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国・地域名 都市名 (SD)スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

アグラ（注） ●ITCムガールアグラ
●クリスタルサロバープルミエール
●コートヤードバイマリオットアグラ
●ジ オベロイアマールヴィラス
●ジェイピーパレス
●タージビュー
●タージホテル＆コンベンションセンター
●ダブルツリーバイヒルトンアグラ
●トライデント
●ホテルクラークス・シラーズ
●ホリデーインアグラ
●ラディソンホテル
●ラマダプラザアグラ

●ウトカッシュヴィラス
●グランド・インペリアル
●ザ・リトリート
●サンホテル
●シリース18
●タージヴィラス
●ハワードプラザ
●マンシンパレス

●アティティ
●アマール
●アマールヤトリニワス
●ガンガラタン
●カント
●タージ・ギャラクシー
●タージイン
●タージリゾーツ・アグラ
●プシュプヴィラ
●ホテルサトヤ
●マユール・ツーリスト・コンプレックス
●リーガルヴィスタ
●ロイヤルレジデンシー

ウダイプル（注） ●キャッスル・メワー
●ジ・オベロイ・ウダイ・ヴィラス
●シブニワス・パレス
●スペクトラムホテル＆レジデンシーズ
●タージレイク・パレス
●トライデント
●パーク・エキゾチカ
●ラディソンブルウダイプールパレスリゾート＆スパ
●ラマダウダイプールリゾート
●リーラパレス

●オリエンタルパレス
●ゴールデンチューリップ
●ザ・ファーンレジデンシー
●ジャガットニワス
●ヒルトップパレス
●ファテ・ニワス

●ヴィシュヌプリヤ
●カルニフォート
●シカル・バティ
●ラージダージャン
●レイクエンド

オーランガバード（注） ●アジャンタ・アンバサダー
●ヴィヴァンタバイタージオーランガバード
●ウェルカムホテルラマ・インターナショナル
●レモンツリーホテルオーランガバード

●ヴィッツ
●キーズホテルジオーレス
●ザ・プライド
●ザ・メドウズリゾート＆スパ

●アマルプリート
●ウィンザーキャッスル

カジュラホ（注） ●クラークス
●ザ・ラリットテンプルビュー
●ラディソン
●ラマダ

●ウシャブンデラ
●ホテルマーブルパレス

●シッダールタ
●スーリヤ

ジャイプール（注） ●ITCラジプタナ
●OYOホテル
●アルシサハヴェリ
●クラウンプラザジャイプールトンクロード
●ザゲートウェイラムガールロッジ
●サモードパレス
●サロヴァー・ポルティコ
●サロヴァールプレミア
●シヴヴィラス
●ジオベロイラージ・ヴィラス
●ジャイマハール・パレス
●トライデント
●ヒルトン・ジャイプール
●フェアモント
●フォーポイントバイシェラトンシティスクエア
●ホリデイ・イン・シティ・センター
●マリオットジャイプール
●ラージパレス
●ラディソンブルーシティーセンター
●ラディソンブルジャイプール
●ラマダ・バイ・ウェインダム
●ラマダジャイプール
●ラリットジャイプール
●ランバーグパレス
●ルメリディアン

●K.K.ロイヤルホテル＆コンベンションセンター
●アディティヤインターナショナル
●インダナパレス
●ヴェスタインターナショナル
●ヴェスタマウリヤパレス
●エーペックスインターコンチネンタル
●クラークス・アメール
●グリッツ
●ゴールデン・チューリップ
●サロバーポーチコ
●ジャイプール・パレス
●ジャイプールアショカ
●ゾーンバイザパークバニパークジェプール
●パーク・プライム
●パークイン
●パークレジス
●フェーン・エコ・ホテル
●ペパーミント
●ラスベガス
●レッドフォックス
●ロイヤルオーキッド
●ローズプラザ

●アマールシティヘリテージ
●カンチャンディープ
●ニーラム
●パラダイス
●ハワマハル
●フォートチャンドラグプタ
●マハラニプライム
●ラトナワリ
●リブラ

デリー（注） ●ITCウェルカムホテル
●ITCマウリヤニューデリー
●JWマリオットホテルニューデリーエアロシティ
●アロフト・エアロシティ
●インペリアル
●ヴィヴァンタ・バイ・タージ・ドゥワルカ
●ヴィサントコンチネンタル
●ウェルカムホテルドゥワルカ
●エロス
●カントリーイン＆スイーツ
●クラウンプラザロヒニ
●クラリッジス
●ザ・グランド
●ザ・プライドプラザホテル
●ザ・メトロポリタンホテル＆スパ
●ザ・リーラ・エンビアンス・エスト・デリー
●ザ・ロディ
●ザリーラパレス
●ジェイピーグリーンズゴルフ＆スパリゾート
●シェラトンニューデリー
●シャングリラエロスホテル
●タージ・ディプロマティックエンクレープ
●タージ・マハール
●ダブルツリーバイ・ヒルトン・グルガオン
●ニューデリーエアポートハイウェイ
●ノボテルニューデリーエアロシティ
●ハイアットリージェンシー
●ピカデリーニューデリー
●ヒルトンガーデンイン・バーニスクエア
●ヒルトンガーデンインニューデリー
●フォーポイントバイシェラトン
●プルマンエアロシティ
●プルマンニューデリーエアロシティ
●ラディソンブループラザ
●ラディソンブルーホテルドゥワルカ
●ラディソンブルーホテルニューデリーパシェムビ
ハール
●ラリット
●ル・メリディアン

●SKプレミアムパーク
●アイコンヴィラ
●アイリスパーク
●アショカカントリーリゾート
●アバロンコートヤード
●イビスデリーエアポート
●ヴィヴァンタバイタージアンバサダー
●エデンパークニューデリー
●オーキッドガーデン
●カスピア（旧プレミアムイン）
●カントリーインバイカールソンサケット
●グリッツウェストエンドイン
●ゴールデンチューリップ
●コンフォートイン ザ・プレジデント
●ザ・アシュタンサロバールポルチコ
●ザ・アトリウム
●ザ・パーク
●ザ・メイデンス
●ザ・ロイヤル・プラザ
●ザハンズ
●サムラート
●ジェイピーシッダルタ
●シティーパーク
●シティーパークエアポート
●シャンティパレス
●ジンジャー
●タウルス
●チボリガーデンリゾート
●ディーマークス
●パークランドカイラシュコロニー
●ハイアットパレス
●ベストウェスタンデアクア
●ホテルアルカ
●ホテルフリージア
●レジデンスインバイマリオットインディアナポリス
エアポート

