ピーターズ　
＊グランド・ティベリオ　＊グランド・ホテル・プラザ　
＊グランドホテル・パラティーノ　＊クロディオ
＊コートヤード・ローマ・セントラル・パーク　＊コルベ　
＊コロンナ・パレス　＊ザ・ビルディング　＊ザ・ブランド
＊サボイ　＊サンタ・コスタンツァ・ホテル
＊ジェネレーター・アット・アングラ・パレス　＊ジェノバ　
＊シェラトン・パルコ・デ・メディチ
＊シェラトン・ローマ・ホテル＆コンファレンスセンター
＊シャングリラ・コルセッティ　＊ジョベルティアート　
＊スターホテル・ミケランジェロ
＊スターホテル・メトロポール　
＊ソフィテルローマヴィラボルゲイゼ　＊チチェローネ　
＊ディ・メッリーニ　＊ディアナ・ルーフ・ガーデン　
＊デイボルジア　＊ドンテ・ラウラ・パレス　＊ノバ・ドムス
＊ノボテル・ローマ・エウル　＊ノボテル・ローマ・エスト
＊ハイブ　＊パーク・ビッラ･グラツィオーリ　
＊パーク・ホテル・ローマ・カッシア　＊パピッロ　
＊パラディウム・パレス　＊バルセロ・アラン・マンテーニャ　
＊バルベリーニ　＊バロッコ　＊ヒルトン・エアポート（空港）
＊ヒルトン・ガーデン・イン・エアポート(空港)　
＊ヒルトン・ガルデン・イン・クラリッジ　＊フォーラム　
＊ヒルトン・ローマ・エウル・ラ・ラマ

＊アウレリア　＊アウレリアーノ　＊アトランティコ
＊アメリカン・パレス　＊アリスガーデン　＊アリストン　
＊アルカディア　＊アルドブランデスキ　＊イビス・フィエラ
＊イビス・マリャナ　＊インペーロ　
＊エアポート・パレス（空港）　＊エウローパ　
＊エクセル・ローマ・チャンピーノ　＊エドラ　
＊エルジフェ・パレス　＊エルミタージュ　
＊オールシーズンズ　＊オールタイム・ルレ＆スポーツ　
＊オステリアアンティカパーク　＊オリ・ホテル
＊オリンピック　＊カーサ・ラ・サーレ　＊カッシーナ・パレス　
＊ガッレス　＊ガリレオ　＊キング　＊クラブ・ハウス・ローマ
＊グランドフレミング　＊グリーンパークパンフィリ
＊クリストフォーロ・コロンボ　
＊ゴールデン・チューリップ・ベランブリアーナ　＊コロンブス
＊コンプレッソロアジー　＊サミット　＊サン・ジョルジョ　
＊サン・マルコ　＊サンレモ　＊ジ・ホテル　＊ジォベルティ　
＊ジョット　＊ストロンボリ　＊センター・スリー　
＊センター・ツー　＊センター・ワン　＊ターナー　＊ダニエラ
＊チネチッタ　＊デ・ペトリス　＊ディ・コングレッシ　
＊ティッレーノ　＊デッレ・ナツィオーニ　＊デリアランチ
＊トルベルガータ　＊ドムス　＊ドムス・カルメリターナ
＊ドムスパチストロッサパーク　＊トリノ　＊ナポレオン　
＊ニッツァ　＊ノルド・ヌオバ　＊パーク・コスタンザ　
＊パーク・ディ・マッシミ　＊パーク・ホテル・ジチブラ　
＊パーク・ホテル・ブランク＆ヌアイル　＊パトリア
＊パリオ・ビアンコ・スイート
＊パルコ・ティレーノ・スイート＆レジデンス　＊ビクトリア　
＊ピネタ・パレス　＊フィアマ　＊フィウメ　
＊プライム・ヴィラ・トルロニア　＊ブラジレ　
＊フラワーガーデン　＊プリンセス　＊ブル　＊ブレッド　
＊ベストウェスタン・カナダ　＊ベストウェスタン・グローブス
＊ペトラ　＊べネト　＊ホテル・アルティス
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ローマ・イースト　
＊ポルタ・マッジョーレ　＊マディソン
＊ミラーニ　＊ムンディアル　
＊メルキュール・コルソ・トリエステ　＊モンテ・カルロ　
＊ラ・ジオッカ　＊リージェンシー　　
＊リージェント・ローマ　＊リーベルディ　＊リパ　
＊ルージュ・エ・ノワール
＊ルレ・アンティコ・パラッツオ・ロスピリオーズィ　＊ローマ　

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP

ウィーン ＊SOウィーン
＊アンダーズ・バイ・ハイアット
＊アンバサダー
＊インターコンチネンタル
＊インペリアル　＊グランド　
＊ケンピンスキー・パレ・ハンセン
＊ザッハー
＊シュタイゲンベルガー・ヘレンホーフ
＊ドゥ・フランス　＊パカット・スイート
＊パーク・ハイアット　＊ヒルトン・ウィーン
＊ヒルトン・ダニューブ・ウォーターフロント
＊ヒルトン・プラザ　＊ブリストル
＊フレミングセレクションホテルウィーン
  シティ
＊マリオット　＊メリア
＊リッツカールトン　＊リング
＊ル・メリディアン　＊ルネッサンス

＊K+K・マリア・テレジア　＊K+Kパレス
＊NHエアポート・コンフェレンスセンター（空港）
＊NH・コレクション・ウィーンツェントルム
＊NH・ダニューブ・シティ　＊NH・ベルベデーレ　
＊アートホテル・ANA・エンジアナ
＊アジムット・ホテル・ウィーン　＊アストリア　
＊アム・コンツェルト・ハウス　＊アムパークリング　
＊アルコテル・ヴィンベルガー　
＊アルコテル・カイザーバッサー　
＊アルコテル・ドナウツェントラム　＊イベントピラミデ
＊インターシティ
＊インペリアルライディングスクール・ルネッサンス
＊エルツヘルツォーク・ライナー　
＊オーストリア・トレンド・アナナス　
＊オーストリア・トレンド・オイローパ
＊オーストリア・トレンド・サボイエン
＊オーストリア・トレンド・シュロス・ヴィルヘルミネンベルグ
＊オーストリア・トレンド・ズー
＊オーストリア・トレンド・ドッピオ
＊オーストリア･トレンド･パーク・ホテル・シェーンブルン
＊オーストリア･トレンド･ボーセイ
＊オーストリア・トレンド・ラートハウスパーク
＊オーストリア・トレンド・ラサール　＊オランジェリー
＊カイザリン・エリザベート
＊コートヤード・バイ・マリオット・メッセ　＊ザ・ハーモニー
＊シムズ　＊ステファニー　
＊トゥーロテル・マリアヒルフ　
＊ノヴァムホテル・カヴァリエール　＊ノボテル・シティ　
＊ヒルトン・ガーデン・イン・ウィーンサウス
＊ファルケンシュタイナー・アムス・ショッテンフェルト
＊フレミングコンフェレンスホテルウィーン
＊ベストウェスタン・アメディア
＊ベストウェスタン・プレミア・カイザーホフ　＊ベルビュー　
＊ペンタ　＊ホリデイ・イン・シティ　＊マックスホテル
＊メルキュール・ウィーン・ウェストバーンホフ
＊メルキュール・シティ　
＊メルキュールグランドホテルビーダーマイヤー
＊ヨゼフスホフ　＊ライナーズ　＊ライナーズ21
＊ラディソンBlu・スタイル
＊ラディソンBlu・パーク・ロイヤル・パレス　
＊リンドナー・アム・ベルベデーレ　
＊ルームズ・ウィーン・ガンメーター　＊ルームズ・プラーター

＊25アワーズ・ホテル・ウィーン　＊EXE　
＊HB1ウィーン・シェーンブルン　＊JUFAホテル
＊NH・ウィーンシティ　＊アドミラル　＊アトランティス　
＊アドロン　＊アナトル　＊アムザクセンガング　
＊アリオン・エアポート(空港)　＊アリオン・シティ・ホテル　
＊アルカーデン　＊イビス・エアポート（空港）
＊イビスウィーン・マリアヒルフ　＊イビスシティ
＊イビスメッセ　
＊オーストリア･トレンド･ホテル・バイム・テレジアヌム
＊オーストリア･トレンド･メッセ　＊カプリ　＊グラーベン　
＊コルビヌス　＊スターインシェーンブルン
＊スターインハウフトバーンホフ　＊セナトール　
＊ノヴァムホテル・オイゲン　＊パーク･イン・ウノ・シティ　
＊フュスルテンホフ　＊ベストウェスタン・スマート
＊ホテル・イムラウアー＆ネストロイ
＊メルキュール・セセッション　＊メルキュール・ツェントロム
＊メルキュール・ラファエル　＊モーツァルト　
＊モクシーウィーン・エアポート（空港）
＊ヨハンシュトラウス　
＊ライフホテル・ウィーン・エアポート（空港）　＊レオナルド　
＊レギーナ　＊ロイヤル

タリン ＊エストニアバイソコス
＊サボイブティック　
＊サンクトペテルブルク　＊シュロースル
＊スイソテル　＊スリーシスターズ　
＊テレグラーフ　＊パレス　
＊ヒルトン・パーク・タリン
＊ラディソンBlu・スカイ

＊ヴァナ・ウィル　＊ヴォン・スタッケルベルグ
＊オリジナル・ソコスホテルヴィル　＊クロイツヴァルト　
＊センテニアル　＊タリンク・スパ＆カンファレンス　
＊タリンクシティ　＊ノルディックホテル・フォーラム　
＊パーク・イン・バイ・ラディソン・セントラル・タリン
＊パーク・イン・バイ・ラディソン・メリトン・コンファレンス＆
  スパホテルタリン
＊ヘスティア・イルマリン　＊ヘスティア・ケントマンニ
＊ヘスティア・ヨーロッパ　＊メトロポール・スパ　
＊メリトン・オールドタウン・ガーデン　
＊ラディソンBlu・オリンピア　＊ル・エルミタージュ

＊GOホテル・スキネリ　＊イビスタリンセンター
＊ウレミステ　＊スシ　＊センターホテル　
＊セント・オラブ　＊タリンクエクスプレス　＊ディンゼル　
＊ピリタマリーナ　＊ブラーボホテル　
＊ヘスティアシーポートホテル　＊ベルン　
＊メトロポール　＊リクスウェル・オールドタウン　

ロソリナ ＊フォーミュラー・インターナショナル

ロヴェレート ＊メルキュールネロクーポ

ウクライナ オデッサ ＊アトランティック　＊パノラマデラックス　＊ブリストル
＊モーツァルト　＊ロンドンスカヤ　＊ロンドンホテル

＊アレクサンドロフスキー　＊チョールノエモーレ　
＊プロミナーダ　＊モルスコイ　＊ユノスト　

キエフ ＊インターコンチネンタル
＊ハイアット・リージェンシー
＊ヒルトン・キエフ　＊フェアモントグランド
＊プレミアパレス

＊アルファビト　＊オペラ　＊シティホテル
＊プレジデント・キエフスキー　＊ポドルプラザ　
＊ホリデイ・イン　＊ラディソンBlu　＊ラディソンBlu・Podil
＊ラマダ

＊イビス　＊ウクライナ　＊カザツキー　
＊カシツファースト＆ラスインツーリスト　＊キエフスカヤ　
＊ドニプロ　＊フレシャーチク　＊リビド　＊ルーシ　

ヤルタ ＊ヴィラエレナ　＊パルミラパレス ＊オレアンダ　＊ラディソンBlu・アルシュタ ＊ブリストル　＊ヤルタインツーリスト　＊レバント

パルヌ ＊ヴィラヴェセット　＊エストニア・リゾート・ホテル・アンド・スパ
＊ストランドスパ＆カンファレンス　＊スパ・テルヴィス
＊パルヌホテル　＊ヘドンスパ　＊ランナホテル

＊ユイトラパークホテル

インスブルック ＊グランド･ホテル･オイローパ ＊ACホテル・バイ・マリオット・インスブルック　
＊アドラーズ　＊アルプホテル　＊アルペンパーク　
＊インスブルック　　＊オーストリア・トレンド・コングレス　
＊グラウアーペア　＊シュヴァルツァー・アドラー
＊ペンツ　＊ペンツウェスト　＊ホテル・ノイエ・ポスト
＊ホテル・ライプチッガーホフ

＊アルトプラドル　＊イビス　＊ヴァイセス・クロイツ　
＊ゴルデネ・クローネ　＊ザイラー　＊シャーロッテ
＊セントラル　＊ドリンガー　＊ドリンジャー
＊ナラ・インディビジュアルホテル
＊ベストウェスタン・ゴルドナー･アドラー　
＊ボン・アルピナ　＊マクシミリアン　＊ラマダチボリ　
＊ルーマーホフ

オースト
リア

エストニア ヴィフラ ＊ヴィフラ・マナー・カントリークラブ＆スパ

イタリア ローマ ＊プライム・ドミナ・カシア　＊ブラック
＊ベストウェスタン・ウニベルソ
＊ベストウェスタン・プルミエ・ロイヤル・サンティーナ　
＊ベストウェスタン・プレジデント　＊ベネチア・パレス　
＊ポッロミーニ　＊ホテル・ドミデア
＊ホリデイ・イン・アウレリア
＊ホリデイ・イン・パルコ・ディ・メディチ　＊ポンテ・シスト　
＊マーク・アウレリオ　＊マスカーニ　＊マッシモ・ダゼリオ　
＊ミダス　＊ミルトン　＊メチェナーテ・パレス　
＊メディテラネオ　＊メリディアン・ヴィスコンティ　
＊メルキュール・デルタ・コロッセオ
＊メルキュール・ローマ・ウェスト　＊モルガーナ　
＊ユーロスターズ・インターナショナル　
＊ユーロスターズ・ローマ・コングレス　
＊ラメーラ　＊レックス　＊ローズガーデン・パレス　
＊ローマ・アウレリア・アンティーカ　＊ローマピサーナ
＊ロマニコ・パレス　＊ワームスホテル　

グラーツ ＊NH　＊アウガルテン　＊イビス　＊ヴァイツアー　
＊エルツェルツォーク・ヨハン
＊オーストリア・トレンド・ヨーロッパ　＊ゴルナー
＊シュロスベルグ　＊スターイン・グラーツ　＊ツム・ドーム　
＊ドライラーベン　
＊ベストウェスタン・プラスプラザ・グラーツ
＊ホテル・ヴィースラー　＊メルキュール･シティ　
＊ラマダ・グラーツ　＊パークホテル

＊ストイザー　＊ダニエル
＊ノヴァパーク　＊ハリーズ・ホーム　＊パラダイス
＊ボーカン　＊マリエンホフ　＊ルームズ

クラーゲンフ
ルト

＊ザントビルト　＊シーパーク・コングレス＆スパ
＊パレス・ホテル・ラントハウスホーフ　＊ロコホーフ

＊アトリゴン　＊アラギア　＊ブラッテンピルト　＊レッシュ
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国 名 都市名 DX STSP
オースト
リア

リンツ ＊アルコテルニケ　＊イビススタイルズ　
＊オーストリア・トレンド・シラーパーク
＊コートヤード・バイ・マリオット
＊トランスワールドホテルドナウウェル　＊パークイン
＊ハリーズ・ホーム

＊アメディア・エクスプレス・ザットレット
＊イビス・リンツ・シティ　＊ヴォルフィンゲル
＊コルピング　＊ゴールデナー・アドラー　＊シティ　
＊シュピッツ　＊ツム・シュヴァルツェンベアー　＊ドム
＊ハリーズ・ホーム　＊ベストウェスタン・プラザ・ウェルス

ツェルアムゼー ＊ウォルトホフ　＊グランドホテル　＊グリューナー・バウム
＊ザルツブルガーホーフ
＊シュポルトホテル・アルペンブリック　＊セントジョージ
＊チロラーホーフ　＊ノイポスト　＊ベルナー　
＊マヴィダ　＊ラティーニ

＊グロースグロックナー　＊シュットホフ　
＊シュロスプリエロ　＊ゼーホテル・フライブルグ　
＊ツム・ヒルシェン　＊バッドハウス　＊フィッシャーワルト
＊ヘイツマン　＊ベルビュー　＊ロマンティック

バーデン ＊クライナーヒュッテ　
＊シュロス・ヴァイカースドルフ　＊ヘルゾクホフ

＊カールソー　＊パークホテル

フィラハ ＊ク・ロボ・プラザ　＊シティ

ゼーフェルト ＊ウェルネス・シェーンルー
＊クロスターブロイ
＊レーヒェンホフ

＊アストリア　＊アルピナ　＊アルペンパーク
＊アルペンホテル・フォールインラゴ
＊インターラーホーフ　＊ヴィクトリア　＊ヴェロニカ
＊エデン　＊カルト・シュミット　＊カルベンデルホフ
＊クルマーズポスト　＊ザンクト・ピーター　
＊ゼーフェルダーホーフ　＊チロル・アルペンホフ　
＊ベルグランド　＊ベルグリゾートゼーフェルト　
＊ホーヘダー　＊レジデンツ・ホッホランド

＊アルペンケーニッヒ
＊アルペンホフ
＊クロイゼーホフ
＊クローネンホテル
＊シェーネック
＊セントラル

ハイリゲンブ
ルート

＊ナショナルパークロッジ・グロースグロックナー
＊フンゲスト・ハイリゲンブルート
＊ランドホテル・ポスト

＊カールントナーホフ　＊シャレー・ホテル・センガー

ザルツブルク ＊アム・ノート・ツェントラム
＊アルトシュタットラディソンBlu
＊ゴルドナー・ヒルシュ
＊ザッハー
＊シェラトングランドザルツブルク　
＊シュロス・メンヒシュタイン
＊ブリストル

＊Hプラス
＊NHザルツブルク・シティ　
＊アートブラウエガンズ
＊アルコテル・カステラーニ　＊アルテ
＊イムラウアー・ピター
＊ウィンダム・グランド・ザルツブルク・カンファレンス・
  センター
＊オーストリア・トレンド・ウエスト（空港）
＊オーストリア・トレンド・オイローパ
＊カーセラーブロイ　＊クール・ママ
＊コベンツル　
＊ゴルデネス・シアター　　
＊シュエラー
＊シュタン
＊セントヴァージル
＊ブルナウアー
＊ヘフターホフ　
＊ホテル・イムラウアー＆ブロイ・ザルツブルク
＊メルキュール・シティ
＊メルキュール・セントラル

＊A&Oハウプトバーンホフ　＊アウエスブルグ　
＊アストリア　＊アチャットプラザ・ツム・ヒルシェン　
＊アドラーホフ　＊アマデオホテル・シャッフェンラス　
＊アム・ミラベルブラッソ　＊アルコテル・カステラニ　
＊イビス・ノルド　＊ヴァイス・タウベ　
＊エアポートホテル(空港）　＊エレファント
＊オーストリアトレンドザルツブルクミッテ
＊オールユーニードザルツブルク　
＊グロナウアーホフ　＊ゴールドガッセ　＊コルピングハウス
＊スターイン・エアポートメッセ（空港）　
＊スターイン・ガブラーブロイ　＊スターイン・ツェントルム
＊セルブス・ヨーロッパ　＊デア・ザルツブルガーホーフ
＊ドクタ－シュロッセル　＊ドクターワルト　＊ノイトール
＊ビッラ・カールトン　＊フィア・ヤーレツァイデン
＊フォーサイド　＊ベストウェスタン・アメディアアート　
＊ベルグホフ・グラミル　＊ホフワート
＊ホリデイ・イン・シティ　＊モーツァルト

ザルツカンマ
ーグート

〈アイゲン・イム・エンスタール〉
＊シュロス・ピヒラルン
〈フシュル湖畔〉
＊シュロス・フシュル
〈フシュル〉
＊シェラトン・フシュルゼー・ザルツブルク・
  ヤークトホーフ・ホテル

〈グルントルゼ〉
＊モンディ・ホリデー・ゼーブリック
〈ザンクトウォルフガング〉
＊スカラリア・イベント・リゾート　＊ストランド・マルガレッタ
＊ゼーヴィラ　＊ロマンチックホテル・ヴァイセス・レッセル
〈バートイシュル〉
＊ゴルデネス・シフ　＊ユーロサーメン・ロイヤル
〈モント湖畔〉
＊ゼーホフ　＊シュロス モントゼー
〈ハルシュタット〉
＊ゼーホテル・グルナーバウム　＊ヘリテージホテル

〈アーヘンゼー〉
＊ゼーホテル
〈グムンデン〉
＊ゼーホテル・シュヴァン　＊パーク
〈ゴーザウ〉
＊ヴィタル　＊クーイー・アルパイン・ダッハシュタイン　
＊ゾンマーホーフ　＊バイタルホテル　＊ホルンシュピッツ
〈ザンクトヴォルフガング〉
＊コルティセン　＊シータン　＊ジマーブロー　＊フリアン
＊フォルスターホフ　＊ランドハウス・ツ・アッペス・バッハ
〈ザンクトギルゲン〉
＊パークホテル・ピュロート　＊ホルベーガー
〈シュトローブル〉
＊ヴァイサー・パー　＊グリホフ　＊ベルグロス
＊ホテル・ゼートゥルン

アムステルダム ＊NHアムステルダム・センター
＊ＮＨグランド・ホテル・クラスナポルスキー
＊NHバルビゾン・パレス　＊Wホテル
＊アムステルダム・アメリカン
＊インターコンチネンタル・アムステル
＊ウォルドルフ・アストリア　＊オークラ
＊キンプトン・デ・ウィット
＊クラウンプラザ・サウス　
＊クラウンプラザ・スキポール（空港）
＊グランドホテルアムラス
＊コレンドン・ヴィレッジ・アムステルダム
＊コンサバトリウム
＊シェラトン・エアポート・コンファレンス
  センター（空港）　
＊ソフィテル・グランド　＊ディラン
＊デル・ヨーロッパ
＊ハイアットプレイス・エアポート(空港)
＊ハイアット・リージェンシー・アムステルダム
＊ピューリッツァー　＊ヒルトン　
＊ビルダベルグ・ガーデン　
＊ヒルトン・エアポート（空港）　
＊マリオット
＊モーベンピック・シティ・センター
＊ラディソンBlu・アムステルダム
＊ラディソンBlu・アムステルダム・
  エアポート（空港）
＊ルネサンス

＊NHアムステルダムザウト
＊NHアムステルダムノールト　＊NH カールトン
＊NHシティ・センター　　
＊ＮＨスキポール・エアポート（空港）
＊NHミュージアム・クオーター　＊QOアムステルダム
＊アポロ・ホテル・アムステルダム・ア・トリビュート・ポート
  フォリオ・ホテル
＊アムステルダム・デ・ローデ・レーウ　＊アルテミス　
＊アンダスホテル　＊アンモナイト
＊インク・Mギャラリー・コレクション　　
＊ウエストコードファッションホテル　
＊エヌハウアムステルダム・ライ
＊コートヤード・アトラスアレーナ
＊コートヤード・バイ・マリオット・エアポート（空港）
＊ゴールデン・チューリップ・ウエスト　
＊ゴールデン・チューリップ・エアポート（空港）　
＊コレンドン バイタリティ ホテル アムステルダム
＊コレンドンヴィレッジホテル　＊ザ マナー ホテル
＊シュタイゲンベルガー・エアポート（空港）　
＊スイスホテル　＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン
＊チューリップ・イン・アムステルダム・センター
＊ディポート・ファン・クレーフ　＊ドリント・スキポール(空港)
＊ノボテル・アムステルダム・スキポール・エアポート（空港）
＊パークプラザ・アムステルダム・エアポート（空港）
＊パークプラザ・ビクトリア
＊パークプラザ・フォンデルパーク　＊バンクス・メゾン　
＊ハンプシャー・レンブラント・スクエア
＊ビルダベルグ・ヤンルイケン
＊ファンデルファルクスキポール A4
＊ベストウェスタン・アムステルダム・エアポート（空港）
＊ベストウェスタン・プラス・アメディア・スキポール（空港）　

＊Gr8ホテル・アムステルダム・リバーサイド
＊NHカランサ　＊NHシラー　＊NHドーレン　
＊アベニュー　＊アムステル・ボーテル　＊アルビュス　
＊アレナ　＊イビス・エアポート（空港）　
＊イビス・シティ・ウエスト　
＊イビススタイルズ・セントラル・ステーション　
＊イビス・ストペラ　＊イビス・センター　
＊ウェストコード・アート　＊カサ400　
＊グランドホテル・アムステルフェーン（空港）
＊コンシャスホテルミュージアムスクエア　＊シタデル　
＊シティ・ガーデン　＊シンゲル　＊デ・パリ
＊デルフィホテル　＊ニューウエストイン　
＊ノボテル・シティ　＊パーク
＊パーク・イン・バイ・ラディソン・アムステルダム・
  スキポール（空港）
＊バスティオン・アムステル
＊バスティオン・スキポールホーフトドルフ
＊バスティオン・セントラム・ズードウエスト
＊バスティオン・セントラム・ノルド　
＊ハンプシャー・シアター
＊ハンプシャー・ランカスター　＊ピート・ハイン　
＊ファルコン・プラザ　＊フィロソーフ　＊フランス　
＊ベストウェスタン・アポロミュージアム
＊ベストウェスタン・デルフィ　
＊ベストウェスタン・ブルースクエア
＊ベストウェスタン・ブルータワー　
＊ベストウェスタン・プレミアムクチュール　
＊ベルフォート　＊ボーテル　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・スキポール（空港）
＊ホリデイ・イン・エクスプレス アムステルダム 
  アレーナタワーズ　＊ポルト・ファン・クレーフ　

アーペルドールン ＊デ・カイザースクローン　
＊ファン・デル・ファルク・ホテル・アペルドールン・デ・カンサレル
＊ブルーミング　＊ボルフテーゼ

＊バスティオン　＊ベストウェスタン・ヘットローオランダ

レッヒ ＊アールベルク
＊ガストホーフ・ポスト

＊アネモーネ　＊クリスチャニア
＊クリストベルグ　＊ゴッタルド　＊ゴルドナー・ベルグ
＊ソンネベルグ　＊タンベルガーホーフ
＊ブルグホテル・オーバーレッヒ　＊ベルグ・クリスタル
＊ベルグホーフ　＊マドロッヒブリック
＊ロマンチック・クローネ

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP

ハーレム ＊アマラス・グランドホテル・フラン・ハル
＊ファンデルファルクホテルハーレム

＊カールトン　＊ゴールデン・チューリップ・ライオン・ドール
＊ハーレム・ザウド

ユトレヒト ＊ＮＨユトレヒト　＊アポロユトレヒト　
＊グランド・ホテル・カレル・ファイブ

＊NHセンター・ユトレヒト　＊アドミラル　
＊イビス　＊カールトン・プレジデント　＊パーク・プラザ　
＊バスティオン　＊ベストウェスタン・アラムート　
＊ホリデイ・イン　＊マリー　＊ミッドランド　
＊メルキュール・ニューウェハイン　＊メルキュール・ブニック

マーストリヒト ＊シャトー・セント・ゲルラーヘ ＊ＮＨマーストリヒト　＊クライスヒールン
＊クラウンプラザ　＊デザイン・ホテル・ハンプシャー・エデン
＊バスティオン・セントラム

＊グランドホテルエンペラー
＊セレクトホテル・アップルパーク
＊チューリップ・イン・マーストリヒト・エアポート（空港）　
＊デアロン　＊ノボテル　＊ベルジェール　＊ボーモン　
＊レロイ

ギリシャ アテネ ＊NJV アテネプラザ
＊インターコンチネンタル　
＊ウィンダム・グランド・アテネ
＊エレクトラ・パレス
＊エレクトラ・メトロポリス
＊キング・ジョージ
＊クラウンプラザシティセンター　
＊グランド・ハイアット
＊グランド・ブルターニュ　
＊セントジョージ・リカベトス　
＊ソフィテル・エアポート（空港）
＊ディバニ ・カラベル
＊ディバニパレスアクロポリス　
＊ニュー　＊ヒルトン　＊マリオット
＊ラディソンBlu・パーク ホテル　
＊ロイヤル・オリンピック

＊アートホテル　＊アスターホテルアテネ
＊アセンズ・センター・スクエア　＊アテナ パレス　
＊アテナウム・グランドホテル
＊アテナウム・パレス＆ラグジュアリースイート
＊アテニアン・カリロエ・エクスクルシブ　＊アテネゲート　
＊アテネズ・アベニュー　＊アテネズ・ティアレ　＊アマリア　
＊ウィンダム・アテネ・レジデンス
＊エアロテル・アレキサンドロス
＊エアロテルストラトス・バジリコス　＊ゴ－ルデン エイジ　
＊コーラル　＊ザフォリア　＊スタンレー ホテル　
＊ティタニア　＊ドルチェ・アッティカ・リビエア　＊ノバス　
＊ノボテルアテネ　＊パルミラ・ビーチ　＊フェニックス　
＊プレジデント　＊フレッシュ ホテル　＊ヘロディオン　
＊ポリス グランド
＊ホリデイ・イン・アッティカ・エアポート（空港）
＊メリア

＊アクロポリス・セレクト　＊アヒリオン　＊アリオン・アテネ
＊イリシア　＊イリッソス　＊オスカー　
＊クリスタル シティ　＊ゴールデン シティ　
＊ジェイソン イン　＊ドリアン イン 
＊パルテノン　＊ベストウェスタン・カンディア　
＊ベストウェスタン・ピタゴリオン
＊ベストウェスタン・ミュージアム　
＊ポセイドン ホテル　

キプロス
共和国

ニコシア ＊ヒルトンキプロス ＊アーモンドビジネススイーツ　＊クレオパトラ　＊セメリ　
＊ニコシア・シティ・センター　＊ヒルトンパーク　

＊アルティウス・ブティック・ホテル　＊カステリ　＊クラシック
＊セントラム　＊ヨーロッパプラザホテル　＊ロイアチコ

ピッソーリ ＊コロンビア・ビーチ・リゾート

ロッテルダム ＊メインポート　＊ヒルトン　
＊ロッテルダムマリオットホテル　

＊ＮＨアトランタ　＊ＮＨカペル　＊インテル・センター
＊サボイ　＊ビルダベルグ・パーク　　
＊ファンデアファルク・ロッテルダム　

＊SS ロッテルダム　
＊エデン ・サヴォイ　＊カンパニール・オウスト　
＊チューリップ・イン ＊デルタ　＊ノボテル・ブレイン・パーク
＊ベストウェスタン・アート　＊ベストウェスタン・クラウン　
＊ベストウェスタン・プラス・ロッテルダム・エアポート（空港）
＊ホテル・ロッテルダム ＊ホリデイ・イン・シティセンター　
＊ユーロ・セントラム　＊ユーロテル

リマッソル ＊アマサス・ビーチ　＊グランドリゾート　
＊セントラファエル　
＊パークレーンリゾートアンドスパ
＊フォーシーズンズ

＊アトランティカ オアシス
＊アトランティカ ミラマーレビーチ
＊アトランティカ ベイ　＊アラシア　＊アジャックス　
＊カニカエリアスビーチホテル　＊クリウムパレス　
＊クラウンプラザ　＊ポセドニアビーチ　
＊メディテレニアン ビーチ ホテル　＊ロイヤルアポロニア

＊カペタニオスオディッシア
＊ナバリア　＊ハーモニー・ベイ

ハーグ ＊グランドホテルアムラスクールハウス
＊デス・インデス　＊ヒルトン

＊NHアトランティック　＊NHゾエテルメール
＊NHデンハーグ　＊カールトン・アンバサダー　
＊カールトン・ビーチ　＊クラウンプラザ・プロムナード　
＊ノボテル・ワールド・フォーラム　＊パーク　
＊ハンプシャー・ホテル・バビロン・デンハーグ
＊フレッチャー・スタッドホテル　＊マリオット
＊メルキュール・セントラル　＊モーベンピック　　

＊イビス・スケフェニンゲン　＊イビス・センター　
＊グランド・ウィンストン　
＊ゴールデン・チューリップ・ビーチ
＊セレクトホテル・アップルパーク
＊ノボテル・セントラム　＊バスティオン・ライズワイク　
＊ハンプシャー・コロナ　
＊ビルダーベルグ・ヨーロッパ　

ザントフォールト ＊NHザントフォールトホテル

ノールトウェ
イケルハウト

＊NHノールトウェイクカンファレンスセンターレーウェン
  ホルスト

アムステルダム ＊ホリデイ・イン・アムステルダム　
＊ホリデイ・イン・アムステルダム アレーナタワーズ
＊ラマダ・アポロ　＊レオナルド・ロイヤル

＊メルキュール・アムステルダム・ウエスト（空港）
＊メルキュール・アムステルダム・シティ　
＊メルキュール・スキポール・ターミナル（空港）　
＊メルキュール・ホテルアムステルダム・センターカナル
  ディストリクト
＊メンフィス・EMB　＊ヨーロッパ９２　＊レイツェ・スクエア

オランダ

サントリーニ ＊アストロ パレス
＊アパネマ・サントリーニ・ラグジュアリー・
  ホテル
＊アレサーナスパホテルアンドスイート
＊エギアロス　＊カステリリゾート
＊カティキス　＊コスタ・グランド　
＊スプレンダー リゾート　＊デ・ソル　

＊アイヤロス　＊アストラ　＊アトランティス　＊アンドロメダ
＊インペリアル・メッド・ホテル・リゾート＆スパ　
＊エイジアンプラザ　＊エル・グレコ　＊オリンピック
＊オリゾンテス　＊カリスティ・シラ　＊カルデラズリリウム
＊クセノネス・フィロテラ　＊クリフサイド・スイート　
＊サン・ロックス　＊サント ミラマーレ　
＊サントリーニ パレス　

＊アネモス ビーチ ラウンジ　＊アルバトロス　
＊アレサネ ビーチ ホテル　＊イリオバシレマ　
＊エフテリピ・ヴィラス　＊エルメス　＊オキアニス・ビーチ　
＊カマリビーチ　＊コスタ・マリーナ　＊サンライズ　
＊セリーニ　＊ニコラス　＊パノラマブティック　
＊フィリッピオン　＊フォウミテア　＊マティーナ　
＊ミロス ヴィラス　＊メリーナ　＊ルーソス・ビーチ　

イデア ＊ナフシカ・パレス

オリンピア ＊リビエラ・リゾート ＊アーティ・グランド・ホテル　＊アマリア　
＊オリンピオン・アスティ　＊オリンピックヴィレッジ　
＊ヨーロッパ・オリンピア

＊アントニオス　＊イリス　
＊オリンピアパレス　＊オリンピックトーチ　＊ペロップス
＊ネダ

カメラブルラ ＊ガルニ・ウェルネススパ＆リゾート

クレタ島 〈イラクリオ〉
＊GDMメガロン
〈エロウンダ〉
＊エロウンダ・ビーチ
＊エロウンダ・ポルト・リゾート
＊エロウンダマーレ・ルレ・エ・シャトー
〈ヘルソニソス〉
＊クノッソス・ロイヤル・ビレッジ　
＊クレタ・マリス　 
＊ブルー・パレス・スターウッド
＊アルバトロススパ＆リゾート

〈アギオスニコラオス〉
＊サン・ニコラスベイ　＊セントニコラスベイ・バンガロー
＊ミノス・パレス
〈エロウンダ〉
＊ベイ　
〈ガジ〉
＊カンディア・マリス
〈シシー〉
＊カリメラ・クリティ
〈ヘルソニソス〉
＊アクイス・ベラ・ビーチ　＊アナベラ・ビレッジ　
〈イラクリオ〉
＊アクイラ・アトランティス・ホテル　＊アストリア・カプシス　
＊イビススタイルズ・イラクリオン　＊ギャラクシー
〈ハニア〉
＊キドン　＊サマリア　＊アカリ

〈アギオスニコラオス〉
＊アポロン　＊コラ－ル　＊サンタマリーナ　＊ヘルメス
＊ミラベロ
〈イラクリオ〉
＊アトリオン　＊オリンピック
＊グレコテル・アガピ・ビーチ
〈ハニア〉
＊オマロス　＊ポートベネチアーノ
〈ヘルソニソス〉
＊アクイス・シルバー・ビーチ・ホテル　＊アンスーサ・ビーチ
＊イリダ　＊ナナ・ビーチ

カランバカ ＊アマリア　＊グランド・メテオラ　＊ディバニ・メテオラ　
＊メテオラ

＊アントニアディス　＊エーデルワイス　＊オルフェアス　
＊カイキス　＊パノラマ　＊ファミッシ・エデン　＊ファミッシ
＊レックス

カラブリタ ＊キャニオンホテル＆スパ　＊ヘルモス ＊アヒリオン　＊アルフォンティコ・ザフィロプルウ
＊ヴィラ・カラブリタ　＊オール・シーズンズ
＊フィロクセニア＆スパ
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国 名 都市名 DX STSP

ザグレブ ＊アマドリア・パーク
＊ウェスティン
＊エスプラナーデ・ザグレブ
＊シェラトン
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン
＊ル・プルミエ

＊アカデミア　＊アス　＊アドミラル　＊アリストス　
＊アルコテル・アレグラ　＊アントゥノヴィッチ　
＊インターナショナル　＊ガーデン
＊ガーデン・イン・バイ・ヒルトン
＊キャノピー・バイ・ヒルトン　＊ドブロヴニク　＊パーク45
＊パノラマ　＊パレス　＊フェニックス
＊プリンセス・ヤストレバルスコ
＊ベストウェスタン・プルミエ・アストリア
＊ロイヤル・エアポート

＊Ⅰホテル　
＊セントラル　＊トミスラボフ・ドーム　＊ホテル・ホリデー
＊ヤドラン　＊ラグナ　＊レブロ

サブドリヤ ＊ケンビンスキー・アドリアティック

コルチュラ ＊コルチュラ　＊ポート9　＊マルコポーロ　＊リブルナ ＊アミネスルメ　

カルロバッツ ＊コラナ・スラコヴィック ＊エウローパ　＊カールシュタット

ゴスピッチ ＊アナ　＊アンテ

オパティア ＊アンバサダー　＊スベティ・ヤコブ
＊ナビス　＊ミレニイ　＊モーツァルト

＊アガバ　＊アストリア・デザイン　＊アドミラル
＊インペリアル　＊クヴァルナ
＊グランド・4・オパティユスカツヴィエタ
＊グランド・アドリアティック（Ⅰ）　＊クリスタル
＊ジョージオⅡ　＊グランド・ベルビュー　＊ブリストル
＊パリス　＊ホテルパークロブラン　＊ロイヤル

＊イストラ　＊ガーデニヤ
＊グランド・アドリアティック（Ⅱ）　
＊ブリストル・ロブラン
＊ホテルオパティア　

オトチャツ ＊パーク・エクスクルーシブ　＊ミーニ・クタッククロアチア

ロードス島 ＊アトリウム・プラチナム・リゾート・アンド・スパ
＊シェラトン・ロードス・リゾート　
＊パラダイス・ロイヤル・マーレ
＊リンディアン・ヴィレッジ・ホテル

＊アマトウス・ビーチ　＊イビスカス　＊エスペロス　
＊カプシス　＊パーク　＊パラダイス・ロイヤル・マーレ　
＊パラディウム　＊パレス　＊ブルースカイシティビーチ
＊ベストウェスタン・プラザ　＊ミッツィス・グランド　
＊メディテラニアン　＊ロードスパレス

＊アテナ　＊アトランティスシティ　＊エスペリア　
＊エレクトラ・パレス　＊オリンピック・パレス　＊カミロス　
＊カリセア・マーレ・パレス　＊カリプソ　＊ギブリオティス　
＊クレスタン・パレス　＊プティ・パレス　＊ペガソス
＊マヌ－ソス

ヴーリャグ
メニ

＊ディバニ・アポロン・パレス
＊マルギ

＊アメリア

ミコノス ＊アヴァトン リゾート　＊カボ・タグー　
＊キボトス・クラブ　
＊グランド・ホテル＆リゾート
＊グレコテル・ブルー　＊コウロス
＊サンタマリーナ　＊セント ジョン　
＊タロエ　＊ピル・アンド・クー
＊ミコニアン ユートピア リゾート
＊ミコニアン・アンバサダー
＊ミコニアン・インペリアル＆
  タラソセンター
＊ミコノスヴィラス　
＊ロイヤル・ミコニアン

＊アーキペラゴス　＊アート・ホテル・ペリカン・ベイ　
＊アクロヤリー　＊アンドロニコス　＊オストラコ　
＊グランドビーチ　＊サンアントニオ・サマーランド　
＊サンマルコ　＊セメリ　＊テラマルテーゼ　＊ドリオン　
＊ハーモニー　＊パラデューム・パレス　
＊プリンセス・オブ・ミコノス　＊ペタソス・ビーチ　
＊ベンチア　＊ポルト　＊ミコニアンKホテルズ　
＊ミコニアンマーレ　＊ミコノスパラス　＊レト－

＊アフロデイーテ・ビーチ　＊アルキスティス　
＊エレナ　＊カマリ　＊コスモプラザ　
＊ジアノウラオ・ビレッジ　＊ニューアイオロス　
＊ビエアラスガーデン　＊ぺタソス タウン　＊ペティノス　
＊ミコノス・ビューホテル
＊ミコノス・ベイ　＊ミコノスビーチ　＊レニア

スパルタ ＊マニアティス ＊スパルタ・イン　＊リダ

テッサロニキ ＊エレクトラ・パレス　
＊グランド・ホテル・パレス　
＊ケンピンスキー・ニコポリス
＊ダイオス・ラグジュアリー・リビング
＊ハイアット・リージェンシー　
＊ホテルメット　＊マケドニア･パレス　
＊メディテラニアン・パレス　＊ラザート