●B・Bパレス
●K.C.プラザ
●アルピットパレス
●インドラプラスタ
●ヴィルパレス
●ウェルカムパレス
●エアロシティ
●カラット87
●キングストンパーク
●グッドタイムス
●クラーク・ハイツ
●クラークスインターナショナル
●クラシックパレス
●グランドサルタージ
●クレストイン
●ゴータムデラックス
●サーティースリー
●サンコートヤトリ
●サンスターグランド
●サンスターレジデンシー
●ジャンバス
●ジュエルパレス
●スイスインターナショナル
●セントールエアポート
●タクシュイン
●ブロードウェイ
●ホワイトハウス
●メトロコンチネンタル
●ヨーク
●ラウナク
●ラジドゥート
●リージェント・コンチネンタル
●ロイヤルレジデンシー
●ロータスインホテル

ベナレス（注） ●グレープヴァイン
●ザ・クラークス
●ザ・ゲートウェイ・ホテル・ガンジスバナラシ
●ナデサールパレス
●ホテル・マディン
●ラディソン
●ラマダ・プラザJHV
●リバタス・バイ・アイディアル

●HHIバラナシ
●ザ・アマヤ
●ザ・ウエスト・イン
●ジーラス
●セントラル・レジデンシー
●バラビインターナショナル
●プレミア・ヴィラ
●メラデングランド

●インディア
●ダイヤモンド
●ニューテンプルズタウン
●パレスオンガンジス
●プラディープ
●ホテルOKインターナショナル
●ホテルドゥパリ

パトナ（注） ●ザ・パナシェ●チャナキャイン
●パークリプーラアショカ●マウリヤー・パトナ
●レモンツリー

ボパール（注） ●コートヤードバイマリオットボパール
●ザ・レジテンシー
●ジャハヌマ・パレス
●ヌール・ウス・サバー・パレス

●ホテルアメールグリーンズ
●レイクビュー・アショカ
●レモンツリー

●アマールパレス
●スーリヤ
●パラシュレジデンシー

ムンバイ（注） ●ITCグランドセントラル＆タワーズ
●ITCマラタ
●JWマリオット
●インターコンチネンタルマリンドライブ
●ヴィヴァンタバイタージプレジデント
●グランドハイアット
●コートヤードバイマリオットエアポートホテル
●ザ・ウェスティンムンバイガーデンシティー
●ザ・リゾート
●ザタージマハルパレス
●サンアンドサンド
●ジ・オーキッド
●ジ・オベロイ
●ソフィテルムンバイBKC
●タージ・ランズエンド
●タージウェリントン
●タージサンタクルズ
●トライデントナリマンポイント
●トライデントバンドラクアラ
●ノボテルムンバイジェフビーチ
●パームスホテルタワーアンドヴィラズ
●ハイアットリージェンシー
●ヒルトンムンバイインターナショナルエアポート
●フォーシーズンズ
●ラリット
●リーラ
●リトリート
●ルネッサンスムンバイコンベンションセンター
●レモンツリープレミアムムンバイインターナショナ
ルエアポート

●アイビスエアポートホテル
●アストリア
●アンバサダー
●グランドサロバープルミエール
●クリシュナパレス
●コヒヌールコンチネンタル
●ザ・エメラルド
●ザ・シャリマール
●サハラ
●サハラスター
●シープリンセス
●スバインターナショナル
●バワコンチネンタル
●ヒルトップ
●ファリヤース
●ペニンシュラグランド
●ホリディイン・インターナショナルエアポート
●マリーン・プラザ
●ミラージュ
●ミラドール
●ラマダプラザパームグローブ
●ラミーゲストライン・カル
●ラミーゲストライン・ジュフ
●ラミーゲストライン・ダダー
●リージェント

●アポロ
●ウエストエンド
●エメラルド
●キングスインターナショナル
●コヒヌールエリート
●コンフォートインヘリテージ
●ザサーヒルホテル
●サンシティレジデンシー
●シーパレス
●スバギャラクシー
●スバパレス

カルカッタ（注） ●ITCソナー●ヴィヴァンタバイタージ
●オベロイ・グランド●ザ・ケニル・ウォース
●ザ・パーク●タージ・ベンガル
●ハイアットリージェンシー
●ラリット

●HHIコルカタ
●ゴールデンパーク
●ピアレスイン
●リットン

ガントク（注） ●エルギンノールキル
●オリエンタル
●セントラル
●タシデレク
●デンゾンイン
●ロイヤルプラザ

クシナガル（注） ●インペリアル●ロイヤル・レジデンシー
●ロータスニッコー

●パティンニワスロッジ

※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。
※各方面ごとにグレードの高い順に右記のとおりになります。　SD（スーパーデラックス）→DX（デラックス）→SP（スーペリア）→FR（ファースト）→ST（スタンダード）→EC（エコノミー）
※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高いグレードのホテルとなることもあります。
※歩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。
※（注）のホテルはバスタブなしのシャワーのみのお部屋となります。ホテルによってはバスタブありのお部屋となる場合がありますがご指定はお受けできません。

2020年度アジア・中国ホテルリスト一覧表
JTBメディアリテーリング

インド



グルガオン（注） ●ヴィヴァンタバイタージグルガオン
●ウェスティングルガオン
●ウェスティンソナ
●オベロイグルガオン
●クラウンプラザトゥデイグルガオン
●グルガオントライデント
●コートヤードバイマリオットグルガオン
●ザ・ブリストル
●ザリーラアンビエンスグルガオンホテル＆レジデ
ンス
●ダブルツリーバイヒルトングルガオンニューデ
リー NCR
●ディアパークプレミア
●ハイアットリージェンシーグルガオン

●イビスグルガオン
●ギャラクシー
●パークイン
●フォーチュン・セレクト・グローバル
●ベストウエスタンリゾートカントリークラブ
●ヘリテージヴィレッジリゾート＆スパ・マネサール
●メイフラワー
●ラマダ・グルガオンセントラル
●レモンツリー

●1589シティー・マーク

ダージリン（注） ●ウィンダミア
●エルギン
●メイフィア

●シンクリアーズ●セダルイン
●セブンティーン●セントラルヘリテージ
●ノーススター
●バイスロイ
●モヒット

チャルサ（注） ●シンクレアーズ・リトリート・ドアーズ

チェンナイ ●GRTグランド●ITCグランドヂョーラ
●ウェスティンヴェラチェリー●ウェルカムホテル
●クラウンプラザチェンナイ・マッドヤーパーク
●コートヤード●コロマンデル
●ザ・パーク●ザ・リーラパレス
●ジ・アコードメトロポリタン
●シェラトングランドチェンナイリゾート＆スパ
●タージ・コネマラ●チェンナイ
●トライデント●パークハイアット
●ハイアット・リージェンシー
●ラディソンブルー
●ラマダ・ホテル
●ル・ロイヤルメリディアン

●MGMピーチリゾート
●アンバサダー・パラーバ
●クオリティインエアポート
●クラリオン
●ザ・レジテンシー
●ザ・レジテンシータワー
●サヴェラホテル
●サベラ
●プライド
●ラージパーク
●ラダリージェント
●レモンツリー

ブッダガヤ（注） ●ザ・オークス●スジャータ●ブッダガヤ・リージェ
ンシー
●マハーボディホテル●ロイヤル・レジデンシー
●ロータスニッコウ

●インペリアル
●マヤヘリテージ

●シッダールダインターナショナル
●シャシインターナショナル
●マハマヤ

リシケシュ（注） ●アナンダインヒマラヤ
●ラディソンブルハリドワル

●アロハオンザガンジス●ガンガーキナレ
●カンガービーチリゾート
●ガンガービュー
●ナラヤナパレス

●パセラ

マドゥライ ●ゲートウェイ･パスマライ
●コートバイマリオット
●サンガム
●ヘリテージ

●GRTリージェンシー
●ジャーマナス
●スターレジデンシ
●パークプラザ
●パンディアン
●フォーチュン・パンディヤン・ホテル
●ロイヤルコート

コーチン ●カジノ●クラウンプラザ
●コートヤード・バイ・マリオット●スターライトスイツ
●タージマラバルリゾート＆スパ
●トライデント
●ハイアットリージェンシー
●ラマダリゾート
●ル・メリディアン
●レナイ

●アバド・アトリウム●アバト・プラザ
●アベニューリージェント●キーズ●コーチンタ
ワー
●ゴクラムパーク
●ドリームス
●パークレジデンシー
●フレグラント ネイチャー
●プレジデンス
●ホリディ・イン

スラバスティ ●バワンパレス●マヤ●ロータスニッコー

ラージギル ●インド法華ラージギル ●ラージギル・レジデンシー

ドールプール ●ラージニワス・パレス

プドゥチェリー ●アイディアルリバーリゾート
●サンスターレジデンシー

●アコードプドゥチェリー
●アナンダーイン
●グリーンパレス
●トリーボ・サウス・アベニュー
●ホテル・パリサザム
●ホテルアティティ

タンジャーヴール ●アイヂャル・リバー・ビュー
●サンガム
●スターレジデンシ
●ホテル・パリサザム

コモリン岬 ●アナンティアリゾーツ ●エスプラサ
●ケープ・レジデンシ
●シンガアー・インターナショナル
●スパルサ
●トリシー
●ニューケープホテル
●ホテルシービュー

ガントク（注） ●エルギンノールキル
●オリエンタル
●セントラル
●タシデレク
●デンゾンイン
●ロイヤルプラザ

ジョードプール（注） ●ヴィヴァンタバイタージハリマハール
●ウェルカムホテル
●ザ・ウメド
●ザ・ファーンレジデンシー
●パーク・プラザ
●フェアフィールドマリオットジョードプール
●マップル・アブヘイ

●アジットバワン
●インダナ・パレス
●シュリーラムインターナショナル
●ランバンカパレス

アーメダバード（注） ●カマ
●カマ・ラージプタナ
●カントリーイン＆スイート
●ゲートウェイ
●コートヤード・マリオット
●ハイアットリージェンシー
●ファルヌ
●フォーチュン・ランドマーク
●プライド
●メリディアン

●クオリティ・イン・リベラ
●レモンツリー

バジャナ（注） ●ランライダーダサダ
●ロイヤル・サファリ・キャンプ

ブジ（注） ●セブンスカイ
●リジェンター・リゾート
●ロイヤルオーキッド

レー（注） ●アルパインビラ
●ガワリング
●キダール
●グレシアビュー
●コラレー
●チャルパレス
●ホテルカール
●ホリデーラッダク
●マヘリトリート
●マンサロバホテル
●ラリモ

アルチ（注） ●アルチリゾート
●ウレトプコリゾート
●ジムサカン
●ロトサワゲストハウス

ニムラナ（注） ●ティジャラ・フォート・バレス

ベンガルール ●モナークラジュア
●レジェンタイン
●サザンスター
●ジャスタホテル

ホスペット ●クラークスイン
●ヘリテージリゾート
●ロイヤルオーキッドセントラルキリーティ

バダミ ●クラークスイン
●バダミコート

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

サヌール ●フェアモント・サヌールビーチバリ
●ハイアットリージェンシーバリ

●セガラ・ヴィレッジ
●プリ サントリアン
●タンジュンサリ
●マヤサヌールリゾート＆スパ
●ハイアットリージェンシーサヌール

●インナグランドバリビーチ
●グリヤ・サントリアン
●プライムプラザホテル
●パリガタ・リゾート＆スパ
●ベサキ・ビーチ・リゾート
●メルキュールリゾートサヌール
●プルマホテル・サヌールビーチ