＊A.Dインペリアル・パレス　＊アンドロメダ
＊エグナティア・パレス　＊カプシス　
＊カラーズアーバンテッサロニキ　＊ザ・ブリストル
＊シティ　＊ホリデイ・イン　＊ポルトパレス
＊レ・ラザリスト

＊アナトリア　＊エル・グレコ　＊オリンピア　
＊クイーン・オルガ　＊ネフェーリ　＊パーク　＊フィリピオン
＊ベルギナ　＊メトロポリタン　＊ル・パレスアート
＊ルクセンブルグ

デルフィ ＊アマリア　
＊デルフィパレス

＊アクロポール　＊アポロ　＊アリオン　＊イニオホス　
＊オリンピック　＊カスタリア　＊キング・イニオホス　
＊ニデイモスホテル　＊パルナッソス　＊ピシア・アート　
＊フェドリアデス　＊ヘルメス　＊レトー

ナフプリオン ＊アンフィトリヨン　＊ナフプリア・パラス ＊アマリア　＊グランド・ブルターニュ　＊レト・ヌエヴォ ＊パーク　＊レックス

サントリーニ ＊ファナリ・ビラス　＊プリンセス　
＊ペガサス・スイーツ　＊ペリボラス　
＊ベルヴェデーレスイーツ
＊マジェスティック　＊ミスティーク

＊ダイダロス　＊ダナ・ビラス　＊タマリス　
＊ナインミューゼリゾート　＊ニコス・ビラズ　
＊ボルケーノ・ビュー　＊メディテランアンビーチ　
＊メディテランアンロイヤル　＊ロッカベラ　＊ローズベイ

ギリシャ

プーラ ＊パーク・プラザ・アリーナ　
＊パークプラザ・ベルベデーレメドゥリン　＊ヒストリア　

＊パーク　＊パルマ　＊プーラ　＊ブリオニ

トロギール ＊スヴェティ・クリツ　＊パレス　＊ブラウンビーチハウス ＊ヴィラ・チーナ　＊メディーナ　
＊ヤドラン

ビオグラード・
ナ・モル

＊イリュリア　＊クルベナ・ルカ　＊コルナティ　 ＊アドリア　＊アドリアティック

シベニク ＊Dリゾート　＊アマドリア・パーク　＊アンドリア　＊イバン
＊ニコ　＊パノラマ　＊ユレ　

＊ヤドラン　

スラノ ＊アドミラル

スルニ ＊ホテルミリャナ＆ラストケ

スプリット ＊アトリウム　＊パーク
＊ホテルプレジテントソリン
＊ル・メリディアン・ラヴ

＊アンフォーラ　＊カタリナ　＊グローボ　＊コーナー　
＊サンアントニオ　＊スプリット　＊チビータ　
＊ディオクレティアン　＊プレジデント　
＊ベストウェスタン・アート　＊ホテルコルナロ　
＊ホテルサロナパレス　＊ホテルマルヴィエ　
＊ホテルモンド　＊ラディソンBlu・リゾート　

＊コンスル　＊ザグレブ　＊スプリット・イン　＊ドゥヤム
＊ベルビュー　＊ヤドラン

ドブロブニク ＊ヴィラドブロヴニク　
＊エクセルシオール
＊グランドビッラ・アルジェンティーナ
＊サンガーデンズ・ドブログニク
＊シェラトンリビエラ
＊ドブロヴニク・パレス　
＊バラマル・ドブロヴニク・プレジデント
＊ビッラ・オルスラ　
＊ヒルトン・インペリアル　
＊プチチ・パレス　＊ベルビュー　
＊ホテル・アリストン　＊モーレ
＊リクソス・リベルタス　＊ロイヤルパーム
＊ロイヤルブルー

＊アーゴーシー　
＊アドリア　
＊ウバラ　
＊グランドホテル・パーク　
＊コンパス　
＊ネプチューン
＊バラマル・ラクロマ・ドブロヴニク
＊ホテルムリニ
＊ラパドゥ
＊レロ

＊アスタレア
＊アドリアティック　
＊イブカ　
＊ヴィス　
＊コモドール　
＊スプレンディド　
＊ティレナ　　
＊バラマル・クラブ　
＊ペトカ　

ザダル ＊フォルケンシュティナル・イアデラ ＊コロバレ　＊バスティン　＊ピニジャ
＊フォルケンシュタイナー・ホテル・アドリアナ
＊フォルケンシュタイナー・ホテルファニメーション
＊ボート　＊ホテルザダル　＊ホテルディアドラ

＊ホテル・ドナット

ツァバタット ＊クロアチア ＊アルバトロス ＊エピダウロス　＊ツァブタット

プリトビチェ ＊イェゼロ　＊エスノハウスプリトヴィッツァセロ　
＊エトノガーデンエクスクルーシブ　＊デゲンヤ　
＊リラ

＊16レイクス　＊ヴィラ・アンジー　＊エスノガーデン　
＊グラボヴァツ　＊ビッグハウス　＊プリトヴィツェ　
＊プリトビチェ・ヴィラ　＊ベルビュー　＊マコラ

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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クロアチア

ウェンゲン ＊ヴィクトリア・ラウバーホルン　＊ウェンゲナーホフ　
＊カプリス　＊サンスター　＊シルバーホルン　
＊パークホテル・ポーシット　＊レジーナ

＊アイガー　＊アルペンルークルム　＊アルペンローズ　
＊エーデルワイス　＊ショーネック　＊ファルケン　
＊ベルヴェデレ　＊ベルグハウス　＊ベルビュー　
＊ユングフラウブリック　＊レジデンス・ブルンナー

ウェギス ＊パーク ＊アルバナ　＊ヘルテンシュタイン・リゾート ＊ポスト

バトゥミ ＊ゴールデン・パレス　＊シェラトン
＊ディヴァン・スイーツ　＊ヒルトン
＊ラディソンBlu　＊レオグランド

＊アドミラル　＊インツーリスト・パレス　＊ピアッツァ
＊プレジデント・プラザ　＊ワールド・パレス

＊アイシ　＊アリク　＊エラ・パレス　＊オールド・タウン
＊レガシー　＊O.ガログレ

イベルドン ＊グランド・デ・バンスイス

インターラー
ケン

＊ビクトリア・ユングフラウ・グランド・ホテル
  ・アンド・スパ
＊リンドナーグランドホテル・ボーリバージュ

＊インターラーケン　＊クレブス　＊シラー・オーラック
＊ステラ　＊ドゥ・ラック
＊ドリント・ブリューム・リスアルプ・ベアテンベルグ
＊ベルヴュー　＊メトロポール
＊ロイアル・セント・ジョージ

＊アルトス　＊アルペンブリック　＊ヴァイセス・クロイツ　
＊ヴィラ・ヨーロッパ　＊カールトン・ヨーロッパ　
＊クリスタル　＊ゴルディ　
＊ゴルフ＆ストランドホテル・ノイハウス　＊サヴォイ　
＊シェーネッグ　＊シティ・オーバーランド　＊シャレー・スイス
＊スプレンディッド　＊ゼーホテル・ボーニゲン
＊セントラル・コンチネンタル　＊ゾンネ　＊デュ・ノール　
＊トスカーナ　＊パーク　＊ハーダーミネルバ　＊ヒルシェン
＊ファルケン・バックパッカー　＊ベーレン　
＊ベストウェスタン・ベルナーホフ　＊ボー・シット　
＊マッテンホフ・リゾート　＊メルキュール　
＊ユングフラウブリック　＊ランドホテル

トビリシ ＊シェラトン・メテヒパレス
＊トビリシマリオット
＊ビルトモアホテル・トビリシ
＊ラディソンBlu・イヴェリア

＊ZPパレス　＊アストリア･トビリシ　＊アンバサドリ
＊イオタ　＊エリシ　＊エンコアラマダ　＊オールドコパラ
＊オリオン　＊コートヤード・バイ・マリオット　＊コステ
＊シャルデンヴィラ　＊ゼグ　
＊プレフェランスホアリングトビリシ
＊ホアリング・トビリシ　＊ホアリングトビリシシープラザ
＊ホリデイ・イン　＊メルクール・トビリシ・オールドタウン　
＊ラエルトン　＊ルームズ・トビリシ

＊アーバン　＊アストリア　
＊イビススタイルズ・トビリシ・センター　＊カラシ　
＊クルーズ　＊ケイエムエム　＊コパラニュー　
＊コパラリヘ　＊シタディシティセンター・トビリシ
＊シトラス　＊シャルデン　＊ビューモンドガーデン
＊メテヒ・ライン

ポレチ ＊ヴァラマール・イザベラ・アイランド・リゾート
＊ヴァラマール・リヴィエラ・ホテル・レジデンス
＊クリスタル　＊ザグレブ　＊ディアマント　＊ピニア
＊ラグーナ・アルバトロス　＊ラグナ・モリンドリオ

＊ヴァラマー　＊ゾルナ　＊パレンティウム　＊ピカル
＊メディティラン　＊ラグーナ・イストラ　
＊ラグーナ・マテラダ　

ラブ ＊イストラ　＊インペリアル　＊エパリオ　＊カロリナ
＊パドゥヴァ　＊ホテル・ラブ

リエカ ＊エクセルシオール ＊ボナビア・プラハ・ラグーナ　＊ヤドラン ＊コンチネンタル　＊ネボデル

プリシュティナ ＊インターナショナルホテル＆スパ
＊エメラルド　＊ガーデン
＊スイス・ダイアモンド

＊アファ　＊アポロニア　＊オラ　＊シリウス　
＊セミトロニクス　＊ナルテル　＊プリシュティナ　
＊ペイトン　＊ロイヤル

コソボ

ロヴィニ ＊モンテ・ムリーニ　＊ローン ＊イストラ　＊エデン

プリズレン ＊カツィナリ　＊セランダ　＊セントルム ＊OK　＊アビ　＊アルベス　＊クラシック　＊クレオン　
＊ユニバース　

グダウリ ＊グダウリマルコポーロ ＊カルペディエム　＊クラブ2100　＊グダウリハット
＊モンテ・グ・ダウリ

クタイシ ＊ベストウェスタン ＊アルゴ　＊エンパイア　＊ディスカバリー
＊バラティ1003　＊ルチェリ・パレス

クバレリ ＊ゲストハウス　＊シャトークバレリ

ツカルトゥボ ＊ツカルトゥボ・プラザ ＊ツカルトゥボ・スパリゾート

テラビ ＊ホテル・エレクレ ＊ゲストハウス　＊ルチュウリパレス

カズベキ ＊ルームズ ＊ゲストハウス　＊ステパンツミンダジョージア
（グルジア）

プリモシュテン ＊ゾラ

ボーディチェ ＊オリンピア　＊オリンピア・スカイ　＊ホテル・プンタ ＊ホテルインペリアル

サンモリッツ ＊カールトン　＊クルム　
＊ケンピンスキー・グランド・デ・バン
＊ジャルディーノ・マウンテン
＊スヴレッタハウス
＊パドラッツ・パレス

＊アート・ブティック・ホテル・モノポール                          
＊アムゼー　＊クリスタル　＊クリスタパレス　＊サーバス
＊サン・ギアン　＊シュヴァイツァーホフ　＊ステファニー　
＊ノルダ　＊ベーレン　＊ベルベデーレ　
＊ホテルレーヌビクトリア　＊ポスト　＊ヨーロッパ　
＊ラングルド

＊エデン　＊コルバッシュ
＊シュタインボック　＊ソルダネラ　＊ゾンネ　＊ハウザー　
＊ラウディネラ　＊ロイフラー

シルバープラーナ ＊アルバナ　＊ニラ・アルピナ

シグリスビル ＊ソルバット　＊バーレン

ゴルナーグラート ＊ゴルナーグラートクルム

サメダン ＊ベルニナ1865

ゲロルデスヴィル ＊イデア　＊ゲロルツヴィル・スイス・クオリティー

ザンクトガレン ＊アインシュタイン　＊エケハルド　
＊オーバーワイドホテル　＊ガロ　
＊サンティスパーク　＊ベストウェスタン・ホテル・ワルハラ　
＊ラディソンBlu

＊コンチネンタル　＊シスター　＊ドム
＊メトロポール

クール ＊ホテルABC
＊ロマンチックホテルスタン

＊イビス　＊クール　＊シティウェスト　＊ゾマラウ
＊ドライケーニゲ　＊フライエック　＊ホテルポスト

グリンデルワ
ルト

＊ロマンティック・シュバイツァーホフ ＊アスペン　＊キルヒビュール　＊クロイツ&ポスト　
＊サンスター・アルパイン・グリンデルワルト　
＊シュピネ　＊パークホテル・ショーネッグ　
＊ホテル・アイガー　＊ベルベデーレ

＊アイガーブリック　＊アルテ・ポスト　＊アルピナ　
＊アルファ　＊アルペンブリック　＊アルペンホフ　＊カバナ
＊グリンデルワルダーホーフ　＊グレイシーガーデン　
＊グレイシャー　＊サンスーシー　＊シャレー・カプリス　
＊シュタイン・ボック　＊セントラル・ウォルター　
＊ゾンネベルク　＊ダービー　＊チュッゲン　＊ヒルシェン
＊フィッシャーブリック　＊ベラリー　
＊ベルグホテル・ファウルホルン　＊ベルナーホフ　
＊ベルビューピンテ　＊ユングフラウ・ロッジ　
＊ラウバーホルン　＊レジデンス

クライネ・シャイ
デック

＊ベルビューデザルプ ＊グリンデルワルトブリック　＊バーンホフ
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国 名 都市名 DX STSP

テーシュ ＊アルペンホテル　＊ウェルカム　＊エリーテ　＊シティ　
＊テッシャーホフ　＊ワリザーホフ

トゥーン ＊クローネ　＊シーパーク　＊デルタ・パーク・リゾート
＊フライエンホーフ

＊アルファ　＊ホリデイ

ツェルマット ＊オモニア　
＊グランド・ホテル・ツェルマッターホフ
＊モンセルバン・パレス
＊リッフェルアルプ・リゾート

＊アストリア　＊アリステラ　＊アルバトロス　
＊アルバナ・レアル　
＊アルペンホテルフルールドツェルマット　＊アルペンホフ
＊アルペンリゾート・フルール・ド・ツェルマット　
＊アレックス　＊アンタレス　＊アンバサダー　
＊エデン　＊クール・デザルブ　
＊クリスチャニア・マウンテン＆スパ　＊サンスター
＊シェーネッグ　＊ジナベル　＊シミ　＊シュバイツァーホフ
＊シュロスホテル　＊スイス・アルパイン・アラリン　
＊ゾンネ　＊ゾンマッテン　＊ダニエラ　＊チェルボー
＊チェサヴァリーズ　＊チュッケ　＊ツールブリッケン　
＊ナショナル　＊ニコレッタ　＊パークホテル・ボーシット
＊バックステージホテル　＊ファイヤーフライ
＊ベストウェスタン・アルペン・リゾート　＊ベルグホフ　
＊ボーサイトアルパインチックルーム　＊ホテルマシオリ
＊ボーリヴァージュ　
＊ホテルマッターホルンフォーカス　＊ポルックス　
＊マッターホルンフォーカス　＊ミラボー　＊メトロポール
＊モンテ・ローザ　＊ユニークホテルポスト　＊ヨーロッパ
＊ルネサンス・タワー　＊レックス　＊ロマンチック・ユーレン

＊アーティスト　＊アドニス　＊アドミラル　＊アトランタ　
＊アルテミス　＊アルピナ　＊アルファ　＊アルプフーベル
＊アルペン・ロイヤル　＊アルペンブリック　
＊アルペンローズ　＊アルペンロッジ　＊アンティカ　
＊アンビアンス　＊イエーガーホーフ　＊ウェルカム
＊ヴァリサーホフ　＊エクセルシオール　＊エリート　
＊オリオン　＊カーサヴァネッサ　＊カプリコーン　
＊カリーナ　＊クロンヌ　＊ゴルナーグラート・ドーフ　
＊コンチネンタル　＊サラズィナ　＊シティ　
＊シュトックホルン　＊シルバーナ
＊ゼネール　＊ゾーレバート　＊ダービー　＊ダネリア　
＊ダリオリ　＊テスタグリジア　＊ドム
＊ドュフォー・アルピン　＊パルナス　＊ビジョー　＊ビネール
＊フェニックス　＊プティ・シャルムイン　＊プラトローザ　
＊ブリストル　＊ベストウェスタン・バタフライ　
＊ヘミセウス　＊ヘルヴェチア　＊ペレン　
＊ポスト・ツェルマット　＊ホリディ
＊マウンテンパラダイス　＊マッターホルン・ブリック　
＊ラ・ペルル　＊ローダニア　＊ロマンチカ

シュプライテンバハ ＊ヒルトン・ガーデン・チューリッヒ・リンマタール

シュピーツ ＊シミ　＊ストランドホテル・ベルベデーレ ＊アエシパーク　＊エデン　＊ホテル・デ・アルぺ

ダボス ＊アメロン　＊インターコンチネンタル
＊シュタイゲンベルガー・ベルベデール　
＊ヒルトン・ガーデン・イン　＊フルエラ

＊アラベラ・シェラトン・ダービー
＊アラベラ・シェラトン・ワルドハウス　＊グリスチャ　
＊クレスタ・サン　＊コングレス・ホテル　
＊サンスター・アルパイン　＊シェラトン・ワルドハウス　
＊セントラル・スポーツホテル　＊ナショナル　
＊ホテル・シーホフ・ダボス　＊マイヤーホフ
＊モロサニ・シュバイツァーホフ　＊モロサニ・ポスト
＊ヨーロッパ

＊カプリス　＊クラブホテル・ダボス　＊クリスタル　
＊グリシャ・ダス　＊サンスター　＊シャッツアルプ　＊ハイス
＊パノラマ　＊パルセル　＊ブリストル　＊ブンダ　

チューリッヒ ＊エデン・オー・ラック
＊カメハ・グランド
＊シェラトン・チューリッヒ・ホテル
＊シュヴァイツァーホーフ
＊ドルダーグランド　＊パークハイアット
＊バウ・オー・ラック
＊ヒルトン・エアポート（空港）　
＊マリオット　
＊モーヴェンピック・エアポート（空港）
＊モーベンピック・レーゲンスドルフ
＊ラディソンBlu・エアポート（空港）
＊ルネッサン・チューリッヒ・タワー

＊Hプラスホテル・チューリッヒ（空港）
＊アジャリゾート　＊アスコット　＊クラウン・プラザ　
＊グラニッヒス・ホーフ　＊クローネ・ウンターストラス　
＊グロッケンホフ　＊コートヤード・バイ・マリオット　
＊コンチネンタル　＊ザンクト・ゴタード
＊シェラトン・ノイエス・シェラス　＊スイスホテル　
＊セントラル・プラザ　＊ツリーバイ・ファースバインド　
＊チューリッシャーホフ　＊テッソーニクラシック　
＊ドリント・チューリッヒ・エアポート（空港）
＊ドルダーヴァルドハウス　
＊ドルメロホテル・チューリッヒ・エアポート（空港）
＊ノボテル・エアポート（空港）　
＊パークイン・バイ・ラディソン・チューリッヒ・エアポート（空港）
＊ベルエア　＊ヘルムハウス　＊ホリデイ・イン・メッセ　
＊マイアーホフ　

＊B&Bホテル・チューリッヒ・エアポート（空港）
＊B&Bホテル・チューリッヒ・イースト・ヴァリゼレン
＊アストール　＊アドラー　＊アパートホテル（空港）
＊アレグラ（空港）　＊アンバサダー　　
＊イビス・アドリスヴィル　＊イビス・シティ・ウエスト　
＊イビス・メッセ・エアポート（空港）　＊ウェルカムイン（空港）
＊エンゲマット　＊オイローパ　＊ゲストハウス　
＊シューブル　＊ズーリ・バイ・ファスビンド
＊セネタークレバ　＊ノボテル・シティ・ウェスト　
＊ブリストル　＊ベストウェスタン・モンタナ　
＊ホテル・ド・テアトル
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・エアポート（空港）
＊メルキュール・シュトラー　＊リギホフ　＊レオネック　
＊レギナ　

ジュネーブ ＊インターコンチネンタル
＊グランド・ホテル・ケンピンスキー 
＊フォーシーズンズ・デス・ベルゲス
＊ブリストル　
＊ボー・リバージュ　＊ホテル・ドゥ・ラ・ペ
＊マンダリン・オリエンタル・デュ・ローヌ 
＊メトロポール　＊モーベンピック　

＊NH・ジュネーブ・エアポート（空港）　
＊NHジュネーブ・シティ
＊アダージョ・ジュネーブ・セントジェニス・ポーリー
＊アパートホテル・オダリス・フェルネ・ジュネーブ
＊アンバサダー（空港）　＊オウトイユ　
＊クラウン・プラザ・ジュネーブ（空港）　
＊コルナヴァン　
＊スイートホテル(スイート・ノボテル)
＊スターリング・ジュネーブ・ホテル・アンド・カンファレンス
  センター  
＊ナッシュ・ヴィル　
＊ノボテル・ジュネーブエアポート・フランス（空港）
＊ノボテル・センター　＊ブリストル　
＊ホテル・イーストウェスト　＊ホテル・ティファニー　
＊ホテルロイヤル　＊マノテル・ネイビー　
＊レ・ナシオン  
＊ロータリー・ジュネーブ・エムギャラリー・バイソフィテル
＊ワーウィック

＊アドミラル　＊アンバサダー　＊イビス・エアポート（空港）
＊イビス・サントル・ガール　＊イビス・サントルラック
＊インターナショナル&テルミナス　
＊エーデルワイス　＊エクセルシオール　
＊エタップ・ホテル・ジュネーヴ　
＊クリスタル　
＊サボイ　＊ジェイド　
＊シタディンヌ・ジュネーブ・フェルネ・ボルテール
＊ストラスバーグ・ユニバース　＊センチュリー
＊チャーチル　＊ディプロマート　＊デス・アルプス
＊トリップ・ベルン　＊ドレイク・ロンシャ　
＊ナッシュ・エアポート（空港）　
＊ベストウェスタン・ストラスブール
＊ベストウェスタン・ジャバンヌ・ド・ボジ　
＊ホテル・エデン　＊ホテル・カールトン　
＊ホテル・コメディー　＊ホテル・スイス   
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ジュネーブ・エアポート（空港）
＊モンタナ　＊ラマダ・アンコール

スイス

ベルン ＊シュヴァイツァーホフ　
＊ベルビューパレス

＊アレグロ　＊アンバサダー　＊エナリーエング　
＊サヴォイ　＊ノボテル・エキスポ　＊ブリストル　
＊ベストウェスタン・ペーレン　＊ベルエポック　＊ベルン　
＊ホリデイ・イン・ウエストサイド

＊アストリア　＊イビス・エキスポ　＊ヴァルトホルン　
＊クロイツ　＊グレブス　＊コンチネンタル　
＊ゴルナーアドラー　＊シティ・アン・バーンホーフ　
＊ジャルダン　＊シュテルネン　＊ソレル・アドー　
＊ナショナル　＊バンホフ・スット　＊ペルゴラ　
＊マルクトハウス　＊メトロボール　

マイエンフルト ＊アルペンローゼ　＊サント・ルツィスタイグ
＊スイス・ハイジ・ホテル　＊ハイジホフ　＊ヒルシェン

ポントレジナ ＊グランド・クローネン　＊サラッツ　
＊シュバイツァーホーフ　＊ワルター

ホルゲン ＊マイヤーホフ

ミューレン ＊アイガー　＊アルペン・パレス ＊アルピナ　＊アルペンブリック　＊アルペンルー　
＊エーデルワイス　＊ブルメンタル　＊ベルビュー
＊ユングフラウ

モントルー ＊フェアモント・ル・モントルーパレス
＊ロイヤル・プラザ

＊ヴィラ・トスカーナ　＊エクセルシオール　
＊エデン・パレス・オ・ラック　＊ゴルフホテル・レネキャプト
＊ビクトリア　＊スイス・マジェスティック　
＊ユーロホテルリヴィエラ　

＊エリート　
＊ブリストル　＊ヘルヴェティエ　＊ホテル・デ・シャイリー　
＊マッソン

マイリンゲン ＊アルプバッハ　＊パークホテル・デュ・ソバージュ ＊アルピン・シュルパ　＊シャーロック・ホームズ
＊ダスホテル・パノラマ

バーゼル ＊グランド・ル・トロイ
＊スイスホテル・ル・プラザ　

＊オイラー　＊ガストホフ・ツム・オッシェン　
＊コートヤードバイマリオット　＊サン・ゴタール
＊シュヴァイツァーホフ　
＊ドリント・アンデル・メッセ　＊ハイペリオン
＊ビクトリア・アン・バンホフ　＊プルマン・ヨーロッパ　
＊ラディソンBlu　

＊アルファ・ホテル　＊アレクサンダー　＊イビススタイルズ
＊ヴァイオロン　＊エアポートホテル（空港）　＊エタップ　
＊クラフト　＊スタイネシャンツェ　＊スパレンブルンネン　
＊スプレンター　＊ドゥ・コマース　＊ドッチェランド　
＊バジリク　＊バスラートーア　＊バレグラ　＊バラード　
＊ヘクト・アムライン　＊ヘルベティア　＊ミュンヘナーホフ
＊メトロポール　＊メリアン・アム・ライン　
＊ラインフェルダーホフ　＊ロイヤル

ハスリベルク ＊パノラマ

ブルンネン ＊ゼーホテル・ヴァルド・シュタッターホフ

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP
スイス

ルツェルン ＊グランドホテル・ナショナル
＊ザ・ホテル　
＊シュヴァイツァーホフ
＊パレス

＊アールデコ・モンタナ　＊アストリア　＊アメロン・フローラ
＊アンバサダー　＊ヴァルトシュテッターホフ　
＊エルミタージュ　＊カサカーダ　
＊グランド・ホテル・ヨーロッパ　＊コンチネンタルパーク　
＊ゼーブルク　＊ゼーホテル・カスタニエンバウム　
＊セントラル　＊デ・バランス　＊モノポル　＊ラディソンBlu
＊ルネッサンス　＊レブストック　
＊ロマンティック・ホテル・ビルデンマン　

＊アルピナ　＊イビススタイルズ・ルツェルン・シティ
＊カールトン・チボリ　＊クローネ　＊スイス・ホリデイ・パーク
＊ステグホフ　＊デス・アルプス　＊ド・ラペ　
＊トップ・ホテル・カスカーダ　＊ドライ・ケーニッヒ　
＊バスラトール　＊バルドスタッターホーフ
＊ブロードウエイ　＊ポスティオン　＊ポストホテル　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス　＊ルツェルナーホフ　
＊ロイヤル　＊ローエングラーベン　＊ロトハウス

ローザンヌ ＊パレスアンドスパ　
＊ボーリバージュ・パレス
＊ロイヤル・サヴォイ

＊アルファパルミエ　＊アングレテール　＊ヴィクトリア　
＊カールトン　＊シャトードゥシー　＊スターリング
＊ディスカバリー　＊ド・ラ・ベ　
＊ベストウェスタン・プラス・ミラボー　＊モーベンピック　
＊ラ・レジデンス

＊アクアティス　＊アゴラ・スイス・ナイト　＊アラガール　
＊イビス・サントル　＊イビス・クリシエー　＊オーラック　
＊クリスタル　＊コンチネンタル　＊スイス・ワイン＆バー　
＊デュノテル　＊チューリップ・イン　
＊ド・ラ・ヌーベル・クーロンヌ　＊ノボテル　

アビスコ ＊アビスコツーリストステーション

アーランダ ＊クオリティ・エアポート・アーランダ（空港）
＊クラリオンホテルアーランダエアポート
＊ベストウェスタン・パークエアポート
＊ラディソンＢｌｕ・スカイシティ

＊イビス・アーランダ・エアポート（空港）
＊グッドモーニングアーランダ　＊コネクトアーランダ
＊パーク・イン・アーランダ　＊ラディソンＢｌｕ・アーランディア

スウェー
デン

キールナ ＊スカンディックホテル・フェーラム
＊ホテルアークティク・エデン

＊E-10　＊ウィンターパラセット　＊キャンプ・リパン　
＊ケプネ　＊ヤルンバ

サルツショー
バーデン

＊グランド・ソルショバーデン

ストックホルム ＊アットシックス
＊エリート・エデン・パーク　
＊エリート・マリーナタワー
＊クラリオン・サイン
＊グランド・ストックホルム
＊シェラトン
＊スカンディック・アングレ
＊スカンディック・グランド・セントラル
＊ノビス
＊ヒルトン・スルッセン
＊ファースト・レイセン
＊ヘイマーケット・バイ・スカンディック
＊ミス・クララ・バイ・ノビス
＊ラディソンBlu・ウォーターフロント
＊ラディソンBlu・ストランド
＊ラディソンBlu・ロイヤルバイキング

＊エリート・アルカディア　＊エリート・カロリーナ・タワー
＊エリート・パレス　＊エリート・プラザ　
＊クオリティホテル・フレンズ　＊クラリオン・アマランテン
＊クラリオン・コレクション・タプト　
＊クラリオン・ストックホルム　＊クリスタル・プラザ
＊コートヤード・バイ・マリオット・ストックホルム・クンスホルメン
＊ザ・ワイナリー　＊スカンディック・アリアドネ　
＊スカンディック・アルヴィック
＊スカンディック・インフラ・シティ
＊スカンディック・ガムラスタン　＊スカンディック・クララ　
＊スカンディック・クングスガータン
＊スカンディック・コンチネンタル
＊スカンディック・スカーホルメン
＊スカンディック・スター・ソレンチューナ
＊スカンディック・ダウンタウンキャンパー
＊スカンディック・トーク　＊スカンディック・パーク
＊スカンディック・ハッセルバッケン
＊スカンディック・ビクトリアタワー　
＊スカンディック・マルメン　
＊スカンディック・ヤルヴァクローグ　＊ディプロマート　
＊ノルディック・ライト　＊パークイン・ソルナ　
＊パークインハンマルビーショースタッド
＊ビルエルヤール　＊ベストウェスタン・カーラプラン
＊ベストウェスタン・キャピタル　
＊ベストウェスタン・タイム
＊ベストウェスタン・ストックホルム・ヤルバ　
＊ベストウェスタン・ブロンマ　＊ベルネ　
＊ホテル・テルミヌス　＊ホテル・シー
＊モーニングトン　＊ラディソンＢｌｕ・ロイヤルパーク

＊ウェリントン　
＊エスプラナーデ　
＊オーデン　
＊クオリティ・グローベ　
＊クオリティホテルナッカ
＊グッドモーニング＋ヘゲルステン
＊グッドモーニングキスタ
＊スカンディック・クンゲンスクルヴァ
＊スカンディック・ショーファーツホテレット
＊スカンディック・スコグショド
＊スカンディック・ノッラ・バントリエット　
＊スカンディック・ブロンマ　
＊スリプウップランスヴェスビー
＊タイナルンデン　
＊ファーストホテルノンタル　
＊ベストウェスタン・コム
＊モーニングトン・ブロンマ

ルガノ ＊ヴィラ プリンチペ レオポルド
＊グランド ヴィラ カスタニョーラ
＊グランド ホテル エデン
＊スイス ダイヤモンド
＊ホテル スプレンディッド ロイヤル

＊アドミラル　＊ヴィラサッサ　＊カサラタ ラゴ
＊デュ ラック　＊ノボテル ルガノ パラディソ
＊パルコ パラディソ　＊ベルモンテ　＊ホテル ドゥ ラ ペ
＊ホテル ベルビュー オー ラック　＊ラ ペルラ
＊リド ゼーガルテン　＊ルガノ ダンテ　＊レックス

＊アクアレロ　＊アルベルゴ ペスタロッチ
＊インターナショナル オー ラック
＊ウォルター オー ラック　＊クアハウス カデマリオ
＊クリスチナ パラディソ　＊コロラド
＊コンチネンタル パークホテル　＊デルフィーノ
＊フェデラーレ　＊ホテル セレシオ ルガノ
＊ホテル マイスター

ラウターブル
ンネン

＊ヴィクトリア　＊オーバーランド ＊シュッツェン　＊シルバーホルン　＊ユングフラウ

リーダーアルプ ＊アートフラー・ロイヤル・リゾート
  （ジュニアスイート）

＊アートフラー ＊ウェルネス・リゾート・アルペンローゼ

リッフェルベルク ＊ホテル・リッフェルハウス

エステポナ ＊グランホテル・エルバ・エステポナ＆
  タラソ・スパ
＊ケンピンスキー・リゾート
＊ヘルスハウス・ラスドゥナス

＊TRHパライソ　
＊ソル・マルベラ・エステポナ・アタラヤ・パーク

＊ケンピスキー・バイア・エステポナ

アルティエス ＊パラドール・デ・アルティエス

アルヘシラス ＊ＡＣアルヘシラス・バイ・マリオット
＊グロバリス・レイナ・クリスティーナ
＊ミール・オクタヴィオ

＊ＮＨカンポ デ ジブラルタル　＊アルボラン　
＊オーラ　＊ホテル ミラドール
＊ホリデイ・イン・エクスプレス カンポ デ ジブラルタルバリオス

アリカンテ ＊ACアリカンテ　＊アバ・エウロテル
＊エキスプレス・バイ・ホリデイ・イン　
＊ホリデイ・イン・アリカンテ・プラヤ・デ・サンファン
＊ポルト・アリカンテ　＊メリア・アリカンテ　
＊メリア・ベニドルム　＊ユーロスターズ・セントラル

＊NHランブラ・デ・アリカンテ　＊カスティーヤ　
＊カンパニレ　＊トリップ・シウダ・デ・アリカンテ　
＊トルップ・グランソル　＊マヤ

スペイン アビラ ＊パラドール・デ・アビラ

ヨックモック ＊ヨックモック

ヨーテボリ ＊アバロン　＊エリート・プラザ
＊エリーテ パーク アヴェニュー
＊ファーストホテル Ｇ
＊ラディソンBlu・スカンジナビア
＊ラディソンBlu・リバーサイド

＊クオリティー パノラマ　＊クラリオン ポスト　
＊グランド オペラ　＊スカンディック Ｎｏ．２５
＊スカンディック オパーレン
＊スカンディック クラウン ホテル ヨーテボリ
＊スカンディック バッカダル
＊スカンディック ヨーロッパ
＊スカンディック ルビネン

マルメ ＊エリートホテル エスプラナーデ　
＊エリートホテル サボイ　＊エリートホテル レジデンス
＊クラリオンコレクションホテルテンペランス
＊クラリオンホテルマルメライブ
＊スカンディッククレイマー　
＊スカンディックセントヤルゲン　＊ヒルトンマルメシティ
＊ファーストヨルゲンコック　
＊ラディソンBlu・ホテルマルメ

＊グランドガーデン
＊コンフォートホテルマルメ
＊スカンディックエゲェバンク
＊スカンディック・セーゲヴォーグ
＊スカンディック・マルメシティー
＊ベストウェスタン・ホテルノーベルハウス

ビヨルクリーデン ＊フィヤレット

ユッカスヤルビ ＊ユッカスヤルビ アイスホテル
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国 名 都市名 DX STSP

サラマンカ ＊アラメダパレス ＊NHサラマンカ・パラシオ・デ・カスティリャノス
＊アシエンダ・ソリータ
＊アバ・フォンセカ　＊アルテウス・カルメリタス　
＊ヴィンチ シウダー デ サラマンカ
＊オルス・サラマンカ　＊グランドホテル・レジデンシア
＊グランホテル・コロナ・ソル　＊ドナ・ブリジダ　
＊トリップ・サラマンカ・セントロ・ノルテ
＊パラドール・デ・サラマンカ　＊ハル88
＊ホールスサラマンカ　＊モンテレイ　
＊ユーロスターズ・ラカス・クララス　＊レコレトスココ
＊ロナ・ダルバ

＊イビス　
＊カステラーノ・トレス　
＊カタロニア・プラザ・マヨール　
＊コンダル　
＊サン・ポロ
＊スティル　
＊プチ・パレス・ラス・トレース　
＊レジオ

グラナダ ＊ＡＣパラシオ・デ・サンタ・パウラ・オート
  グラフ・コレクション
＊アルハンブラ・パレス　
＊パラドール・デ・グラナダ
＊バルセロ・グラナダ・コングレス

＊H２グラナダ　＊MAプリンセサ・アナ
＊NHコレクション・ビクトリア　＊アーバン・ドリーム　
＊アバ・グラナダ　＊アバデス・ネバダ・パレス　
＊アバデス・レコヒダス　＊アリサレス　＊アレグロ・グラナダ
＊アンダルシア・センター　＊ヴィラ・オリニア　
＊ヴィンチ・アルバイシン　＊エスペリア
＊オキシデンタル・グラナダ　＊オテルズ・サン・アントン
＊カタロニア　＊カルメン　＊グラナダ・センター　
＊グラナダ・パレス　＊コロナ・デ・グラナダ　＊サライ　
＊セナトール　
＊セルコテル グラン ホテル ルナ デ グラナダ
＊マシア・コンドル　＊マシア・レアル・デ・ラ・アルハンブラ　
＊メリア・グラナダ　＊レオナルド・ホテル・グラナダ

＊B&Bグラナダ　＊BSカピチュラシオネス　
＊BSプリンシペ・フェリペ　
＊カミノ・デ・グラナダ　＊グアダルーペ　
＊コンキスタ・デ・グラナダ　＊ダウロ・コンフォート　＊ダウロ
＊ドン・ファン　＊ナバス　＊ファン・カルロ1世　
＊プラザ・ヌエバ　
＊マシア・グラナダ・ファイブセンス・ルーム＆スイーツ
＊マシア・モナステリオ・ロス・バジリオス
＊マシア ヴィラ ブランカ
＊ユーロスターズ・プエルタ・レアル
＊レイナ・クリスティーナ　
＊ロス・アルクサレス　＊ロス・アンヘレス

カルモナ ＊カサ・デ・カルモナ ＊アルカサール・デ・ラ・レイナ　＊パラドール・デ・カルモナ

クエンカ ＊エクゼ・クエンカ　＊トーレマンガーナ
＊パラドール・デ・クエンカ

＊アルフォンソⅧ　＊クエーパ・デル・フライレ
＊レオノール・デ・アキタニア

コルドバ ＊NHアミスタッド
＊NHコルドバ・グアダルキビール
＊エグゼ・シウダッド
＊ホスペス・パラシオ・デル・バイリオ
＊マシア・アルフォス
＊ユーロスターズ パレス

＊ACコルドバ　＊アイレ・ホテル・コルドバ　
＊アベトス・デル・マエストレ・エスクエラ　
＊エグゼ・ラス・アデルファス　＊コルドバ・センター　
＊パラドール・デ・コルドバ　
＊ユーロスターズ・コンキスタドール
＊ラス・カサス・デ・ラ・フデリア　

＊NHカリーファ　＊アナカプリ　
＊アベトス・デル・マエストレ・エクスエラ　＊アベロエス
＊セラノ　＊セル　＊トリップ・コルドバ　＊マリサ　
＊ユーロスターズ・マイモニデス　＊ロス・オメヤス

グラノジェルス ＊シウタ・デ・グラノジェルス ＊アテネア・バジェス
＊アルファ・バジェス

サラゴサ ＊NHグラン・ホテル　＊アルフォンソ・ディアゴナールプラザ
＊カタロニア・エル・ピナール　
＊シルケン・レイノ・デ・アラゴン　＊ゼニット・ドン・ヨー
＊ディアゴナル・プラザ　＊トリップ・サラゴサ　
＊パラフォックス　＊メリア・サラゴサ
＊ユーロスターズ・ボストン　＊ヨーロッパ　
＊レアル・シウダッド・デ・サラゴサ

＊インカ
＊エスペリア・サラゴサ
＊サラゴサ・ロイヤル
＊ティブール

カナリア諸島 〈グランカナリア島〉
＊パーム・ビーチ　＊リウ・グランド・パレス
〈テネリフェ島〉
＊グラン・メリア・バイア・デル・ドゥケ
＊ドリーム・ホテル・グラン・タカンデ
＊ボタニコ　
〈ランサローテ島〉
＊グラン・メリア・サリナス
＊グラン・メリア・ボルカン

〈テネリフェ島〉
＊ソル・レネリーフェ
＊ソル･パルケ･サン･アントニオ
＊メリア･ハルディネス･デル･テイデ
＊メリア･プエルト･デ･ラ･クルス
〈ランサローテ島〉
＊サン・アントニオ　＊ホテル・グランド・テギス・プラヤ

オンダ ＊オンダ・カステリョン

カルドナ ＊パラドール・デ・カルドナ

カディス ＊オスペデリア・ラス・コルテス　＊トルップ・ラ・カレータ
＊パラドール・デ・カディス　＊プエルタチエラ
＊フュエルナ・グラザレマ　＊フエルテ・コニル・コスタ・ルス
＊プラヤ・ビクトリア　＊メリア・アトランテラ
＊メリア・サンクティ・ペトリ　＊モナステリオ・サン・ミゲル

＊ホテル・ラス・コルテス
＊レッジョ

カセレス ＊オスペス・パラシオ・デ・アレナレス＆スパ
＊パラドール・デ・カセレス

＊AHアゴラ・カセレス
＊NHコレクション・カセレス・パラシオ・デ・オケンド
＊OYOホテル・バジェス・デ・グレドス
＊バルセロ・カセレス・Ⅴ・センテナリオ

スペイン

サンティリャー
ナデルマール

＊パラドール・ヒル・プラス ＊パラドール・デ・サンティリャーナ・デル・マール

サントドミンゴ
デラカルサーダ

＊パラドール・デ・サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサダ

サンタ・スサナ ＊アクアホテル・オナブラバ

ジブラルタル
(イギリス領)