●ガゼボ・ビーチ・ホテル
●サリ・サヌール・リゾート
●ディワンカラビーチホテル
●ブミアユ・バンガローズ
●ペニーダビュー

インドネシア
（注）



クタ／レギャン／スミ
ニャック

 ●ザ・クラブ・バイ・ザ・レギャン・スミニャックバリ
●ザ・レギャン・スミニャックバリ
●ジオベロイバリ
●アナンタラスミニャック
●ザ・サマヤ
●アリラスミニャックバリ

●ヴィラ・デ・ダウン
●ザ・クンジャ
●シエナヴィラ
●ディシニ・ラグジュアリースパ&ビラ
●マヤサヤン
●ジ・アヒムサ
●ヴィラ・クブ
●ヴィラ・クブン
●ヴィラ・シンシン
●ヴィラ・スミニャックエステート＆スパ
●ヴィラ・ラル
●ザ・サンディパラ
●ザ・アマラ
●インビアナプライベートヴィラスミニャック
●ザパトラバリリゾート＆ヴィラズ
●ダウンタウンヴィラズ
●ディスカバリーカルティカ・プラザ
●デサムダ・ヴィレッジ
●ホテルドゥグバリ
●ハードロック・ホテル
●パドマリゾートレギャン
●ビーヴィラ
●プルマンバリレギャンビーチ
●ビーヴィラプラスシーサイド
●ビンタンバリリゾート
●シェラトン・バリ・クタ・リゾート
●バリダイナスティーリゾート
●アイズスミニャック
●ザ・スミニャックビーチリゾート＆スパ
●バリマンディラビーチリゾート
●アンバヤビーチリゾート
●ザ・パトラ・リゾート

●アストンクタ
●アラム・クルクルブティックリゾート
●グランド・インナ・クタ
●クタ・パラディソ
●グランド・バリサニ・スイーツ
●コートヤード
●バリニクソマブティックビーチリゾート
●ビラクンディル
●ホリデイイン・リゾート・バルーナ
●メルキュールクタバリ
●ラマヤナリゾート
●ベストウエスタンリゾートクタ
●ツシタホテル
●Jブティック
●ソラリスホテル
●ラマビーチリゾート&ヴィラ
●リサタ・バリ・リゾート&スパ
●レギャン・ビーチ・ホテル
●メルキュールレギャン
●ジャヤカルタ
●ベストウエスタンクタヴィラ
●クタ・シービューブティックリゾート&スパ
●バリガーデンビーチリゾート
●サンアイランドバリ

●プルマタクタホテル
●アディ・ダルマ・ホテル
●ウィナホリディヴィラ
●ヴィラココ（スタンダード）
●ジ・オアシスクタ
●オールシーズン
●オパールレギャン
●レギャン・ヴィレッジ
●クタラグーン
●パームビーチ
●バクンサリ
●バクンズビーチ
●バリ・マタハリ・ホテル
●バリアユ
●バリサニ・パドマ
●ハリストゥバン
●バリバンガロー
●バリラニ・ホテル
●ポビーズ
●ユリアビーチイン
●レギャン・パラディソ
●フェイブホテルサンセットスミニャック
●スイスベルトゥバン
●ハーパークタ
●クエストクタ

ヌサドゥア/タンジュン・ベ
ノア

●アマヌサ
●ザ・セントレジスバリリゾート
●ザ・バレ
●ムリアヴィラズ
●ザ・ムリア
●ザ・リッツカールトンバリ
●サマベバリリゾート＆ヴィラ
●カユマニス・ヌサドゥア
●ザ・リッツカールトンバリ
●ジアプルヴァケンピンスキーバリ

●グランド・ハイアット●コンラッドバリ
●メリアバリインドネシア
●ザ・ラグーナリゾート&スパ
●ヌサドゥアビーチホテル&スパ
●アヨディア・リゾート・バリ
●ノボテル・ヌサドゥア●ノボテルバリベノア
●ヒルトン・バリ●ムリアリゾート
●ソフィテルバリ・ヌサドゥアビーチ
●ザ・ウェスティン
●コートヤードマリオット
●バリ ヌサドゥアホテル＆コンベンション
●グランドミラージュリゾートバリ
●ホリデーインリゾートバリベノア
●ホテルニッコーバリベノアビーチ
●イナヤ・プトゥリバリ

●バリ・トロピック・リゾート&スパ
●イビス・スタイル・ベノア
●ソルビーチハウスベノア
●メルキュールヌサドゥア
●サダラブティックビーチリゾート

●プラゴーホリデーホテル

ジンバラン/ウルワトゥ ●アヤナリゾート&スパバリ
●アリラ・ヴィラス・ウルワツ
●カルマリゾート
●カルマカンダラ
●フォーシーズンズリゾートバリ
　アットジンバランベイ
●ブルガリホテル&リゾーツ
●バンヤンツリー・ウンガサン
●ザ・ヴィラズアットアヤナリゾートバリ
●カユマニス・ジンバラン
●シックスセンシズウルワツバリ

●インターコンチネンタルバリリゾート
●ビラ・ハナニ
●ベルモンドジンバランプリ
●ジャマハル・プラベート・リゾート
●ブルーポイント・ベイ・ヴィラス
●クプクプジンバランスイート
●リンバジンバラン by アヤナ
●ル・メリディアンバリ・ジンバラン
●アナンタラウルワツバリ
●レキシントン・クラパリゾート・バリ
●ウォーターマークホテル＆スパ・
　バリ・ジンバラン
●モーベンピックリゾート＆スパ・
　ジンバラン・バリ
●ルネッサンスバリウルワツ
　リゾート＆スパマリオット

●ニュークタコンドーテル
●ジンバランベイビーチリゾート＆スパ

●プリ・バンブー

ウブド ●アマンダリ
●ザ・チェディクラブ
●フォーシーズンズリゾートバリアット
　サヤン
●コモシャンバラエステート
●ヴァイスロイバリ
●ザ・サマヤ・ウブド
●ザ・ロイヤルピタマハ
●マンダパ・ア・リッツカールトンリザーブ
●星のやバリ

●アリラウブド
●カユマニスウブド
●クプクプバロンヴィラズアンド
　ツリースパ
●コマネカ・アット・タンガユダ
●ジ・ウブド・ビレッジリゾート
●ビラスマナ
●プリウランダリ
●カマンダル
●マヤウブドリゾート
●コモウマウブド
●コマネカ・アットモンキーフォレスト
●コリ・ウブド
●コマネカ・アット・ラササヤン
●ワパデウマリゾート＆スパ
●コマネカ・アット・ビスマ
●アラヤリゾートウブド
●バグースジャティヘルス＆
　ウェルビーイングリトリート
●ピタマハリゾート＆スパ
●フラマ・ヴィラズ＆スパ

●アラム・インダ
●アラム・ジワ
●アグンラカリゾート＆ヴィラス
●アルマミュージアム＆リゾート
●ザ・パヨガン・ビラ・リゾート＆スパ
●タマンベベックヴィラス
●チャンプハンホテル＆スパ
●チャンプルンサリ・ホテル
●バリスピリットホテル＆スパ
●バロンリゾート＆スパ
●ペルティウィリゾート＆スパ
●ウブド・ヴィレッジ・ホテル

●オカカルティニバンガロー
●カキアン・バンガロー
●グラハリゾート
●プリサラスワティバンガローズ
●ユリアヴィレッジイン

その他 ●アマンキラ
●スーリバリ
●ブラタランジャガンリゾート＆スパ

●アリラ・マンギス
●ワカ・ガンガ
●スナリビラ＆スパリゾート
●ザ・ダマイ
●マタハリビーチリゾート&スパ
●ミンピ・リゾート・ムンジャンガン
●ミンピリゾート・トゥランベン
●ザ・ムンジャンガン

●アネカロビナヴィラス＆スパ
●チャンディ・ビーチ・リゾート＆スパ
●バリハンダラゴルフ＆カントリークラブ
●プリバグース・チャンディダサ
●プリバグース・マンギス
●プリバグース・ロビナ
●ラマチャディダサリゾート&スパ
●レイクビュー・ホテル

●アディティアビーチリゾート
●バリ・ロビナ・ビーチ・コテージ

ビンタン島 ●インドラマヤヴィラ
●バンヤンツリー

●バンユービルヴィラ
●アンサナリゾート&スパ
●ニルワナリゾート
●ビンタンラグーンリゾート

●マヤンサリビーチリゾート

ジャカルタ ●JWマリオット
●グランドハイアット
●シャングリラ
●マンダリンオリエンタル
●ザ・リッツカールトン

●アヤナミッドプラザジャカルタ
●ホテルインドネシア・ケンピンスキー
●バンダラ
●プルマンジャカルタ
●ボロブドゥール
●ムリアスナヤン
●ル・メリディアン
●アストンマリーナジャカルタ
●アストンラスナ
●アリラ
●アルヤドゥータ
●クラウンプラザ
●グランマハカム
●グランドサヒドジャヤ
●サリパシフィック
●サンティカプレミアジャカルタ
●ザ・メディアホテル＆タワーズ
●スルタンホテル
●ノボテルマンガドゥアスクエア
●ホテル・クリスタル
●クラウンプラザ
●メルキュールコンベンション
　センター・アンチュール（タワー）

●ジ・アカシア
●センチュリーパーク
●アンバラ
●イビス・クマヨラン
●カルティカ・チャンドラ
●グランドクマン
●ゴールデンブティックホテル
●チプトラ・ジャカルタ
●ザ・バークレーン
●ミレニアム・シリ
●メナラ・ペニンシュラ
●メルキュールコンベンション
　センター・アンチュール（本館）
●メルキュールジャカルタ・コタ
●メルキュールホテル＆レジデンススリピ
●レ・グランデール

●アマリスホテル
●イビス・スリピ
●イビス・タマリン
●イビスアルカディア
●イビスバジェット
●ジャカルタエアポート
●スパークスライフ
●ソフィアン・テベット
●レッドトップ

ジョグ
ジャカルタ

●アマンジオ
●テントレムジョグジャカルタ

●シェラトン・ムスティカジョグ
　ジャカルタリゾート&スパ
●メリアプロサリホテルジョグジャカルタ
●ザ・フェニックスホテルジョグ
　ジャカルタ
●グランドチョクロジョグジャカルタ
●ホテルサンティカプレミアジョグジャ
●グランドアストンジョグジャカルタホテル
　＆コンベンションセンター
●ロイヤルアンバルクモ
●ハイアットリージェンシー・
　ジョグジャカルタ
●プラタランヘリテージボロブドゥール
●マリオットジョグジャカルタ

●イビススタイルジョグジャカルタ
●サラスワティボロブドゥール
●プライムプラザホテルジョグジャカルタ
●ノボテルジョグジャカルタ
●フェイブクスマネガラ
●ホテルアルジュナジョグジャカルタ
●アバディホテル
●ザ・101ジョグジャカルタトゥグ
●ネオマリオボロジョグジャカルタ
●グランドクオリティホテル

●イビススタイルジョグジャカルタマリオボロ
●グランドインナマリオボロ
●ザ・ジャヤカルタジョグジャカルタホテル＆スパ
●スリウェダリホテル＆コテージ
●アットホームプラチナムゴウォンガン

ソロ ●ローリンソロ
●ノボテル・ソロ

●ザ・スナンソロ
●クスマサヒドプリンス

●ソロイン

トラジャ ●トラジャヘリテージホテル

フローレス島
（ラブハンバジョー）

●アヤナコモドリゾートワエチチュビーチ ●ザ・ジャヤカルタ スイート コモド
　フローレス
●ビンタンフローレスホテル

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

ウルゲンチ ●ホレズムパレス
●ウズベキスタンホテル

●ナウルーズ

サマルカンド ●エミルハン
●グランドサマルカンドスーペリア
●コンスタンチン
●ヂヨラ
●ディリマ・プレミアムランジュアリー
●レギスタンプラザ
●アレクサンドル
●ソグディアナ・グランド