＊オカラガン・エリオット　＊ザ・カレタ　＊ロック ＊ブリストル

シッチェス ＊メリア・グラン・シッチェス ＊アンテマーレ　＊カリポリス　＊テラマール

セゴビア ＊カンディド　＊パラドール・デ・セゴビア　＊ロス・アルコス ＊アクエドゥクト　＊インファンタ・イザベル
＊エグゼ・カサ・デ・ロス・リナヘス　＊プエルタ・デ・セゴビア　

サンチャゴ・デ
・コンポステーラ

＊ＡＣパラシオ・デル・カルメン　
＊NHコレクションサンチャゴ・デ・
  コンポステーラ
＊パラドール･デ･サンチャゴ･デ･
  コンポステーラ
＊ユーロスターズ・アラグアネイ

＊エウロスターズ・サン・ラサーロ
＊エスペリア サンティアゴ ペレグリーノ
＊グランホテルロス・アベトス　＊コングレッソ　
＊コンポステーラ　＊サンフランチェスコ・モニュメント　
＊トリップ・サンチャゴ　＊プエルタ・デル・カミーノ　
＊ユーロスターズ・グランホテル・サンチャゴ　

＊ウサ・サンチャゴ・アポストル　＊カストロ　
＊カリ・カーサ・デラトロイア　＊コンポステーラ・イン　
＊サン・ロレンツォ　＊サンタルチア　
＊シウタット・コンポステーラ　＊セルイスマ・ロス・ティロス　
＊ヘルミレス　＊ユニバーサル　＊レイ・フェルナンド　
＊ロサ・ロサエ　

セビリア ＊アルフォンソ13世
＊グランメリア・コロン
＊バルセロ・レナシミエント
＊ユーロスターズ・トーレ・セビリア

＊AC・セビリア・フォーラム　
＊M.Aセビリア・コングレソス
＊NH コレクション・セビージャ　＊NHビアポル
＊NHプラザ・デ・アルマス　＊TRH ラ モティラ

＊IGHベガ・デ・トリアナ
＊アパートメントス・ツーリスティゴス・コヴァドンガ
＊カタロニア ヒスパリス  
＊コバドンガ

サンタンデール ＊エウロスターズ・ホテル・レアル ＊グランド ヴィクトリア ホテル　＊サンテマール
＊パラシオ・デル・マール

＊サルディネロ　＊チキ　＊ロス・アンヘレス

サンセバスチ
ャン

＊マリア・クリスティーナ・ラグジュアリー
  コレクション

＊HKディエス　＊NHアランサス　＊アストリア・シエテ
＊アリマ　＊サン・セバスチャン　＊シルケン・アマラ・プラザ
＊セニット・サン・セバスチャン　＊トリップ・オルリー　
＊バルセロ・コスタ・バスカ　＊パレシオ・デ・アイエテ
＊ホテル・ロンドレス・イ・デ・イングラテラ
＊メルキュール・モンテ・イグエルド　

＊セルコテル・エウロパ　＊ホテル・コディーナ

サン・クガ・デ
ル・バリュス

＊ザ・サイト・サンクガット
＊ブルーベイ・シティ・バルセロナ・サン・クガ
＊ホテル・サン・クガ

＊ホリデイ・イン・エキスプレス・サン・クガ

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP
スペイン

バルセロナ ＊NHコレクション バルセロナ グラン 
  ホテル カルデロン
＊NHフィラ・スイーツ　
＊ODバルセロナ
＊Wバルセロナ　
＊アーツ　
＊エスペリアタワー
＊エルパレス
＊オム　
＊カサ・フステル
＊クラウン・プラザ・バルセロナ・フィラ・
  センター
＊クラリス・ホテル＆スパ　
＊グランド・ホテル･セントラル
＊ソフィア・イン・ザ・アンバウンド・
  コレクション・バイ・ハイアット
＊フェアモント・レイ・ファン・カルロス 1世
＊プルマン・スキッパー
＊ホテル・バゲス　
＊マジェスティック ホテル＆スパ 
  バルセロナ
＊ミラマー
＊メリア・サリア・バルセロナ
＊メリア・バルセロナ・スカイ　
＊モニュメント
＊ユーロスターズ・グラン・マリーナ
＊ユーロスターズ・デザイン
＊ル・メリディアン
＊ルネッサンス・バルセロナ
＊ルネッサンスバルセロナフィラ

＊1898　＊4バルセロナ　＊ＡＣヴィラマリ　＊ACソム　
＊ＡＣバルセロナ・フォーラム　＊ACビクトリアスイート　
＊ACホテル・サングガット・バイ・マリオット（郊外）　＊Ｂ　
＊BAHバルセロナ・エアポート（空港）　
＊H10アートギャラリー　＊H10イタカ　
＊H10ウニベルシタ　＊H10カサノバ　
＊H10カタルーニャプラザ　＊Ｈ10マリーナ　
＊H10メトロポリタン　＊H10モントカダ
＊ＨＣＣオープン　＊ＨＣＣサンモリッツ　＊ＨＣＣタベール
＊NHコレクション・バルセロナ・コンスタンサ　
＊ＮＨサンツ・バルセロナ　＊NHバルセロナ・スタディウム　
＊ＮＨバルセロナ・セントロ　＊NHボディウム　
＊NHレス・コルツ　＊SBイカリア　＊Ｕ232　
＊アイレ・カスペ　＊アイレ・グランビア　＊アイレ・ロセリョ　
＊アクアホテル・アクアマリーナスパ
＊アセヴィ・ヴィジャロエル　
＊アティカ21・マール　＊アドヴァンス　＊アバ・ガーデン　
＊アバ・サンツ　＊アパートホテル・マリアノ・クビ　
＊アベニーダ・パレス　＊アボット　＊アラネア　
＊アリマラ　＊アレクサンドラ　
＊アレナス・アティラム・バルセロナ　＊イヴニア・ロセロ　
＊イルニオン・アルミランテ　＊イルニオン・バルセロナ
＊イルニオン・ベル・アート　＊ヴィンチ・ビット・バルセロナ　
＊ヴィンチ・マリティモ　＊ウニベルサル　＊エクスポ　
＊エグゼ・クリスタルパレス　＊エグゼ・バルセロナ・ゲート　
＊エグゼ・バルベラパーク（郊外）　
＊エクゼ・ライエッターナ・パレス　
＊エスペリア・サンジュスト（郊外）
＊エスペリア・プレジデンテ　
＊オキシデンタル・アテネアマール・アダルトオンリー
＊カタロニア バルセロナ プラザ　＊カタロニア・アテナス
＊カタロニア･エイサンプル 1864　
＊カタロニア・ディアゴナル・セントロ　
＊カタロニア・パーク・プシェット　
＊カタロニア・バルセロナ・505
＊カタロニア・プラザ・カタルーニャ
＊カタロニア・プリンセサ　＊カタロニア・ラペドレラ　
＊カタロニア・ランブラス　＊ギャラリー　＊グラドナス83
＊グラン・ダービー　＊グラン・ホテル・バルシーノ
＊グランホテル・トーレ・カタルーニャ　
＊グランホテル・ハバナ　＊クリスタル・パレス　＊ゴティコ　
＊コロニアル　＊コロン　＊コンダル・マール・バイ・メリア
＊コンデスデ・バルセロナ　＊サレス・ペレ4世
＊サンシ・ディプタシオ　＊シウタ・デ・グラノジェルス　
＊シティ・パーク・ニカラグア　＊シルケン・ディアゴナル
＊シルケン・ランブラス　＊セナトール・バルセロナ・スパ　
＊セルコテル・シウタ・デ・モンカダ　
＊セルス・リボリランブラス　＊ダービー　
＊ディアゴナル・セロ　＊ドゥケーサ・デ・カルドナ　
＊トリップ・アポロ　
＊トリップ・バルセロナ･アエロプエルト（空港）　
＊ドン・ギャンデート　＊ネグレスコ・プリンセス
＊ノボテル・コルネリャ　＊ノボテル・サント・ジョアン・デスピ
＊ノボテル・バルセロナ・シティ　＊バルセロ・サンツ
＊バルセロ・ラバル　＊バルセロナ 1882
＊バルセロナ・センター　＊バルセロナ・プリンセス　
＊バルチェロ・カテドラル　＊バルモラル　
＊ヒルトン・ディアゴナル・マール　＊ヒルトン・バルセロナ
＊フィラ・コングレス　
＊フォー・ポインツ・バイ・シェラトン・バルセロナ
＊フロント・エア・コングレス（郊外）　
＊フロント・マリティム　＊ペスタナ・アレナ（郊外）　
＊ベストウェスタン・プレミア・ホテル・ダンテ　＊ベルナットⅡ
＊ホテル・アメリカ・バルセロナ　＊ポルタ・フィラ　
＊メディナセリ　＊ユーロ・ホテル・バルセロナ
＊ユーロスターズ・エグゼクティブ
＊ユーロスターズ・モニュメンタル
＊ユーロホテル・グランヴィア・フィラ
＊ユーロホテル・ディアゴナル・ポルト
＊ラファエル・バダロナ（郊外）　＊レヘンテ　
＊ロイヤル・パセイ・デ・グラシア　＊ロジャーデジュリア

＊NH レス・コルツ　＊NHエンテンサ　
＊アクアホテル・ベジャ・プラヤ
＊アストリア　＊アテナス　＊アトランティス　
＊アテネア・カラブリア　＊カレドニアン
＊アルファ・アエロプエルト（空港）　
＊イビス・バルセロナ・メリディアナ　＊イルニオン
＊イルニオン・オーディトリ　＊ウィルソン・ブティック
＊ヴィラドマット　＊NH ディアゴナル センター　
＊エスペリア・サン・ジョアン（郊外）
＊エスペリア・デル・マール　＊オート・オガール　
＊オリエンテ・アティラム　＊ガウディ
＊カタロニア サグラダ ファミリア　
＊カタロニア・アビニョー　＊カタロニア・アルバニス　
＊カタロニア・カステルノウ　＊カタロニア・パーク・グエル
＊カタロニア・ポルタル・デル・アンヘル　＊カタロニア・ミカド
＊カタロニア・ローマ　
＊カンパニール・バルセロナ・シュッド・コルネーリャ
＊カンパニーレ・バルセロナ・ノテ・バルベラデルヴァレス
＊グランド・パッセージ　＊グランホテル・ドン・ハイメ
＊グロリアス　＊コンダード　＊サノテル・アストン　
＊サノテル・セントラル　＊シウタート・デル・プラット　
＊シウタット　＊シティパークサント・フスト
＊シルケン・サン・ジェルバシ　＊スイゾ　＊テラッサ・パーク
＊デル・マール　＊トラベロッジ・ロスピタレット
＊バルメス　＊ビア・アウグスタ
＊ベストウェスタン・アルファ・エアロプエルト（空港）
＊ホテル NH ポルタ（郊外）
＊ホテル・カンブス（郊外）
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・シティ22＠
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・モリンス・デ・レイ（郊外）
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・モントメロ
＊メディチ　＊メルキュール・アルベルタ　＊ランブラス
＊リアルト　

トレモリノス ＊ソル・ドン・パブロ　＊ソル・ドン・ペドロ　＊ソル・ドン・マルコ
＊ブルー・シー・グラン・セルバンテス　
＊メドプラヤ・ホテル・ペスエスパダ
＊メリア・コスタ・デル・ソル　＊メリア・トレモリノス

＊MSアマラグア　＊セルナンテス　＊ソル・プリンシペ
＊ベア・トリッツ　＊ロス・アラモス　
＊ロック・コスタパーク

ネルハ ＊パラドール・デ・ネルハ

パテルナ ＊コングレス　＊タクティカ

タラゴナ ＊ウサ・インペリアル・タラコ　＊シウター・デ・タラゴナ ＊アスタリ

チンチョン ＊パラドール・デ・チンチョン

トレド ＊ウジェニード・モンティジョ・オートグラフ・
  コレクション
＊シガラル エル ボスケ　
＊ユーロスターズ・パラシオ・ブエナビスタ

＊AC ホテル シウダード デ トレド　＊アルフォンソ6世　
＊エスペリア・トレド　＊カルロス5世　
＊サンファン・デ・ロス・レージェス　＊シガラル・デル・アルバ
＊セルコテル・ピントール・エル・グレコ　
＊パラドール・デ・トレド　
＊ベアトリス・アウディトリウム＆スパ　
＊ユーロスターズ・トレド   

＊YITコンキスタ・デ・トレド　　
＊ツェントラル・マヨラル
＊マリア・クリスティーナ　

セビリア ＊YITヴィア・セビリア・マイレナ　＊YITヴェレダ・レアル
＊アイレ　＊アバデス・ベナカソン・ホテル・アンド・スパ　
＊イルニオン・アルコラ　＊イングラテーラ　
＊ヴィンチ・ラ・ラビダ　＊エクセ・セビリア・パルメラ　
＊エグゼ・マカレナ　＊エスペリア　
＊カーサ・インペリアル　＊カタロニア・ヒラルダ
＊カタロニアサンタフスタ　＊ジャルディン・デ・ラ・レーヌ　
＊シルケン アル アンダルス　＊センター　＊ソルカ－ル　
＊ドナマリア　＊ノボテル・マルケス・デル・ネルビオン
＊ヒルトン・ガーデン・イン　＊フェルナンドⅢ　＊ベッケル　
＊ベルティス　＊ベルティス・アルハラフェ　
＊ホスペス・カサス・デル・レイ・デ・バエザ　
＊マシア・グラン・ラール　＊マシア・セヴィア・クブ
＊メリア　＊メリア・レブレロス　＊リベラ・デ・トリアナ
＊ロス・セイシス・バイ・フォンテクルズ

＊サン・パブロ・セビリア
＊ドンパコ
＊ビルゲン・デ・ロス・レイエス
＊ベラヴィスタ
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国 名 都市名 DX STSP
スペイン

マドリード ＊ACサントマウロ
＊NHコレクション スエシア
＊NHコレクション・パラシオ・デ・テパ
＊VPプラザ・デ・エスパーニャ
＊アーバン
＊インターコンチネンタル　
＊ヴィラ・マグナ
＊ウェスティン・パレス
＊ウェリントン
＊エスペリア・マドリード
＊グラン・メリア・パラシオ・ロス・デュケス
＊グラン・メリア・フェニックス
＊ハイアット・セントリック・グランビア
＊バルセロ・イマジン
＊バルセロ・エンぺラトリス　
＊バルセロ・トーレ・デ・マドリード
＊ビジャ・レアル
＊プエルタ・アメリカ
＊マドリード・マリオット・アウディトリウム
＊ミゲル・エンジェル・バイ・ブルーベイ
＊メリア・マドリード・プリンセサ
＊ユーロスターズ・スイーツ・マドリード・
  ミラシエラ
＊ユーロスターズ・マドリード･タワー
＊リッツ

＊ABアルカンダ　＊ACアベニーダ・デ・アメリカ　＊ACクスコ
＊ＡＣマドリード・フェリア　＊H10・プエルタ・デ・アルカラ　
＊H10トライベッカ　＊Ｈ10ビッラ・デ・ラ・レイナ
＊MEレイナ ビクトリア　＊ＮＨコレクション・アバスカル　
＊NHコレクション・マドリード・コロン
＊ＮＨコレクション・マドリード・ユーロビルディング　
＊ＮＨコレクション・グランヴィア
＊ＮＨナシオナル　＊NHマドリード・スルバーノ
＊ＮＨマドリード・ベンタス　＊NHラ・ハバナ
＊NHリベラ・デル・マンサナレス　＊NYX マドリード　
＊RIUプラザ・エスパーニャ
＊VP ハルディン メトロポリタノ　＊アイレ・グランコロン　
＊アクソール・バラハス（空港）　＊アクソール・フェリア
＊アグマール　＊アバ　＊アパルタメントス・レコレトス　
＊アバン・アエロプエルト（空港）　＊アロサ　
＊イザン・アベニーダ・デ・ブルゴス　＊イルニオン・アトリウム
＊イルニオン・アルカラ・ノルテ　＊イルニオン・スイート　
＊イルニオン・ピオⅫ　＊ウィーアー・チャマルティン　
＊ヴィンチ キャピトル　＊ヴィンチ ソーホー　
＊エルバ・マドリード・アルカラ　＊エンペラドール　
＊オクシデンタル・カステリャーナ・ノルテ
＊オクシデンタル・トーレアリアス　
＊オクシデンタル・マドリード・エステ
＊オンリーユー・アトーチャ　＊カタロニア・アトーチャ
＊カタロニア・グラン・ビア　＊カタロニア・ゴヤ　
＊カタロニア・ラス・コルテス　
＊クアトロ・プエルタ・デル・ソル　
＊クラウン・プラザ・マドリード・アエロプエルト（空港）
＊クラリッジ　＊グランホテル・ロス・アンヘレス
＊コートヤード・マドリード・プリンセサ
＊コンポステラ・スイート　＊サント・ドミンゴ　　
＊シティー・ハウス・フロリダ・ノルテ・バイ・ファランダ
＊シルケン・プエルタ　＊セナトール・グラン・ビア・70・スパ　
＊セナトール・バラハス　＊ゼニット・アベバ　
＊ゼニット・コンデ・デ・オルガズ　＊セルコテル・コンデ・ドゥケ
＊トリップ・アトーチャ　＊トリップ・シベレス　
＊トリップ・チャマルティン　＊トリップ・プラザ・エスパーニャ
＊トリップ・マドリード・エアポート・スイーツ（空港）
＊ドルミルシネ　＊ヌエボ・ボストン（空港）　
＊ヌエボ・マドリード　＊ノボテル・マドリード・センター　
＊パセオ・デル・アルテ　＊パラシオ・サンマルティン　
＊ビーライブシティセンター・サントドミンゴ
＊ビッラ・マドリード　＊ヒルトン・アエロプエルト（空港）
＊ビンチ ビア 66　＊プチ・パレス・サボイ・アルフォンソⅫ　
＊プラガ　＊プルマン・マドリード・エアポート＆フェリア
＊プレシアドス　＊ホリデイ・イン・ベルナベウ　
＊ホリデイ・イン・マドリード　＊ホリデイ・イン・ラス・タブラス
＊マイドリット　＊メリア・アベニダ・デ・アメリカ　
＊メリア・カスティーヤ　＊メリア・グラン　
＊メリア・マドリード・セラーノ　＊メルカデール　
＊メルキュール・マドリード・プラザ・デ・エスパーニャ
＊ユーロスターズ・Ⅰ　＊ラグジュアリー・スイーツ　
＊ラファエル･アトーチャ
＊ラファエル・マドリード・ノルテ（郊外）　

＊ACカールトン　＊ＮＨアルベルト・アギレラ
＊ＮＨバラハス　＊アバン・トレホン
＊イビス・アルカラ・エナーレス・ガレナー
＊イビス・アルガンダ
＊イビス・マドリード・アエロプエルト・バラハス
＊イビス・マドリード・アルコルコン・トレーサ
＊イビス・マドリード・フエンラブラータ
＊イビス・マドリード・ヘタフェ　＊ヴィクトリア4
＊エクスプレス・バイ・ホリデイ・イン・マドリード・リバス
＊エンバハーダ　＊オペラ　＊カソン・デル・トルメス　
＊ガニヴェ　＊ガニベット　
＊カンパニール・アルカラ・デ・エナレス
＊スノテル・アマラル　＊セルコテル ABリーバス
＊セナトール・カステラーナ　＊ドス・カスティーリャス
＊トラべロッジ・トレラグーナ　＊トリップ・アルカラ611　
＊トリップ・グランビア　＊トリップ・ダイアナ　
＊トリップ・マドリード・セントロ
＊トリップ・マドリード・チャンベリ
＊トリップ・レガネス　＊ノボテル・カンポ・ナシオネス（空港）
＊ノボテル・プエンテ・デ・ラ・パス　
＊ビー・スマート・アルブフェラ　　
＊ヒントール
＊プエンタ・デ・トレド　
＊プリンシペ・ビオ
＊ベストウェスタン・カルロ5世
＊ベストウェスタン・マヨラスゴ
＊ベストウェスタン・ロス・コンデス　
＊ホリデイ・イン・エアポート（空港）
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・マドリード・トレス・カントス
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・マドリード・アルコルコン
＊ホリデイ・イン・ピラミダス　
＊メルキュール・マドリード・プラザ・デ・エスパーニャ
＊ユーロビルディング2
＊ラファエル・ペンタス
＊レヒーナ　
＊レヘンテ　
＊ロペ・デベカ

ヘレスデラフ
ロンテラ

＊グアダレーテ　＊トリップ・ヘレス　
＊バルセロ・モンテ・カスティーリョ・リゾート
＊ヒポテル・シェリー・パーク　＊ヘレス

＊H2ヘレス　＊ＮＨアベニダ・ヘレス　＊セリット
＊ラ・クエバ・パーク

ブルゴス ＊NHコレクション・パラシオ・デ・ブルゴス
＊ランダパレス

＊アバ・ブルゴス　＊アルミランテ・ボニファス
＊コロナ・デ・カスティ－ヤ　＊シルケン・グラン・テアトロ
＊フェルナン・ゴンザレス　＊プルエタ・デ・ブルゴス　＊リセ

ビルバオ ＊カールトン ＊NHコレクション リア デ ビルバオ
＊NHコレクション ヴィラ デ ビルバオ　＊NHスビアルデ
＊NHビルバオ ズビアルデ　＊NHラ・アンバサダ
＊NYXビルバオ　＊URHパラシオ・デ・オリオル　＊アバンド
＊インダウチュー　＊エスペリア　＊エルシーリャ　
＊オキシデンタル・ビルバオ　＊グラン・ビルバオ
＊セルコテル・コリセオ・ビルバオ　＊バルセロ・ネルビオン　
＊プエルタ・デ・ビルバオ　＊メリア　
＊メルキュール・ハルディネスアルビア

＊NHデウスト
＊イルニオン・ビルバオ　
＊コンデドゥーケ
＊ホリデイ・イン・エクスプレス

パンプローナ ＊ALシスルマヨール　＊NHイルーナ・パーク　
＊イルーナ・パレス・トレス・レジェス　＊レイノ・デ・ナバーラ

＊ACシウダード・デ・パンプローナ　＊ブランカ・デ・ナバーラ
＊メソンネヴ

パルマ・デ・
マヨルカ

＊ソンビダ　
＊ニクセ・パレス
＊バルバライソ・パレス　
＊メリア・デ・マール

＊HM ハイメⅢ　＊カタロニア・マジョリカ　＊サラトガ
＊シウダッド・デ・マジョルカ　
＊パルマ・ベルベール・マネージド・バイ・メリア
＊メリア・パルマ・マリーナ

＊アルムダイナー　＊コスタ・レアル
＊マジョリカ

バレンシア ＊SHパレス
＊ウエスティン・バレンシア
＊シディ・サレール
＊セルコテル・ソローリャ・パレス
＊ホスペス・パラウ・デ・ラ・マール
＊ユーロスターズ・グラン・バレンシア
＊ラス・アレナス・バルネアリオ

＊ACバレンシア　＊NHセンター　＊ＮＨラス・アルテス　
＊SH イングレス ブティック ホテル
＊アイレ・ホテル・アストリア・パレス　
＊アパートホテル・アルブフェラ
＊イビス・バレンシア・パラシオ・デ・コングレソス　
＊イルニオン バレンシア 4　＊ヴィンチ・パレス
＊ヴィンチ・メルカート　＊ヴィンチLYS　
＊ウサ・レイナ・ビクトリア　＊オリンピア　
＊カスアル・バレンシア・デ・ラス・アルテス　＊クリンズ　
＊コンケリドール　＊コンフォルテル・アクア4　
＊ションスバレンシア　＊シルケン・プエルタ　
＊セナトール・パルケ・セントラル　＊セルコテルアクテオン
＊センター　＊ソルバサ・オリンピア　
＊ソルバサ・バレンシア　＊ディマール　
＊トリップ・アサファタ　＊トリップ・オーシャニック　
＊パラドール・デ・エル・サレーレ　＊バルセロ・バレンシア　
＊ホテル・アルブフェラ　＊ホリデイ･イン　
＊マス・カマレナ　＊メリア バレンシア　＊メリア・プラザ　
＊ユーロスターズ・レイ・ドン・ハイメ

＊B&B バレンシア アエロプエルト（空港）
＊NHシウダー・デ・パレンシア
＊NHハルディネス・デル・トゥリア　＊SHアバシリ
＊アラクアス　＊イビス・アルファファール　
＊イビス・ボナイレ　＊イルニオン・アクア３　
＊イルニオン・バレンシア3
＊ウサ・ディマル
＊エクスプレス・バイ・ホリデイ・イン・サンルイス
＊エクスプレス・バイ・ホリデイ・イン・シウダ・デ・ラス・
  シエンシアス
＊エクスポ　＊オリンピア・ロンダⅡ　＊オルトラ　
＊カジュアル・バレンシア・ラス・アルテス
＊カタロニア・エクセルシオール　＊スペイン　
＊トリップ・アルムサフェス
＊トリップ・バレンシア・アルムッサフェス
＊フロラサール・バレンシア・バイ・フラッグワールド
＊ベータ・バレンシア　＊ベレレト
＊ポサーダス・デ・エスパーニャ・パテルナ　
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・オンダ　＊ミディアム
＊メディアム・バレンシア　＊レウカ　

マラガ ＊ヴィンチ・セレクシオン・ポサダ・デル・
  パティオ
＊グランホテル・ミラマール

＊ＡＣマラガ・パラシオ　＊NHマラガ　＊イルニオン
＊ソル・グアダルマル　＊セルコテル・マラガ　
＊ノボテル・スイーツ・マラガ
＊パラドール・マラガ・デル・ゴルフ
＊パラドール・マラガ・ヒブラルファロ　＊バルセロ
＊ヒルトン・ガーデン・イン　＊マラガ・セントロ　
＊ルーム・メイト・ラリオス

＊カンパニレ（空港）　＊トリップ・アラメダ
＊ドン・クーロ
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・アエロプエルト（空港）

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP

ポルトローシュ ＊グランドホテルベルナルディン
＊グランドホテルポルトローシュ
＊ケンピンスキーパレスポルトローシュ
＊スロベニア　
＊レミセンス・プレミアム・ホテル・
  メトロポール

＊アポロ　＊ネプチューン　＊ヒストリオン
＊ホテルローザ　＊ミルナ　＊リヴィエラ

＊ヴィルパーク　＊ホテルルシーヤ　
＊プレミアム・カサ・ベル・モレト・アネックス

ポストイナ ＊クラス　＊ポストイナケーブホテルジャマ ＊エピック　＊センター

ボーヒニ ＊イェゼロ　＊ボーヒニ・エコ

マリボル ＊アレーナ　＊シティ　＊ハバクク　＊ベツナヴァ
＊メルキュール・マリボル・シティ・センター

＊イビススタイルズ・マリボル・シティ・センター
＊タボール　＊レント

ブレッド ＊グランド・トプリス　 ＊コンパス　＊サビィツァ・ガルニ　＊パーク　
＊ビッラ・ブレッド　＊ブレッド・ローズ
＊ベストウェスタン・プレミアム・ロベク　
＊ホテル・コンパス　＊リクリ・バランス

＊アストリア　＊クリム　
＊トゥルスト　＊ヤドラン　＊リブノ

クラーニ ＊ブルド ＊クラーニ　＊クレイナ

スロベニア オトセック ＊スポート

ブラチスラバ ＊アルカディア
＊グランド・ホテル・リバーパーク
＊シェラトン
＊ラディソンBlu・カールトン

＊NHゲートワン　＊アポロ　
＊オーストリア・トレンド・ブラチスラバ　＊クラウン・プラザ　
＊タトラ　＊ダブルツリーバイ・ヒルトン　＊デビン
＊パークイン・ダニューブ　＊ファルケンシュタイナー
＊ブラチスラバ　＊プレミアム　＊ホリデイ・イン　
＊メルキュール・セントラム
＊リンドナー・ギャラリー・セントラル　＊ロフトホテル

＊イビス・セントラム　＊ウィーン・ハウス・イージー　
＊バロンカ　＊ホテル・ウエスト

スロバキア コシツェ ＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン　＊ヤスミン

タトラ山地 ＊グランドホテル・ケピンスキー・ハイタトラズ
＊グランドホテル・プラハ

＊ウェルネス・ホテル・パトリア
＊グランドホテル・ベルビュー　＊ホテル・チュリパン　

＊アトリウム　＊グリーンフィールドリゾート　
＊コンタクト・ウェルネス・ホテル　＊スロヴァキア
＊フイス　＊ホテル・サテル　＊ホテル・スロバン　
＊ホテル・ポプラド

ロンダ ＊カタロニア・レイナ・ビクトリア
＊パラドール・デ・ロンダ

＊エル・タホ　＊サンフランシスコ　＊ドン・ミグエル
＊ポロ　＊マエストランサ　＊ロイヤル

ルーゴ ＊グランホテル・ルーゴ

ラリネア ＊NHカンポ ジブラルタル
＊ACラ・リネア・バイ・マリオット
＊アスール・ホテル・カンポ・ジブラルタル　

レオン ＊パラドール・デ・レオン ＊ＡＣサンアントニオ　＊NHプラザ･マイヨール　
＊アバ・サレ・アントニオ　＊サンティアゴ 　
＊シルケン・ルイス　＊トリップ･レオン　＊ユーロスターズ

＊アルフォンソ５世　＊キンドス　＊コンデ・ルーナ　
＊パリス　＊ポサーダ･レジア　＊リオソル　

マルベーリャ ＊ウェスティン・ラ・キンタ
＊ヴィンチ・セレクシオン・エストレーラ・
  デルマール
＊グラン・メリア・ドン・ペペ
＊グランホテル・グアダルピン・バヌース
＊ドンカルロス　＊ビジャ・パディエルナ　
＊フィンカ・コルテシン
＊プエンテ・ロマーノ
＊マルベーヤ・クラブ　
＊ロス・モンテロス

＊Ｈ10アンダルシア・プラザ　
＊アランダ・ホテル・マルベーリャ
＊イベロスター マルベーリャ コーラル ビーチ
＊エルフェルテ
＊グアダルミナ・スパ＆ゴルフ・リゾート
＊フエルテ・ミラマール
＊ホテル スパ マルベーリャ ヒルズ

＊サンクリストバル

ミハス ＊グランホテル・グアダルピン
＊ラ・カラ・ゴルフ

＊ＴＲＨミハス　＊イルニオン・ハシエンダ・デルソル
＊グランホテル・コスタ・デル・ソル
＊マクドナルドリゾート・ラ・エルミタ
＊ユーロスターズ・ミハス・ゴルフ＆スパ

メリダ ＊メリア・ブティック ＊トリップ　＊パラドール・デ・メリダ　＊ベラダ ＊ノバ・ローマ　＊ラス・ロマス

マルグラット
デ マル

＊アクアホテル・シルエット＆スパ

モンセラ ＊アバト・シスネロス

スペイン

リュブリャナ ＊インターコンチネンタル・リューブリャナ ＊アーバン　＊アンティーク・パレス　＊エム
＊オーストリア・トレンド・リュブリャナ
＊グランド・ホテル・ユニオン
＊グランドホテル・ユニオン・ビジネス　＊グロリア
＊スティル　＊セントラル　
＊フォーポイント・バイ・シェラトン・モンス
＊ベストウェスタン・プレミア・スロン　
＊ラディソンBlu・プラザホテル・リュブリャナ　＊レフ　

＊BBパークリュブリャナパーク　＊アンビエント　
＊シティ　
＊リュブリャナ・リゾート

リピカ ＊マエストソ

セルビア ベオグラード ＊ハイアットリージェンシー
＊ヒルトン　＊メトロポール　

＊88ルームス　＊Bホテル　＊イン　＊クイーン・アストリア
＊クラウン・プラザ　＊コートヤード・バイ・マリオット
＊ジャンプ・イン　＊ジラホテル　＊スラビヤ・ルックス　
＊デザインホテルミスタープレジデント　＊バルカン　
＊ファルケンシュタイナー　＊プラハ　
＊ベストウェスタン・スマディア　＊ヘリテージ　
＊ホリデイ・イン　＊ホリデイ・イン・エクスプレス
＊メルキュール　＊モスクヴァ　
＊ラディソンBlu・オールドミル

＊エム　＊コンパス・リバーシティー
＊チューリップ・イン
＊ホテルスルビヤ
＊ホテルレックス
＊ユーゴスラビア

チェコ オロモウツ ＊NHオロモウツ・コングレス　＊クラリオンコングレス
＊ホテルトリニティー

＊イビスチェントル　＊ホテルフローラ

カルロビバリ ＊グランド・ホテル・プップ　 ＊インターホテルセントラル　＊インペリアル　
＊サンスーシ　＊ジャン・ドゥ・カッロ　＊ドボラック　
＊パークホテル・リッチモンド

＊テルマル　＊ブリストル　

チェスキー
クルムロフ

＊オールド・イン　＊ベルビュー　＊ルージュ ＊ゴールド　＊ズラター・アンデル　
＊ドボラック　＊ムリン　

カプリチェ ＊コロナ

ノヴィ・サド ＊シェラトン　＊ホテル・パーク
＊プレジデント

＊ホテル・センター　＊マスタル　＊ノヴィ・サド

チェスケブ
ジェヨビツェ

＊CPIホテル　＊スパホテルヴィタ　＊ズボン　
＊ブドヴェイス

＊ウトゥシー・ルーブ　＊クラリオンコングレス　
＊サヴォイ　＊ドボラック　＊ボヘミア　＊マリーピボバール
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国 名 都市名 DX STSP

ドイツ アイゼナハ ＊シュタイゲンベルガー・チューリンガーホーフ
＊ベストウェスタン・カイザーホーフ

＊ペンタ

コリング ＊コムウェル・コリング　＊コリングフィヨルド
＊サクシルクス・コリング　＊スカンディック・コリング
＊ファースト・コリング

コペンハーゲン ＊71ニューハウン
＊アドミラル　　
＊クラリオン・コペンハーゲン・エアポート
  （空港）
＊コッケダールスロット
＊サンクト・ペトリ
＊サンダーズ
＊スカンディック・クービュン
＊スカンディック・コペンハーゲン　
＊スカンディック・パレス　
＊ダングレテール　＊チボリ　
＊デンマーク　＊ニム　＊ノビス
＊フェニックス　＊プラザ　＊マリオット
＊ラディソンBlu・スカンジナビア
＊ラディソンBlu・ロイヤル

＊ACホテル・ベラスカイ・コペンハーゲン　＊SP34　
＊アイランド　＊アクセル・グルスメデン　＊アディナ　
＊アレクサンドラ　＊インペリアル
＊クラウンプラザ・コペンハーゲン・タワーズ　＊グランド　
＊コムウェル・クーエ・ストランド
＊コムウェル・ボルップゲード　＊コムウェル・ロスキレ
＊コング・アーサー　＊コンフォート・ベスターブロ
＊サンクトアンナ　＊スカンディック・ウェバース
＊スカンディック・シューハウネン　
＊スカンディック・スルーシュホルメン
＊スカンディック・ファルコナー＊スカンディック・フロント　
＊スクエア　＊ストランド　＊ファースト・コング・フレデリック
＊ファースト・トゥエンティセブン　＊ファースト・メイ・フェア
＊ルングステッドゴード

＊アスコット　＊アストリア　＊アブサロン　＊イブセン　
＊ウェイクアップコペンハーゲン　＊オスターポート　
＊キャブイン・シティ　＊キャブイン・スカンジナビア
＊クオリティ・エアポートホテルダン（空港）　
＊クオリティ・ホエターストラップ　＊クラウン
＊グッドモーニングプラス・スター　＊ゲントフテ
＊コペンハーゲンゴー　＊コペンハーゲン・メルキュール
＊サボイ　＊スカンディック・ヴィドヴレ
＊スカンディック・エルミタージュ　
＊スカンディック・グロストルップ　
＊スリープホテル・コペンハーゲン・エアポート（空港）
＊スリープホテル・セントルム　＊ドッジビアン　　
＊パーク・イン・バイ・ラディソン・コペンハーゲン・エアポート
  （空港）
＊リッチモンド　＊ロートラップパーク　＊ロッシーニ

マリアーンス
ケーラーズニェ

＊エスプラナーデ　 ＊アグリコラ　＊エクセルシオール
＊グランドホテル･パシフィック　＊セントラルニ・ラズネ　
＊ダヌビウス・ヘルス・スパ・リゾート・バタフライ
＊パレス・ズボン　
＊ファルケンシュタイナー・ホテル・グランド・メッドスパ・
  マリエンバート
＊フベズダ・スカルニク　　＊ボヘミア

＊クリスタルパレス
＊シャトー・モンティ・スパリゾート

オーデンセ ＊クオリティコングレスセンター
＊ホテル・プラザ
＊ラディソンBlu・Ｈ．Ｃアンデルセンホテル

＊シティホテルオーデンセ
＊スカンディックホテルオーデンセ
＊ファーストホテル・グランド

デンマーク

フルボカ ＊RRCホテル　＊ウェルネスホテル・ディアマント　
＊シュテクル　

＊パークホテル　＊ホテル・ザーヴィシュ

ブルノ ＊バルチェロ・ブルノパレス　 ＊オレア・ホテル・ボロネズ　＊グランドホテル・ブルノ　
＊コートヤードバイマリオットブルノ　
＊コスモ・ポリタン・ボビー・セントラム　＊スラビア　
＊ベストウェスタン・プレミアホテル・インターナショナル・
  ブルノ
＊ホリデイ・イン

＊A・オーストリッツ　＊オレア・ホテルボロネズ・Ⅱ　
＊オレアリゾート・サントン　＊コンチネンタル
＊スローヴァン　

プラハ ＊アール・デコ・インペリアル
＊アール・ヌーボー・パレス
＊アリア・ホテル　
＊アンバサダー・ズラター・フサ
＊インターコンチネンタル　
＊オーガスティン　
＊オクシデンタル・プラハ・ウィルソン
＊キングス・コート　＊キングデイビット　
＊グランディオ　
＊グランド・ホテル・ボヘミア
＊グランディウム・プラハ
＊コスモポリタン　＊コリンシア・プラハ
＊ザ・グランド・マーク・プラハ　＊サボイ
＊パリス　＊ヒルトン・オールドタウン
＊ヒルトン・プラハ　＊フォー・シーズンズ
＊ブッダ・バーホテル　＊プレジデント
＊ボスコロ・プラハ　＊ホフマイスター
＊マリオット　＊マンダリン・オリエンタル
＊ヤルタ　＊ラディソンBlu・アルクロン
＊ラディソンBlu・プラハ
＊リンドナープラハキャッスル　
＊ル・パレ・アートホテル

＊987デザイン・プラハグランディオール
＊Ｋ+Ｋセントラル　＊Ｋ＋Ｋフェニックス　
＊NHプラハシティ　＊アイーダプラハ　＊アドリア　
＊アマリリス　＊アメジスト　＊アンジェロ　＊アンデルス　
＊イリス・エデン　＊インターナショナル・プラハ
＊エスプラナーデ　＊エリート　＊オクシデンタルプラハ
＊オクシデンタル・プラハ・ファイブ　
＊オペラ　＊オレア・ホテル・ピラミダ　
＊クラリオン・コングレス　＊クラリオン・シティ　
＊クラリオン・プラハ・オールドタウン
＊グランド・マジェスティック・プラザ
＊コートヤード・バイ・マリオット・エアポート（空港）
＊コートヤード・バイ・マリオット・シティー　＊ゴルフプラハ
＊サイフェルト　＊ジュリーズ・イン・プラハ　
＊センチュリー・オールドタウン　＊ティアトリノ
＊ディプロマット　＊デュオ　＊トーラス
＊ドン・ジョバンニ
＊ノボテル・ウェンセスラス・スクエア　＊パーク・イン　
＊パークホテル　＊パノラマ・プラハ　
＊バルセロ・オールドタウン　
＊ファルケンシュタイナー・マリア・プラハ　＊プラザ・プラハ
＊ペンタホテル　＊ホリデイ・イン・コングレス・センター　
＊マジェスティックプラザ・プラハ　＊ミュシャ
＊メトロポール　＊モーズ・ブティック　
＊ユーロスターズ・ダヴィット　＊ユーロスターズ・タリア
＊ロイヤル・プラハ　

＊A&Oプラハ・レア　＊アリストン　＊アンビアンス　
＊イビス・ウェンセスラス・スクエア　
＊イビス・オールドタウン　＊イビス・マラ・シュトラナ
＊ヴィトコフ　＊ウェルネス・ステップ　＊エクスポ　
＊エグゼシティパーク　＊エミー　＊クリスタルパレス　
＊シティ・モラン　＊ジュノー
＊セルスキー・ドゥブール　＊デニサ　＊トップ　
＊フォーチュナー・ウエスト　
＊フォーチュナー・シティ　
＊ベストウェスタン・アメディアプラハ
＊ベルベデーレ　
＊ホテル・オリンピック
＊ホテルギャラクシー
＊ユニオン　
＊ラマダ・プラハ・シティ・センター

チェコ

エアフルト ＊ラディソンBlu　 ＊IBBエアフルト　＊イビス　＊インターシティ　　
＊ツムノルド・アム・アンガー　＊ニコライ　
＊ビクター・ レジデンツ
＊ベストウェスタン・エクセルシオール　
＊メルキュール・アルトシュタット　
＊ラマダ　

アウグスブルク ＊クオリティー
＊シュタイゲンベルガー・ドライ・モーレン

＊アウグスタ　＊アート・ビア・クラウディア　＊イビス　
＊インターシティ　＊シュタットホテル　
＊ドリント・アン・デル・コングレスハレ
＊ハイヴェイホテルダーミング　
＊ベストウェスタン・ダイジング 
＊ホリデイ・イン・エクスプレス
＊リングホテル・アルペンホーフ　

ウルム ＊ゴールデン・チューリップ・パークホテル・ノイ・ウルム
＊マリティム

＊イビス・シティ　＊インターシティ　
＊コンフォート・ウルム／ブラウシュタイン
＊コンフォート・フラウエンシュトラーセ
＊ベストウェスタン・アトリウム・ウルム
＊ホテル・ラートハウス・ゼーリッヒヴァイラー　＊ラゴ・ホテル

ヴィース
バーデン

＊ナッサウアホーフ
＊ラディソンBlu・シュバルツボック

＊NHヴィスバーデン　＊ペンタ　＊ドリント・パラス　
＊メルキュール・シティ

＊アハト　＊イビス　
＊コンフォート・ヴィースバーデン・オスト　
＊チェントロ・クレー・アム・パーク　
＊ホテル・アム・シュロスパーク　＊ホテル・オラニエン

カッセル ＊グランド・ラ・ストラーダ
＊ゴールデン・チューリップ・ライス
＊シュロスホテル・ヴィルヘルムスヘーエ

＊H4カッセル　＊TRYP・バイ・ウィンダム　＊アストリア　
＊イビス　＊インターシティ　＊ウィンダム・ガーデン　
＊エクセルシオール　＊グーデ
＊シュタットホテル・カッセル　＊デイズ・イン・ヘッセンラント
＊ベストウェスタン・クアフュルスト・ヴィルヘルム Ⅰ
＊ベストウェスタン・プラスホテル・カッセル・シティ
＊ペンタ　

オッフェン
バッハ

＊シェラトン・オッフェンバッハ　＊パークプラザ ＊アハット・プラザ　＊イビススタイルズ
＊ニュー・センチュリー　＊ノヴム・オッフェンバッハーホフ
＊ノルディック・フランクフルト・オッフェンバッハ
＊ベストウェスタン・マクランダー

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP
ドイツ

シュトゥット
ガルト

＊アルトホフ ホテル アム シュロス
  ガルテン
＊シュタイゲンベルガー グラフ 
  ツェッペリン
＊シュトゥットガルト マリオット 
  ジンデルフィンゲン
＊ル メリディアン シュトゥットガルト

＊NH シュトゥットガルト ジンデルフィンゲン
＊NH シュトゥットガルトエアポート(空港）
＊アルコテル カミノ シュトゥットガルト
＊ウィンダム シュトゥットガルト エアポート メッセ（空港）
＊ドリント・エアポート・シュトゥットガルト（空港）
＊ドルメロ ホテル シュトゥットガルト
＊ヒルトン・ガーデン・イン ネッカー パーク
＊プルマン シュトゥットガルト フォンタナ
＊ベストウェスタン・ジンデルフィンゲンシティー
＊ホリデイ・イン・シュトゥットガルト
＊マリティム ホテル シュトゥットガルト　
＊メッセホテル・ヨーロッパ
＊メルキュール シュトゥットガルト ボブリンゲン
＊メルキュール ブリストル シュトゥットガルト ジンデル
  フィンゲン
＊メルキュール ホテル シュトゥットガルト ジンデルフィン
  ゲン アン ダー メッセ
＊メルキュール・シュトゥットガルト・エアポート・メッセ（空港）
＊ルクサレ ヴァルドホテル シャッテン
＊レガ ホテル シュトゥットガルト シティ センター

＊ACHAT コンフォートホテル シュトゥットガルト
＊アバッコ ホテル　＊イビススタイルズ
＊インターシティ ホテル　＊コングレスホテル ヨーロッパ
＊ドブラグリーン・シュトゥットガルト・シュヴィーベルディンゲン
＊ノルディック ホテル シュトゥットガルト ジンデルフィンゲン
＊パーク イン バイ ラディソン シュトゥットガルト
＊ハンザ ホテル　＊ベストウェスタン・ホテル ケッテラー
＊ベストウェスタン・ホテル シュトゥットガルト21
＊ホテル ウンゲル
＊メルキュール ホテル シュトゥットガルト シティーセンター
＊ロイヤル ホテル

コブレンツ ＊ウィンダム・ガーデン・ラーンステイン・コブレンツ
＊コンチネンタル プファルツァーホーフ
＊ディールズ ホテル　＊ホーエンシュタウフェン
＊メルキュール ホテル コブレンツ

ザンクトゴア ＊ロマンティック・シュロス・ライン・フェルス

ゴスラー ＊アハターマン  ＊カイザーワース　 ＊Hプラスゴスラー　＊ゾネン・クロイツエック　
＊ディ・タンネ  ＊ニーダーゼクシシャー・ホーフ 
＊ハネンクラー・ホフ　＊カレア・レジデンツ・ハルツヘーエ
＊ラマダ・フィーア・ヤーレスツァイテン

ケムニッツ ＊ペンタ ＊アハト・メッセ　＊パーク・イン　＊メルキュール・コングレス

ケルン ＊エクセルシオール・ホテル・エルンスト
＊シュタイゲンベルガー・ケルン　＊ドム
＊ハイアット・リージェンシー  
＊マリオット  

＊NH・ケルン・アルトシュタット
＊NH・コレクション・メディアパーク
＊アートテル・ケルン・バイ・パーク・プラザ
＊アジムット・シティ・センター　
＊アメロン・リージェント　
＊ウィンダム・ケルン
＊ドリント・アム・ホイマルクト　
＊ドリント・アン・デア・メッセ　＊ヒルトン  ＊プルマン　
＊マリティム　＊メルキュール・ゼフェリンズホーフ
＊ラディソンBlu  
＊リンドナー・シティ・プラザ　＊レオナルド 
＊レオナルド・ロイヤル・ホテル・ケルン・シュタットヴァルト

＊Hプラスヒェルト　＊Hプラスブリュール
＊アハト・コンフォート・ケルン・モンハイム
＊イビスセントラム　＊グンネンヴィック・シュタットパレ　
＊ゲネヴィック・コメルツ
＊トリップ・バイ・ウィンダム・シティ・センター
＊ドリント・ユンケルスドルフ　＊ノボテル・シティ　
＊パーク・イン・ウエスト　＊フランドリッシャーホフ
＊ベストウェスタン・プレミア・パーク・コンスル
＊ベストウェスタン・ケルン・エアポート（空港）
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ケルン・トロワドルフ
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ミュルハイム
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・シティセンター
＊メルキュール・ウエスト　
＊メルキュール・ケルン・ベルフォルトシュトエラーセ
＊メルキュール・フリーゼンシュトラッセ　
＊レオナルド・ケルン・ボン・エアポート（空港）

ケンプテン ＊パーク　＊バイエリッシャーホフ　＊ビッグ・ボックス  
＊フュルステンホフ　＊ペーターホテル  ＊ヴァルトホルン 
＊ランドホテル・ヒルシュ

クヴェトリンブ
ルク

＊ウィンダム・ガーデン・シュタットシュロス ＊シュロスミューレ　＊ザム・バー
＊ロマンチック・アム・ブリュール

ガルミッシュ
パルテンキルヘン

＊アイプゼー　＊グランドホテル・ゾンネビッシェル
＊ドリント・シュポルトホテル　
＊ベストウェスタン・オーバーミュール　
＊ホテル・ケーニヒスホフ　＊メルキュール
＊ラインドルズ・パルテンキルヘナーホフ　
＊リーサーゼー・ホテルリゾート

＊アトラス・グランド 　＊アトラス・スポート　
＊アルピナ　＊クラウジングス・ロマンチック・ホテル　
＊ツークシュピッツェ　＊ビッテルスバッハ　
＊ポスト

キルヒハイム ＊パルテンキルヒナーホフ ＊レーターパーク

ドレスデン ＊ＱＦアン・デア・フラウエンキルフェ
＊ウェスティン・ベルビュー　
＊ゲヴァントハウス・ドレスデン
＊シュタインゲンベルガーデ・ザクセ
＊タッシェンベルクパレス・ケンピンスキー
＊ハイペリオン・アム・シュロス　＊ヒルトン
＊ブロウパレス
＊ブロウレジデンス

＊ＮＨドレスデン・アルトマクルト　
＊アム・テラッセンウファー　＊アメディア・プラザ
＊エルプフローレンツ　
＊トリップバイウィンダムドレスデン　＊ドリント　
＊ドルメロ・ケーニッヒスホーフ　＊ノイシュタット　
＊プルマン
＊マリティム＆インターナショナル・コングレス・センター
＊ラディソンBlu・パークホテル＆カンファレンス・
  センター
＊リングホテル・レジデンツ・アルト・ドレスデン

＊A&Oホテル　＊NHドレスデン　＊アートホテル　
＊アツィムト　＊アハト・プレミアム・ドレスデン　
＊アハート・コンフォート　＊アマデウス
＊アメディア・エルプ・プロムナード　
＊イビス・ケーニッヒシュタイン　＊イビス・ホテルズ・ドレスデン
＊イビス・リリエンシュタイン　＊インターシティ　
＊ウィンダム・ガーデン・ドレスデン
＊エアポート・ホテル・ドレスデン（空港）　
＊キムパーク　＊クインテッセンツ　＊クオリティ・ウェスト　
＊クオリティ・ホテル・プラザ・ドレスデン
＊スターインホテルプレミアム・イムハウス・アルトマルク
＊ノルディック　＊パーク・イン・ドレスデン　
＊ベストウェスタン・マクランダー　＊ホリデイ・イン

シュバンガウ ＊アメロン・ノイシュヴァンシュタイン・アルプゼーリゾート＆
  スパ
＊ミューラー　＊リーズル・ウント・イエガーハウス

＊ガルニッシュロスブリック　＊ケーニッヒ・ルードヴィッヒ
＊シュバンガーホフ　＊シュバンシュタイン　
＊シュロスリシュル　＊ヘルマー　＊マクシミリアン　

ダルムシュタ
ット

＊マリティム・コンファレンス
＊マリティム・ライン・マイン

＊アハート　＊インターシティ  ＊ウェルカム
＊コムンド・タグンスホテル ＊コンテル　
＊ベストウェスタン・プラス・ダルムシュタット　＊ラマダ　

デュッセルドルフ ＊インターコンチネンタル　
＊シュタイゲンベルガー・パークホテル
＊デラク・リビングホテル・ドゥ・メディチ
＊ニッコー　
＊ハイアット・リージェンシー
＊ヒルトン
＊ブライデンバッハーホフ

＊NHシティ　＊NH・シティ・ノルト　
＊NHケーニッヒスアレー　＊アサヒ　
＊ヴァン・デル・ヴァルク・エアポートホテル（空港）
＊ウィンダム・ガーデン・シティ・センター・ケーニヒスアリー
＊シェラトン・デュッセルドルフ・エアポート（空港）　
＊スイソテル・ノイス　＊ホリデイ・イン・ハーフェン
＊マリティム　＊メディア・ハーバー　
＊メリア　＊メルキュール・シティ・ノード　
＊メルキュール・ゼーステルン
＊ラディソンBlu・ハルボア
＊ラディソンBlu・スカンジナビア　
＊リンドナー・エアポート（空港）  
＊リンドナー・コングレス　＊ルネサンス　
＊レオナルド・ロイヤル・ホテル・デュッセルドルフ 
  ケーニッヒサリー　
＊レオナルドホテル・デュッセルドルフ・シティ・センター

＊HKホテル・デュッセルドルフ・シティ　
＊アルカディア・デュッセルドルフ
＊アンバー・ホテル・ヒルデン・デュッセルドルフ
＊インターシティ　
＊ウィンダム・ガーデン・デュッセルドルフ・メットマン
＊カラットホテル・デュッセルドルフ・シティ
＊グンネウィグ・ウエバッフス　
＊グンネウィグ・エスプラナーデ
＊コートヤード・デュッセルドルフ・ゼーシュテルン
＊コートヤード・デュッセルドルフ・ハーフェン
＊デラーク・リビングホテル
＊チューリップイン・デュッセルドルフ・アレーナ
＊トリップ・デュッセルドルフ・エアポート（空港）
＊トリップ・バイ・ウィンダム・シティ・センター　
＊パーク・イン・サウス　＊ベストウェスタン・サヴォイ
＊ホリデイ・イン・エアポート（空港）　
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・デュッセルドルフ・シティ
＊ホリデイ・イン・デュッセルドルフ・ノイス
＊メルキュール・エアポート（空港）　＊メルキュール・カースト
＊メルキュール・デュッセルドルフ・ノイス
＊メルキュール・ラーティンゲン
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国 名 都市名 DX STSP
ドイツ

ハンブルク ＊ウェスティン　
＊グランド・エリーゼ　
＊ケンピンスキー・アトランティック　
＊ザ・フォントネー
＊シュタイゲンベルガー　
＊ソフィテル・アルター・ウォール
＊パーク・ハイアット
＊フェアモント・フィア・ヤーレスツァイテン
＊プライベートホテル・リンツナー
＊ホテル・ルイス C ヤコブス　
＊メリディアン

＊NH・コレクション・ハンブルク・シティ
＊ＮＨハンブルク・ホルトナー・レンバーン
＊アディナ・アム・ミッシェル　
＊アメロン・シュパイヒャーシュタット
＊アルコテル・オニックス　＊アルコテル・ルビン　
＊ウィンダムガーデンシティセンター・ベルリナート
＊クラウンプラザハンブルク・シティアルスター
＊グレシャム・カラット　＊ザ・マディソン　
＊シタディンス・ミヒェル・ハンブルク
＊シュタイゲンベルガー・ホテル・トロイデルベルク　
＊スカンディックエンポリオ　
＊ドリント・エッペンドルフ　＊ノボテル・アルスタール　
＊ハイペリオン
＊ベストウェスタン・アメディア・ハンブルク
＊ホリデイ・イン　＊マリオット　
＊マリティム・ライヒスホーフ　＊モーベンピック　
＊ラディソンBlu　＊ラディソンBlu・エアポート（空港）　
＊リラノ　＊リンドネール・アム・ミシェル　＊ルネサンス　
＊レオナルド・エアポート（空港）　＊レオナルド・エルブルッケン
＊レオナルド・スティルホルン　

＊NH・アルトナ　＊NHミッテ　
＊アメデアホテル・ハンブルク・モールフレー　
＊クオリティ・アンバサダー　＊グランドシティ・ミッテ　
＊コートヤードバイ・マリオットエアポート（空港）　
＊トリップ・バイ・ウィンダム・アリーナ
＊ドミチル ハンブルク バイ ゴールデンチューリップ
＊ノヴム・セレクトノルド
＊パノラマ・イン・アンド・ボーディングハウス
＊パノラマ・ハンブルク・ハールブルク
＊パノラマビルステッド　
＊ベストウェスタン・プラス・ベトヒャーホフ
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ハンブルク・ザンクトパウリ・
  メッセ
＊ホリデイ・イン・キーラー・シュトラッセ
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ハンブルク・シティセンター
＊ホリデイ・イン・シティ・ノルド　
＊ホリデイ・イン・ベルリナー・トール
＊メルキュール・ハンブルク・アム・フォルクスパーク
＊メルキュール・ハンブルク・シティ
＊メルキュール・ハンブルク・ミッテ　
＊ラマダ・ベルゲドルフ　＊レオナルド・シティ・ノルド

バインハイム ＊NH・バインハイム　

ハノーバー ＊カーステンス・ルイゼンホーフ　 ＊H4ホテル・ハノーバー・メッセ　＊アマデウス
＊クラウンプラザ
＊グランド・パレス
＊コートヤード・バイ・マリオット・マッシュゼー
＊シェラトン・ペリカン　＊ドルメロ　＊ノボテル
＊ノボテル ハノーバー　
＊ファン デア ファルク ホテル ヒルデスハイム
＊ベストウェスタン・プレミア・パーク・クロンスベルク
＊マリティム・エアポート（空港）
＊ラディソンBlu　＊レオナルド・エアポート（空港）
＊レオナルドホテル ハノーバー エアポート(空港）

＊ACHAT プレミアム ホテル エアポート-ハノーバー（空港）
＊Hプラスハノーバー　＊アパルト ホテル ゼーンデ　
＊アルカディア　＊アンドール ホテル プラザ　
＊インターシティ　＊ウィンダム ハノーバー アトリウム　
＊ウィンダム・アトリウム　＊グランド ホテル ムスマン
＊コングレス ホテル アム シュタットパーク
＊コンコルド・アム・ライネシュロス　＊スイート・ノボテル
＊デザインホテル・コングレス・セントラム・ヴィーンエックXI
＊パーク・イン・バイ・ラディソン　＊フォーラ　
＊ベストウェスタン・デァ・フェーレンホフ
＊ベストウェスタン・ノルディック・アンビエンテ
＊メディアン・メッセ　
＊メルキュール ホテル ハノーバー ミッテ
＊メルキュール ホテル ハノーバー メディカル パーク
＊メルキュール・アム・エンテンファング
＊メルキュール・オルデンブルガー・アレー
＊メルキュール・シティ　＊レオナルド・ハノーバー

ハイデルベルク ＊オイロペーシャーホーフ
＊ヒルシュガッセ

＊NH・ハイデルベルク　＊NHヒルシュベルク　
＊クラウンプラザシティセンター　＊チェスター
＊ツム・リッター・ザンクト・ゲオルク
＊フレア・パークホテル・イルスホーフェン
＊マリオット　＊レオナルド・ハイデルベルグ
＊レオナルド・ウォルドルフ
＊レオナルド・ハイデルベルク・シティ・センター

＊イビス　＊エクセレンス　＊スターイン・ハイデルベルク
＊バイエリッシャーホーフ　＊ハイデルベルク　
＊ホテル・ハイデルベルク　
＊ホリデイ・イン・エキスプレス　
＊ホレンダーホーフ　

バーデンバー
デン

＊ドリント・リゾート・メゾン・メスメア
＊ブレンナーズ・パーク・ホテル＆スパ

＊アトランティック・パークホテル
＊アルコナリビングバートシャリ8
＊シュタイゲンベルガー・オイロペーシャー・ホーフ
＊ヘリオパーク・バード・ホテル・ツム・ヒルシュ
＊ホテル・アム・ソフィエンパーク
＊ラディソンBlu・バーディシャーホフ
＊レオナルド・ロイヤル

バートコール
グルブ

＊シリングスホーフ　 ＊クアホテル・ラウター・イム・パーク　

ニュルンベルク ＊シェラトン・カールトン　
＊ル・メリディアン

＊NHニュルンベルク・シティー　
＊ヴェルデアゼーメルキュール
＊ノボテル・センター・ヴィレ
＊パークイン・バイ・ラディソン　＊パーク・プラザ
＊ヒルトン　＊マリティム　
＊モーベンピック・ニュルンベルク・エアポート（空港）
＊ラマダ

＊アコムホテル・ニュルンベルク
＊アツィムトホテル・ニュルンベルク　
＊アルベナ・パーク　＊アルベナ・メッセ　＊ヴィクトリア
＊コングレス・メルキュール ・アン・デア・メッセ　
＊ノヴィア・ヴェルダーゼー・シティ
＊ノヴィア・ズートウエストパーク
＊ノヴィア・ティリーパーク　＊ノリス　
＊ベストウェスタン・シティ・ウェスト
＊ベストウェスタン・ニュルンベルク
＊メルキュールコングレスパークイン
＊モーベンピック・エアポート（空港）
＊リングホテル・レーブス・メルキュール
＊レオナルドニュルンベルク

フライブルク ＊コロンビ・ホテル ＊セントラル　＊ドリント・アン・デン・テルメン・フライブルク
＊ノボテル・アム・コンツェルトハウス　＊ホテル・シュタット　
＊メルキュール・パノラマ

＊インターシティ　＊クラリオン・ヒルシェン
＊グリーンシティ・ヴォーバン　＊シュタットホテル・コルピンク
＊セントラル　＊スーパー8　＊ツム・シフ　＊ビアホイスレ
＊ベストウェスタン・プレミア・ホテル・ヴィクトリア
＊ベストウェスタン・アム・ミュンスター
＊ベストウェスタン・ホーフグート・シュテルネン
＊メルキュール・アム・マインウファー

フュルト ＊NHフォルストハウス・フュルト
＊NHホテル・フュルト・ニュルンベルク
＊フュルター・ホテル・メルキュール・ニュルンベルク・ウェスト

フィルンハイム ＊NH・フィールンハイム

ビスマール ＊ウィンダ・ ガーデン
＊シュタイゲンベルガー・ホテル・シュタット・ハンブルク 

＊アム・アルテン・ハーフェン　
＊シティ・パートナー・アルター・スパイヒャー
＊スタッドホテル・ステルン　＊ニューオーリンズ
＊ホテル・アリドゥス　＊フェニックス・シャエフェレック　
＊フェニックス・ゼーブリック　＊ロイターハウス

ビュルツブルク ＊シュロス・シュタインブルク　＊シュロス・ライヒマンドルク
＊ノボテル　＊マリティム 
＊ベストウェスタン・レブストック

＊アンベルガー　＊ポスト・ホテル　＊ウォルフィッシュ
＊メルキュール・マインウファー　
＊リングホテル・ウィッテルスバッハーホー
＊レジデンス　＊G・ホテル&リビング

フュッセン ＊ベストウェスタン・プラス　＊ルートポルトパーク ＊シュロスクローネ　＊ゾンネ　＊ヒルシュ　
＊ベルクホフ　＊ホテル・アム・ホブフェンゼー
＊ホテル・ヴァンバルトゼー　　
＊ユーロ・パーク・インターナショナル　

ブーヒング ＊バンヴァルトゼー

ブライトナウ ＊ベストウェスタン・ホフグート・シュテルネン

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP
ドイツ

ベルリン ＊アドロン・ケンピンスキー
＊インターコンチネンタル　
＊ウエスティン・グランド
＊ウォルドルフ・アストリア
＊グランド・ハイアット
＊ケンピンスキー・ブリストル
＊ザ・リージェント
＊シェラトン・エスプラナーデ
＊シュタイゲンベルガー　
＊シュタイゲンベルガー・ベルリン・
  アムカンツラアムト
＊スイスホテル
＊ソフィテル・クアフュルステンダム
＊パレス　
＊ヒルトン
＊マリオット
＊ユーロスターズ　
＊リッツカールトン　
＊ロッコ・フォルテ･デ・ローム

＊NH・アレクサンダープラッツ
＊NH・クアフュルステンダム　
＊NH・コレクション・ベルリン・ミッテ・フリードリシュトラッセ
＊NH・シティ・ウェスト
＊NH・ベルリン・ミッテ・ライプツィガーシュトラッセ
＊NHベルリン・ポツダム・カンファレンスセンター
＊アツィムト・ベルリン・シティ・サウス（空港）
＊アッバ　
＊アンデルス・バイ・ウィーン・ハウス
＊ウィンダム・ベルリン・エクセルシオール
＊ウィンダム・ガーデン・ミッテ
＊エストレル　
＊カリフォルニア　
＊クラウン・プラザ・ポツダマー・プラッツ
＊クラウンプラザ・シティ・センター
＊コートヤード・バイ・マリオット・ベルリン・シティー・センター
＊スカンディック・ポツダム・プラッツ　
＊セナトール
＊デラグ・グローサー・クアフュルト
＊パーク・イン・アレクサンダープラッツ　
＊パーク・イン・バイ・ラディソン・シティ・ウエスト　
＊パーク・プラザ・プレンツラウアー・ベルク　　
＊プルマン・シュバイツァーホーフ　
＊ペンタホテル・ベルリン・ポツダム
＊ベストウェスタン・プレミア・フォンテーン・ベルリン（空港）
＊ホテル・ベルリン
＊ホリデイ･イン・アレクサンダープラッツ　
＊マリティム　
＊マリティム・プロアルテ　
＊メリア
＊モーベンピック　
＊ラディソンBlu　
＊リンドナー　
＊レオナルド・ロイヤル・アレクサンダープラッツ
＊レオナルド・シティ・ウエスト　

＊NH・トレプトウ　＊アーゴンアルデア　
＊アゴン・アレクサンダープラッツ
＊アストロン・フリードリッシャー・イン　
＊アバカスティアパーク　＊アルカディア　
＊アルスターホフ　＊アンバサダー　＊イビス・シティ・オスト
＊イフベルグス・プレミアム　＊インサイド・レジデンス　
＊インターシティ　＊インペリアル
＊ヴィクターズ・レジデンス・ベルリン・テーゲル
＊エアポート・ホテル・ベルリン・アドラースホフ(空港)
＊ゴールデン・チューリップ・ベルリンホテル・ハンブルク
＊コンフォート・リヒテンベルク　
＊シティ・ホテル・ベルリン・イースト
＊シュタットガルターホフ　＊ズィルターホフ　
＊デイズ・イン・ベルリン・シティ・サウス
＊トリップ・バイ・ウィンダム・ベルリン・シティ・イースト
＊ノボテル・アルブラ・ベルリン・センター　
＊ノボテル・ミッテ　＊ハリウッド・メディア　
＊ファンダーファルク・ベルリナーリング　＊プラザ　
＊プレミア・クラス・フランクフルト・エアポート（空港）
＊プレンツァーベルグ　
＊ベストウェスタン・プレジデント　
＊ベストウェスタン・ミッテ　＊ベルモンド　
＊ホッペガルテン・ベルリン　＊ホテルミッテ
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・シティ・センター
＊ホリデイ・イン・シティ・ウエスト（空港）
＊ホリデイ・イン・ベルリン・エアポート・カンファレンス・
  センター（空港）
＊ホリデイ・イン・ミッテ　＊マーク　
＊メルキュール・エアポート・テーゲル（空港）
＊メルキュール・テンペルホーフ・エアポート（空港）
＊メルキュール・ベルリン・アレクサンダープラッツ　
＊メルキュール・ベルリン・シティ・ウエスト　
＊ユーロ　＊ラマダ・グローブス　＊ラマダ・ミッテ　
＊リング・ホテル　＊レオナルド　
＊レオナルド・シティ・ズート

ベルニゲロー
デ 

＊エルブプリンスパレス　＊ゴーティッシェス・ハウス　
＊スタッド　＊ヴァイシャー・ヒルシュ　
＊ハルツ・クルトゥール&コングレス 

フロンテン ＊フローラ　＊ホテル ベルクパノラマ

ブレーメン ＊ドリント・パーク
＊スイソテル 
＊アトランティック・グランド  

＊アトランティック・アン・デル・ガロップレンバーン
＊アトランティック・ホテル・ユニヴァーサム
＊インサイド・バイ・メリア・ブレーメン　
＊コートヤード・バイ・マリオット　＊シュタイゲンベルガー　
＊デザインホテル・ユーバーフルス　＊マリティム 
＊ラディソンBlu

＊Hプラス・ブレーメン　＊VCH・ブルーマー・ハウス　
＊アトランティック・エアポート（空港）　＊インターシティ　
＊スター・イン・コロンバス　＊トリップ・バイ・ウィンダム
＊ベストウェスタン・ホテル・ツア・ポスト
＊ベストウェスタン・ブレーメン・シティ
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ブレーメン・エアポート（空港）
＊モンタナ・ホテル・ブレーメン
＊ラマダ・ホテル・ユーバージー　＊リングホテル・ムンテ

フランクフルト ＊インターコンチネンタル
＊ウェスティン・グランド
＊グラーフェンブルヒ・ケンピンスキー
＊グランドホテルヘッシッシャー・ホーフ
＊シュタイゲンベルガー・エアポート
  （空港）
＊シュタイゲンベルガー・フランクフルター
  ホーフ
＊シュロス・クローンベルク
＊ヒルトン　＊ビッラ・ケネディ
＊フレミングス・デラックス・ホテル・
  フランクフルト・シティ
＊フレミングス・デラックス・マイン・
  リバーサイド
＊ラディソンBlu
＊ル・メリディアン・パーク　

＊NH・コレクション・フランクフルト・シティ
＊NHフランクフルト・モーフェルデン
＊アディーナアパートメントホテル　
＊インターシティーフランクフルト・ハーフトバーンホフ・スッド
＊ウェルカム　＊カプリ・バイ・フレイザー
＊サヴィーニー・フランクフルト・シティ
＊サボイフランクフルト
＊シェラトン・エアポート・ホテル＆コンファレンスセンター
  （空港）
＊シュタイゲンベルガー・メトロポリタン
＊シュタイゲンベルガー・ランゲン
＊スカンディックムーゼウムズウーファー
＊トリップ・バイ・ウィンダム　＊ドリント・ニーダーラット
＊ドルメロ　　＊パークイン・エアポート（空港）
＊ヒルトン・エアポート（空港）　
＊プラザ・フランクフルト・コングレス
＊ベストウェスタン・アメディア・フランクフルト・エアポート
  （空港）
＊ホテル・アン・デア・メッセ
＊ホリデイ・イン・アルトオペラ
＊マリオット　
＊マリティム　
＊モーベンピック
＊モノポール　
＊ラマダ・メッセ
＊リンドナー・コングレス　
＊レオナルド・フランクフルト・シティ・サウス
＊レオナルド・ロイヤル・カンファレンス・センター
＊レオナルド・ロイヤル・ホテル・フランクフルト

＊BWアメディア・フランクフルト・エアポート（空港）
＊EHM・フランクフルト・エアポート・ノイゼンブルク（空港）
＊H4・フランクフルト・メッセ　＊NHエアポート（空港）
＊ＮＨフランクフルト・ライン・マイン　＊アッレーンホフ　
＊アトリウム　＊アドミラル　＊アハト・ランゲン
＊アム・クアフュルステンプラッツ　＊イビス・シティ・メッセ　
＊イビス・セントラム　＊イビス・メッセ　＊インターシティ　
＊エクセルシオール　＊キューグリーンホテル・バイ・メリア
＊ゲーテカンファレンス
＊ゴールデン・リーフ・ホテル＆レジデンス・フランクフルト
＊コンチネンタルフランクフルト
＊コンフォート・フランクフルト・メッセ
＊シュタイゲンベルガー・ランゲン　＊トーヨコ・イン
＊ドリント・マイン・タウヌス・ツェントルム　＊ノボテル・シティ
＊パークホテル・レーダーマーク
＊ヒルトン・ガーデン・イン・エアポート（空港）
＊ベストウェスタン・プレミア・IB・フリードバーガー・ウォルテ
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・フランクフルト・メッセ
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・フランクフルト・シティ・ハウプト
  バーンホフ
＊ホリデイ・イン・エクスプレスフランクフルト・エアポート
  （空港）
＊マインガウ　＊ミネルバ　＊ミラマール
＊メルキュール・エアポート（空港）　
＊メルキュール・エスボーン
＊メルキュール・カイザーホフ・シティ・センター
＊メルキュール・ドレッヒ　＊メルキュール・レジデンツ･メッセ
＊モーフェルデン　＊リンドナースポーツアカデミー

ボン ＊アルトホフ・ベンスベルク
＊カメハ・グランド
＊シュタイゲンベルガー・グランドホテル・ 
  ペータースブルグ
＊ドリント・ヴェヌスベルク 

＊グンネウィグ・ホテル・ブリストル　
＊ケーニヒスホフ・アメロンホテル・コレクション
＊コレギウム・レオニナム　＊コンチネンタル　
＊シュテルンホテル　＊デラク・リビング・カンツラー
＊ヒルトン　＊プレジデントホテル　＊マリオット・ボン　
＊マリティム 　＊マリティム・ホテル・クーニヒス・ヴィンター

＊イビス　＊インターシティ
＊ゲネヴィック・ホテル・レジデンス　
＊ベストウェスタン・カイザーホーフ　
＊ベストウェスタン・ホテル・ドミチル
＊ホテル・オイローパ　＊ホテル・コンシュール
＊メルキュール・ハート・ベルク
＊メルキュール・ボン・ハート・ベルク

マインツ ＊ハイアットリージェンシー ＊シティヒルトン　＊ヒルトン ＊アドベーナ・エウローパ　＊アトリウム　＊インターシティ
＊ゲネビックホテル・ブリストル　＊ノボテル　＊パーク・イン
＊フェイバリットパーク　＊ベストウェスタン　

ホッケンハイム ＊アハート・ホッケンハイム
＊ラマダ・ホッケンハイム

ボッパルト ＊ヤコブスベルク ホテル＆ゴルフアンラーゲ ＊ベストウェスタン・ベルビュー ライン ホテル

ポツダム ＊シュロス・ツェツィリエンホーフ ＊NH・ベルリン・ポツダム　＊ＮＨヴォルテール　
＊アスコット・ブリストル　＊ゼミナリス・ゼーホテル
＊ドリント・サンスーシ　＊メルキュール

マンハイム ＊ウィンダム・マンハイム　＊シティ・パートナー・アウグスタ
＊ドリント・コングレスホテル　
＊ベストウェスタン・プレミア・シュトイベンホーフ・ホテル
＊マリティム・パーク　＊レオナルド　＊レオナルド・ロイヤル

＊インターシティ　＊パークイン　
＊バラディンズ・スーペリア
＊ベストウェスタン・プラス・ランツカレ
＊ベストウェスタン・デルタ・パーク
＊メルキュール・マンハイム　＊ラマダ  
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国 名 都市名 DX STSP
ドイツ

メルフェルデン ＊NH・メルフェルデン

ライプツィヒ ＊ウェスティン　＊フェルステンホフ　 ＊ANAシンフォニー　＊ペンタ　＊マリオット　
＊ラディソンBlu

＊NHライプツィヒ　＊アハト・メッセ　
＊アトランタインターナショナル　＊インターシティ
＊バランス・アルテ・メッセ　＊ベストウェスタン
＊メルキュール　＊メルキュール・ヨハニスプラッツ
＊ラマダ・シティ・センター　＊ラマダライプツィヒ

ラウンハイム ＊ベストウェスタン・アメディア・フランクフルト・エアポート ＊NHエアポート・ウエスト（空港）
＊メルキュール・ウィングス・フランクフルト・エアポート（空港）

ライリンゲン ＊アハト・プレミアム・ウォルドルフ

ランズベルク ＊ヴィエナ・ハウス・イージー・ランズベルク
＊オイローパコンフォート　

メミンゲン ＊ホテル・ヴァイセス・ロス

ミュンヘン
空港

＊ベストウェスタン・エアポート
＊モーベンピック・ミュンヘン・エアポート
＊モクシー・エアポート　＊マリオット・エアポート

＊NHエアポート　＊アルカディア・エアポート
＊ノボテル・ミュンヘン・エアポート
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・エアポート
＊メルキュール・ミュンヘン・フライジング・エアポート

ミュンヘン ＊アンダーズ・ミュンヘン・シュヴァビンザー
  トーア
＊ウェスティン・グランド・ミュンヘン
＊ケーニッヒスホーフ
＊ケンピンスキー・フィア・ヤーレスツァ
  イテン
＊ソフィテル・バイエルポスト　
＊バイエリッシャーホーフ
＊パレス
＊ヒルトン・シティ　
＊ヒルトン・パーク　
＊マンダリン・オリエンタル
＊ル・メリディアン
＊ルーマーズ・ミュンヘン　

＊K&K・ホテル・アム・ハラス 
＊NH・ミュンヘン・オスト・カンファレンスセンター
＊ＮＨドイチャー・カイザー　＊NHミュンヘン・メッセ
＊アツィムト ホテル ミュンヘン
＊アンジェロ・ミュンヘン・ロイヒテンベルグリング
＊インフィニティ・ホテル＆カンファレンス・リゾート・
  ミュンヘン
＊エクセルシオール　＊エデンヴォルフ
＊コートヤード・シティ・イースト
＊コートヤード・バイ・マリオット・シティ・センター
＊シェラトン・アラベラパーク　＊シェラトン・ウエストパーク
＊シュタイゲンベルガー
＊ノヴム・ズート
＊ノボテルミュンヘンメッセ
＊ヒルトン・エアポート・ミュンヘン
＊フォーポイント・バイ・シェラトン・セントラル　
＊プラッツル　＊ブリストル　＊プルマン
＊フレミング・シティ　
＊ホリデイ・イン・ウエストパーク
＊ホリデイ･イン･シティ･センター　
＊マリオット　＊マリティム　
＊メルキュール・ミュンヘン・サウス・メッセ
＊ユーロスターズ・グランド・セントラル　
＊リージェント　
＊リラノ24/7ミュンヘン　
＊レオナルド・ミュンヘン・シティ・サウス
＊レオナルド・ミュンヘン・シティ・ノース
＊レオナルド・ロイヤル
＊レオナルドミュンヘンアラベラパーク

＊G-ホテル・シティ　＊アートホテル　
＊アコムホテルミュンヘンハール　
＊アハト・プレミアム・ズート　＊アムモースフェルト
＊イビス・ズード　
＊イビススタイルズ・ミュンヘン・オスト・メッセ
＊イビスシティ　＊イビスシティ・ノルド　
＊ウインターズ・ミュンヘン・シティセンター　
＊エルツギーゼライ・オイローパ　＊クリスタル
＊クレアティーフ・エレファント　＊ゲルマニア
＊コンフォート　＊コンフォート・アム・メディアンパーク
＊ザ・センタールーム・ホテル・アンド・アパートメント
＊スーパー8・シティ・ウエスト　＊スーパー8・シティ・ノース
＊ダニエル　＊チューリップ・イン・ダッハウ　
＊チューリップ・イン・ミュンヘン・メッセ　＊ツアポスト　
＊ドミチル・ミュンヘン・ウエスト　＊ドライ・レーベン　
＊トリップ　＊トリップ・バイ・ウィンダム・ミュンヘン・ノース
＊ノボテル・シティ　＊ノルディック・ピュア
＊パーク・イン・イースト
＊パーク・イン・フランクフルター・リング　＊バイタリス　
＊フェリンガーパーク　
＊フォーポイント・バイ・シェラトン・オリンピアパーク
＊フレミングス・シュバービング　
＊ベストウェスタン・アトリウム　＊ベルモンド　
＊ホリデイ・イン・ウンターハッヒング
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ミュンヘン・シティー・イースト
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ミュンヘン・シティー・ウエスト
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ミュンヘン・メッセ　
＊ホリデイ・イン・ミュンヘン・シティー・イースト　＊マーク
＊マインホルン　＊ミシェル・ランヅフート
＊メルキュール・シティ　＊メルキュール・シュバービング　
＊メルキュール・ネウペラッヒズード　
＊メルキュール・ミュンヘン・オスト・メッセ
＊ラエタール・パーク　＊リラノホテルミュンヘン　
＊レオナルド・シティ・オリンピアパーク　
＊レオナルド・ミュンヘン・シティ・イースト
＊レオナルド・レジデンス

ワイマール ＊エレファント　
＊ドリント・アム・ゲーテパルク　
＊ベストウェスタン・プレミア・グランド・
  ルッシャーホーフ

＊デラグルッシャーホフ　
＊ドロテーンホフ　＊ラマダ・バイ・ウィンダム・ワイマール
＊レオナルド

＊アート・ホテル　＊アカルテ　＊アンナ・アマリア
＊カイザーイン・アウグスト　＊カイズロヌング
＊コンフォート　＊ロマンチックホテル・ドロシーンホフ

ロストック ＊シュタイゲンベルガー・ゾンネ　＊ネプチューン
＊ペンタ　＊ラディソンBlu

＊イビス　＊インターシティ　＊ヴァルノヴ　＊エルボテル
＊ストランド・ヒュブナー　＊ディ・クライネ・ゾンネ　
＊トリホテル・アム・シュヴァイツアー・ヴァルト　

ローテンブルク ＊ビラミッターマイヤー
〈城壁内ホテル〉
＊アイゼンフット　＊アルテス・ブラウハウス　
＊ゴルドナー・ヒルシュ
＊ティルマン・リーメンシュナイダー　＊プリンツ　
＊ライヒスクーヘンマイスター

＊ガストホーフ・ツーア・リンデ　＊ゴルデネス・ファス 
＊ガストホフ・ポスト　＊ホテル・メリアン
＊ホテル・ラッペン・ローテンブルク・オプ・デア・タウバー　
＊ガストホフ・シュヴァルツェス ラム　＊トップラーハウス　
＊ローテンブルガーホフ
〈城壁内ホテル〉
＊アクツェント・ホテル・シュランネ　＊ローター・ハーン　

レーヴァー
クーゼン

＊ベストウェスタン・レオソ・レーヴァークーゼン
＊リンドナー・バイ・アレーナ

リューベック ＊コロンビア・カジノ・トラベミュンデ ＊H4ホテル・リューベック・シティ・センター
＊アトランティック　
＊チェントロ・カイザーホフ・デラックス
＊パーク・イン
＊フィヤー・ヤーレスツァイテン・リューベック
＊ホリデイ・イン
＊マリティム・ストランドホテル・トラフェミュンデ
＊ラディソンBlu・セナトール

＊エクセルシオール　
＊トリップ・バイ・ウィンダム・アクアマリン
＊ノルディック・リューベッカーホフ 　
＊パーク・ホテル・アム・リンデンプラッツ
＊ハンゼアティッシャーホフ
＊フェニックス・アルター・スバイヤー
＊リングホテル・ジェンセン 
＊リングホテル・フリーデリケンホフ 
＊リンドナーホフ

リューデスハ
イム

＊クローヌ・アシュマンスハウゼン
＊ロマンティックホテル・シュロス・ライン
  フェルス

＊ヤークトシュロス・ニーダーバルト
＊リューデスハイマー・シュロス

＊アルテ・バウアーシェンケ
＊アルトドイチェ・ヴァインシュトゥーベ
＊カラットホテル・ラインガウ　＊ズム・グリュネン・クランツ　
＊セントラル　＊パークホテル　＊ホーン　
＊ホテルトラウベ・リューデスハイム　
＊ホテル・ラインシュタイン　＊ラインホテル　
＊リンデンウィルト

ルードウィヒス
ハーフェン

＊ベストウェスタン・ルードウィヒスハーフェン ＊オイローパ　＊オイロテル・エクセルシオール
＊モクシールードウィヒスーハーフェン

リンダウ ＊ホテル バート シャッヘン
＊ホテル バイエリッシャー ホーフ

＊インセル　＊ヘルベティア
＊ホテル ロイテマン ゼーガルテン　＊リンダウホーフ

レーゲンスブ
ルク

＊アハト プラザ ヘルツォーク アム ドーム シティ
＊ユーロスターズ・パーク ホテル マクシミリアン

＊アトリウム イム パーク ホテル　＊アビア ホテル
＊アルトシュタットホテル アルヒ レーゲンスブルク
＊イビススタイルズ　＊ゾラート インゼル ホテル
＊ビショーフスホーフ アム ドーム
＊メルキュール ホテル レーゲンスブルク