●アジアサマルカンド
●アルバ
●オリエントスター
●サマルカンドプラザ
●シティホテル
●シャフゾダラックス
●シャヘレザダ
●ジャホンパレス
●ジロルバフト
●スルタン
●パノラマグランド
●ビビ・ハニム
●プラタンホテル
●マジェスティックパレス
●マリカプライム
●リーガルパレス
●レギスタン
●ロイヤルパレス・サマルカンド
●アミナ
●ベックサマルカンド
●ユーロアジア
●キャラバンサマルカンド
●ニソ
●イデアル
●シャフリザダエリート

●アミール
●カミラ
●キャラバンサライル
●ザリナ
●シェルドール
●ツマリス
●ディルショダ
●バホール
●マリカクラシック
●ラティフB＆B
●レジェンドオブサマルカンド

ウズベキスタン
（注）



タシケント ●イチャンカラ
●インターナショナル
●ウィンダム
●グランドミール
●グロリアホテル
●ゴールデンヴァレー
●シティパレス
●ナウルズホテル
●ハイアットリージェンシー
●ミランインターナショナル
●ラディソンSASタシケント
●ラマダタシケント
●ロッテシティホテル・タシケントパレス
●ヒルトン
●ロイヤルメズボン

●アジアホテル
●アスター
●アリエン・プラザ
●ヴィアルドゥ
●ウズベキスタン
●グランドプラザ
●サミール
●シャークホテル
●ショドリクパレス
●ラカット
●レークパーク
●ダニエルヒル
●ハイラル
●メロス
●オショパレス

●エデムヴィラ
●エリート
●オルズ
●グランドオルズ
●グランドラデュスJSS
●サンブ
●シャオンギル
●マリカタシケント
●ラデュスJSS
●ロヴシャン

ヒヴァ ●アジアヒヴァ
●アミンハーン
●アルカンチ
●オリエントスターヒヴァ
●キブラ・トーザボーグ
●クオーシャダルバザホテル
●シャヘレザダ
●ハヤットイン
●ベック・ヒヴァ
●マリカヒヴァ
●マリカヘイヴァク
●ショウジュュ
●ヒヴァシルクロード
●エリンパレス
●ヒヴァパレス
●ムサトラホテル
●ニュースターヒヴァ
●サイードイスラムホジャ
●ショウジャホンホテル
●ウマールホテル
●エルキンパレス
●ロコモティブ
●イスラムホジャ

●イサクホジャ
●イスラムベック
●オールドヒバ
●カラ
●ザファルベク
●シャムス
●ソビルアルカンチ
●マリカホレズム
●ミルゾボシュ
●ユーロアジア
●ラリオパゲストハウス

ブハラ ●エデムプラザ
●サルガロンプラザホテル

●アジアブハラ
●アメリア
●エミールホテル
●オマールハヤム
●オリエントスター
●カヴサールプラザ
●クカルダシュ
●グランドエミールレジデンス
●グランドブハラ
●ゴルビークーポラ
●サイヤビッシュ
●サロムイン
●ジオバフシュ
●シヤブッシュ
●シュリン・プラザ
●ズィヨバクシュホテル
●スルタン
●ニュームーン
●ノヂルヂバンベキ
●バラクシャ
●ファティマ
●マリカブハラ
●ミノライカロン
●ミンジィファ
●ミンズィファインホテル
●モダリハン
●ラビハウズ
●ラングレス
●オリエンタルスターバラクシャ
●シャフリスタン
●シャークプラザ
●シムシム

●アイスト
●アシル
●アトラス
●オールドシティ
●カビル
●キャラバン
●グランドノディルベク
●コミル
●ゴルビークーポラ
●サシャ＆サン
●ザルガロン
●サロフーンB＆B
●ビビハニム
●ホプリポヨン
●ポルソ
●メハタールアンバー
●ルスタムズラ
●ロイヤルガーデン

ヌクス ●ジペックジョリ

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

アルマティ ●インターコンチネンタル
●ホリデ・イン
●ラハットパレス
●リキソス

●アストラ
●アルマータ
●オトラル
●カザフスタン
●カズジョル
●グランド・テンチャン
●テンシャン
●プラザ
●ラマダ
●ノボテル

アスタナ ●ヒルトン
●リキソス
●ラディソン
●マリオット
●セントレジス

●ヒルトンガーディン
●ウィンダム
●ドゥマン
●コンフォート
●パークインラディソン
●ラマダ

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

プノンペン ●コートヤードバイマリオットプノンペン
●ソカプノンペン
●ソフィテルプノンペンポキットラー
●ラッフルズ・ル・ロイヤル
●ローズウッドプノンペン

●ザグレートデュークプノンペン
●サンウェイ
●ナガワールドⅠ＆Ⅱ
●ヒマワリホテルアパートメント
●フレンジパニロイヤルパレスホテル
●ホテルエミオンプノンペン
●ラローズスイーツ

●アマンジャヤパンカム
●アルトスホテル
●エッセンスホテルプノンペン
●カンボジアーナ
●クラバンホテル
●グリーンパレスホテル
●サン＆ムーンアーバンホテル
●ダラエアポート
●ディビスホテル
●プノンペン
●プノンペンエラホテル
●プノンペンカタリホテル
●リバーバレスホテル＆スパ
●東横イン

●オハナプノンペンパレス
●カーサブティック
●カルダモン
●ジュリアナ
●タイミンプラザ
●ダイヤモンド
●ニューヨークホテル
●ラ・パランダ

●アジア
●アジアパレス
●クメールロイヤル
●パシフィック
●パラダイス
●リージェントパーク
●ロイヤルパレス

シェムリアップ ●FCCアンコールマネージドバイアバニホテルズ＆
リゾーツ
●アナンタラアンコールリゾート＆スパ
●アマンサラ
●アンコールパレスリゾート&スパ
●ヴィクトリア・アンコール
●コートヤードバイマリオットシェムリアップリゾート
●ザ・プリヴィレッジ・フロア・バイ・ボレイアンコール
●シンタマニアンコール
●シンタマニシャックアンコール
●ソカ・アンコールリゾート
●ソカ・シェムリアップ
●ソフィテルアンコールポキットラーゴルフ&スパ
●ツリーラインアーバンリゾート
●パークハイアット
●ヘリテージスイート
●ベルモンド・ラ・レジデンス・ドゥ・アンコール
●ラッフルズ・グランドホテル・ドゥ・アンコール
●ル・メリディアン・アンコール