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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トロムソ ＊クラリオン・エッジ
＊クラリオン・コレクション・ホテル・オーロラ　
＊スカンディック・イスハブス　＊スカンディック・グランド
＊ラディソンBlu・トロムソ　

＊クオリティ・サガ　＊クラリオンコレクション・ウィズ
＊トーン・トロムソ　＊トーン・ポーラー

ソグネ
フィヨルド地区

〈スタルハイム〉
＊スタルハイム
〈ソグンダール〉
＊クオリティソグンダール
〈バレストランド〉
＊クヴィクネス　
〈フロム〉
＊フレットハイム　＊フロムスブリュッガ
〈フォルデ〉
＊スカンディック・サンフィヨルド＆スパ　＊トーン
〈ボス〉
＊スカンディック・ボス　＊フレッシャーズ
〈ミルクダーレン〉
＊ミルクダーレン・マウンテンリゾート

〈オールダルスタンゲン〉
＊クリンゲルベルグ
〈ソグンダール〉
＊ベストウェスタン・ラーグレイド
＊ホフスルンド
〈フォルデ〉
＊トーン・フォルデ
〈ボス〉
＊オップハイム　＊パーク・ヴォスヴァンゲン　
〈ラルダール〉
＊グランダネ　＊ラルダール　＊リンドストローム
〈レイカンゲル〉
＊ソグネフィヨルド　＊ベストウェスタン・ラエゲラド
＊レイカンゲルフィヨルド

ゲイランゲル
フィヨルド地区

〈ゲイランゲル〉
＊ユニオン

〈ゲイランゲル〉
＊ウトゥツケン　＊グランデ・フィヨルド　＊ゲイランゲル　

スタバンゲル ＊クラリオン・スタバンゲル
＊クラリオンホテル・エナジー
＊スカンディック・エアポート（空港）
＊スカンディック・フォレス　＊スカンディック・ロイヤル
＊ソーラストランド
＊ラディソンBlu・アトランティック ホテル

＊ヴィクトリア　＊クオリティエアポート（空港）
＊クオリティレジデンス（サンデネス）
＊コンフォート スクエア
＊コンフォート ホテル スタバンゲル
＊スカーゲン ブリック　＊スカンディック・シティ
＊スカンディック・パーク　＊スカンディック・フォーラム
＊トーン・サンデネス　
＊トーン・マリティム（旧：レインボ－マリティム）
＊パークイン　＊ファースト・アルストル
＊ベストウェスタン・ハプリー　

ノルウェー アスカー ＊スカンディック・アスカー

オスロ ＊クラリオン・ザ・ハブ
＊グランドホテル
＊コンチネンタル
＊スカンディック・ホルメンコーレン
  パークホテル
＊トーン・ブリストル
＊ラディソンＢｌｕ・エアポート(空港)
＊ラディソンBlu・スカンジナビア
＊ラディソンBlu・プラザ

＊クオリティ33　＊クオリティ・エクスポ
＊クラリオン･コレクション・サヴォイ
＊クラリオン･コレクション･バスション
＊クラリオン・コレクション・ホテル・ガーベルスフース
＊クラリオン・ホテル＆コングレス・オスロ・エアポート(空港)
＊コンフォート･ボルスパルケン
＊コンフォート・ランウェイ（空港）　　
＊スカンディック・ヴィクトリア　
＊スカンディック・オスロ・エアポート(空港)　
＊スカンディック・オスロ・シティ　
＊スカンディック・ショリスト　
＊スカンディック・セント・オラウスプラス
＊スカンディック・フォルネブ　＊スカンディック・ヘルソフィア
＊スカンディックホテルソリ　＊スカンディック・ホルベルグ
＊ソリア・モリア　＊トーン･ヴィカ･アトリウム　
＊トーン・ウレバール　＊トーン・オスロ・エアポート(空港)　
＊トーン・オスロフィヨルド　＊トーン・オペラ　
＊トーン・ガーデモン（空港）　＊トーン・ストロ　
＊トーン・トリアーデン　＊トーン・ローゼンクランツ　
＊パーク・イン・オスロ　
＊パーク・イン・バイ・ラディソン・オスロ・エアポート(空港)
＊ファースト･ミレニアム　＊ラディソンBlu・アルナ　
＊ラディソンBlu・ニーダーレン　
＊ラディソンBlu・パークオスロ　

＊アンカー　＊クオリティ・エアポート・ガーデモン(空港)　
＊サガ・ホテル
＊スカンディック・ガーデモン（空港）　
＊スカンディック・ビューポーテン　
＊スカンディック・ビュグドイ・アッレ
＊トーン・アストリア　
＊トーン･ギルデンローヴェ　＊トーン・スペクトラム　
＊トーン・スロットパルケン　＊トーン･セシル　
＊トーン･テルミナス　＊トーン・ヨーロッパ
＊パークイン・バイ・ラディソン・オスロ・エアポート・ウエスト
  （空港）
＊ベストウェスタン・カール・ヨハン・ホテル
＊ホテル・ボンデハイメン　

ブダペスト ＊アクインクム
＊イベロスターグランドブダペスト
＊インターコンチネンタル
＊ケンピンスキー・コルビナス
＊コリンシア
＊ソフィテル・チェーン・ブリッジ
＊ニューヨーク・パレス
＊ニューヨーク・レジデンス
＊ヒルトン　＊ヒルトン・ブダペスト・シティ
＊フォーシーズンズ
＊ブッダパークロティルドパレス
＊マメゾン・ホテル・アンドラーシ・
  ブダペスト
＊マリオット　＊リッツカールトン

＊Ｋ＋Ｋオペラ　＊ＮＨブダペストシティ　＊アートテル　
＊アクアワールドリゾートブダペスト　＊アクター・ビジネス
＊アディナ・アパートホテル　＊アトリウム　
＊アハト・プレミアム・ブダペスト
＊イビススタイルズ・エアポート・ブダペスト
＊イビススタイルズ・ブダペスト・シティ
＊イビススタイルズ・ブダペスト・センター
＊ヴェルディ・グランド　＊エクスポコングレス　
＊カラット　＊クラーク　＊グリーンホテル
＊コートヤード・バイ・マリオット・ブダペスト・シティ・センター
＊コンチネンタル・ホテル
＊スターライトスイーテンマダシュ　＊ダヌビウス・アレナ　
＊ダヌビウス・グランド・ホテル・マルギットシゲット　
＊ダヌビウス・ゲレルト　

＊アトラス・シティ　
＊イビススタイルズ・エアポート
＊イビススタイルズ・シティウェスト
＊イビス・ヒーローズ・スクエア　
＊イビス・ブダペスト・シティーサウス（空港）
＊インテターシティ　＊エアポート・ホテル（空港）
＊エベン　＊エリザベート　＊コスモスシティ　＊スター　
＊スターイン・セントラム　＊ハンゲストミレニアム
＊ブダペスト　＊プラタヌシュ　＊ペストイン
＊ベンクツル　＊ベンチュラ
＊ホテル・アトランティック
＊リゾブティックホテル　

ハンガリー

リレストロム ＊スカンディック・リレストロム　＊トーン・アレーナ　
＊ロスビー・ゴッズ

リレハンメル ＊クラリオン・コレクションハマー　＊クオリティ・ハフィエル
＊スカンディック・ハフィエル　＊スカンディック・ビクトリア　
＊スカンディック・リレハンメル

＊ファースト・ブライセット

ベルゲン ＊クオリティ・エドワード・グリーグ
＊クラリオン･コレクション・ハヴネコントーレ
＊スカンディック・エールネン
＊ソルストランド･ホテル＆バド
＊ノルゲ・バイ・スカンディック
＊ラディソンBlu・ロイヤル　

＊クラリオン・アドミラル　＊クラリオン・エアポート（空港）
＊ザンダーKホテル　＊スカンディック・コクスタッド（空港）
＊スカンディック・ネプチューン
＊スカンディック・フレスランド・エアポート（空港）
＊スカンディック・ベルゲンシティ　
＊トーン・エアポート（空港）　＊トーン・オリオン　
＊トーン・ローゼンクランツ　＊ファーストホテル・マリン　
＊ベルゲンボルシュ　＊マジック・ソルハイムスビケン

＊BWホテルホーダヘイメン　＊オーガスティン　
＊グランドホテル・テルミナス　
＊コンフォート・ベルゲン・エアポート（空港）
＊コンフォート・ホルベルグ　＊スカンディック・トリエット　
＊スカンディック・ビューポーテン　
＊トーン・ブリストル　

ハマー ＊クオリティー・アストリア　＊スカンディック　
＊スカンディック・リンクサケル　＊ファースト・ビクトリア　

ヤイロ ＊ドクターホルム　＊ハイランド・ロッジ ＊ヴェステラ　＊ウステダーレンホイフェル
＊バルドラ・ホイフェルズホテル　＊ヤイロ

ハダンゲル
フィヨルド地区

〈アイフィヨルド〉
＊クオリティ・ヴォーリングフォス
〈ウルビック〉
＊ブラカネス
〈オイステセ〉
＊ハダンゲルフィヨルド　＊トーン・ホテル・サンヴェン
〈ロフトフース〉
＊ウーレンスヴァング

〈ウルビック〉
＊ウルビック　＊ストランド・フィヨルド
〈キンサルビック〉
＊ファースト・キンサルビック

マーランゲン ＊ハンセニヤ　＊マーランゲンリゾート　＊リンゲンロッジ

ノール
フィヨルド地区

〈ローエン〉
＊アレクサンドラ　＊イーバルアーセン
＊ラフテヴォルズホテル　

〈ローエン〉
＊スカンディク・ノールフィヨルド　＊ストランダホテル　
＊ストリーン　＊フィヨルド・オルデン　＊ローエンフィヨルド
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ヘルシンキ ＊カンプ　
＊クラウスK　
＊クラウンプラザ　
＊クラリオン・ヘルシンキ
＊グロホテルクルーヴィー　
＊セウラフオネ
＊セントジョージ
＊ハーヴェン　
＊ヒルトン･エアポート（空港）
＊ヒルトン・カラスタヤトルッパ
＊ヒルトン･ストランド
＊ホテルファビアン
＊ラップランドホテル・ブールバード
＊ラディソンBlu・プラザ
＊リラ・ロバーツ

＊オリジナル・ソコス・ホテル・アルバート　
＊オリジナル・ソコス・ホテル・ヴァークナ　
＊オリジナル・ソコス・ホテル・トリプラ
＊オリジナル・ソコス・ホテル・プレジデンティ　
＊オリジナル・ソコス・ホテル・ヘルシンキ　＊カタヤノッカ
＊クラリオン・エアポート（空港）　＊グロホテル・アート　
＊グロホテル・セロ　＊スカンディック･グランドマリーナ
＊スカンディック･シモンケンタ　＊スカンディック・パーシ　
＊スカンディック･ホテルパーク
＊スカンディック･マルスキー　
＊スカンディック・メイラハテイ　
＊ソコス・タピオラ・ガーデン　＊ソロ・ソコス・トルニ
＊ブレーク・ソコス・フラミンゴ
＊ホリデイ・イン・ウエストルオハラティー
＊ホリデイ・イン・シティセンター
＊ホリデイ・イン・ヘルシンキ・エキスポ
＊ラディソンBlu・アレクサンテリ　
＊ラディソンBlu・エスポー　＊ラディソンBlu・シーサイド　
＊ラディソンBlu・ロイヤル　＊ランタブイスト

＊アーサー　
＊オリジナル・ソコス・ホテル・ヴァンター
＊スカンディック・アヴィアコングレス（空港）
＊スカンディック・アヴィアポリス（空港）
＊スカンディック・カイサニエミ　
＊スカンディック・カリオ
＊スカンディック・ハカニエミ　
＊スカンディック・パシラ　
＊ヘルカ
＊ホテル・ハガ・セントラルパーク
＊ボーナスイン（空港）
＊ホリデイ・イン・ヴァンター・エアポート（空港）

サーリセルカ ＊カクスラウッタネン　＊サーリセルカ・イン
＊サンタズホテルトゥントゥリ　
＊スターアークティックホテル　＊ノーザンライツ・ヴィレッジ
＊ホリディクラブサーリセルカ
＊ムオトカ・ウイルダネスホテル
＊ラップランドホテルリエコンリンナ

サボンリンナ ＊オリジナル・ソコス・セウラフネオ
＊ピエタリ・キッリアイネン　＊ベストウェスタン・スパ・カジノ

ナーンタリ ＊ナーンタリスパホテル＆リゾート

トゥルク ＊カリビア　＊スカンディック・ユリア　
＊ソコス・ハンブルガーボルス
＊ラディソンＢｌｕ・マリーナパレス

＊スカンディック・トゥルク　＊スカンディック・プラザ　
＊セウラフオネ　＊ルイッサロスパ

フィンランド イナリ ＊イナリ・ヴィルダネス・ホテル　＊イナリ・クルタホヴィ　
＊コルピカルタノ　＊ホテルイナリ

イバロ ＊イバロ・ホテル　＊オーロラ・ヴィレッジ　＊クルタヒップ　
＊ナング・ヴィルダネスホテル　＊ネリム・ヴィルダネスホテル

クーサモ ＊スカンディック・ルカホヴィ

キルピスヤルビ ＊サンタズシャレーラッカ　＊トウンドレア　
＊ホテルキルピス

ブダペスト ＊ダヌビウス・ヘルス・スパ・リゾート・マルギットシゲット
＊ダヌビウス・ホテル・アストリア・シティーセンター　
＊ダヌビウス・ホテル・フラメンコ　
＊ダヌビウス・ホテル・ヘリア
＊ネムゼッティ・M・ギャラリーコレクション　
＊ノグム・ホテル・ゴールデンパーク　＊ノボテル・シティ　
＊ノボテル・セントラム　＊ノボテル・ダニューブ　
＊パークインバイラディソン　＊パリジーウトバー　
＊バルチェロ・ブダペスト　＊ハンガリア・シティセンター　
＊ヒルトン・ガーデン・イン　＊ブティック・ホテル　
＊プレジデント　＊ホリデイ・イン・ブダペスト・ブダオロス
＊ホリデイ・ビーチ・リゾート　＊ミュージアム　
＊ミレニアム・コート　＊メルキュール・コロナ　
＊メルキュール・シティ・センター　
＊メルキュール・ブダペスト・キャッスル・ヒル　
＊ユーロスターズ・ブダペスト・センター　
＊ライオンズ・ガーデン　＊ラディソンBlu・ベーケ　
＊ランチード19　＊ルビン　＊レオナルドブダペスト　
＊ロイヤルパーク　

ハンガリー

アビニヨン ＊オーベルジュ・ド・カサーニュ
＊ド・ユーロップ
＊ラ・ミランド

＊インペリアル・パレス　＊グランド　＊クロワトル・サンルイ
＊ノボテル・アビニヨン・ノルド　＊ノボテル・サントル
＊ブリストル　＊メルキュール・サントル・パレ・デ・パップ
＊メルキュール・ポン・ダビニヨン　＊ラ・ユニカナレ
＊ル・プリウレ
＊レジドホテル・グランド・アビニヨン

＊アコテル・コンフォール　＊イビス・サントル・ガール　
＊イビス・サントル・ポント・デュ・ユーロップ　
＊イビス・シュッド　＊イビススタイルズ・シュッド　
＊エタップホテル　＊カンパニール・ノルド　
＊カンパニール・モンファベ　＊キリアド・カップ・スッド　
＊キリアド・クールティヌガレ　＊キリアド・センター　
＊キリアド・パレ・デ・パップ　＊クリストル　
＊ダニエリ　＊ノボテル・ノール　＊バラディン・コンフォート

ロバニエミ ＊アークティック・スノー
＊アークティック・ツリーハウス
＊アークティック・ライト
＊シティー　＊スノーマンワールド
＊ホテルサンタクロース
＊ラップランドホテル・スカイオウナスヴァーナ　

＊アークティック・ガラスイグルー
＊オリジナル・ソコス・ホテル・ヴァークナ　
＊サンタクロース・ホリディ・ヴィレッジ　＊サンタスポーツ
＊サンタズホテル・ルドルフ　
＊スカンディック・リゾート・ポーラー
＊スカンディック・リゾート・ポホヤンホヴィ
＊スカンディック・ロバニエミ　＊ベアーズ・ロッジ　
＊ホステルカフェコティ　＊ホテル アーケヌス　

ルオスト ＊サンタズホテル・オーロラ
＊ラップランドホテル・ルオスト・トゥントゥリ

ユッラス ＊セイタ　＊ユッラスフミナ　＊ユッラスリンネ
＊ラップランド・サンガ　＊ラップランドホテルズアカスホテル
＊ラップランドホテルユッラスカルティオ

ヨエンスー ＊オリジナル・ソコス・ヴァークナ
＊オリジナル・ソコス・キンメリ　＊スカンディック・ヨエンスー

ミッケリ ＊アントランホヴィ　＊オリジナル・ソコス・ヴァークナ
＊スカンディック・ミッケリ

レビ ＊ゴールデン・クラウン・イグルー　＊デザインホテル
＊パノラマ

＊K5　＊エルブスビレッジトントゥラ　＊ソコスホテルレヴィ
＊ノーザンライツビレッジ　＊フッルポロ　
＊ラップランドホテルシルカンタハティ　
＊レヴィ・ホテル・スパ

フランス アジャクシオ ＊エデンロック　＊ドルチェビータ　
＊ラディソン・アジャクシオ

＊カラ・ディ・ソル　＊カンポ・デ・ローロ　＊サン・カルリュ
＊ナポレオン　＊フェッシュ

アヌシー ＊インペリアル・パレス 
＊ホテル・ドゥ・ラ・ペ　＊ドゥ・ラビー

＊ノボテルサントルアトリア　
＊メルキュール・サントル 

＊アパートシティアヌシーセイノ　＊アロブロージュ・ パラス
＊アロブロージュ・パーク　
＊カンパニール・アヌシー・サントル・ガール
＊クラリオン・トレゾン　＊クラリオンホテル・ トレサム
＊スプレンディド　＊デュ・パレ・ド・イル　
＊デュ・パレ・ドゥ・リール　＊ドゥ・ボーリュー　＊ノベル　
＊ベストウェスタン・インターナショナル
＊ベストウェスタン・カールトン　＊ホテル・ドゥ・ボンリュー　
＊メルキュール・シュッド　

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）



30

国 名 都市名 DX STSP

カルカソンヌ ＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン
＊ド・ラ・シテ　

＊デ・トロワ・クーロンヌ　
＊ドメーヌ・ドーリアック
＊ベストウェスタン・ル・ドンジョン
＊ホテル・ドュ・ロワ
＊ホテル・ル・シュバリエ
＊レ・シュバリエ

＊アラゴン　＊イビス・エスト・ラ・シテ　
＊イビス・センター　＊エスパス・シテ　＊カンパニール　
＊カンパニール・ウェスト　
＊キリヤード・カルカソンヌ・アエロポール
＊セリーズ・カルカソンヌ　＊セリーズカルカソンヌノール
＊セントラル　＊バラタン　＊ブリストル　＊ボスケ　
＊メルキュール・ポルト・ド・ラ・シテ　＊レ・オリビエ
＊レジデンス・アドニス・ラ・バルカン

カーン ＊オテリン　＊キリアド・メモリアル　＊クラリス
＊ノボテル　＊ベストウェスタン・モデルネ　＊ホリデイ・イン
＊メルキュールセンター・フルサンス

エビアン ＊ヒルトン　 ＊ロワイヤル　＊エルミタージュ

ヴェズレー ＊クリスポール　＊ポスト＆デュ・リオンドル　

オルネー・スー
・ボア

＊ノボテル・ノルド・エキスポ・アルネ

オルリー ＊ヒルトン・オルリー・エアポート ＊ノボテル・オルリー・ランジス
＊ベストウェスタン・プラス・オルリー
＊メルキュール・オルリー
＊メルキュール・オルリー・ランジス

オンフルール ＊フェルム・サン・シメオン ＊エクラン ＊Mホテル　＊アンタレス　＊イビス　
＊イビススタイルズ・オンフルール
＊オステルリー・ルシャ　＊オテリン　＊カンパニル　
＊ディリジェンス　＊ドーファン　
＊ベストウェスタン・シュバル・ブラン　＊メルキュール
＊ル・カステル・アルベルティーヌ

カオール ＊シャトー・ド・メルキュー ＊アンテール・ド・フランス　＊カンパニール　＊キリアド　
＊テルミヌス

カヴァルニー ＊コンポステーラホテル　＊ホテル・ヴィグンマレ
＊ル・マルボル

アルル ＊ジュール・セザール ＊ノール・ピニュス
＊プラザ　＊ベストウェスタン・アトリウム
＊ミレイユ　＊ル・ロダン

＊イビス　＊イビススタイルズ・アルル・シュドフルション
＊イビススタイルズ・パレデコングレ
＊エタップアルルパレデゴングレ　
＊オーベルジュ・デュ・マス・フニエール　＊カンパニール　
＊キリアド　＊クロゥー　＊サント・トロフイーム
＊ダルラタン　＊パラディンス・アルル　＊フォーラム　
＊マエヴァ・カマルグ　＊ル・マ・デ・ビブル　

エクサン
プロバンス

＊アクアベッラ
＊グランホテル・ド・ロワルネエ・Mギャラリー
＊シャトー・ド・ラ・ピオリーヌ
＊セザンヌ
＊ル・ピゴネ
＊ル・モルガン
＊ルネサンス

＊アパートホテルオダリス・アトリウム　＊イビス　
＊イビススタイルズ　＊ヴィラガリチ　
＊エスカル・オセアニア　＊オダソス・レ・フロリディアンヌ
＊カンパニール・ウスト　＊カンパニール・ラ・ボーバル　
＊キリアド・プレステージ　＊グランド・ネグレコステ　
＊サンヴィクトワール　＊ノボテル・ボー・マノワール　
＊ノボテル・ポン・ド・ラルク　＊ブルーマリン　
＊ベストウェスタン・ル・ガリス　＊ホテルバーディ
＊メルキュール・サンビクトワール

アルビ ＊オステルリ・サン・アントワーヌ
＊グランドホテルドルレアン　＊ベストウェスタン
＊メルキュール・バスティード　＊ラ・レゼルブ　

＊アンテルホテル・ル・カントポー　＊イビス・センター 
＊カンパニル・サントル
＊シフル

イブリー ＊メルキュール・イブリーケドゥセーヌ　＊レジドーム・エブリ

アビニヨン ＊バラディンエクスプレス　
＊ブリッドホテル・アビニヨン・スッド
＊ベストウェスタン・パラドゥ　＊ベストウェスタン・ラヴァラン
＊ド・ロルロージュ　＊ル・マニャン

コルマール ＊シャトー・ド・ディセンブルグ
＊ベストウェスタン・グランドブリストル
＊メルキュール・シャン・ド・マルス
＊メルキュール・ルサントルウンターリンデン　＊ユーロップ

＊イビス センター　＊イビス・オルブール　
＊イビススタイルズノルド　＊トゥレンヌ
＊ロワ・ソレイユ・プレスティージュ 

コートレ ＊アステリデスサッカ　＊エーデルワイス
＊ビレッジ・ドウ・バカンス・レマロニエ
＊ホテル＆レジデンス・バルネオアラジン
＊ホテル＆レジデンス・ルリス　＊ホテルウェルカム
＊ホテルセザール　＊ホテル・ド・パリス　＊ルボアジョリー
＊レジデンス・ル・ドメーヌ・デサンラック
＊レジデンス・レシャーレ・デスティブ

カンペール ＊オセアニア ＊イビス　＊エスカル・オセアニア　＊グラドロン
＊トゥール・ド・オーベルジュ　＊マスコット
＊ルレ・メルキュール

キベロン ＊ソフィテル・タラサ
＊ソフィテル・ディエテティック

＊イビス　＊クリマ・ド・フランス　＊ケール・ノワイヤル
＊ポルトコロンブ　＊ヨーロッパ

グラース ＊イビス　＊ベストウェスタン・エリクサー・グラース
＊ホテル・デ・パルファン　

クレテイル ＊ノボテル・クレテイル・ル・ラック

グルノーブル ＊ノボテル・サントル　＊パーク　＊ホリデイ・イン

カンヌ ＊JW・マリオット
＊カールトン・インターコンチネンタル
＊クラリオン・スイーツ・カンヌ
＊グランド・ハイアット・カンヌ・ホテル・
  マルティネス
＊ヒルトン 
＊フォーシーズンズ・テール・ブランシュ　
＊マジェスティック　

＊MMVリゾート・スパ・カンヌ・マンデリュー　＊カンヌ・パレス
＊グランド　＊グレ・ダルビオン　＊クロワゼット・ビーチ　
＊サボイ　＊シャトー・ドゥ・ラ・トゥール　　
＊ノボテル・モンフルリ　
＊プルマン・マンデリュー・ロイヤル・カジノ　
＊ベストウェスタン・リビエラ
＊ベルプラージュ
＊ラディソン・タラソ＆スパ1865

＊アマラント　＊イビス・カンヌ・ムーアン・サルトゥー　
＊イビススタイルズ　＊カンベッラ
＊キリアド・マンドリュー　＊キリアドサントル
＊クオリティー　＊サン・リビエラ　＊シタディーヌ
＊スイートホテル・センター　＊スプレンディド　＊セザンヌ　
＊デ・オランジェール　＊ベストウェスタン・アストリア　
＊ベストウェスタン・ウニベルソル
＊ベストウェスタン・モンディアル　＊ボウ・セジュール
＊ベストウェスタン・カンヌリビエラ
＊ホリデイ・イン　＊マジェスティックバリエール
＊メルキュール・マンデリュウ　＊ラ・ヴィラ・トスカ

クレルモン
フェラン

＊ノボテル　＊ホリデイ・イン・クレルモン 
＊メルキュール・サントル

ゲヤール ＊アパートポルトジュネブガイヤール
＊パークアンドスイートエレガンス
＊メルキュール・アンヌマス・ポルト・ジュネーブ

フランス
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国 名 都市名 DX STSP
フランス

ストラスブー
ル

＊シャトードゥリル
＊ソフィテルストラスブール
＊リージェント・プティット・フランス

＊7ホテル＆フィットネス　＊クール・デュ・コルボー
＊ゴールデン・チューリップ・ストラスブール・ザ・ガーデン
＊ノボテル・サントル・アール　＊ハノン　＊ヒルトン　
＊ベストウェスタン・ホテル・ド・ヨーロッパ
＊ベストウェスタン・モノポール・メトロポール
＊ボマ　＊メゾンルージュ　
＊メルキュール・ガールセントラル
＊メルキュール・サントル
＊メルキュールストラスブールアエロポール（空港）　
＊メルキュール・パレ・デ・コングレ
＊リージェント・コンタード
＊ル･ジャン･セバスチャン・バッハ・レジデンス＆スイーツ
＊レ・アラ　＊ロワ・ソレイユ・プレステージ

＊アパートシティ　
＊アパート・シティ・コンフォート・エアポート（空港）
＊イビスサントルヒストリーク
＊イビスサントルガール　＊カテドラル　
＊キリアド・サントル・ガール　
＊キリアド・シルティゲイム　＊グランド
＊コンフォートサントル　＊コンフォート・モンターニュ・ベルト
＊バラダン・クベール・リンゴルスハイム
＊バラダン・サントル・ガール　＊ビラ デステ　＊ブリストル
＊ベストウェスタン・ドフランス
＊ホリデイ・イン・エアポート(空港)
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ストラスブール・サントル
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ストラスブール・シュッド 
＊ホリデイ・イン・ストラスブール・ノール　
＊メルキュール・サンジャン　＊メルキュール・スッド　
＊ル・グラン

シャルトル ＊ティモテル・シャルトル・カテドラル　＊ノボテル シャルトル
＊ベストウェスタン・グラン モナーク
＊メルキュール・シャルトル・セントラル・カテドラル

＊イビス シャルトル ウェストリュセ
＊イビス シャルトル サントル　＊カンパニール・シャルトル
＊キリアドシャルトル　＊ル シャルトル　＊ル・ブスクロン

シャンティイ ＊オーベルジュ・デュ・ジュー・ド・ポム
＊シャトー・モン・ロワイヤル
＊ハイアット・リージェンシー・シャンティイ

＊シャトー・ド・モンビラルジェンヌ
＊ドルチェ

＊カンパニール・シャンティイ

ジュアンレバン ＊ACアンバサドール　＊ガーデン・ビーチ

ジュヌヴィリエ ＊カンパニール・ジュヌヴィリエール・バルバエール

シャモニー ＊アルバート・プルミエ　
＊オーヴェルジュ・ドゥ・ボア・プラン
＊モンブラン　

＊アルピナ　＊エクセシオール
＊エルミタージュ　＊グラン・モンテ　
＊グランドホテル・アルプ　
＊ジュ・ド・ポウム　＊パークスイス　＊メトロポール
＊メルキュール・サントル　＊メルキュール・レ・ボッソン　
＊ル・パルコン・デュ・サボイ　＊ル・プリウレ　
＊ル・モルガン　＊レ・エイグロン　
＊レリオピックスウィート＆スパ　＊ロッキー・ポップ（郊外）

＊エギーユ・ディ・ミディ　＊クーロン　＊グスタピア　
＊グルメ＆イタリー　＊クロワ・ブランシュ　
＊デュ・ヴィラール　＊ド・ラルブ　＊ドゥ・ラック
＊フランツール　＊ポワン・イザベル　＊マノワール　
＊ラ・サピニエール　＊ラ・バレ・ブランシュ
＊ラ・フォリードゥース　＊リシュモン

サンレミドプ
ロバンス

＊ヴァロン・ドゥ・ヴァルリューグ

シェシー ＊ルレ・スパ・チェシー・ヴァル・ヨーロッパ

サンクエンタン
アンイブリン

＊ベストウェスタン・サン・クエンタン

サンジェル
マンアンレイ

＊パビヨン・アンリ・キャトル

サン・ドニ ＊ノボテル・パリ・サンドニ・サルトル ＊コートヤード・サンドニ

サンマロ ＊グランド・テルメ
＊ヌーボー・モンド
＊メゾン・デ・ザルマトゥール　

＊イビス・プラージュ　＊イビス・マドレーヌ　
＊エスカル・オセアニア　＊オセアニア　＊カンパニル
＊キリアド・サントル・プラージュ　＊キリアド
＊グランドホテル・コートアビル　＊セントラル　＊ド・ラ・シテ
＊ドゥル・ニヴェール　＊フランス・エ・シャトーブリアン　
＊ブリット・ホテル・ル・スルクフ
＊ブリット・ホテル・ル・トランザット
＊ベストウェスタン・アレクサンドラ　
＊ホテル・ドゥ・マリン　＊メルキュール・バルモラル
＊メルキュール・フロン・ド・メール

サルラ ＊グランド・ドゥ・サルラ　＊セント・カタリーヌ　
＊プラザ・マドレーヌ　＊ルレ・ド・ラ・ムシディエル

＊イビス サルラ　＊オウ・グランホテル・ド・サルラ
＊サン・アルベール　＊ドゥ・コンポステル　
＊ドメーヌ・ロッシュ・ポア　＊ベストウェスタン・レ・ルノアール
＊モニターニュ　＊レ・マドリガル 

ディジョン ＊グランホテル・ド・ラ・クロッシュ・エム
  ギャラリー

＊シャポー・ルージュ　
＊フィリップ・ル・ボン

＊イビススタイルズ・セントラル　＊イビスガール
＊イビスサントルクレマンソー　
＊カンパニールコングレスクレマンリー
＊カンパニールセンター　＊キリアド・ガール　
＊キリアド・サントル　＊キリアド・ミランド　
＊キリアドプレステージノールヴァルミー
＊コンファート・ディジョン・シュッド　＊シティ・ロフト　
＊ノボテル・ディジョン・ホウト・デ・グラニクル　
＊バラディンズ・シュペリエル・シュッド　
＊ベルディゴ　＊ホリデイ・イン　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ディジョン 
＊メルキュール・クレマンソー　＊ル・ジュラ　

トゥールーズ ＊クラウン・プラザ・トゥールーズ
＊プルマン・トゥールーズ・サントル 

＊NH・トゥールーズ・エアポート
＊グランドホテル・ド・オペラ
＊コートヤード・エアポート（空港）
＊シティズ・ホテル 　
＊ノボテル・サントル・ウィルソン
＊パッラディア
＊プルマン・アエロポート（空港）
＊ホリデイ・イン・エアポート（空港）
＊ラディソン・エアポート（空港）

＊アパートシティ・コンフォート・エアポート・ブラニャック
  （空港）
＊アパートシティ・コンフォートビュルパン
＊アパート・シティ・ヒッポドローム
＊アパート・シティ・ラベージュ　＊アパートバレイ　
＊アパートホテル・ドゥ・パーク　＊イビス・ガレ・マタビオ　
＊イビススタイルズ・ガールサントル
＊イビス・ブラニャック・アエロポート（空港）
＊イビス・ポン・ジュモー　＊イビス・ユニバーシティ　
＊イビスサントル　＊インターホテル・テルミナス　
＊キャピトル　＊キリアド・サントル　
＊グラン・ジャンジョール　＊グランド・レイモンドIV　＊ゲオ
＊コンコルド　
＊コンフォートホテル・トゥールーズ・ラモンビル　
＊ディアンヌ　＊テルミナス　＊ヌーベル・ホライズン
＊ノボテル・センター・コンパン・カファレリ　
＊ブリエンヌ　＊プリビレッジ・メルモーズ
＊ベストウェスタン・レカピトウール　
＊ホリデイ・イン・エクスプレス　＊ボー・アート　
＊メルキュール・ウィルソン  
＊メルキュール・コンパン・カッファレリ
＊メルキュール・サンジョルジュ　＊メルキュール・マタビオ　
＊メルキュールゴルフ・ド・トゥールーズ
＊レジド・プライス・トゥールーズ

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP
フランス

ニース ＊ネグレスコ
＊ハイアット・リージェンシー・バレ・ド・ラ・
  メディテラネ
＊ボスコロ・エクセドラ　＊メリディアン
＊ラ・ペルーズ

＊ACバイマリオット・ニース
＊B4パーク
＊HIホテル　
＊NHニース
＊アストン・ラ・スカーラ　
＊アダージョ・ニース・プロムナード・デ・ザングレ
＊アポジア
＊ウェストエンド　
＊ウェストミンスター　
＊エリントン
＊ゴールドスター・リゾート
＊スプレンディド　
＊ノボテル・サントル　
＊ハイパーク・バイ・アダージョ・ニース
＊パーク・イン・ラディソン・ニース・エアポート（空港）
＊プラザニース
＊ベストウェスタン・プラス・マセナ
＊ボー・リバージュ　
＊ボスコロパーク
＊ホリデイ・イン
＊ホリデイ・イン・リゾート　
＊メルキュール・サントル・ノートルダム
＊メルキュール・ニース・グリマルディ
＊ラディソンBlu
＊リビエラ

＊アガタ　＊アパートシティアクロポリス
＊アルベール・プルミエ　＊アンバサドール　
＊イビス・アエロポール(空港)　
＊イビス・ニース・ヴュー ポール　
＊イビス・バジュット・ニース・カルフォルニランヴァル
＊イビスサントルガール
＊イビススタイルズ・ニース・ソントル・ガール
＊イビススタイルズ・ニースアエロポール（空港）
＊イビス・ニース・アエロポート・プロムナード・ホテル
＊イビスニースパレドコングレ　＊イビスノートルダム　
＊イビスプロムナードデザングレ　＊ヴィラ・ヴィクトリア　
＊オールシーズンズ・キリアド・ラファイエット　＊カリーナ
＊カンパニル・エアポール(空港)　＊カンパニル・サントル　
＊キリアド・ポート　＊キリアドガレ　
＊キリアド・サントルガレ　＊グノー　
＊グランド・ル・フローレンス　＊クリヨン　＊コンテ　
＊コンフォート・アズール・リビエラ　
＊シタディーヌ・プロムナード　＊ショワズール　
＊スイートホテルニースエアポートアレナ(空港)　＊スウェド
＊セルボテル　＊デイ・イン・ニースセンター
＊ノルマンディー　＊バンドーム　＊ブリストル　
＊プロモテル　＊ベストウェスタン・アレクサンドラ
＊ベルトウェスタン・アルバ　＊ベストウェスタン・ナウティカ
＊ベストウェスタン・ニューヨーク
＊ベストウェスタン・マドリッド　＊ベストウェスタン・リビエラ
＊ベストウェスタン・ルーズベルト　
＊ホテル デュ ミディ　
＊ボリエール　＊マルメゾン　＊メディチ
＊メルキュール・カルフォルニア　
＊メルキュール・サントル・グリユルディ
＊メルキュール・プロムナード・デ・ザングレ
＊メルキュールマルシエフルール　＊ユニヴァース
＊ルレ・アクロポリス

ナント ＊ウェストテル
＊グランドホテル・メルキュール
＊サントル シテ デ コングレ
＊ノヴォテル　
＊メルキュールナルド
＊ラディソン・ナント

＊アミラル　＊イビス・ナント・トウール・ブルターニュ
＊インターホテル・グランド・ナント　＊エスカル・オセアニア
＊オセアニア　＊オセアニア・ナント・エアポート（空港）
＊キリアド・センター　＊グラスリン
＊サントル・ガール・シュッド
＊ジュール・ベルヌ　＊デ・フランス
＊ノボテル・サントル・ボール・ドゥ・ロワール
＊ノボテル・シテ・デ・コングレス
＊ホリデイ・イン・ガーデンコート　＊マスコット
＊メルキュール・イル・ド・ナント　＊ラ・ペルース

ドービル ＊ノルマンディー
＊ロワイヤル

＊ド・ゴルフ ＊アミローテ　＊イビス・サントル
＊イビス・ビレールブラージュ　＊インターホテル
＊カンパニル　＊キリアド　＊コンチネンタル
＊メルキュール・デュ・ヨット・クラブ
＊メルキュール・ポン・レベック　＊ル・トロフイー

トワリー ＊アダージョ・ジュネーブ・セント・ジェニス・ポウリー

トロワ ＊シヤン・デ・オワゾー　＊ベストウェスタン・デ・ラ・ポスト
＊メルキュール・サントル

＊ゴールデンチューリップ・トロワ　＊ル・ロワイヤル

ナンシー ＊グランド・ホテル・ド・ラ・レーヌ ＊アパート・シティ・ナンシー
＊イビス・サントカテリーヌ　＊イビス・センター・ガール
＊イビススタイルズシュッド
＊オール・シーズンズ・サントル・ガール　
＊カンパニールナンシーセンターガール
＊ノボテル・ウエスト　＊パーク・イン
＊ベストウェスタン・クリスタル
＊メルキュール・サントル・スタニスラス　＊ロワイヤル

ニーム ＊アンペラトール ＊ACホテル　＊Cスイート　＊アコテル　＊イビス・ウエスト
＊カンパニール・ニーム・センター　
＊グラン・ホテル・ドゥ・ニーム　＊ニューホテル
＊ノボテル・アトリア・サントル
＊ベストウェスタン・ロランジェリー
＊ユーキス・ドゥラ・ボーチ　＊ロジ・ニモテル

＊インターコンチネンタル・ル・グラン
＊ウェスティン・パリ　
＊グランド・ホテル・デュ・パレ・ロワイヤル
＊スクリーブ
＊ソフィテル・フォーブル
＊ナポレオン　
＊ノリンマキー
＊バーガンディ
＊パーク・ハイアット・パリ・バンドーム
＊ハイアット・パリ・マドレーヌ
＊パビヨン・ド・ラ・レーヌ　
＊フーケ・バリエール
＊フォーシーズンズ・ジョルジュサンク
＊プラザ・アテネ
＊ブリストル・パリ
＊プリンス・ド・ガル
＊ホテル・デュ・コレクショナー
＊マリオット・シャンゼリゼ
＊マンダリン・オリエンタル
＊ムーリス　
＊ラファエル
＊ランカスター
＊リッツ
＊ルテシア
＊ルネサンス・パリ・レプブリク
＊ルネサンス・トロカデロ
＊ルネサンス・プラス・バンドーム
＊ル・ロック
＊ロワイヤル・モンソー・パリ

＊Ｋ＋Ｋケーレ　
＊アパートシティ・パリ・グラン・ビブリオティック
＊アバ・モンパルナス　＊ヴィラ・アレッサンドリア　
＊ヴィラ・マジェスティック　
＊ヴィラ・ユージニー　＊ウェストミンスター　
＊エドワード・セット　＊エトワール・サントノーレ　
＊オートゥイユ・トゥール・エッフェル
＊オセアニア・ポルト・デ・ヴェルサイユ　＊オペラ・カデー　
＊オリジナルメゾンモンマルトル　＊カスティリオーネ
＊カスティーユ　＊カリフォルニア　
＊クラウン・プラザ・リプブリック
＊コートヤード・パリ・ガレ・デ・リヨン
＊コンコルド・モンパルナス　＊サンレギス　
＊シャトー・ブリアンド　＊シャトー・フロンテナック　
＊ジャルダン･デュ･マレ　＊スプレンディド・エトワール　
＊セント・ジェームス＆アルバニー　
＊ソフィテル・アルクド トリオンフ　
＊ノボテル・スイーツ・パリ・ノード18エム
＊ノボテル・パリ・トゥール・エッフェル　＊ノルマンディー　
＊ハイアット・リージェンシー・パリ・エトワール
＊バルティモア　＊ビッラ・パンテオン　
＊ビッラ・ボーマルシエ　＊ヒルトン・オペラ
＊フォレストヒル・ラ・ビレット　＊プラザ・トゥール・エッフェル
＊ブラッドフォード・エリーゼ　＊フランクリン・ルーズベルト
＊フランソワ・プルミエ　＊プルマン・トゥール・エッフェル　
＊プルマン・ペルシー　＊プルマン・モンパルナス
＊ベストウェスタン・プレミア・オペラファウブルグ
＊ホテル・カタローニュ・パリ・ガール・モンパルナス
＊ホテル・デュ・ルーブル　＊ホリデイ・イン・ガルド・エスト　
＊ホリデイ・イン・ノートルダム
＊ホリデイ・イン・バスティーユ　
＊ホリデイ・イン・モンパルナス・パストゥール
＊マリオット・オペラ・アンバサダー
＊マリオット・リブ・ゴーシュ＆カンファレンス・センター
＊マリニャン・シャンゼリゼ　＊マルト　
＊ミレニアム・オペラ　＊メリア・ロワイヤル・アルマ　
＊メリアヴェンドーム　＊メルキュール・17・バティニョール
＊メルキュール19フィルハーモニー・ラ・ビレット　

＊34B　＊25アワーズ・テルミナス・ノール　＊アカディア　
＊アストリア・オペラ　
＊アダージョ・シティ・アパート・ホテル・ベルシー　
＊アダージョ・シティ・アパートホテル・オスマン・シャンゼリゼ
＊アダージョ・シティ・トゥール・エッフェル　＊アプリアル
＊イビス・アレジア・モンパルナス　
＊イビス・オペラ・ラファイエット　＊イビス・ガール・デ・ノルド
＊イビス・ガール・デ・リヨン　＊イビス・ガール・ド・エスト
＊イビススタイルズ・ガール・ド・エスト・シャトー・ランドン
＊イビススタイルズ・パリ・ベルシー
＊イビススタイルズ・パリ・レピュブリック・ルマレ
＊イビススタイルズ・パリリパブリック
＊イビス・トゥール・エッフェル　＊イビス・トルビアック　
＊イビス・バスティーユ　＊イビス・バスティーユ・フォーブル
＊イビス・パリ・17・クリッシー・バティニョール
＊イビス・モンパルナス　＊イビス・モンマルトル
＊イビス・ラヴィレット・シテデサイエンス　
＊イビスパリガールデュノールシャトーランドンディズィエム
＊ヴィクトリア　＊ウィンザーオペラ　＊エスト
＊エトワール・パーク　＊オペラ・ガルニエ
＊オペラ・ラファイエット　＊カールトンズ
＊カンパニール・19・ラ・ビレット　
＊カンパニール・メーヌ・モンパルナス
＊キリアド・パリ・ベルシー・ヴィラージュ
＊キリアド・ベルシー・ヴィレッジ
＊グランド・ドゥ・アーブル　＊クルーセル・エトワール
＊コロナ・ローディエ　＊コンフォートダブーナシオン
＊サンオーギュスタンエリゼ　＊シュリー・サンジェルマン
＊ジョルジュオペラ　
＊スプレンディド　＊セーブル・サンジェルマン
＊デ・アレーヌ　＊ティモテル・オペラ・ブランシュ・フォーテーヌ
＊ティモテル・パリ・プラス・ド・イタリー
＊ティモテルオペラマドレータ
＊ティモテルパレロワイヤル　＊テラスホテル　
＊ドゥミニー・バンドーム　＊ノボテル・ヴォージラール　
＊ノボテル・ガール・デ・リヨン
＊ノボテル・ガール・モンパルナス　＊ノボテル・ベルシ
＊ノボテル・ポルテオオルレアン　

パリ
20区内

パ
リ
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国 名 都市名 DX STSP
フランス

バレッツ ＊シャトー・ド・カステル・ノベル

ビアリッツ ＊ソフィテル・タラサ・ミラマー　＊デュ・バレ ＊ラディソンBlu

バンタ ＊シャトー・サン・マルタン ＊ルレ・カントメルル

ブージバル ＊ホリデイ・イン・ベルサイユ・ブージバル

フェリエール
ザンブリ

＊パクストン・リゾート＆スパ

フォントネイ
スーボア

＊メルキュール・パリ・ヴァル・デ・フォントネイ　
＊メルキュール・ル・ブルジェ

パ
リ

＊ソフィテル・ラ・デファンス
＊プルマン・ラ・デファンス

＊エバーグリーンローレル
＊クラウンプラザ・パリヌイイー
＊コートヤード・パリ・アルクイユ　
＊コートヤード・パリ・ラ・デファンス・ウエスト・コロンブ　
＊コートヤード・ブローニュ
＊ノボテル・エスト　
＊ノボテル・ラ・デファンス　
＊ヒルトン・パリ・ラ・デファンス　
＊フォレストヒル・ムードン
＊ベストウェスタン・プラス・スーツケース
＊ホリデイ・イン・ポルト・ド・クリシー
＊メルキュール・パリ・サントゥアン
＊メルキュール・パリ・ボージテール・ポルト・ド・ベルサイユ
＊ラディソンBlu・ブローニュ
＊ルネサンス・パリ・ヒッポドローム・ドゥ・サンクルー
＊ルネサンス・ラ・デファンス
＊レジドーム・クーブボア・ラ・デファンス

＊アパートシティ・サンモーリス　＊アポジア
＊イビス・バジェット・ポルト・ド・モントルイユ　
＊イビス・バジェット・ポルト・ドベルシー　
＊イビス・ポルト・オルレアン　＊イビス・ポルト・デ・イタリー　
＊イビス・ポルト・ド・バニョレ　＊イビス・ポルト・ド・ベルシー　
＊イビス・ポルト・ド・モントルイユ　＊イビス・ラ・デファンス　
＊カンパニール・パリ・エスト・ポルト・ド・バニョーレ　
＊カンパニール・ポルト・ド・イタリー　
＊キリアド・シュッド・ポルト・デ・イブリー　
＊キリアド・パリ・エスト・ボワ・ド・ヴァンセンス　
＊キリアド・パリ・ノール・ポルト・ドゥ・サン・トゥアン　
＊キリアド・パリウエスト・コロンブ　
＊クエリーホテル・ゴルフエスト　＊ティムホテル・ベルティエ
＊ノボテル・ポンド・セーブル　＊パリ・エスト・ロニー
＊フォレストヒル・ムードン　＊ブローニュ　
＊ホテル＆レジデンス・メルキュール・パリ・ラ・デファンス・
  ブラン・ダルシュ　
＊メルキュール・サン・トゥアン　
＊メルキュール・パリ・サンオーエン
＊メルキュール・ブローニュ
＊メルキュール・ポルト・ド・オルレアン　
＊メルキュール・ポルト・ド・パンタン　
＊メルキュール・ポルト・ド・ベルサイユ・エキスポ　
＊メルキュール・ラ・デファンス　
＊メルキュール・ラ・デファンス・サンク　
＊レサダ・ポルト・ド・バニョレ

パリ
20区
隣接地区

※パリ20区隣接地区は、パリ20区よりバスにて約5～15分の距離に位置しています。

パ
リ

＊メルキュール・オペラ・ガルニエ
＊メルキュール・ソントル・パリ・トゥール・エッフェル
＊メルキュール・パリ・ガール・ド・リヨン・TGV
＊メルキュール・パリ・ベリジー
＊メルキュール・パリ・ラ・ビレット
＊ラ・メゾン・アストール・キュリオ・バイ・ヒルトン
＊ラ・メゾンシャンゼリゼ　
＊ラディソンBlu・シャンゼリゼ
＊ル・メリディアン・エトワール　＊ル・ワーウィック
＊ルネッサンス・ル・パルクトロカデロ
＊ルレ・クリスティーヌ　
＊レシキエ・オペラ・パリ・Mギャラリー・バイ・ソフィテル
＊レジドーム・オペラ　＊レジーナ　＊レジャルダン・デュ・マレ
＊ロイヤルサントノーレ　＊ローチェスター・シャンゼリゼ　
＊ロルセ・オペラ　＊ロワイヤル　＊ロワイヤルエリゼー　
＊ワシントン・オペラ

＊パビヨン・オペラ・グラン・ブルバール
＊パビヨン・オペラ・ブルス　＊パレ・ロワイヤル　
＊フェルテル・マイヨ　
＊フロリダ・エトワール　＊ベストウェスタン・アクセル・オペラ
＊ベストウェスタン・ベルシー・リブ・ゴーシュ　
＊ベルンオペラ　＊ベロイ・サン・ジェルマン　
＊ホテル・オーギュスタン　
＊ホテル・リベルテル・ガール・ド・レスト・フランセ
＊ホテル・ルイゾン　＊ホリデイ・イン・サンジェルマン
＊ホリデイ・イン・モンマルトル　
＊ホリデイ・イン・オペラ グランブルーバール
＊マドレーヌ・プラザ　＊マルセル・シャンゼリゼ　
＊メディアン・ポルト・ド・ベルサイユ　＊メディアンコングレ
＊メルキュール・オペラ・ルーブル
＊メルキュール・サンラザール・モンソー
＊メルキュール・シャンゼリゼ　
＊メルキュール・テルミナス・エスト
＊メルキュール・パリ・アレシア
＊メルキュール・パリ・トゥール・エッフェル・ブルネル
＊メルキュール・プラスドイタリー　
＊メルキュール・モンパルナス　＊メルキュール・モンマルトル
＊ル・パティオ・サンタントワンヌ　＊レジーナオペラ　
＊ロートレック・オペラ　

パリ
20区内

ボビニー ＊カンパニール・ボビニー

ボルドー ＊インターコンチネンタル・ボルドー・
  ルグラン・ホテル

＊クオリティ・サントル　＊ゴールデンチューリップ
＊ソルス・ドゥ・コーダリー
＊ヒルトン・ガーデン・イン　＊ブルディガーラ
＊ブルマン・ボルドー・ラック
＊メルキュール・ガール・サンジャン
＊メルキュール・サントル
＊メルキュール・シャトー・デ・シャルトロン
＊ホリデイ・イン・ボルドー・シュッド
＊ラ・レゼルブ

＊アパートシティコンフォート
＊アパートシティメルニャック
＊アルトンボルドーメリアデック
＊イビススタイルズ・メリアデック
＊イビススタイルズ・アエロポール(ボルドー空港)
＊キリアド　＊クオリティ・スイーツ・ボルドー（空港）
＊スター・ガール　＊ノボテル ボルドー
＊ノボテル・サントル・メリアデック
＊ベストウェスタン・バイヨンヌ・エッチェ・オナ
＊メルキュール・アエロポール(空港)
＊メルキュール・ポンダキテーヌ　＊メルキュール・ル・ラック

ブジョ ＊シャトー・ド・ジリー

ヴェリジー ＊ベストウェスタン・プラス・ヴェリジー　
＊メルキュール・パリ・ヴェリジー

フォンテーヌ
ブロー

＊エーグル・ノワール　＊ナポレオン ＊ノボテル　＊メルキュール・ロワイヤル

フェルネー
ボルテール

＊シタディヌ　＊ノボテルエアポート(空港)
＊パーク＆スイートエレガンスジュネーブエアロポルト
＊ベストウェスタン・ボルテール・パラス

＊アパートホテルオダリス
＊オダリス・レジデンス・ラ・スイスホテル
＊パーク・アンド・スイート・エレガンス・フェルネ・ボルテール
＊レジデンス・ラ・リザーヴ・フェルネ・ボルテール

ポー ＊デュ・パーク・ボーモン
＊メルキュール・ビラ・ナヴァール

＊クオリティ　＊クラリン　
＊ベストウェスタン・コンチネンタル
＊ベストウェスタン・ラ・パルムレー
  （メルキュール・ラ・パルムレー）
＊メルキュール・パレ・デ・スポー

ボーヌ ＊オステルリー・ド・ルベルノア
＊オステルリー・ル・セードル・サントル　＊セップ
＊ドゥ・ラ・ポスト　＊レジダンス・ゴルフ・ガーデン

＊アタノール　＊イビス・ボーヌ・センター
＊イビス・ラ・フェルメ・オー・ヴァン
＊オステルリー・ド・ブレトニー　＊グリート・ホテル　＊スター
＊ノボテル　＊ベストウェスタン・アンリ・2世
＊メルキュール・サントル　＊ラ・クロズリー　＊ル・パノラマ

ベルサイユ ＊トリアノン･パレス･ザ・ウォルドク・
  アストリア・コレクション

＊Mギャリーバイソフィテル
＊ル・ルイ・ベルサイユシャトー

＊イビス・シャトードゥベルサイユ
＊キリアド・ベルサイユ・サンシルレコール
＊ノボテル・シャトー・ド・ベルサイユ
＊ベストウェスタン・ホテル・ベルサイユ
＊ホテル・ル・ベルサイユ
＊メルキュール・ベルサイユ・パーリー2
＊メルキュールベルサイユシャトー

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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フランス

リヨン ＊インターコンチネンタル・ホテルデュ
＊ヴィラ・フロレンティヌ
＊クール・デ・ロージュ
＊ソフィテル

＊アパートシティ・リヨン・パールデュー　
＊エム・ギャラリー・カールトン
＊クオリティ・スイート・ロッジ
＊クラウン・プラザ・リヨン・シティ・インターナショナル
＊グランド・メルキュール・サックスラファイエット
＊ゴールデン・チューリップ・ユーレキスポ
＊ソフィテル・エアポート（空港）　
＊マリオット・シティ・インターナショナル　＊メトロポール　
＊ラ・レーヌ・アストリッド　＊ラディソンBlu　
＊ル・ロワイヤル　＊レジデンス

＊アクソホテル・ペラーシュ　＊アテナ・パーデュ　
＊アパートホテルオダリス・ビオパルク
＊イビス・ゲルラン・セティエム　＊イビス・ゲルランメリュー
＊イビス・サントル　＊イビス・サントルペラーシュ　
＊イビススタイルズ・コンフルエンス
＊イビススタイルズ・サントルガールパールデュー
＊イビススタイルズ・リヨン・ビルーバン　＊イビス・パーデュ
＊イビス・ユニバーシティ　＊イビス・リヨン・ウエスト
＊イビス・リヨン・ゲルラン・ポント・パステール
＊イビス・レ・アール　
＊カンパニール・サントルベルジュデュローヌ
＊カンパニール・タッシン・リヨン
＊カンバニール・リヨン・サントル・ガールパールデュー
＊カンバニール・リヨン・サントル・ギャレ・パール・デュー
＊カンパニール・リヨン・ウェスト
＊キリアド・アエロポール（空港）　＊キリアド・エスト
＊キリアド・プレステージ
＊クラリオン　＊クリアス・ホテル・リヨン・ノール
＊グローブ・エト・セシル　＊コングレス　
＊コンフォート・スイート・リヨン・エフート・ユーレクス
＊シャルルマーニュ　＊ノボテル・ジェルラン
＊ノボテル・タッシン　＊ノボテル・パー・デュー　
＊ノボテル・ブロン　＊ノボテル・リヨン ノルド　
＊ベストウェスタン・クレキ・パールデュー
＊ベストウェスタン・サフィール　
＊ベストウェスタン・シャルルマーニュ
＊ベストウェスタン・デュポンウィルソン
＊ホリデイ・イン・リヨン・ヴァイズ
＊メディアインフルビエール　＊メルキュール・シャルパンヌ
＊メルキュール・シャルボニエール
＊メルキュール・プラザ・リパブリック　
＊メルキュール・ブロトー　＊メルキュール・ボザール　
＊メルキュール・リヨン・サントル・シャトー・ペラッシュ
＊メルキュール・リヨン・シュッド　＊メルキュール・ルミエール
＊リベルテル・ウィルソン　＊ルーズベルト　

モンサンミッ
シェル

〈対岸〉
＊メルキュール
＊ルレ・サンミッシェル

〈島内〉
＊オーベルジュ・サンピエール　＊テラス・プラール　
＊ラメール・プラール　＊ル・ムトン・ブラン
〈対岸〉
＊ガブリエル　＊サン・オベール　＊デ・ラ・ディーク　
＊べール　＊ル・ルレ・ド・ロワ
〈ポントルソン〉
＊ベストウェスタン・モントゴメリー
〈その他〉
＊オーベルジュ・ド・ラ・バイエ　＊ボーヴォワール　

ミュルーズ ＊ゴールデン・チューリップ・ミュルーズ・バーゼル 
＊ノボテル　＊メルキュールセンター　＊ホリデイ・イン
＊レジデンス・トライデント

＊イビスセンター　＊キリアド　＊パーク　＊ブリストル
＊ベストウェスタン・ホテル・ドゥ・ラ・ブース
＊レジドホテル

ムジェーブ ＊オ・コアン・ド・フ　＊シャレ・サン・ジョルジュ
＊デュ・モン・ダルボア　＊モン・ブラン　
＊ル・フェール・ア・シュバル　＊レ・フェルム・ド・マリ
＊ロッジパーク

＊オ・クール・ド・ムジェーブ　＊オ・ビュー・ムーラン
＊シャレー・ル・フーグ　＊ラ・グランジュ・ダルリー　
＊ラ・ブレリ

メッス ＊ベストウェスタン・プラスホテル・メステクノポル　
＊メルキュール・サントル　＊ラ・シタデル

ランス ＊グランドホテル・デ・タンプリエール
＊シャトー・レ・クレイエール

＊クオリティ　＊ホリデイ・イン・ランス・サントル
＊メルキュール・カテドラル　＊ラ・ペ

＊イビススタイルズ　＊イビス・ランス・サントル
＊セジュール＆アフェール・クレールマレ　＊ノボテル・タンク
＊メルキュール・パーク・デ・エクスポジション

モンペリエ ＊オセアニア モンペリエ　＊クラウンプラザ モンペリエ
＊コートヤード モンペリエ　
＊プルマン モンペリエ サントル

＊アパートシティ モンペリエ オヴァリー
＊ホリデイ・イン・エクスプレス モンペリエ オドッシウム

マルセイユ ＊インターコンチネンタル・マルセイユ
＊ル・プチ・ニース・パセダ

＊AC・ヴェロドローム　＊NHコレクション・マルセイユ
＊NHOWマルセイユ　＊ヴィラ・マッサリア
＊エーシーホテル・マルセイユ・プラド・ウェルドローム
＊グランド・ボーボー・ビューポール
＊ゴールデンチューリップ・ユーロメッド
＊ソフィテルビューポール　
＊ニューホテル・オブ・マルセイユ・ル・ファロ
＊ノボテル・マルセイユ・センター・プラド
＊プルマン・プロバンス（空港）
＊メルキュール・マルセイユサントル・ビューポール
＊ラディソンBlu・マルセイユ・ビュー・ポート
＊レジドテル・ル・グラン・プラド

＊アパートホテル・アダージオ・ハイパーク・バイ・マルセイユ
＊イビス・ガールサンシャルル　＊イビス・サントル・ブールス
＊イビス・ティモーネ　＊イビス・バレンティーヌ　
＊イビス・プラド　＊イビス・ボンヌベーヌ　
＊イビス・ユーロ・メディテラネ　＊カンパニール　
＊カンパニール・ニームセンター　
＊キリアド・サントル・ラバトー　
＊キリアド・マルセイユ・プロヴァンス・エアポート（空港）
＊キリアド・サントル・パラディ・プリフェクチュール　
＊キリアド・ビューポール
＊ゴールデンチューリップ・マルセイユ・エアポート（空港）
＊スイートノボテルセンターサントルユーロメッド
＊ニューホテル・サン・シャルル
＊ニューホテル・ビューポール　＊ニューホテル・ボンパール
＊ニューホテル・マルセイユ　＊ノボテル・エアポート（空港）
＊ノボテル・エスト　＊ノボテル・ビューポール　
＊ハイパーク・バイ・アダージオ・マルセイユ
＊ベストウェスタン・ボンヌベーヌ・プラド　
＊マスコット　＊メルキュール・マルセイユ・サントル・プラド
＊ローム・エ・サントピエール

マントン ＊グランドホテル・アンバサダー ＊クオリティ・メディテラネ

マルネラ
ヴァレ

＊ドリームキャッスル　＊マジック・サーカス
＊ラディソンBlu・ディズニーランド

＊イビス・マルヌラバーレ・ノワジール
＊ホリデイ・イン・パリ・マルヌ・ラ・バレ

マッシー ＊ノボテル・マッシー・パレソン　＊メルキュール・マッシー

ルーアン ＊ドゥ・ブールトルルド ＊イビス・サントル・リブドロワット
＊イビス・シャン・ドルマス　＊イビス・シュッド・ゼンス
＊イビス・リブゴーシュ　＊イビス ルーアン パルク エキスポ
＊カテドラル　＊キリアドセンター　
＊クアリス・ラ・ベルテリエール　＊クールドシティカテドラル
＊サンセブール　＊スイート・ノボテル・ノルマンディー　
＊ノボテル・シュッド　＊ビュ・マルシェ　
＊ベストウェスタン・デイエップ
＊メルキュール・シャン・ド・マルス
＊メルキュールセンター　＊ヨーロッパ
＊ラ・ベルティエール　＊ル・ベルサン
＊ルレ・モンティーニ　＊ルレ・リビエール

ルアーブル ＊アート　＊イビス・サントル　＊テルミナス
＊メルキュール・バッサン・ドゥ・コマース
＊メルキュール・バッサン・ボーバン
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ロワール 〈モンバゾン〉
＊シャトー・ダルティニ

〈アンボワーズ〉
＊ショワズール
〈オンザイン〉
＊シャトー・ド・メーヌ・デ・オート・ド・ロワール
〈シセイ〉
＊シャトー・ド・シセイ
〈シノン〉
＊シャトー・ド・マルセイ
〈ソミュール〉
＊ル・プリウレ
〈トゥール〉
＊イビススタイルズ・トゥールセンター
＊イビススタイルズ・トゥール・シュッド
＊オセアニア・ヌルベール
＊クラリオン・シャトー・ベルモン　
＊シャトー・ド・セット・トゥール　＊シャトー・ド・ボーリュー
＊シャトー・ド・ムーラン　＊シャトー・ド・ローブリエール
＊シャトー・ラ・ブルダイゼール　　
＊ドメイン・ド・ラ・トルティニール
＊ノボテルサントルガール
＊メルキュール・センター　
〈ノワゼー〉
＊シャトー・ド・ノワゼー
〈ブーブレイ〉
＊ル・オート・ロシュ
〈モンリシャール〉
＊シャトー・ド・ラ・メノディエール
〈ランジェ〉
＊シャトー・ド・ロシュコット
〈リュイーヌ〉
＊ドメイン・ド・ボーボワ

〈アンジェ〉
＊ドゥ・フランス　＊ベストウェスタン・ダンジョウ　＊マリン
＊メルキュール・アンジェ・サントル
〈アンボワース〉
＊イビス・アンボワース　＊ヴィラ・ベラッジオ　＊ノボテル
〈オルレアン〉
＊イビス・サントル　＊イビススタイルズ・オルレアン
＊エキスプレス・バイ・ホリデイ・イン　＊エスカル・オセアニア
＊オールシーズンズオルレアン
＊キリアド・オルレアン　＊クオリティ・オルレアン・サントル　
＊スイート・ホーム　＊ドメーヌ・デ・ポルテ・ド・ソローニュ
＊ノボテル・シャルボニエール　＊ノボテル・ラ・ソルス
＊メルキュール・サントル
〈サンジェルベ〉
＊インターホテルイカール
〈シャブレー・レ・トゥール〉
＊カンパニール　
＊コンフォート・シャンブレー・トゥール・シュッド
〈ソミュール〉
＊カンパニール ＊キリアド
〈トゥール〉
＊イビス・サントル　＊イビス・トゥール・ノルド　
＊インターホテル・オ・ルレ・サンテロワ　
＊カンパニール・シュッド
＊キリアド・サンピエール・ド・コーブ
＊キリアド・トゥール・ジュエ・レ・トゥール　
＊キリアド・トゥール・シュッド　＊キリアド・トゥール・センター
＊スター・トゥール・スッド　＊セントラル　
＊パークスイート・エレガンス
＊ブリットホテル・トゥール・サッド
＊ベストウェスタン・ラルティストホテル
＊ベストウェスタン・セントラル　＊ホテル・イン・デザイン
＊メルキュール・トゥール・シュッド
＊メルキュール・トゥール・ノルド　
＊ル・グラン・ホテル　
〈ブロワ〉
＊ヴィラ・ベラッジオ　＊カンパニール　＊キリアド・シュッド 
＊ノボテル・サントル
＊ノボテル・ブロワ・センター・ヴァル・ド・ロワール
＊メルキュール・サントル・ブロワ
〈ルマン〉
＊イビス・エスト ＊イビス・サントル ＊カンパニール
＊キリアド ＊ノボテル ＊メルキュール・サントル
〈ロワフ〉
＊ドメーヌ・ド・サンティレール

ロカマドール ＊シャドーロカマドール　＊デュ・シャトー
＊ベストウェスタン・ボーシット

＊エクスラージ

フランス

レンヌ ＊バルタザールホテル＆スパ ＊イビス・セッソン　＊イビス・ソントル・ギャール
＊イビス・ソントルギャール・スッド　＊イビス・ボーリュー
＊エスカル・オセアニア（郊外）　＊オセアニア
＊カンパニス・スッド　＊カンパニル・エスト　
＊カンパニル・サントラル　＊キリアド・スッド
＊キリアド・センター　＊キリアド・ノール
＊ノボテル・アルマ　＊ブリット・サントグレゴリー
＊ブリット・ドゥ・スタッド　＊ブリット・ル・カテル　
＊ブリット・ル・フローラル　＊メルキュール・コロンビエ
＊メルキュールサントルガール
＊メルキュールサントルパルルマン
＊メルキュールサントルプラスBR
＊レンヌ・ソルフェリノ・サントル・ガレ

ルルド ＊グランドホテル・ガリア・エ・ロンドル
＊グランド・ホテル・ベルフライ
＊シャペル・エパルク
＊メディテラネ　＊メルキュール・インペリアル　

＊アストリア・バチカン　＊アストリッド・サンクチュアリ　
＊アネト　＊アメリカ　＊アリアンス　＊アルカデス
＊アルバ　＊アルビオン　＊アンジェリックミリアム
＊エクセルシール　＊エリゼオ　＊クリスト・ロワ　
＊コンチネンタル　＊コンフォート・グロリア
＊サン・ソブール　＊サンテローズ　＊ソリチュード　
＊デスパーニュ　＊パドゥ　＊パノラマ　＊パラディス　
＊ベストウェスタン・クリスティーナ　
＊ベストウェスタン・ボーセジュール　＊ボーシットホテル
＊ミラモント　＊メディテラネー　＊ルーテシア　
＊レジデンス・アカシア　＊レジデンス・マリアーレ　＊ロワシー

ル・ブルジェ ＊キリアド・プレステージ・ル・ブルジェ（空港）
＊メルキュール・ル・ブルジェ

ル・シェネー ＊メルキュール・ベルサイユ・パーリー2

ブルガリア アルバナシ ＊アルバナシ・パレス　
＊パークアルバナシ

＊セバストクラトル
＊ラチェフ・レジデンス

カザンルク ＊カザンラク　＊グランド　＊ゾルニツァ　＊ダイアモンド　
＊パラス　＊ロザ

ロワシー ＊インサイド・パリ・エアポート
＊オセアニア・パリ・ロワシー・エアポート・シャルルドゴール
＊オセアニア・ロワシー
＊クオリティー・オンリー・スイーツ・エアポートCDG　
＊クラウンプラザ・パリ
＊コートヤード・パリ・ロワシー・シャルルドゴール・エアポート
＊シェラトン・パリエアポートホテル
＊ノボテル・コンベンション＆ウェルネス　
＊ノボテル・スイート・シャルルドゴール
＊ハイアット・リージェンシー・シャルルドゴールエアポート
＊ヒルトン・シャルルドゴール・エアポート　
＊プルマン・パリ・ロワシー
＊ベストウェスタン・パリ・シャルルドゴール・エアポート
＊ベンタホテル・パリ・シャルルドゴール・エアポート
＊マリオット・パリ・シャルルドゴール
＊ミレニアム・シャルルドゴール　
＊メルキュール・シャルルドゴール・エアポートアンド
  コンベンション
＊メルキュール・ロワシー・シャルルドゴール
＊ルレ・スパ　＊レジドーム・ロワシー・パーク

＊イビススタイルズ・パリ・ロワシー　
＊イビス・バジェット
＊カンパニール・ロワシー・インベスト　
＊セジェールエアファールサンマンデ
＊ホリデイ・イン・パリ・シャルルドゴール・エアポート
＊ゴールデン・チューリップ・CDG

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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スパ ＊ラディソンBlu・パレス ＊カーディナル　＊ドリント　＊ラディソンBlu・バルモラル

ブイヨン ＊オーベルジュ・ダルザス　＊コルデモイ　＊ド・フランス
＊ド・ラ・ポスト　＊パノラマ

ゲント ＊NH ベルフォート
＊マリオット

＊NHゲント・セント・ピータース　＊イビス・オペラ　
＊イビス・カテドラル
＊エクスプレス・バイ・ホリデイ・イン　＊カンパニール
＊ノボテル・セントラム　＊ホリデイ・イン・エクスポ　＊リバー

アントワープ ＊デ ヴィッテレリエ
＊ヒルトン・オールドタウン　

＊アルファ・シアター　＊アルファ・デ・カイザー
＊クオリティー・アントウェルベン・セントラム・オペラ
＊クラウンプラザ　＊ヒーリット　
＊ファン・デア・ファルク・アントワープ
＊ラディソンBlu・アストリッド　＊ラマダプラザ　
＊リンドナー　

＊アストリア　＊アルファ・エンパイア　
＊アントワープ・ダイヤモンド　＊アンバサダー　
＊イビススタイルズ・シティセンター　
＊イビス・セントラム　＊エデン　＊カイセレー　
＊ゴールデン・チューリップ・カールトン　＊センチュリー　
＊チューリップ・イン・アストリア　
＊チューリップ・イン・アントワープ　＊トリップバイウィンダム
＊ノボテル　＊パークイン・バイ・ラディソン・アントワープ　
＊プラザ　＊プリンス　＊フレッチャーホテル
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・シティノース　
＊モンドアントワープシティセンター　＊ユーロテル　
＊レオナルド　＊レオポルド

アルデンヌ地方 ＊シャトー・デュ・ラック ＊シャトー・カーディナル
＊シャトー・デュ・ナミュール　
＊シャトー・デュ・リムレット

＊イビス　＊イビス・サントル　＊オ・ビュー・デュルビュイ　
＊ジャン・ド・ボエーム　＊スールモン　＊ボール・ガール　
＊メルキュール・カステル・ドゥ・ポン・ア・レッス
＊ル・サングリエ・デ・ザルデンヌ
＊レ・ジャルダン・ド・ラ・モリネー　＊レオナルド

ベルギー

ベリコタル
ノボ

＊グランド・ホテル・ヤントラ　＊パノラマ　＊プレミエール
＊メリディアン・ボリャルスキ　

＊アクバヤ　＊アレグロ　＊アレネスティパーク
＊インターホテル　＊エタール　＊コンコルド
＊ツァレヴェッツ　＊トラペチッサ　＊ネプチューン　
＊ホテル・グルコ　＊ボラーリ

ソフィア ＊アリーナ・デサルディカレジデンツ
＊インターコンチネンタル
＊グランド・ホテル・ソフィア
＊ソフィアホテル・バルカン
＊ヒルトン・ソフィア　＊ホテル・マリネラ
＊ホリデイ・イン・ソフィア

＊アネル　＊クリスタルパレスブティック
＊スイートホテルソフィア　＊ノボテル・ソフィア　
＊ベストウェスタン・エクスポ　
＊ベストウェスタン・プレミア・ソフィア・エアポート（空港）
＊メゾンホテルソフィア　＊メトロポリタン　
＊ラマダ・バイ・ウィンダム・ソフィア

＊シルバーハウス　＊パーク・モスクワ　＊フェスタ　＊ヒル
＊ヘムス　＊ライオン　＊リラ　＊ロディナ

プロブディフ ＊グランド・ホテル　＊パークホテル・インペリアル　
＊ホリデイ・イン　＊ランドマーク
＊ラマダ・プロブディフ・トリモンティウム

＊スター　＊パークホテル・サンクトペテルブルグ　
＊ライプチヒ

バンスコ ＊アミラ・ブティック
＊ケンピンスキー・グランド・アリーナ
＊プレミア・ラグジュアリー・マウンテン
  リゾート

＊MPMスポーツ　＊エベリナ・パレス　＊エメラルド
＊オールシーズンズ・クラブ　＊ガーデンヴィラ・パーク
＊カタリーノ・スパ　＊グランド・ホテル　＊グリーン・ウッド
＊グリーン・ライフ・リゾート 　＊ザラ
＊セント・ジョージ・パレス　＊タンネ　＊トリニティ・レジデンス
＊バルカン・ジュエル・リゾート・アンド・スパ
＊バンスコ・スパ・アンド・ホリデイズ
＊ピリン・ゴルフ・アンド・スパ　＊プラチナム・アンド・カジノ
＊ペルン・ロッジ　＊ムリテ・クラブ
＊ライオン・バンスコ・ホテル
＊レグナム・アパート・ホテル・アンド・スパ

＊パノラマ・リゾート
＊ピリン
＊ホテル・バンスコ
＊ロイヤル・パーク

ヒサリャ ＊サナ・スパ・ホテル　＊スパ・ホテルアストレア
＊ヒサリャ・スパ・ホテル　

＊シーコンフォートホテルアンドスパ

ルセ ＊グランド・ホテル・リガ　＊コスモポリタン ＊アンナ・パレス　＊コスモス　＊スプレンディド
＊チャルリノ・プラザ　＊ビストラ・アンド・ガリナ　＊リガ

ブルガリア

ブリュッセル ＊アミーゴ　
＊ザ・ホテル・ブリュッセル
＊シャトラン・オール・スイート
＊シュタイゲンベルザーウィルチャーズ
＊スタンホープ
＊ソフィテル・ヨーロッパ
＊トーン・ブリストル・ステファニー
＊ヒルトンブリュッセルグランプラス
＊ホテルバルセイバイワーウィック
＊マリオット
＊メトロポール
＊ラディソンBlu・ＥＵ　
＊ラディソンBlu・ロイヤル
＊ル・プラザ　
＊ワーウィック・ブリュッセル

＊NHエアポート(空港）　＊NHカルフール・ドゥ・ルーロップ
＊NHコレクションブリュッセルセンター　＊NHサブロン　
＊NHブリュッセル・ルイーズ
＊イサン・アベニュー・ルイーズ　＊ウサ・プレジデント・パーク
＊カスケード　＊クラウンプラザ・エアポート（空港）
＊クラウンプラザ・シティ・センター
＊グレシャム・ベルソン　＊コートヤード・バイ・マリオット
＊ザ・ドミニカン　＊ザホテルブリュッセル　
＊シェラトン・エアポート（空港）　＊シルケン・バーレイモント
＊ソフィテル・ル・ルイーズ　＊トーン・EU　
＊トーン・シティ・センター　
＊ノボテル・ミディステーション
＊パーカーブリュッセル・エアポート(空港）
＊ビーマノス　＊ヒルトン・シティ　
＊ファースト・ユナロフラット
＊ファンデアファルクホテルブリュッセルエアポート（空港）
＊フォーポインツ・バイ・シェラトン　＊ブルーム　
＊プルマンブリュッセルセンターミディ
＊フロリス・アベニュー　
＊ペンタホテル・ブリュッセル・シティーセンター
＊マーティンズ・ブリュッセル・EU　＊モンゴメリー
＊ユーロスター・グランドパレス　＊ユーロフラット
＊ラマダ・ブリュッセル・ウォールウェ　＊ル・ドーム　
＊ルネサンス　＊ルネッサンスブリュッセルホテル
＊レオポルド　＊ラディソン・レッド・ブリュッセル

＊BWイースト　
＊ＮＨグラン・プラス・アーレンベルク　＊NHステファニー　
＊アストリッド・センター
＊アロフト・ブリュッセル・シューマン・ホテル
＊イビス・オフ・グランプラス
＊イビス・サントル・ガール・ドゥ・ミディ
＊イビスバジェットブリュッセルエアポート（空港）
＊イビス・ブリュッセル・エラスムス
＊イビス・ブリュッセル・シティ・センター
＊ヴァン・ベル　＊エクスポ　＊クイーン・アン　
＊コンフォート・アートシル　＊シャンボール　
＊スカンディック・グランプラス　＊セントラル・パーク　
＊ソデホテル・ラウォルウェ　＊デ・コロニーズ　
＊デュ・フィエルラント　
＊トーン・ブリュッセルエアポート(空港）　
＊ノボテル・エアポート(空港）　
＊ノボテル・オフ・グランプラス　
＊ノボテル・センター・トゥールノワール
＊パークイン・バイ・ラディソン・ブリュッセル・ミディ
＊プリンス・ドゥ・リージ　＊プレジデント・ノール　
＊フロリス・ウステル・ミディ　＊フロリス・グランパレス　
＊フロリス・ポイント　＊フロリス・ユーステル　
＊フロリス・ルイーズ　＊ベストウェスタン・エキスポ
＊ベストウェスタン・シティ・センター
＊ベストウェスタン・ブリュッセル・サウス
＊ベストウェスタン・ロイヤル・センター　＊ベッドフォード　
＊ペンタホテルブリュッセルエアポート（空港）
＊ペンタホテルブリュッセルエクスポ
＊ホリデイ・イン・エアポート(空港）　＊マリボー
＊メルキュール・エアポート（空港）　

マルシュアン
ファメンヌ

＊シャト－・ダッソンビル

メッヘレン ＊マーティンズパータースホフ ＊ノボテル・メッヘレン・セントラム

ブルージュ ＊デュークス・パレス ＊NH ブルージュ　＊アカデミー　＊アザリア　＊アラゴン
＊オウド・ヒュイス・デ・ペイラールト　＊クラウンプラザ　
＊グランド・カッセルベルグ　
＊ゴールデン・チューリップ・ド・メディチ　＊チュイルリーエン
＊ノボテル・セントラム　＊ファンデアファルク・オーストカンプ
＊フランダース　＊ベストウェスタン・プレミア・アカシア
＊ベストウェスタン・プレミア・ナバラ　
＊ベロテルブルージュ　＊ポーティナリ　
＊ホテル・ド・オランジュリー　＊マーティンズ
＊マーティンズ・ルレ　＊ラディソン　＊ローゼンブルグ
＊ロマンチック・パンド

＊アルバート・プルミエ　＊イビス・セントラム
＊オリンピア　＊グランド・ホテル・ドゥ・サブロン　
＊グリーン・パーク　＊ザ・ゴールデン・ツリー　＊ディ・スワン
＊テル　＊パーク　＊ハンザ　＊ハンス・メムリング　
＊パントテル　＊ブルゴテル　＊フロリス・カロス　
＊モンタニュス　
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トルン ＊コペルニクス　＊ブルバル　
＊メルキュール・トルンセントラム

＊グロマダ　＊ゴシック　＊フィルマー　＊ヘバン
＊ポロニア　

ビドゴシュチ ＊シティ・ホテル　＊フォーカス・プレミアム・ポッド・オーレム
＊ホリデイ・イン・ビドゴシュチ
＊メルキュール・ビドゴシュチ・セピア　

ブロツワフ ＊ソフィテル　
＊ダブルツリーバイヒルトン・ブロツワフ
＊プラチナム・パレス
＊ラディソンBlu　

＊ACバイマリオット　＊HPパーク・プラザ　
＊Qホテルプラス　＊イビス・ブロツワフ・セントラム　
＊インバイト　＊スカンディック・ブロツワフ
＊ノボテル・ブロツワフ・セントラム　＊パークディアメント
＊ベストウェスタン・プレミア・シティセンター
＊メルキュール・ツェントラム

＊カンパーニル・セントラム
＊カンパーニルブロツワフスタレミヤスト　
＊キューブス　＊クオリティーホテル　
＊ノボテル・ブロツワフ・シティ　

チェンスト
ホーバ

＊ホテルアルシュ ＊イビス・バジェット　＊グランド　＊ドルガン
＊メルキュール・チェストホーバセントラム

ソポット ＊シェラトン　 ＊ソフィテル・グランド・ソポット　＊ソポット
＊ハフナー　＊マリオットリゾート＆スパ　＊レジデント

ザモシチ ＊ホテルコロニー ＊ホテルザモイスキ　＊ユビラット　
＊ルネッサンス

ザコパネ ＊アクエリオン　＊ヴィラ・マリロー　
＊グランド・ナオサロイ・ドヴォール　＊ベルヴェデーレ　
＊ラディソンBlu・ザコパネ　＊リトヴォル　
＊レジデンス・ナオサロイ

＊クロッカス　＊グロマダ
＊ゲオビータ・ホテル＆コンファレンスセンター
＊チャルネイ・ポトゥク　＊メルキュール・カスプロヴィー

クラクフ ＊クラウン・ピアスト・ホテル＆パーク　
＊グランド　＊コペルニクス　
＊シェラトン・グランド
＊ホリデイ・イン・シティ・センター
＊ホテル・インディゴ・クラクフ・オールド
  タウン
＊ラディソンBlu

＊Qホテルプラス　＊アマデウス　
＊ウィーンハウスアンデルズ　＊オストヤ・パレス　
＊オリエント　＊ギャラクシー　＊キューブス　
＊ゴールデンチューリップ・クラクフシティセンター
＊ゴールデンチューリップクラクフカジミェシュユ
＊シンポジウム　＊スイング　＊スタリー
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・コンベンションセンター
＊ノボテル・シティー・ウェスト　＊ノボテル・セントラム　
＊パークイン　＊ハンプトンバイヒルトン
＊ヒルトン・ガーデン・インエアポート（空港）
＊プロ・カジミエーシュ　＊プロホテル　
＊ベストウェスタン・プレミア　
＊ベストウェスタン・エフェクト・エキスプレス　
＊ポット・ローザ　
＊メトロポール・バイ・ゴールデンチューリップ
＊メルキュール・クラクフ・スタレ・ミヤスト（オールドタウン）