●アプサラパレスリゾート
●アンコール・エラ・ホテル
●アンコール・センチュリー
●アンコールヴィレッジリゾート＆スパ
●アンコールハワード
●アンコールミラクルリゾート＆スパ
●エンプレス・レジデンスリゾート
＆スパ
●サエムシェムリアップ
●シンタマニシャック
●ソカレイ・エグゼクティブ＆スパ
●ソカレイアンコールヴィラリゾート
●ソマデヴィブティック
●ソマデヴィレジデンス
●タラアンコール
●パシフィックホテル
●パラダイス・アンコールヴィラ
●プリンス・ドゥアンコール
●ホテルドゥラルネッサンス
●ボレイアンコールリゾート＆スパ
●ラ・トラディションダンコール
●リージェンシーアンコール
●ロイヤル・アンコール・リゾート
●ロータスブランリゾート

●アプサラアンコール
●アンコール
●アンコールダヴァン ラグジュアリー＆スパ
●アンコールパラダイス
●アンコールヘリテージブティック
●アンコールリビエラ
●イビススタイルシェムリアップ
●エンプレス・アンコール
●キングダムアンコール
●ケマラ・アンコール
●コープレイホテル
●ゴルフ・アンコール
●スターリーアンコール
●スマイリングホテル＆スパ
●ソカパレスシェムリアップホテル
●ソカロスホテル
●ハリレジデンス＆スパ
●ピエールホテル
●フランジパニ・ヴィラ
●ホテルソマデヴィアンコールリゾート＆スパ
●リーホテル

●アンコールホリデイ
●グランドバイヨンシェムリアップホテル
●ゴルディアナ・アンコール
●シティ・アンコール
●ストゥンシェムリアップ
●ソカライ・イン
●ドラゴンロイヤルホテル
●トレジャーオアシスホテル
●メコンアンコールパレスホテル
●ロイヤルエンパイア

●TSPラッキーアンコール
●アンコールパノラミックブティックホテル
●シティリバー
●タ・プローム
●ドラゴンロイヤル
●メモワールブティック
●モノリーチアンコール
●リンラタナック

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

ビシュケク ●ハイアット ●プラザホテル
●アクケメ
●アンバサダー
●ジャナット
●ノボテル
●シェラトン

チョルポンアタ ●キャラバンイシククル
●ラドゥーガ
●キャラバンフォーシーズン
●キャプリス

チョンケミン ●アシュー
●アッシュゲストハウス

カラコル ●アミール
●エリータ
●カラガット
●キャプライス
●グリーンヤード

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

カザフスタン
（注）

カンボジア
（注）

キルギス（注）



シンガポール ●アンダーズシンガポール
●グッドウッドパークシンガポール
●ザ・フラトンベイホテルシンガポール
●ザ・フラトンホテルシンガポール
●ザ・リッツ・カールトンミレニア・シンガポール
●シャングリ・ラ・ホテル・シンガポール
（ガーデンウィング・バレーウィング）
●セントレジスシンガポール
●フォーシーズンズホテルシンガポール
●ラッフルズシンガポール

●JWマリオット
●インターコンチネンタルシンガポール
●ウェスティンシンガポール
●オーチャードホテルシンガポール
●カールトンシティシンガポール
●グランド・ハイアットシンガポール
●グランドコプソーンウォーターフロント
●グランドパーク・シティホール
●コンラッドセンテニアルシンガポール
●シェラトンタワーズシンガポール
●シャングリ・ラ ホテル シンガポール
（タワーウィング）
●シンガポールマリオット
●スイソテル・ザ・スタンフォード
●スイソテルマーチャンコート
●ソフィテルシティセンター
●ダクストンホテルシンガポール
●パークロイヤルオンマリーナベイ
●パンパシフィックシンガポール
●ヒルトンシンガポール
●フェアモントシンガポール
●マリーナベイ・サンズシンガポール
●マンダリンオーチャードシンガポール
●リージェントシンガポール
●ロイヤル・プラザ・オン・スコッツ
●ワン・ファラーホテル＆スパ

●Mホテルシンガポール
●アマラシンガポール
●カールトンホテル
●カプリ・バイ・フレイザー・チャンギシティ
●グランドパークオーチャード
●グランドメルキュールロキシー
●コプソーンキングス（メインブロック）
●コンコルドホテルシンガポール
●ザエリザベスシンガポール
●デスティネーションシンガポール
●ノボテルオンスティーブンズ
●ノボテルクラークキーシンガポール
●パークホテルアレクサンドラ
●パークホテルクラークキー
●パークロイヤル・オン・キッチナーロード
●パークロイヤル・オン・ビーチロード
●ヒルトンガーデンイン
●ビレッジホテルチャンギ
●フォーポインツ・バイ・シェラトンシンガポール・リ
バービュー
●フラマシティセンターシンガポール
●フラマリバーフロントシンガポール
●ペニシュラエクセルシオール
●ホテルグランドパシフィック
●ホテルジェン・タングリン・シンガポール
●ホテルジェンオーチャードゲートウェイ
●ホリデイインシンガポールアトリウム
●ホリデイインシンガポールオーチャードシティセン
ター
●メルキュールシンガポールスティーブンス
●メルキュールシンガポールブギス
●ヨークホテルシンガポール
●ヨーテルホテル
●ラマダバイウィンダムシンガポールアットゾンシャ
ンパーク
●ランデヴー・ホテルシンガポール