＊Qクラクフ　＊RTリージェント　＊WMホテルシステム　
＊アトリウム　＊イビス・セントラム　
＊ヴィスピアンスキ　＊ウィーン・ハウス・イージー・ショパン
＊カンパニル
＊クオリティー・システム・ホテル・クラニフ・ウエスト
＊コンラド　＊サスキ　＊サントリーニ
＊システム・プレミアム　＊シティーSM　
＊デーメル　＊フェロ・エクスプレスクラクフ
＊ベストウェスタン・オールドタウン　
＊ベストウェスタン・ガリシア　＊ユスティナ　　
＊レジデント　＊レジェンド　＊ロゴス

グダンスク ＊ドヴォールオリウスキ　＊ヒルトン
＊ラディソンBlu

＊アーモンド　＊クブスホテル　
＊コートヤードバイマリオットグディニアウォーターフロント
＊ゴールデンチューリップレジデンツ　＊サドヴァ
＊スカンディック　＊ハンザ　
＊ハンプトンバイヒルトンオリバ
＊ハンプトンバイヒルトングダンスク
＊フォーカス・ホテル・プレミアム・グダンスク
＊フォーカスミレニアムグダンスクシティセンター
＊プロ　＊ホリデイ・イン・グダンスク
＊メルキュール・ステアミアスト
＊ラディソンホテル＆スイーツ

＊ノボテル・グダンスク・セントラム
＊ノボテル・グダンスク・マリーナ　
＊フォーカス・ホテル・グダンスク
＊ホテル・ナンバーワン
＊メルキュール・ポセイドン

カトビッツェ ＊アンジェロ
＊ベストウェスタン・プレミア
＊モノポール

＊ヴィルガ（空港）　＊カンパニーレ　
＊キューバス・プレステージ　
＊クオリティー・ホテル・システム・サウス　＊セネター　
＊デシルバ・イン（空港）　＊ノボテルセントラム
＊パーク・ディアメント

ポーランド

ルブリン ＊オイローパ　＊カンパニール　＊グランド・ルプリニアンカ
＊ビクトリア　＊メルキュール・ルブリンセントラム

ワルシャワ ＊インターコンチネンタル
＊ウエスティン　＊シェラトン・ワルシャワ
＊ソフィテル・ビクトリア
＊ヒルトン　＊ブリストル　
＊マメゾンル・レジーナ　＊マリオット　
＊ラディソン・コレクション・ワルシャワ
＊リージェント・ワルシャワ　＊リアルト
＊ルネッサンスワルシャワエアポート（空港）

＊アーチ・クラコウスカ　＊イビス・ワルシャワ・シティ
＊ウィーンハウスモコトウ　＊エアポート・オクンチェ（空港）
＊コートヤード・バイ・マリオット・エアポート（空港）
＊ゴールデン・チューリップ・センター
＊ゴールデンチューリップ・ワルシャワエアポート（空港）
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・カンファレンスセンター
＊ノボテル・エアポート（空港）　＊ノボテル・セントラム　
＊フォーポインツ・バイ・シェラトン・モコトウ
＊ホリデイ・イン・シティセンター　＊ボロニア・パレス　
＊マズルカ・カンファレンスセンター＆ホテル
＊メルキュール・グランド　＊メルキュール・セントラム　
＊ラディソンBlu・ソビエツキ
＊レオナルドロイヤルホテル・ワルシャワ
＊ワルシャワ・プラザ

＊イビス・オストロブラムスカ　＊イビス・スタレ・ミアレスト
＊イビス・セントラム　＊イビス・ワルシャワ・レドゥータ
＊エム・ディーエム　＊カンパニール
＊ハンプトン・バイ・ヒルトンワルシャワ・エアポート（空港）
＊ハンプトン・バイ・ヒルトン・ワルシャワ・シティセンター
＊ベストウェスタン・フェリックス
＊ベストウェスタン・ポルトス
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・エアポート（空港）
＊ホリデイ・イン・ジェシェフ　＊メトロポール　
＊メルキュール・ワルシャワエアポート（空港）

ボスニア・
ヘルツェゴ
ビナ

サラエボ ＊スイスホテル・サラエボ
＊ホテル・ヒルズ　
＊ホテル・ヨーロッパ　
＊マラク・リージェンシー
＊ラドン・プラザ

＊イビススタイルズ・サラエボ　＊エクスクルーシブ　
＊エスパーニャ　＊カラーズ・イン
＊コートヤードバイマリオット　＊ノボテル・ブリストル
＊ハリウッド　＊プレジデント　＊ボスニア
＊ホテル・ホリディ　＊レッデンス・バイ・マリオット・サラエボ

＊グランド　＊サライ　＊スパホテルテルメ
＊ハヤット　＊ベルベデーレ　

モスタル ＊ベバンダ　＊マリオット　＊メパス ＊エデン　＊シティ　＊ブリストル　＊モスタル ＊クリバ

ネウム ＊オルカ　＊グランドホテル・ネウム　＊ノヴァ　＊ヤドラン ＊サンス　＊ステラ　＊ゼニット

トレビニェ ＊SLインダストリー　＊セントラルパーク　＊パノラマ
＊プラタニ　＊ホテル・ナル　＊レオタル

ビハチ ＊エンポリウムホテル　＊オパルエクスクルージヴ
＊コステルスキバク　＊レキク

＊アダ　＊パーク

ポルトガル アルマダ ＊メリキュール・リスボン・アルマダ

アナディア ＊クリア・パレス ＊グランドホテル・ダ・クーリア　＊ダス・テルマス

アヴェイロ ＊ASアメリカス　＊メリアリアホテル＆スパ　＊モリセイロ

アマーレス ＊ポザーダ・ド・モステイロ・デ・アマレス

アライオロス ＊ポザーダ・コンベント・アライオロス

ポズナン ＊シェラトン ＊IBBアンダルシア　＊NHポズナン　
＊シティパークホテル＆レジデンス　＊ノボテル・セントラム
＊プロホテル　＊メルキュール

＊アルタス・ポズナン　＊イビス・ポズナン・スタレ・ミャスト
＊カンパーニレ　＊クオリティ・システム　＊ノボテル・マルタ
＊ハンプトンバイヒルトン・ポズナン・オールドタウン
＊フォーカス・ポズナン　＊プレミアム　＊レッヒ

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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コインブラ ＊ヴィラ・ガレ　＊キンタ・ダス・ラグリマス　＊チボリ　
＊トリップ　＊パラシオ・ダ・ロウザ
＊ポザーダ・コンディシャ・ア・ノバ

＊アストリア　＊アルメディナ・コインブラ　＊イビス
＊ドナ・イネス　＊ドン・ルイス

コスタ・ダ・
カパリカ

＊アルディア・ドス・カプチョ・ホテル＆スパ
＊トリップ・リスボン・カパリカ・マール

カルダス・ダ・
ライーニャ

＊サナ・シルバー・コースト ＊インターナショナル　＊クリスタル

クリア ＊クリア・パレス

ギマランエス ＊ギマランエス　
＊ポザーダ・ノッサ・セニョーラ・オリヴェイラ
＊ポザーダ・モステイロ・デ・ギマランエス

＊フンダドール

カスカイス ＊カスカイス・ミラージェン ＊ビラ・ガーレ・カスカイス　＊ペスターナ・カスカイス ＊エストリル・ソル　＊ベストウェスタン・シウダデーラ

カルカベロス ＊プライア・マール　＊リビエラ

カニサーダ ＊ポサーダ・ジェレス・カニサーダ

カステロ・
ブランコ

＊キンタ・ドス・カルバーリョス
＊トリップ・コリナ・カステロ
＊ホテル・ライーニャ・D・アメリア・アーツ＆レジャー

エボラ ＊コンベント・ド・エスピニュイロ＆スパ ＊オリーブ　＊ポザーダ・コンベント・エボラ　
＊マール・デ・アル・ムラルハス
＊マール・デ・アレ・アクイドーム

＊アルベルガリア　＊エボラ
＊ドン・フェルナンド　＊ベストウェスタン・サンタ・クラーラ　
＊リビエラ

オウレン ＊ポザーダ・デ・オウレン

オビドス ＊ブライア・デル・レイ・マリオット
＊ボム・スセソ・リゾート

＊エスタラヘム・ド・コンヘント
＊カサ・ダス・セニョーラス・ライニャス
＊ポザーダ・カステロ・デ・オビドス

＊アルベルガリア・ホセファ・ド・オビドス
＊マンソン・ダ・トーレ　＊レアル・ド・オビドス

オエイラス ＊ホリデイ・イン・エクスプレス
＊ラゴアス・パーク　＊レアル・オエイラス　

エストレモス ＊ポザーダ・カステロ・エストレモス

エスピーニョ ＊ソルヴェルデ・スパ＆ウェルネスセンター ＊プライアゴルフェ

アルガルベ地方 ＊キンタ・ド・ラゴ　＊シェラトン・アルガルベ
＊チボリ・マリノテル　＊ビラ・ビタ・パーク
＊リアパーク
＊ル・メリディアン・ドニャフィリッパ
＊ル・メリディアン・ペニナ

アルコバサ ＊サンタマリア　＊ユア・ホテル＆スパ

ヴァロンゴ ＊パークホテル

ヴィゼウ ＊ポサーダ・デ・ヴィゼウ

ヴィダゴ ＊ヴィダゴ・パレス

ヴィラ・ド・コンテ ＊ヴィラ・C・ブティック　＊サンタナ ホテル＆スパ

ヴィラ・フランカ
・デ・シーラ

＊レジリア・パルケ

エストリル ＊インターコンチネンタル　＊パラシオ ＊ヴィラ・ガーレ・エストリル ＊エデン

ポルトガル

ナザレ ＊プライヤ　＊ミラマル　＊ミラマル・スル ＊ダ・ナザレ　＊ドム・ファス　＊マル・ブラヴォ　＊マレ

バターリャ ＊ヴィラ・バターリャ
＊リス・バターリャ・メストレ・アフォンソ・ドミンゲス

パルメラ ＊モンタド・ホテル＆ゴルフリゾート

ビアナドカス
テロ

＊アクシス・ビアナ・ビジネス＆スパ
＊ポザーダ・ビアナドカステロ

ピニャオン ＊ザ・ビンテージ・ハウス・ドウロ

ビラビソーザ ＊ポザーダ・コンベント・ビラビソーザ

ファティマ ＊アウレア・ファティマ・ホテル・コングレス＆スパ
＊エストレラ・ドゥ・ファティマ　＊サンタマリア
＊シンクエンテナリオ　＊ドン・ゴンチャロ　＊ファティマ
＊ホテル レジナ

＊サンホセ

ブサコ ＊パレス・ホテル・ブサコ

ポヴォア・デ・
ヴァルジン

＊アクシス・ベルマル・カンファレンス＆ビーチホテル

フンシャル ＊カジノ・パーク　＊クリフベイ・リゾート
＊サボイ　＊チボリ
＊ペスターナ・カールトン・マデイラ
＊マデイラ・パラシオ　＊レイズ

＊バイア・アズール
＊モニュメンタル・リド

＊アルト・リド　＊カルモ

サンタ・イリア・
ダ・アゾーイヤ

＊VIPエグゼクティブ・サンタ・イリア

サン・ジョアン・
ダ・マデイラ

＊ゴールデン・チューリップ・サン・ジョアン・ダ・マデイラ

サンタ・マリア
・ダ・フェイラ

＊ノヴァ・クルズ

シントラ ＊チボリ・バラシオ・デ・セテアイス
＊ペーニャ・ロンガ・ホテル＆ゴルフリゾート

＊チボリ ＊セントラル

トマール ＊ドス・テンプラリオス

パコ・デ・
アルコス

＊ヴィラ・コレクション・パラシオ・ドス・
  アルコス
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ティヴァト ＊リージェント・ポルトモンテネグロ

ヘルツェグ・
ノヴィ

＊ラズレ・ホテル・アンド・マリーナ ＊イベロスター・ヘルツェグ・ノヴィ
＊パルモン・ベイ・ホテル・アンド・スパ

モナコ
公国

モンテカルロ ＊エルミタージュ　＊ドゥ パリ　
＊フェアモントモンテカルロ　
＊メトロポール

＊ミラボー　＊メリディアン　＊モンテカルロビーチ
＊モンテカルロベイ

＊アンバサダー　＊コロンブス　＊ノボテル

モンテネ
グロ

ブドヴァ ＊ホテル・スプレンディド ＊アヴァラ　＊アドリア　＊タラ　＊ブドヴァ　＊ブラセラ
＊ブルースター　＊モスクワ　＊モンテネグロ・ビーチ

スコピエ ＊パーク・ホテル・アンド・スパ
＊ブシ・リゾート
＊マリオットスコピエ

＊TCCプラザ　＊アルカ　
＊アレクサンダーパレス　＊イビス・シティ・センター
＊イビススタイルズ・スコピエ　＊カルポス　＊グラム　
＊シティパーク　＊ストーンブリッジ　＊センター　
＊ドゥベットブティック　＊プレミア　＊ベストウェスタン　
＊ホテルコンチネンタル　＊ホリデイ・イン　＊ロイヤル

＊マラモール　＊レオナルド

マケドニア オフリド ＊アレクサンダービラ　＊イネックスゴリカ　＊グラニット　
＊ティノ　＊フィリップ　＊フラミンゴ　＊ベルベデーレ　
＊ベルビュー　＊ミレニアムパレス　＊メトロポール

＊ガーデン　＊ツィンゴ　＊ツーリスト　＊トニ　＊パーク　
＊プレストル　＊リビエラ

ロウサ ＊パラシオ・デ・ロウサ ＊エウロソル

レイリア ＊トリップ・レイリア　＊パレス・ホテル・モンテレアル ＊エウロソル

モンティージョ ＊トリップ・モンティージョ・パルケ

ポルト ＊HFイパネマパーク
＊インターコンチネンタル・ダス・カルド
  サス
＊インファンテ・デ・サグレス　
＊クラウン・プラザ・ポルト　
＊ザ・イェットマン　＊シェラトン
＊パラシオ
＊ペスターナ・ビンテージ・ポルト
＊ポザーダ・ペスタナ・パラシオ・ド・
  フレイショ

＊ACポルト・バイ・マリオット　
＊NHコレクション・ポルト・バターリャ
＊アクシスポルトビジネスアンドスパ
＊ヴィラ・ガレ・ポルト　＊ヴィンチホテル・ポルト
＊カリス・ポルト・リベイラ　＊クオリティ・ポルトゥス・カレ　
＊クリスタル・ポルト
＊ゴールデンチューリップ・ポルト・ガイア　＊チボリ
＊ドン・エンリケ　＊ノボテル・ポルト・ガイヤ
＊ブラック・チューリップ　＊ベッサ・ホテル・ボアビスタ　
＊ベタ・ポルト　＊ホテル・ダ・ムジカ　＊ホリデイ・イン・ガイア
＊メルキュール・セントロ　＊メルキュール・ポルト・ガイア　
＊ユーロスターズ・ポルト・ドウロ　
＊ユーロスターズ・エロイズモ　＊ユーロスターズ・オポルト
＊ユーロスターズ・ダスアルテス

＊HFイパネマ　＊HFトゥエラ　＊HFフェニックスポルト　
＊カストール　＊クオリティ・イン　
＊グランデ・ホテル・ド・ポルト　
＊クリップホテル・ガイヤ・ポルト　＊サン・ホセ　＊スターイン
＊トリップ・ポルト・エクスポ　＊トリップ・ポルト・セントロ　
＊パーク・ホテル・ポルト・アエロポルト（空港）　＊ボア・ビスタ
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・ポルト・エクポノール（空港）
＊レジェンダリー・ポルト

リスボン ＊アベニーダ・パレス
＊アルティス・アベニーダ
＊アルティスグランド　
＊イベロスタール・リスボア
＊インターコンチネンタル・リスボン
＊コリンシア
＊ザ・ヴィンテージ・リスボン
＊シェラトン
＊ソフィテル
＊チボリ・アヴェニーダ・リベルダーテ
＊ドム・ペドロ・パレス
＊ビップ・グランド・リスボア
＊フォーシーズンズ・リッツ
＊フォンテクルス
＊ペスターナ・パレス
＊ラパ・パレス
＊レアル・パラシオ
＊ユーロスターズ・ダス・レトラス

＊3Kバルセロナ　＊H10ドゥケ・デ・ローレ　
＊ＨＦフェニックス　＊ＨＦフェニックス・アーバン　
＊ＮＨカンポ・グランデ　＊NHコレクション・リベルダデ
＊VIPエグゼクティブ・エントレカンポス　＊アソーレス　
＊アリフ アベニダス　＊アルティス・スイーツ
＊ヴィラ・ガレ・オペラ　＊ヴィンチ・バイシャ　
＊ヴィンチ・リベルダデ　＊オリシッポ・オリエンテ　
＊オリシッポ・マルケス・デ・サ　＊サナ　
＊サナ・メトロポリタン　＊ジュピター・リスボア
＊チサール・リスボン・ホテル　＊チボリ　
＊トゥリム アラメダ　＊トゥリム ヨーロッパ　
＊トゥリム・アベニュー・リベルダデ　＊トゥリム・イベリア　
＊トゥリム・サルダナ・ホテル　＊トゥリム・テレイロ・ド・パリ　
＊トゥリム・マルケス　＊トリップ アエロポルト　
＊トリップ・オリエンテ　＊ネヤ・リスボン・エコ・ホテル
＊ノボテル　＊ビップ・エグゼクティブ・アーツ
＊ビップ・エグゼクティブ・エデン・アパートホテル　
＊ビップ・ディプロマティコ　＊プラザ　＊フロリダ
＊ペスターナ・CR7リスボン　＊ホリデイ・イン・リスボン
＊ホリデイ・イン・リスボン・コンチネンタル
＊マルケス・デ・ポンバル　＊ムンディアル　＊メルキュール
＊メルキュール・リスボン・アルマダ　＊ラディソンＢｌｕ
＊ラマダ・リスボン・バイ・ウィンダム　＊リスボア
＊リスボン・マリオット　＊ルテシア　＊レアル・パルケ

＊アマゾニア　
＊アリフ　
＊アルミランテ
＊イビススタイルズ・エンバシャドール
＊エドゥアルドⅦ　
＊サナ・エグゼクティブ
＊トラベルパーク　
＊ビップ・イン・ベルナ　
＊ビップ・エグゼクティブ・スリーク
＊プリンチペ　
＊ベストウェスタン・フロリダ
＊スターイン・エアポート
＊ホリデイ・イン・エクスプレス・エアポート（空港）
＊ミラバルケ　
＊リスボン・シティ・ホテル　
＊ローマ

ポルトガル

リトアニア カウナス ＊HOF　＊アンバートン　＊カウナスホテル　
＊ベストウェスタン・サンタコス
＊モンテパーチス　＊ヨーロッパロイヤル　

＊イビス・カウナスセンター　＊パークイン　
＊ベスト・バルティック　＊ペルクノナマイ　
＊マグナス

マルタ共
和国

ゴゾ島 ＊ケンピンスキー・サン・ローレンツ・リゾート
＊タ・チェンチ

＊カリプソ　＊セントパトリック

マルタ島 〈セントジュリアン〉
＊インターコンチネンタル
＊ウェスティン・ドラゴナーラ・リゾート
＊コリンシアセントジョージベイ　
＊ヒルトン
＊ラディソンBlu・リゾート・セントジュリアン
＊ル・メリディアン・サン・ジュリアン・
  ホテル＆スパ
〈バレッタ〉
＊グランド・ホテル・エクセルシオール　
〈バルザン〉
＊コリンシア・パレス

〈スリーマ〉
＊アーバンヴァレー・リゾート＆スパ
＊ディプロマット
＊パークホテル　＊プレルナ・ホテル＆スパ
〈セントジュリアン〉
＊カバリエリ・アート
＊ゴールデン・チューリップ・ビバルディ　
＊ザ・ジョージ　＊マリーナコリンシアビーチリゾート
〈セントポールズ・ベイ〉
＊ドルメン・リゾートホテル
〈バレッタ〉
＊フェニシア

〈スリーマ〉
＊カールトン
＊ケネディー・ノヴァ
＊ビクトリア
＊ミラノドゥーエ
〈セントジュリアン〉
＊アレキサンドリア
＊バーナード
＊ベイストリート
＊ホリデイ・イン・エキスプレス・マルタ

ラトビア リガ ＊ギャラリー・パーク・ホテル＆スパ
＊グランド・ポエット
＊グランドパレス　
＊ケンピンスキー
＊ドームスパ
＊ネイブルクス　
＊プルマン・リガ・オールドタウン
＊ベルグス　
＊ラディソンBlu・エリザベーテ　
＊ラディソンBlu・リーゼネ

＊ACホテルバイマリオット　＊アイランド　＊アヴァロン　
＊ウェルトン・セントラムホテル＆SPA　
＊ウェルトンリバーサイド　＊オペラホテル＆スパ　
＊ガーデンパレス　＊ジャスタス　＊タリンク・ホテル・リガ
＊パークイン・バイ・ラディソン・リガ・ヴァルデマラ
＊パークイン・バイ・ラディソン・リガ・バローナ
＊ヒルトン・ガーデン・イン・オールドタウン
＊ヘスティアホテルコジェンド　＊ベルビューパーク　
＊ホテル・メトロポール　＊メルキュール・リガ・センター　
＊モニカセントラム　＊ヨーロッパ ロイヤル リガ　
＊ラディソンBlu・オールドタウンリガ
＊ラディソンBlu・ダウガワ リガ　＊ラディソンBlu・ラトビア
＊リクスウェル エレファント　
＊リクスウェル オールドリガ パレス　
＊リクスウェル・セントラムホテル　＊ローマ

＊NBホテル　＊イビススタイルズ
＊イビスリガセンター
＊コロンナホテル・ブリジッタ　
＊シティホテル テアトル　＊ティアホテル　
＊ディズホテル・リガVEF　＊トモ　＊ハンザホテル
＊ラディアンドラーギ　＊リクスウェル ガートルード　
＊リクスウェルコンペンタ セタ
＊リクスウェルテラス　＊リバーサイド・ホテル　

ポドゴリツァ ＊ヒルトン ＊シティ　＊センターヴィラ　＊ニュースター　＊ラマダ

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）



40

国 名 都市名 DX STSP

ルクセン
ブルク

ルクセンブルク ＊ソフィテル・ルクセンブルク
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン　
＊ロワイヤル

＊NHルクセンブルク(空港)　
＊グランドホテル・クラバット　＊ソフィテル･ヨーロッパ
＊ソフィテル・ルグラン・ドゥカル　＊ノボテル・キルヒベルク
＊ノボテル・センター　＊メリア
＊メルキュール・キクオカ・ゴルフ・クラブ

＊アルコテル　＊アルビゼ・パーク　＊イビス　
＊イビス・アエロポール(空港）　＊イビス・シュット　
＊イビススタイルズ・サントル　＊オールシーズンズ・サントル
＊カンパニール　＊クリストフ･コロン
＊ゴールデン･チューリップ・セントラル・モリトール　
＊シティ　＊ノビリス　＊パークインルクセンブルクシティ
＊パーク･プラザ　＊パーク・ベルエア　＊パーク・ベルビュー
＊ベストウェスタン・インターナショナル　
＊メルキュール・エルシュ・アルゼット

ロシア イルクーツク ＊コートヤード バイ マリオット　
＊サエン　＊バイカルビジネスセンター　

＊サン　＊ズベズダ ＊アンガラ　＊イルクーツク　＊インペリア　＊ヴィクトリア
＊デルタ　＊ヨーロッパ

ウラジオ
ストク

＊ティグレ・デ・クリスタル　＊ロッテ　 ＊アクフェス西洋　＊アジムットウラジオストク
＊アストリア　＊アバンタ　＊ウラドモーターイン　
＊ガバン　＊ベイガーデン　＊ベニス

＊アジムットアムールベイ　＊イーグルハウスイン
＊エクアートル　＊ゼムチュジナ　
＊ビジット・ウラジオストク　＊プリモリエ　＊ベルサイユ
＊メリディアン　＊ルネッサンス

ポヤナブラ
ショフ

＊スポット　＊テレフリックグランド　＊ブラドゥル ＊アルピン　　＊エスカレーデ　＊ピアトッレマーレ
＊ミラージュ　＊リネ・ビスタ

ブラショフ ＊アロ・パレス　＊キュービックス　＊クロンウエル　
＊ゴールデンタイム　＊ハウスオブドラキュラホテル
＊ピアトラ・マール　＊ラマダ

＊アビエント　＊アベルックス　＊アポロニア　＊キャピトル
＊シティセンター　＊バッラ・ムジカ　＊ベルベデーレ　

スチャバ 〈グラフモルルイ〉
＊トアカ・ベルビュー

〈グラフモルルイ〉
＊ベストウェスタン・ゴビナクラブ・デ・ムンテ　＊ラモナ
〈ボォロネツ〉
＊エル・クアトロ・ブティック・ホテル
＊コンプレックス・ツーリスティック・カサエレナ
＊ペルラ・ブコヴィネイ
〈スチャバ〉
＊インペリウム　＊コナクルドメスク　＊コンチネンタル
〈ラダウチ〉
＊ジェラルド
〈スチュピータ〉
＊ポパスツーリスティックブコビナ

ブカレスト ＊JWマリオット・グランド
＊アテネ・パレス・ヒルトン
＊インターコンチネンタル
＊グランド・コンチネンタル
＊シェラトン
＊ラディソンBlu

＊K+Kエリザベータ　＊NHブカレスト　
＊インターナショナル
＊ウィーン・ハウス・イージー・エアポート（空港）
＊キャピタルプラザ　＊クラウン・プラザ
＊ゴールデン・チューリップ・タイムズ
＊ゴールデン・チューリップ・ビクトリア　
＊ダブルツリーバイヒルトン　＊ノボテル・シティ・センター
＊プルマン・ブカレスト　＊ベストウェスタン・ブリストル
＊ベネチアブカレスト　＊ミネルバ　
＊メルキュール・ウリニイ　＊モンテ ネリー　
＊ラマダ・パーク　＊ラマダ・プラザ　
＊ラマダ・マジェスティック　＊リド　＊リン・グランド
＊リンエアポート（空港）

＊アストリア　＊アンバサダー　＊イビス　
＊イビス・ガラ・デ・ノルド
＊イビススタイルズ・エルバス　＊オペラ　＊カロ
＊キャピタル　＊グランドホテルブルーバード
＊クリスタル・パレス　＊セントラル
＊リン・セントラル

シビウ ＊インパラトゥル　＊コンチネンタル・フォーラム　
＊ヒルトン　＊ラマダ

＊イビス　＊シルバ　＊パルク

バヤマーレ ＊アンバサダー　＊カステル・トランスバニア　＊カルパツィ
＊コンプレックス・ヨーロッパ　＊マラ　＊マラムレシュ　
＊リヴルス　＊ロマニータ

ルーマニア シギショアラ ＊コロナ　＊セントラルパーク
＊ダブルツリーバイヒルトンカヴァレール　
＊メルキュールビンダーブビ

＊カーサ・ワグネール　＊シギショアラ　
＊ポエニタ　＊レックス

シナイア ＊アンダ　＊インターナショナル　＊クンパツ
＊ニュー・モンタナ　＊パレス

＊アルカルイノエ　＊アルピン・コタ　＊ヴィラ・エコノマット
＊カライマン　＊スマートホテル　＊タンティ　
＊パルティニス　＊マラ　＊マラミ　＊リナ・シナイア　

ウラジーミル ＊ヴォズネスカヤ・スロボダ　＊クラブホテルベレス　
＊ロシアンヴィレッジ

＊ウラジーミル　＊クリャズマ
＊ゴールデンリング　＊プリンスウラジーミル　

スズダリ ＊アジムット　＊ヴェリイ　＊クレムリョフスキー
＊ニコラエフスキー・ポサード
＊プシュカルスカヤ・スロボダ　

＊クニャジィードゥヴォール　＊スズダリ・イン　
＊スズダリ（ツアーセンター）　＊ソコル　＊パラティ　
＊ポドヴォーリエ

セルギエフ
パサド

＊アリストクラト　＊インペリアルヴィレッジ
＊ペレスヴェト

ハバロフスク ＊アリ　＊ソプカ　＊パルス　 ＊ヴェルバ　＊オリンピック　＊サッポロ　
＊ハバロフスクシティ　＊ベルサイユ

＊アムール　＊アメシスト　＊インツーリスト　＊ツーリスト

サンクトペテ
ルブルグ

＊SOソフィテル　
＊アストリア　＊アングレテール　　
＊エルミタージュ
＊ガンマ　
＊グランドホテル・エメラルド
＊ケンピンスキーモイカ22
＊コリンシア・サンクトペテルブルグ　
＊ソコス・パレスブレッジ　
＊タレオン・インペリアル
＊ツアールパレスラグジュアリーホテル＆
  スパ
＊ドミナ・プレステージ　
＊バルティックスター　
＊フォーシーズンズ・ライオンパレス
＊ヘルディア　
＊ベルモンド・グランドホテル・ヨーロッパ
＊ラディソン・ロイヤル　
＊ロッテ・サンクトペテルブルグ

＊アンバサダー　＊インティゴ　＊ヴェデンスキー　
＊クラウンプラザ・エアポート（空港）
＊クラウンプラザ・リゴフスキー
＊コートヤード・センター・ウエスト・プーシキン
＊コートヤード・バイ・マリオット・ワシリエフスキー
＊ステイブリッジ・スイーツ　＊ソコス・オリンピア・ガーデン
＊ソコス・ワシリエフスキー　＊デメトラ
＊ドストエフスキー　＊ナス　＊ニューペトロホフ　
＊ネプチューン　＊ノボテル　＊パーク・イン・ネフスキー　
＊パーク・イン・プリバルチスカヤ　
＊パーク・イン・プルコフスカヤ　＊パークレーン　
＊ヒルトン・エキスポフォーラム　＊ペトロパレス　
＊ホリデイ・イン・エクスプレスサドボヤ　
＊ホリデイ・イン・モスコフスキエヴァロータ
＊マルコポーロ　＊ラディソン・ソニア　
＊ルネッサンス・バルティック　＊ロッシブテック

＊アジムトホテル・サンクトペテルブルク　＊アステリア　
＊アルバートノード　＊イビス　＊オクチャブリスカヤ　
＊オフチンスカヤ　＊オルビータ　＊ガイオット　
＊カラマーゾフの兄弟　＊クリストフ　＊スプートニク
＊バルティヤ
＊ハンプトン・バイ・ヒルトン・サンクトペテルブルグ・
  エキスポフォーラム　
＊ブリストル　＊ペトロスポーツ　＊ベーロエジェレボ
＊ホテル・サンクトペテルブルク　＊ポロレガッタ　
＊モスクワ　＊ラドガ　＊ルーシ　＊ロシア

ビリニュス ＊インペリアル　＊ケンピンスキー　
＊スティクリァイ　＊ナルティス　
＊ホテル・パカイ
＊ラディソンBlu・ロイヤル・アストリア

＊アルティス セントゥルム　＊アンベルトン ビリニュス　
＊カロリーナ　＊クラウンプラザ　
＊コートヤード・バイ・マリオット　＊コングレス　
＊コンフォートLT　＊ノボテル
＊ヒルトン・ガーデン・イン・ビリニュス
＊ビリニュスグランドリゾート　
＊ベストウェスタン・ビリニュス　＊ホリデイ・イン
＊ヨーロッパ ロイヤル ビリニュス
＊ラディソンBlu・リエトゥーヴァ　＊ラトンダ・セントラム

＊イビスビリニュスセンター　＊イビススタイルズ　
＊ウルビホップ　＊エコテル・ビリニュス　
＊グリーン　＊グリーンパーク　＊コンティ　＊ネリンガ　
＊パノラマホテル　＊ビリニュス・シティ　＊ミコテル　
＊ヨーロッパステイ　

リトアニア
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2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
国 名 都市名 DX STSP

ペトロザボー
ツク

＊オネゴパレス　＊カレリヤ　＊セーヴェルナヤ
＊ピーターイン　＊フレガートホテル　

リストビヤンカ ＊アナスタシア　＊クレストヴィヤ・パジ　＊マヤック　 ＊バイカルスキエテルマ
＊バイカルホテル　＊レジェンダ

ヤロスラブリ ＊SKロイヤル　＊イビス・ヤロスラブリ　＊コトロスル
＊パークインバイ・ラディソン　＊ホテル・ユビレイナヤ　
＊リングプレミア

ユジノサハリ
ンスク

＊サッポロ　＊サンタリゾート　＊ストロベリーヒルズ
＊パシフィックプラザ　＊メガパレス　＊ユビレイナヤ

＊ガガーリン　＊ツーリスト　＊パノラマ　＊ベルガ
＊モネロン　＊ユーラシア　＊ラダ

ペトロパブロ
フスクカムチ
ャツキー

＊アバチャ　＊エーデルワイス　＊オクチャブリスカヤ
＊ゲーゼル　＊ペトロパブロフスク

パラトゥンガ ＊アンタリウス
＊ベルカムツール

＊ソルネチヤナ　＊バージニア　＊フラミンゴ
＊ブルーレイク　＊ヘリオス

モスクワ ＊インターコンチネンタル　
＊クラウンプラザ　＊サボイ
＊シェラトン・シェレメチェボ
＊シェラトン・パレス
＊スイスホテル・クラスヌィエ・ホルムィ
＊セントレジス・ニコルスカヤ
＊ナショナル　
＊ハイアット・アララト・パーク
＊ハイアットリージェンシー・ペトロフ
  スキーパーク
＊バルチュグ・ケンピンスキー
＊ピョートル1世　
＊ヒルトン・レニングラードスカヤ
＊フォーシーズンホテルモスクワ
＊マリオット・グランド
＊マリオット・ノヴィ・アルバート
＊マリオット・ロイヤル・オーロラ
＊メトロポール　＊ラディソン・モスクワ
＊リッツカールトン　＊ロッテ
＊ラディソンBlu・オリンピースキー

＊アエロスター　＊アエロテル・ドモジェドヴォ
＊アジムト・オリンピック　＊アジムト・スモエンスカヤ　
＊アジムトトゥールスカヤ　＊アルバートハウス
＊イズマイロボ・アルファー　＊イズマイロボ・ヴェガ　
＊イズマイロボ・デルタ　＊インツーリストコローメンスコエ
＊エスケーロイヤルモスクワ　＊ガーデンリング
＊カテリーナ・シティ　＊コートヤード・バイ・バヴェレツスカヤ
＊コートヤード・バイ・マリオットシティーセンター　
＊ゴールデンリング　＊コルストン・ホテル　＊サルート
＊サンフラワーパークホテル
＊ダブルツリーバイ・ヒルトン・モスクワ・マリーナ
＊ノボテル・キエフスカヤ　＊ノボテル・シェレメチェヴォ2　
＊ノボテル・センター　＊パーク・イン・サド　
＊パーク・イン・バイ・ラディソン・イズマイロボ・モスクワ　
＊ヒルトン・ガーデン・イン・モスクワクラス・セリスカヤ
＊プレジデント　＊ペトロフパレス
＊ホリデイ・イン・エクスプレスパヴェレスカヤ
＊ホリデイ・イン・ヴィノグラードヴォ　
＊ホリデイ・イン・スシチェフスキー
＊ホリデイ・イン・ソコーリニキ　
＊ホリデイ・イン・タガンスキー
＊ホリデイ・イン・レスナーヤ
＊ホリデイ・イン・セリジェルスカヤ　＊マキシマパノラマ　
＊マリオット・トベルスカヤ　＊ミラン
＊メルキュールアルバート　＊モスクワ・ホリデイ　
＊ラディソン・スラビアンスカヤ　＊ラディソン・ベロルスカヤ
＊ルネッサンス・モナーク

＊アストルス　
＊イズマイロボ・ガンマ
＊イズマイロボ・ベータ　
＊イビス モスクワ ディナモ　
＊イビス・キエフスカヤ
＊イビス・バフルシナ　
＊イビス・バベレツスカヤ　
＊ヴォルガ　
＊コスモス　
＊パーク・イン・シェレメチェボ（空港）　
＊ブダベスト　
＊ベガ　
＊マキシマイルビス　
＊マキシマザリャー
＊マキシマスラヴィア　

ロシア
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国 名 都市名 DX STSP
アラブ
首長国連邦

アブダビ ＊イースタンマングローブ・バイ・アナンタラ
＊インターコンチネンタル・アブダビ
＊エミレーツパレス・アブダビ
＊クラウン・プラザ
＊グランドミレニアム・アル・ワヘダ
＊ザ・リッツカールトン・アブダビ・グランド
  キャナル
＊シェラトンアブダビ
＊ジュメイラ・アット・エティハドタワーズ
＊セントレジス・アブダビ
＊ソフィテル・アブダビ　＊デュ・シュタニ
＊パーク・ハイアット　＊パークロタナ
＊ハイアット・キャピタルゲート
＊ビーチロタナ
＊ヒルトンアブダビ・グランドキャピタル
＊ヤス・ヴァイスロイ・アブダビ
＊ル・メルディエン

＊アロフトアブダビ
＊クラウンプラザ・ヤス
＊サンアンドサンズ
＊シティ・シーズンズ・アルハムラ
＊トレーダーズカルヤット・アルベリ
＊ノボテル・アブダビ・ゲート
＊ノボテル・アルブスタン
＊ノボテル・キャピタルゲート
＊ホリデイ・イン・アブダビ
＊ミレニアム
＊ヤス・アイランドロタナ

＊アイビス・キャピタルゲート
＊セントロ・アル・マンハル
＊セントロ・キャピタル・センター
＊セントロ・ヤス
＊プレミアイン・アブダビ・エアポート（空港）
＊プレミアイン・キャピタル

ドバイ ＊JWマリオットマーキース
＊アヴァニ・ホテル
＊インターコンチネンタル・フェスティバル
  シティ　
＊ウエステイン・ハーバーシティ
＊カールトン・パレス
＊クラウンプラザ・シェイクザィード
＊クラウンプラザ・デイラ
＊クラウンプラザ・フェスティバルシティ
＊グランドミレニアム　＊ケンピンスキー
＊シェラトン・グランド　＊シャングリラ　
＊シュタイゲンベルガー
＊デュークス・ザ・パーム　＊ドゥシットタニ
＊ナシマロイヤル
＊ハイアットリージェンシー
＊ヒルトンジュメイラビーチ
＊マリオットホテル・アルジャダフ
＊ミレニアムプラザ
＊モーベンピック・イバン・バットゥーター
  ゲート・ホテル
＊モーベンピック・ジュメイラ
＊モーベンピック・デイラ
＊モーベンピック・バール・ドバイ
＊ロイヤル・セントラル・ザ・パーム

＊アシアナ　＊アスコット　＊アラビアン・コートヤード　
＊エクセルシオールホテル・ダウンタウン
＊エミレーツグランド　＊オメガホテル
＊カールトン・ダウンタウン
＊カールトンタワー　＊キャッスル・アル・バーシャ　
＊グランド・エクセルシオール・デイラ
＊グランド・エクセルシオール・ホテル・バール・ドバイ
  （旧ダウパレス）
＊グランムーブ　＊コプソーン　＊サフランブティック　
＊シービュー　＊ダブルツリーバイヒルトン　
＊ハイアット・プレイス
＊ハイアット・プレイス・バンキススクエア
＊ヒルトン・ガーデン・イン・アル・ミナ
＊ヒルトン・ガーデン・イン・アル・ムラカバット
＊ヒルトン・ガーデン・イン・モール・オブ・ジ・エミレーツ
＊フォーポイントバイシェラトン・ダウンタウンドバイ
＊ホリデイ・イン・アルバーシャ
＊ホリデイ・イン・バールドバイ　＊マジェスティック　
＊ミレニアム・エアポート　＊ミレニアム・プレイス・マリーナ
＊メトロポリタンパレス　＊ラディソンBlu・ダウンタウン　
＊ラマダ・ジュメイラ　＊ラマダチェルシー　
＊ラマダデイラ　＊リージェントパレス　
＊リビエラ　＊ローズ・パーク・アルバーシャ

＊アブジャール・グランド
＊アラビアンパーク
＊イビス・アル・バーシャ
＊イビススタイルズ・ドラゴン・マート
＊イビス・デイラ・シティ・センター
＊グランドゥール
＊シティ・マックス・アルバーシャ
＊シティ・マックスホテル
＊セント・ジョージ
＊ハワード・ジョンソン
＊ローベ・ダウンタウン

イラン アフワズ ＊ネイシェキャル　＊パルス・アフワズ ＊オクシン　＊シューシュ・アパダナ
＊シューシュタル・ツーリスト　＊シューシュタル・モストフィ
＊デズフル・イン　＊ナーデル　＊バーケ・モイン
＊ヘディエ

イスファハン
（注）

＊アバシ　＊パルシアン・コウサル ＊アセマン　＊アリカプ　＊シェイク・バハイ
＊ピルージ

＊イスファハン　＊ヴェヌス　＊サフィール　＊サンライズ
＊ジョルファ　＊セタレー　＊セパハン　＊ゾフレ　
＊ツーリスト・イン　＊トラディショナル
＊パルシアン・スイート

カシャーン
（注）

＊ハーネイエ・アーメリハー ＊アミル・カヴィル　＊サイヤー　＊ネ・ガーレスタン

シラーズ（注） ＊サンディエ　＊シラーズ　
＊チャムラン・グランド　
＊パルス・インターナショナル　
＊ペルセポリス・インターナショナル　
＊ホマ　

＊アリョ・バルザン　＊エリーゼ　＊パーク　
＊パーク・サーディ　＊パルシアン

＊アパダナ　＊キャリムハーン　＊エラム　
＊ジャーム・エ・ジャム　＊セタレガン　＊ニヤイエシュ　
＊パルセ

テヘラン ＊エスピナス・パラス
＊エスピナス・ハリージファルス
＊パルシアン・アザディ
＊パルシアン・エステグラル　＊ホマ　
＊ラレー・インターナショナル

＊アイビス　＊テヘラン・グランド　＊ノヴォテル
＊パルシアン・エンゲラブ　＊パルシアン・コウサル　
＊パルシャン・エヴィン　＊フェルドゥシ　＊ホヴェイゼ

＊イランシャフル
＊シャフルホテル
＊マシャッド

ヤズド（注） ＊アルグ　＊サファイエ　＊ダッド
＊モシール・アル・ママレク・ガーデン

＊カラヴァン　＊ツーリスト・イン　＊パルシアン・アザディ
＊ラーレ

エジプト アスワン ＊イシスアイランド
＊ソフィテル・レジェンド・オールド・カタラクト
＊モーベンピック・アイランドリゾート（注）

＊バスマ　＊トリップ・アスワン ＊イシスアスワンコルニーシュ　＊マルハバ
＊サンセット

アブシンベル ＊セティ・アブシンベル ＊ネフェルタリ　＊ノバレー・ラムセス（注）

■中近東・アフリカ

イスラエル エルサレム ＊アメリカンコロニー
＊インバル エルサレム ホテル
＊ウォルドルフ・アストリア
＊クラウン プラザ エルサレム　
＊ザ キング デイビット
＊デイビッドシタデル　
＊ハバートサミュエル　＊マミーラ
＊レオナルド・プラザ

＊イビスエルサレムシティセンター　＊エルサレム・ゴールド
＊グランドコート　＊シーザー・エルサレム　＊シャローム
＊ダン エルサレム　＊ダン パノラマ エルサレム　
＊ダンブティック　＊プリマキングス　＊プリマパーク　
＊プリマパレス　＊プリマロイヤル　＊マウントシオン　
＊ヤフダー　＊ラマダ エルサレム ホテル　
＊ラマットラケル　＊レオナルド エルサレム　
＊レディスターン

＊エデン　
＊エルサレム・ゲート　
＊エルサレム・タワー　
＊ガーデンズ＆スパ
＊キング ソロモン ホテル　
＊セブンアークス
＊ロイヤルウイング

エンボケック ＊イスロテル・デッドシー＆スパ
＊ダニエル デッドシー
＊ディビッド・デッドシーリゾート＆スパ
＊ヘロデ　＊ロイヤル

＊キブツ・エインゲディ　＊クラウンプラザ デッドシー
＊プリマスパ・デッドシー　＊ホッド ハミドバル ホテル　
＊レオナルド プラザ　＊レオナルドクラブ　

＊キブツカリア　＊ツェルハリム
＊プリマオアシス
＊レオナルド・イン・デッドシー
＊ロト

ティベリア ＊Uブティックキネレット
＊ガイビーチリゾート スパ ホテル
＊リモニム・ガレイキネレット
＊レオナルドプラザホテル ティベリア

＊エミリーズブテック　＊カエサル プレミア ティベリア　
＊キナール　＊キブツ・マーガン　＊ザシーオフガリレー
＊ノフギノサル　＊バリ　＊プリマガリル　
＊レイクハウス・キネレット　＊レオナルド・ティベリア　
＊レオナルドクラブホテル ティベリア
＊レスタル　＊ロイヤルプラザ

＊アルベル　＊アシュドットヤコブ　＊アストリア　＊エデン
＊オハロー　＊キブツ・エインゲブ　
＊クラブホテルティベリア　＊シー　＊ドナグラシア
＊ヤコブホテル　

テルアビブ ＊カールトン　
＊クラウンプラザシティセンター
＊クラウンプラザテルアビブビーチ
＊シェラトン・テルアビブ
＊ダン・テルアビブ
＊デイビット・インターコンチネンタル
＊ヒルトン　＊ヘロデ　
＊レオナルドシティタワー
＊レオナルドブティックテルアビブ
＊ロイヤルビーチ

＊NYXテルアビブ　＊アレキサンダー　
＊イスロテルタワー　＊グランドビーチ
＊サボイ　＊シャローム＆リラックス　
＊ダンパノラマテルアビブ　＊バイ14TLV　
＊パークプラザオーキッド　＊プリマ・テルアビブ　
＊プリマシティ　＊マキシム　＊メトロポリタン　
＊メロディ　＊レオナルド・ビーチ　
＊レオナルドアート

＊アルモンヤム　＊インペリアル
＊オリンピア　＊ギルガル　＊シーネット　＊シネマ　＊タル
＊デボラ　

アレキサンド
リア

＊フォーシーズンズ・サンステファーノ ＊イベロテル・ボルグ・エル・アラブ
＊シェラトン・モンタザ　＊ヒルトングリーンプラザ　
＊ヒルトン・コルニーシュ　＊ヘルナン・パレスタイン
＊ラディソンBlu

＊エタップ・アレキサンドリア
＊シュタイゲンベルガー・セシル　
＊パラダイスインメトロポール　
＊パラダイスウインザーパレス　＊プラザ
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ナイル川
クルーズ船

＊アカマール　＊アマルコ2
＊アムワージュ　＊アリッサ　
＊アル・ジャミーラ　＊イサドラ　
＊エスメラルダ　＊エル･カヒーラ　
＊オペラ　＊クラウン・エンプレス
＊クラウン・エンペラー
＊クラウン・ジュエル　＊コンチェルト
＊サンレイ　＊ジャズ・ジュビリー
＊ジャズ・セナター
＊シュタイゲンベルガー・ミネルバ
＊シュタイゲンベルガー・レガシー
＊セミラミスⅠ　＊セミラミスⅡ
＊セミラミスⅢ　＊ゼナ　
＊ソネスタ・サンゴッデス
＊ソネスタ・スターゴッデス
＊ソネスタ・ナイルゴッデス
＊ソネスタ・ムーンゴッデス　
＊ソラリスⅠ　＊ソラリスⅡ　＊トーヤ
＊ナイル・プレミアム　＊ナイルクエスト　
＊ナイルスタイル　＊ナイルストーリー　
＊ナイルビジョン　＊ナイルマーキーズ
＊パイオニア　＊ハミース　
＊ファラハ　＊プリンセス・サラⅠ　
＊プリンセス・サラⅡ　＊ブルーシャドウ　
＊ブルーシャドウⅡ　＊プレステージ　
＊ボーソレイユ　＊ミスワールド　
＊ムーン・ダンス　＊メイフェア　
＊ラダミス　＊ラダミスⅠ　＊ラダミスⅡ　
＊ラワー　＊ロイヤルイサドラ　
＊ロイヤルリリー　＊ロイヤルロータス　

＊アドニス　＊オーケストラ　＊カーニバル
＊キング・オブ・デーベ　＊クイーン・オブ・ナイル
＊グランド・プリンセス　＊サンボート　＊シェリーボート
＊ソリティア　＊ナイルパイオニア　＊ナイルビューティー
＊ナイルルビー　＊バイキング　＊ノルマ　＊ビットリア
＊ミラージュ　＊メディア　＊ルーブ・ド・ナイル
＊ロイヤルリージェンシー

ルクソール ＊アシチ・リゾート・ルクソール
＊シュタイゲンベルガー・ナイル・パレス
＊ジョリービルド　＊ソネスタ・セントジョージ
＊ソフィテル・ウインターパレス
＊ヒルトン（注）　
＊メルキュール・ルクソール・カルナック

＊アラカン・エタップ・ルクソール
＊イシス
＊イベロテル・ルクソール
＊パビリオン・ウインターパレス

エジプト

セント・カトリ
ーナ（注）

＊カトリーナ・プラザ　＊ダニエラ・ビレッジ
＊ツーリスト・ビレッジ　＊モーゲンランド

シャルムエル
シェイク（注）

＊ハイアット・リージェンシー
＊フォーシーズンズ
＊モンテカルロ

＊グランドアズール　＊シェラトン　＊シャルム・ホリデー
＊ナーマベイ　＊ノボテル　＊ヒルトン・ドリーム　
＊ヒルトン・フェイルーズ・リゾート
＊マリティム・ジョリービル・ゴルフ＆リゾート
＊マリティム・ジョリービル・リゾート＆カジノ
＊モーベンピック・シャルム　＊ラディソンBlu

＊オリエンタル・リボリ
＊ガーデニア
＊カタラクトリゾート
＊スルタン・ガーデンズ・リゾート
＊トロピカーナ・ロゼッタ

ギザ
地区

＊ヒルトン・ピラミッズ・ゴルフ・リゾート
＊ヘルナン・ドリームランド
＊マリオット・メナハウス
＊ル・メリディアン・ピラミッド

＊アマランテ・ピラミッド　＊グランド・ピラミッド　
＊ゴールデンチューリップ・ナルメルピラミッズ
＊シュタイゲンベルガーピラミッズ
＊スイスイン・ピラミッズ・ゴルフ・リゾート（注）
＊バルセロ・カイロ・ピラミッズ
＊ピラミッズ・パーク・リゾート
＊メルキュール・スフィンクス（注）
＊モーベンピック・メディアシティ

＊アラカンピラミッズ
＊オアシス
＊ガウラット・アル・アハラム
＊カタラクト・ピラミッド・リゾート
＊スイスイン・ナイル
＊ティバ
＊ピラミッズ・プラザ

ヘリオポ
リス地区

＊J．W．マリオット
＊シティースターズ・インターコンチネンタル
＊デュシタニ・レイクビュー　
＊ヒルトン・ヘリオポリス
＊ヘリオポリス・タワーズ
＊ル・メリディアン・エアポート（空港）
＊ルネッサンス・ミラージュシティ
＊ロイヤルマキシムパレス・ケンピンスキー

＊コンコルド・エルサラーム　＊ソネスタ
＊ノボテル・エアポート（空港）　
＊ホリデイ・イン・シティシターズ
＊メリディアン・ヘリオポリス　＊ラディソンBlu
＊ル・パサージュ（空港）　

＊バロン

カイロ
市内

＊カイロ・シェラトン
＊ケンピンスキー・ナイル
＊グランド・ナイルタワー　＊コンラッド
＊セミラミス･インターコンチネンタル
＊ソフィテル･ゲジーラ（注）
＊ナイル･リッツ･カールトン
＊フェアモント･ナイルシティ
＊フォーシーズンズ･カイロ･ファースト･
  レジデンス
＊フォーシーズンズ･ナイルプラザ
＊マリオット　＊ラムセス･ヒルトン

＊サフィール
＊シュタイゲンベルガー・エル・タハリール
＊ピラミサ

＊ゴールデンチューリップ・フラメンコ
＊ホライズン・シェハラザード　＊ノボテル・エル・ボルグ（注）

カ
イ
ロ

チュニジア ガベス（注） ＊オアシス・ガベス　＊シェムス

ケロアン（注） ＊ラ・カスバ ＊アミーナ　＊コンチネンタル　＊スプレンディッド
クサールギレン ＊キャンプ・ヤディス・クサールギレン

スース/
ポートエル・
カンタウイ

＊イベロスター・セレクション・カンタウイベイ
＊イベロスター・セレクション・ディアー・
  エル・アンダルース
＊エル・ムラディ・パーム・マリーナ　
＊エル・ムラディパレス　＊スース・パレス
＊ハスドルバル・タラサ＆スパ
＊モーベンピック・リゾート＆マリーン・スパ

＊エル・クサール
＊エル・ムラディ・カンタウイ　
＊エルムラディ・クラブ・エル・カンタウイ
＊オリエント・パレス
＊マルハバ・ロイヤルサレム　＊マルハバサレム

＊テージ・マルハバ
＊マルハバ・クラブ
＊リアド・パームズ

ジンバブエ ビクトリア
フォールズ

＊アザンペジリバーロッジ
＊イララロッジ
＊エレファント・ヒルズ　＊キングダム　
＊ビクトリア・フォールズ
＊ビクトリア・フォールズ・サファリ・クラブ
＊ビクトリア・フォールズ・サファリロッジ

＊バトンカゲストロッジ ＊クレスタ・スプレイビュー　＊レインボー

ザンビア リビングストン ＊デビッド・リビングストン・サファリロッジ
＊ロイヤル・リビングストン

＊アバニ・ビクトリアフォールズ・リゾート
＊プロテアホテル・リビングストン

チュニス/
ガマルタ

＊エル・ムラディ・アフリカ
＊エル・ムラディ・ガマルタ　
＊カルタゴ・タラソリゾート
＊コンコルド・レ・ベルジュ・ドゥ・ラック
＊ザ レジデンス　＊シェラトン
＊フォーシーズンズ・ガマルタ
＊モーベンピック・ガマルタ　＊ライコ
＊ラマダ プラザ

＊VIMEグランド　＊エル・ハナ・インターナショナル　
＊ゴールデンチューリップ・エルメシュテル　
＊ディプロマット　＊チュニジアパレス　
＊ベルベデーレ・フーラティ
＊マジェスティック

＊エクセル　＊カールトン
＊ヤディス・イブン・カルドゥーン

スファックス ＊コンコルド・スファックス
＊ボルグディアファ
＊レ・オリヴィエ・パレス

＊サンゴ・ル・スファックス　 ＊アルカデ　＊エル・アンダルース　＊ドニア

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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トルコ アイワルク ＊ムラットレイス ＊グランドテミゼル
＊チュナル　＊ハリッチパーク

＊アイワルクビーチ　＊カリフホテル　＊マレ

アクサライ ＊グランドエラス

アンカラ ＊JWマリオットアンカラ
＊アンカラヒルトンSA　＊クラウンプラザ
＊シェラトン　＊スイスホテル・アンカラ　
＊ダブルツリーバイヒルトンアンカラ （注）
＊ラタニャホテル・アンカラ
＊ラディソンBlu　
＊リクソス・グランド・アンカラ

＊アクティフ・メトロポリタン　
＊アナドゥールホテル・エセンボア
＊アンカラ・アルチュネル　＊イチカレ　
＊ビルケント　＊ヒルトン・ガーデン・イン　＊ポイント・ホテル
＊ホリデイ・イン・アンカラ（注）　
＊ラマダアンカラ（注）

＊アカール・インターナショナル　＊アルメール　＊アンゴラ
＊ギュルケント　＊クラス　＊セルガ　＊セルギャフ　
＊ネバパレス　＊ビジネスパーク　＊ヒューストン　
＊ビュユックハンリパーク　＊ベストウェスタン・イキビン
＊ロイヤルカリネ

アンタルヤ ＊アイシー・エアポート（空港）　
＊アンタルヤ・アドニス　
＊オズカイマック・ファレズ　
＊クラウンプラザ　＊ザ・マルマラ　＊ス　
＊タイタニック・ビーチララ
＊タルヤ　＊ポルト・ベッロ　
＊リクソス・ダウンタウン・アンタルヤ（注）

＊アンタルヤ　＊オフォ　＊クラブ・セラ　
＊クラブ・ファルコン　＊ゴールデン・リング　＊ジェンデル　
＊タイタニックデラックスベレック
＊ハリントンパーク・リゾート　
＊ベストウェスタン・プラス・カーン　＊リング　
＊ルネッサンス・ビーチ・リゾート＆スパ

＊Ｇ&Ｓ　＊アンタルヤ・プリンス　＊ジェンデル　＊スタート
＊セキ　＊ティグリス　＊ディンラー　＊ナザール・ビーチ

トズール ＊マジックライフ・パーム・ビーチ・パレス ＊エルムラディ・トズール　＊クサール・ルージュ
＊ゴールデン・ヤスミン・ラス・エル・アイン
＊サハラ・パレス・ネフタ　

＊ハフシ　＊マジックライフ・クサール・ジェリド

ドゥーズ ＊エル・ムラディ・ドゥーズ　＊サハラ・ドゥース　
＊サン・パルム

＊トアレグ　＊メハリ

マトマタ（注） ＊シティドリス　＊ディアル・マトマタ
＊マトマタ

エドレミット ＊ラマダリゾート・カズダラール ＊アドリナ　＊ギュレ・サルハン

エディルネ ＊マルギ ＊スルタン　＊パルタ
＊リシュテムバシャ・キャラバンサライ　

エスキシェヒル ＊タシゴ ＊ヒルトン・ガーデン・イン

エルズルム ＊スウェイホテル　＊ポラット・ルネッサンス ＊オラル　＊デデマン・パランドケン　＊パラン

カッパドキア地方 ＊ウィンダムグランドホテルカイセリ
＊クリスタルカイマクル　　
＊ダブルツリー・バイヒルトン・アヴァノス
＊ラマダバイウィンダムカッパドキア

＊アブラシャ　＊スハン　
＊ディンレル　＊ペリッシア

＊アルテュンオズ　＊カッパドキア・イン　
＊グリーン・モーテル　＊サシュサライ　
＊バイ・カッパドキア・ホテル・アンド・スパ　＊プリンセス　
＊ムスタファ　＊リヤドロッジ・カントリークラブ

イズミール ＊ウィンダムイズミール・オズディレック
＊カヤイズミールサーマル&
  コンベンションホテル（注）　
＊シェラトン・チェシュメ
＊スイソテル・グランド・エフェス　
＊ヒルトン　

＊エゲ・パレス　＊ベストウェスタン・コナック
＊モーベンピック・イズミール

＊アクサン　＊アネモン　＊イズミール・パレス　
＊イズミラ　＊オントゥル・シティ　＊カヤ・プレステージ　
＊キリム　＊パームシティ　＊ブランカ　＊マーラ

ヴァン ＊エリート・ワールド　＊ダブルツリーヒルトンヴァン ＊アクダマル　＊トゥシュバ　＊ビュユック・ウラルトゥ
＊メリット・シャフマラン　＊レスカテ

ウルファ
（シャンルウルファ）

＊デデマン・シャンルウルファ ＊エデッサ　＊ハラン ＊エル・ルーハ

イスタンブール ＊アヤソフィアマンションズ
＊インターコンチネンタル　
＊エリート・ワールド・ホテル　
＊クラウンプラザ・オールドシティ
＊クラウンプラザ・ハルビエ　
＊グランドハイアット　＊コンラッド　
＊ザ・エレシウム・イスタンブール
＊シェラトン・アタキョイ　
＊シャングリラ・ボスポラス
＊スイスホテル・ザ・ボスポラス　
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・
  アブジュラル
＊ダブルツリーバイヒルトン
  イスタンブールオールドシティ（注）　
＊ダブルツリーバイヒルトントプカプ（注）
＊ダブルツリーバイヒルトンモダ（注）
＊チュラーン・パレスホテル・
  ケンピンスキー
＊ディバン　
＊ハイアットリージェンシー・
  イスタンブール・アタキョイ
＊ヒルトン・イスタンブール・ボスボラス
＊ヒルトンイスタンブール・ボモンティ
＊ヒルトン・イスタンブール・マスラック
＊フォーシーズンズ・スルタンアフメット　
＊フォーシーズンズ・ボスポラス
＊プルマン・イスタンブール・
  コンベンションセンター
＊ペラパレス　
＊マリオット・イスタンブール・シシリー
＊マルマラ　＊メルキュール・トプカプ
＊モーベンピック・ゴールデンホーン
＊ラッフルズ・イスタンブール
＊ラディソン・Blu・ボスポラス　
＊リッツ・カールトン　＊ル・メリディアン

＊WOWイスタンブール　＊WOWエアポート
＊アクギュン・イスタンブール　
＊アルテミスマリンプリンセス　＊エセルプレミアム　
＊エセル・ダイアモンドホテル＆コンベンションセンター
＊エレシンホテル・トプカプ　＊カヤラマダプラザ　
＊グランドオズタヌック　＊グランドジェバヒル　
＊グリーンパークメルテル　　
＊コートヤード・イスタンブールインターナショナル・
  エアポート
＊ゴールデン・チューリップ　＊ザ・プラザ　
＊スルメリ・イスタンブール　
＊タイタニック・ビジネス・ヨーロッパ・バイラムパシャ
＊タイタニックシティ　＊タイタニックポート　＊チナール
＊デデマン　＊ノボテル　
＊パークイン・バイ・ラディソン・イスタンブール・オダイェリ
  （空港）
＊パークサヒルトン
＊ハリーイン・メルテル・イスタンブール
＊プリンセス・オルタキョイ　＊プレジテント　
＊ポイントタクシム　＊ポイントバルバロス
＊ポラット・ルネサンス　
＊ホリデイ・イン・イスタンブール・エアポート（空港）　
＊ホリデイ・イン・シティ　
＊マルマラペラ　
＊ユーロプラザ　
＊ラディソンBlu・コンファレンス・エアポート（空港）
＊ラマダプラザ・テキスタイルケント　
＊ラレスパーク　
＊リッチモンド　
＊レガシーオットマン　

＊アヴィセンナ　＊イイタルプ　＊エレシンタクシム　
＊カラー　＊キャラバンサライ　＊ギュネシ・ホテル　
＊グランド・ヤヴズ　＊グランドハリッチ　＊クリスタル　
＊ケント　＊ゴールデン・エイジ　＊サボイ　＊セネタ　
＊ニッポン　＊ブラックバード　＊プレステージ　
＊ミム　＊リオン

チュニジア

カッパドキア地方
洞窟ホテル（注）

〈洞窟ホテル〉
＊MDCケーブホテル
＊アナトリアン・ハウジズ　
＊アンカケーブスイート　＊カールスホテル
＊カッパドキア・エステーツ
＊カッパドキア・ケーブスイーツ
＊カッパドキア・ケーブ・リゾート&スパ
＊カヤカプ・プレミアム　
＊カルセドンケーブスイート
＊デレ・スイート
＊ハネダン・カッパドキア・スイーツ
＊ベストウェスタン・プレミアム　＊ミニア
＊ラベンダーケーブホテル

〈洞窟ホテル〉
＊アナトリアン・ケーブ　＊アルゴスイン　
＊アルフィナ　＊ウチヒサール・カヤ
＊エルケップ・エヴィ　＊カッパヴィラ　＊ガミラス　
＊ギョレメ・カヤ　
＊ケレベッキ　＊コナック・ベジルハーネブティック
＊シラ　＊スルタンケーブスイーツ　＊タスコナック　
＊ツーリスト　＊ディレッキカヤ　＊テメンニ・エヴィ　
＊ドアーズ・オブ・カッパドキア　＊トラベラーズケーブ　
＊ホテルスペルンカ　＊ミュージアム　
＊ユスフ・イイトオール・コナウ　＊ユナック・エヴレリ　
＊ユルギュップ・エヴィ

〈洞窟ホテル〉
＊アフバルブ・コナウ　＊ギュルコナックラル　
＊ダルヴィシュ　＊ブルジュ・カヤ
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サフランボル（注） ＊ヒルトン・ガーデン・イン ＊ウズ　＊エブルルコナック　＊カディオール・シェフザーデ
＊サフラン　＊サフランボル　＊ジンジハン　
＊セルビリ・コナック　＊チェリックパラス　
＊ハウズル・コナック　＊パシャ・コナック
＊ハティジェ・ハニム・コナック　＊フィクリエアハニムコナギ

チャナカレ ＊コリン（注） ＊アコール　＊イダカレ　＊イリス　＊ツーサン　
＊パリオン（注）　
＊ハンプトン・バイ・ヒルトン・チャナカレ・ゲリボル

＊アカルス　＊アナファルタラー　＊アルトゥール　
＊アンザック　＊エデンガーデン　＊ビュユック・トウルバ　
＊ヘレン

シワス ＊エレティナ　＊ビュユックシワス　＊ブルジイェ
＊レヴァッグ

＊パシャベイ

チェシュメ ＊アルテュンユヌス・リゾート＆サーマル
＊イリカ・スパ＆ウェルネス・サーマルリゾート
＊シェラトンチェシュメ・リゾート＆スパ
＊ラディソンBlu・リゾート＆スパ・チェシュメ 

＊ピリ

ディヤルパクル
（注）

＊クラス　＊デデマン　＊マラパーディ ＊プレステージ

クサダシ ＊アルコチラルアダクレ　＊カンデオヌラ
＊コルマール　＊シーライト　＊スルメリ
＊パインベイホリディ・リゾート
＊パームウィングス
＊ファンタジア・デラックス

＊アクアファンタジー　＊インバット　
＊カリスマ・デラックス　＊リッチモンド・エフェス
＊ル・ブルーホテル＆リゾート

＊アイマ　＊エフェシア　＊キスメット　
＊グランドオズチェリック　＊ターテル　
＊タットゥルセス　＊ツサン　＊バティハン　
＊パルミン

コンヤ ＊アネモンコンヤ（注）　＊グランド・ホテル
＊デデマン　＊ノボテル　＊ラマダ・プラザ
　

＊ヒルトン・ガーデン・イン ＊イェニ・キョショク・エスラ　＊イエニ・セマ　＊オズカイマック
＊オズカイマックパーク　＊セルチュックホテル　
＊デュンダル　＊バルクチラール　＊ベラ

キャフタ（注） ＊ゼウス　＊ネムルートキャラバンサライ　＊ユーフラットトルコ

タンジェ ＊アンダルシアゴルフ　＊エル・ミンザ
＊グランホテル・ヴィラ・ドゥ・フランス
＊ファラー　＊モーベンピック＆カジノ 　
＊ロイヤル・チューリップ・シティセンター

＊アトラスリフ＆スパ　＊グランド・モガドール・シービュー　
＊ケンジ・ソラズール　＊バルセロ・タンジュ　＊ファラー　
＊プエルト・エル・オウムニア　＊ル・セザール

＊イビス・タンジェ・シティセンター　　
＊フランドリア　＊ラマダ・アンコール・タンジェ　
＊レンブラント

フェズ ＊サフライ　＊パレ・メディナ＆スパ　
＊パレウマイヤド
＊フェズ・マリオット・ジュナン・パレス　
＊レ・メリニデス

＊ザラー・パーク・パレス　＊タガット　
＊ラマダ　＊ロイヤル・ミラージュ

＊アクロス　＊アル・バトハ　＊アル・ムーニア　＊イビス
＊ザラット・アル・ジャバル　＊スプレンディッド　＊ソフィア　
＊ノズハ　＊フェズ・イン　＊ボルビリス　＊ムッサフィール
＊メンゼ・ザラー　＊ワッシム

エルフード
（注）

＊カスバ・シェルギー　＊シャルーカ
＊ル・パレ・ドゥ・デゼールホテル＆スパ

＊エル・アティ　＊カスバ・アスマ　＊カスバ・ティジミ
＊タフィラレット ＊パームクラブ　
＊ホテル・エルフード・ル・リアド　＊ベレーレ

シャウエン ＊リアド・シェリファ
＊リナリヤド＆スパ

＊カサ・ハッサン　＊ダール・エクシャウエン
＊パラドール

＊アトラス　＊シェフ・シャウエン　＊ダール・バイボー

エッサウィラ ＊アトラス・エッサウィラ&スパ
＊ソフィテルモガドール・ゴルフ＆スパ
＊ル・メディナ・エッサウィラ・タラサシー＆スパ

＊ヴィラ・マロク　＊デジル　＊ミラマール
＊リアド・モガドール・エッサウィラ

＊イビス・モウサフィール・エッサウィラ

モロッコ アガディール ＊ソフィテル・アガディール・タラサ・スパ ＊アトランティック・パレス・カジノ＆リゾート
＊イベロスター・ファウンティ・ビーチ　＊サハラ・ホテル
＊ソフィテル・アガディール・ロイヤルベイ
＊ロイヤル・アトラス＆スパ　＊ロビンソン・クラブ

＊アマディール・ビーチ　＊ケンジ・ヨーロッパ
＊ベストウェスタン・オデッセイ・パーク
＊モガドール・アル・マディナ

ボツワナ チョベ ＊エレファント・バレー・ロッジ
＊クレスタ・モワナ・サファリ・ロッジ
＊チョベ・ゲーム・ロッジ　＊チョベ・サファリ・ロッジ
＊チョベ・チェルウェヨ・サファリ・ロッジ
＊チョベ・マリーナ・ロッジ

カサブランカ ＊グランド・モガドール・シティセンター
＊ケンジ・シディマルーフ　＊ケンジ・タワー
＊シェラトン　
＊ソフィテル・カサブランカ・トゥール・
  ブランシュ
＊ハイアット・リージェンシー
＊ファラーカサブランカ
＊フォーシーズンズ　＊モーベンピック　
＊ル・パラス・ダンファ

＊アトラス・レ・アルモハデス　＊イドゥ・アンファ　
＊インペリアル・カサブランカ　
＊オデッセイセンター　＊ケンジ・バスマ　
＊スイス　＊デイワン・カサブランカ　＊プランス・ドゥ・パリ　
＊ル・リド・タラソ＆スパ　＊ロイヤル・マンスール

＊アジャド　＊オウム・パレス　＊トランスアトランティック　
＊リラックス・エアポート（空港）　＊ル・リトラル　＊ワシントン

ビンギョル ＊グランドベルティ　＊ビンカップリゾート

ブルサ ＊クラウンプラザ・ブルサ
＊シェラトン・ブルサ　＊ヒルトン・ブルサ

＊アルミラ　＊キャラバンサライ・サーマル　
＊チェリッキ・パラス

マラテヤ（注） ＊アヴシャール　＊アネモン　＊ビュユック　
＊ベズギンレル

マルマリス ＊アネモンホテルマルマリス　＊カサ・デ・マリス
＊グランド・アズール　＊グランドパシャ
＊ブルーベイ プラチナム　＊マルチ・リゾート
＊ムナマールビーチ

＊パシャビーチ
＊パシャベイ
＊マルチ･ラ・ペーラ

ドゥバヤジット
（注）

＊アララット　＊グランド・デルヤ　＊ゴールデンヒル
＊シメール　＊ノア　＊ブティック・エルトウル

トラプソン
（注）

＊グランド・ゾール　＊ビュユック・スメラ　＊ノボテル ＊ウスタ　＊サイラムラル

パムッカレ ＊ドアサーマルヘルス＆スパ ＊コロッセア・サーマル　＊シー＆エイチホテル　
＊パム・サーマル　
＊ポラット・サーマル　＊リッチモンド・サーマル
＊ルーカス・リバー

＊ヴィラ・リカス　＊ヒエラポリス・サーマル　
＊ヘラクレス・サーマルセンター　

マラケシュ ＊アダム・パーク
＊アトラスメディナ＆スパ
＊アマンジェナ　
＊イベルナージュ＆スパ
＊エッサーディ　
＊グランド・モガドール・メナラ　
＊サボイ・ル・グラン
＊ソフィテル・パレ・インペリアル
＊パーム・プラザ　
＊パルメライエ・ゴルフパレス
＊モガドール・パレス・アグダル
＊ラ・マムーニア
＊ル・メリディアン・ヌフィス
＊レ・ジャルダン・ドゥ・ラグダール
＊レ・ジャルダン・ドゥラ・クトゥビア
＊ロイヤルミラージュ・デラックス

＊アトラス・アスニ　＊ケンジ・ファラー
＊ケンジ・ロウジーズ・ファラーガーデン　
＊セミラミス　＊ティシュカ
＊ファラー　＊マンズール・エダビ　
＊モガドール・オペラ・ホテル＆スパ
＊ワゾ

＊アカバール　＊アグダル　＊アミン　
＊インペリアルホリデー　＊エル・アンダルース　＊ケンザ　
＊ザラ・カスバ＆スパ
＊モガドール・エクスプレス・ゲリーズ
＊モガドール・エクスプレス・バーブ・ドゥッカラ
＊モガドール・カスバ　

2020年度ホテルグレード一覧（ご利用ホテルのご案内）
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国 名 都市名 DX STSP

ヨルダン
（注）

アンマン ＊インターコンチネンタル
＊クラウンプラザ　＊グランド・ハイアット
＊ケンピンスキー　＊シェラトン　
＊センチュリーパークホテル
＊フォーシーズンズ　＊ブリストル
＊ホリデイ・イン　＊マリオット　
＊ランドマーク　＊ル・グラン・アンマン
＊ル・ロイヤル　＊ロターナ

＊アリーナスペース　＊アル・カスル・メトロポール
＊アンマンインターナショナル　＊インペリアルパレス　
＊ウエスト　＊エルサルムインターナショナル　
＊グランドパレス　＊ザムザムドライ　
＊ジェネバ　＊シャム・パレス　
＊センチュリーパーク　＊デイズ・イン　＊ブルーマリーナ
＊ランドマーク　＊リージェンシーパレス　＊ワーウィック　

＊アブジャール　＊アマケンホテル　＊アモン　
＊アリーナ　＊オーシャン　＊キャンドルズ　＊コモドール　
＊サン・ロック　＊ダローテル　＊トリド
＊ラム・コンチネンタル　＊レゴイン　＊レタージ

ワルザザート
（注）

＊ベルベル・パレス ＊カラム・パレス　＊ケンジ・アズゴール　
＊ファラー・アル・ジャノブ　
＊ホテル・ワルザザート・ル・リアド　＊ル・フィント

＊クラブ・ハナヌ　＊ティシュカ・サラーム
＊パルムレ　

ラバト ＊ヴィラ・マンダリン
＊ソフィテル・レ・ジャルダン・デ・ローズ
＊ラ・トウールハッサン　

＊アトランティック・ラバト　＊ディバン・エムギャラリー　
＊ファラー　＊ヘルナンシェラー　
＊ベレーレ　＊ラバト　＊リーベ

＊B&B　＊イビス　＊ウリダ　
＊バリーマ　＊マジリス
＊メルキュール・ラバト・シェヘラザード　＊リハブ

メルズーガ ＊オーベルジュ・カスバ・トンブクトゥ ＊オーベルジュ・カスバ・ライラホテル
＊オーベルジュ・ド・スッドホテル
＊オーベルジュ・パルメラス・デュナスホテル
＊オーベルジュ・ヤスミナホテル
＊オーベルジュ・ラ・ベル・エトワールホテル

モロッコ

死海 ＊クラウンプラザ　＊ケンピンスキー　
＊デッドシー・ラグーン・ホテル＆リゾート　
＊ヒルトン・デッドシー・リゾート＆スパ
＊マリオット
＊モーベンビック・リゾート

＊グランド・イースト　＊デッドシースパ　
＊ホリデイ・イン　＊ラマダ

サントン
（ローズバンク）

＊54on BATH
＊インターコンチネンタル・サントンタワーズ
＊ザ・マズロー　＊サクソンホテル＆スパ　
＊サントンサン　
＊ハイアット・リージェンシー　＊パラッツォ
＊ヒルトンサントン　＊ミケランジェロ　
＊ラディソンBlu・サントン

＊クラウン・プラザ・ローズバンク
＊サザン・サン・キャサリン・ストリート　
＊サザン・サン・ハイドパーク
＊サニーサイド・パーク
＊プロテアホテル・バラライカ・サントン
＊プロテアホテル・ファイアー＆アイス
＊プロテアホテル・ワンダラーズ　
＊ホリデイ・イン・サントン　＊ホリデイ・イン・ローズバンク

＊ガーデンコート・イーストゲート　
＊ガーデンコート・サントンシティ
＊ガーデンコート・モーニングサイド　
＊シティロッジ・キャサリン・ストリート
＊シティロッジ・モーニングサイド　
＊ペンブリー・プラザ

プレトリア ＊キエ・ヴィッツ・クルーン
＊シェラトン・プレトリア　
＊ロンバルディ・ブティック

＊サザンサン・プレトリア　＊センチュリオン・レイク
＊プレミアホテル・プレトリア　

＊アルカディア　＊ガーデンコート・ハットフィールド　
＊プロテアホテル・バイ・マリオット・キャピタル
＊プロテアホテル・バイ・マリオット・ハットフィールド
＊プロテアホテル・バイ・マリオット・プレトリア・マナー
＊ホリデイ・イン・エクスプレス　＊マンハッタン

ステレンポッ
シュ

＊ランゼラック＆スパ ＊プロテアホテル・ステレンボッシュ

ヨハネスブルグ ＊インターコンチネンタル・O・R・タンボ・
  インターナショナル・エアポート（空港）
＊インターコンチネンタル・ヨハネス
  ブルグ・サントンタワーズ
＊ドレアルグランド　
＊ハイアットリージェンシー
＊ヒルトン・サントン　＊フォーシーズンズ
＊ミケランジェロ・ホテル

＊クラウンプラザ
＊サザン・サン・O・R・タンボ・インターナショナル・エアポート
  （空港）
＊パークイン・サントン
＊ピアモント・モンディオール

＊ガーデンコート・O・R・タンボ・インターナショナル・エアポート
  （空港）
＊ザ・レイクス
＊シティ・ロッジ・O・R・タンボ・インターナショナル・エアポート
  （空港）
＊シティロッジエアポートヨハネスブルク（空港）　
＊ピアモント・メットコート
＊ホリデイ・イン・ヨハネスブルグ・エアポート（空港）
＊ミスティーヒルズ　

マブラ私営
動物保護区

＊マブラ・ゲーム・ロッジ

ケープタウン ＊ウェスティン・ケープタウン　
＊ケープグレース　＊ザ・ヴィンヤード　
＊タージ　＊テーブル・ベイ　
＊ヒルトン・ケープタウン・シティセンター　
＊ペッパークラブ
＊マウント・ネルソン
＊ラディソンBlu・ウォーターフロント
＊ラディソンBlu・ル・ヴァンドーム
＊ロイヤル・ケープ
＊ワン＆オンリー・ケープタウン

＊アハ・ハーバー・ブリッジ・ホテル＆スイート
＊エーシー・ホテル・バイ・マリオット・ケープタウン
＊ケープ・ミルナー　＊ケープタウンホロー　＊コモドール
＊サザンサン・ウォーターフロント・ケープタウン
＊サザンサン・ケープサン　＊サザンサン・ザ・カリナン　
＊サザンサン・ニューランズ　＊タウン・ハウス　
＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン　＊パークイン　
＊プレミア・ホテル・ケープタウン
＊ベストウェスタン・ケープスイーツホテル
＊ポーツウッド　＊ホリデイ・イン・ケープタウン
＊ホローオンザスクエア　＊ラグーンビーチ　
＊ラディソン・レッド・ケープタウン
＊ロックウェル・オール・スイート

＊インオンザスクエア　
＊ガーデンコート・ネルソンマンデラ・ブルーバード
＊ガーデン・コート・デバール　
＊ケープスイート　＊ケープタウンロッジ　
＊ケープトニアン　＊シティロッジ・グランド・ウエスト　
＊シティロッジ・パインランド　＊ファウンテン　
＊プロテアホテル・ブレイクウォーター・ロッジ
＊ホテル・オン・セントジョージズ　＊リッツ

クルーガー
国立公園周辺・
私営動物保護区

〈エクセター〉
＊エクセター・ドゥリニロッジ
＊エクセター・リードウッドロッジ
＊エクセター・リバーロッジ
〈カパマ私営動物保護区〉
＊キャンプ・ジャブラニ
〈サビサビ私営動物保護区〉
＊サビサビ・アースロッジ
＊サビサビ・セラティロッジ
＊サビサビ・ブッシュロッジ
＊サビサビ・リトルブッシュロッジ
〈シンギタ私営動物保護区〉
＊シンギタ・エボニーロッジ
＊シンギタ・スウェニロッジ
＊シンギタ・ボルダーズロッジ
＊シンギタ・レボンボロッジ
〈マラマラ私営動物保護区〉
＊マラマラ・セイブルキャンプ
＊マラマラ・メインキャンプ
〈ライオンサンズ私営動物保護区〉
＊ライオンサンズ・アイボリーロッジ
＊ライオンサンズ・ティンガロッジ
＊ライオンサンズ・ナリナロッジ
＊ライオンサンズ・リバーロッジ

〈カパマ私営動物保護区〉
＊カパマ・カルーラ
＊カパマ・サザンキャンプ
＊カパマ・バッファローキャンプ
＊カパマ・リバーロッジ

南アフリカ

ペトラ ＊クラウン・プラザ　
＊ジ・オールドビレッジ・ホテル＆リゾート
＊ナバテアン・キャッスル
＊ハイヤットザマン　＊マリオット　
＊モーベンピック・リゾート

＊キングズ・ウェイ　
＊グランドビュー
＊ゲストハウス
＊ペトラパノラマ
＊ペトラムーン　

＊アムラパレス　＊エドムホテル　＊オスカー　
＊シャラーマウンテン　＊パラダイス・ストゥディオズ
＊ヒダブ　＊ペトラパレス　＊メゾン



■FAX 海外・国内 共通 03（6902）5515
※営業時間終了後に受信したものについては、翌営業日の扱いになりますのでご注意ください。

JTB旅物語販売センター

〒112-0006　東京都文京区小日向4-6-15　茗荷谷駅ＭＦビル3Ｆ

■お客様相談室 03-6902-5593
営業時間 月～金曜11：00～16：00（土・日曜・祝日・12/30～1/3は休み）

ご予約後のお問い合わせ専用ダイヤル

ホームページ
検索キーワードは 旅物語

お問い合わせ専用ダイヤル受付時間 11：00～17：30（日曜･祝日･12/30～1/3は休業）
※ナビダイヤルは通話料金全国一律1分10円（携帯電話からは20秒10円）※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。※お問い合わせ内容
の聞き違い等によりお客様にご迷惑をおかけすることを防止するため、お電話内容を録音させていただいております。ご了承くださいますようお願い申し上げ
ます。※ご旅行にご参加の方、パンフレット等の資料請求をいただいた方へは、後日、ダイレクトメール、メールマガジン等の旅行情報等をお送りする場合があり
ます。送付を希望されない方は、お知らせ願います。

旅行企画・実施（株）JTBメディアリテーリング

2019.09

観光庁長官登録旅行業第1867号
JATA正会員

0570（03）5507または03（6902）5520