●Vホテルベンクーレン
●Vホテルラベンダー
●クオリティホテルマーロウ
●コプソーン・キングス（タワーブロック）
●ザ・シーケアホテル
●ザシーケアホテル
●サンタグランドイーストコースト
●デイズホテルバイウィンダムシンガポールアット
ゾンシヤンパーク
●パークソブリンホテル
●バリューホテルトムソン
●ビレッジホテル・アルバートコート
●ビレッジホテル・カトン
●ビレッジホテル・ブギス
●ホテルボス
●ホテルミー
●ホテルミラマー
●ホテルロイヤル
●ロイヤルアットクイーンズ

セントーサ島 ●Wシンガポール
●エクアリアスホテル
●カペラ・シンガポール
●ザバラックスホテルセントーサ

●アウトポストホテルセントーサ
●アマラサンクチュアリリゾートセントーサ
●シャングリラ・ラサ・セントーサリゾート
●ソフィテル・シンガポール・セントーサ・リゾート＆
スパ
●ハードロックホテル
●フェスティブホテル
●ホテル・マイケル
●ル・メリディアン・シンガポール・セントーサ

●トラベロッジハーバーフロント
●ビレッジホテルセントーサ
●ベイホテルシンガポール

●シロソビーチリゾート

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

キャンディ ●アールズ・リージェンシー
●アマヤ・ヒルズ
●ヴィクトリア・ゴルフクラブ
●オゾホテル
●キャンディハウス
●ザ・グランドキャンディアン
●ザ・ゴールデン・クラウンホテル
●シナモンシタデル
●ツリーオブライフ
●テーバレジテンシー
●マハウェリリーチホテル
●ランドホリーリゾート

●アマヤ・スカイ●アールズリージェント
●エメラルド・ヒル
●クイーンズ
●グランド・ヴィラ
●スイスレジデンス
●トパーズ
●トルマリン
●ヒルトップ
●ホテルY
●ホテルスイス
●ホテルティランカ
●ヨ・キャンディ
●ロイヤルキャンディアン

●オークレイ・シティホテル
●オークレイリージェンシー
●キャンディアン
●キャンディシティーホテル
●セナニホテル
●セレーンガーデンホテル
●セレーングランドヴィラ
●デボン

コロンボ ●ガラダリ
●キングスベリー
●ジェットウィングコロンボセブン
●シナモングランド
●シナモンレイクサイド
●シャングリ・ラホテルコロンボ
●タジ・サムドラ
●パラダイスロードティンタジェルコロンボ
●ヒルトン・コロンボ
●マリノビーチコロンボ
●レジデンスバイウガエスケイプス

●オゾコロンボ
●オメガ
●ゴールフェイス
●コロンボ・コートヤード
●コロンボ・ラマダ
●シナモンレッドコロンボ
●フェアウェイコロンボ
●ベストウェスタン・エリヨンコロンボ
●ミラージュホテル
●レヌカ

●グランドオリエンタル
●グローバルタワー
●コロンボシティ
●ジ・オーシャン・コロンボ
●スチュワート・バイ・シトラス
●ホテル・メラゲ・コロンボ

ヌワラエリヤ ●アラリヤグリーンシティ
●アラリヤグリーンヒルズ
●グランド
●ザ・ティーファクトリー
●ザゴールデンリッジ
●セント・アンドリュース
●ブラックプールホテル
●ホテル・ブラックプール
●ランデールバイアマヤ

●ウィンザー
●ヴレンフォール・リーチ・ホテル
●オークレイサマーヒルブリーズ
●ヒル・クラブ
●ホートン・タワーズ

●アルパイン●グランドゥワー
●グレンドワーホテル
●グレンフォール・リーチホテル
●ゴールウェイフォレストロッジ
●サンヒル
●シルバーフォールズ
●スタンフォードスターホテル
●ヘブンセブンホテル
●ホテル・ロイヤル・コクーン
●ロイヤルヒルズ

アヌラダプーラ ●ウラガーラリゾート
●パームガーデン・ビレッジ
●ヘリテージ
●ホテルドゥリヤナ
●ロックフォレストガーデン

●ガルウェイミリディア
●ザ・サンクチュアリー アット ティッサウェワ
●ザ・レイクサイド アット ヌワラウェワ
●ラジャラタ

●ガモッドシタデル
●ドゥルヤナ
●ニケタビラ
●ホテルアルカマンダ
●ランディア

ポロンナルワ ●ザ・レイク
●ディア・パーク

●ギリタレ・ホテル
●ザ・ヴィレッジ
●ホテル・スドゥ・マラリヤ
●ポロンナルワ・レストハウス
●レイクハウス
●ロイヤル・ロータス

ハバラナ ●オークレイ・エレファント・レイク
●シナモンロッジ

●ソロワリゾート＆スパ
●ハバラナビレッジ・バイ・シナモン
●パラダイス・リゾート

●ジョーズ・ハバラナビレッジ

シギリヤ ●アマラ・フォレスト
●ウォーターガーデンホテル
●エレファントコリドール
●ジェットウィングヴィルウヤナ
●シギリアジャングルホテル
●シギリヤ・ビレッジ
●ホテル・アリヤ・リゾート
●ホテル・シギリヤ

●エレファス・リゾート
●カサッパライオンズロック
●カメリア
●パラダイス・リゾート・アマラ
●ピンサリア・リゾート
●フレスコ・ウォーター・ヴィラ

●アクメトランジットホテル
●ホテル・サン・グリーン
●ラリオホテル

ダンブッラ ●アマヤレイク
●ジェットウィング・レイクホテル
●パラダイスリゾート＆スパ
●ヘリタンスカンダラマ

●エデンガーデン
●ギマンハラ
●シギリヤキングダムゲートホテル
●ティランカリゾート＆スパ
●ペルウェヘラ・ビレッジ
●ワイルドグラス

●ダンブッラレストハウス
●ナイスプレイスバンガローズ
●ホテル・ヘリテージ・ダンブッラ
●ホテル・ボールダー・レンジ・リゾート
●ランギリリゾート

ネゴンボ ●ザゲートウェイホテルエアポート・ガーデン
●ジェットウイング・ザ・シー
●ジェットウイング・ビーチ
●ジェットウイング・ブルー
●ジェットウィング・ラグーン
●スーリヤ・リゾート・ネゴンボ
●ヘリタンス・ネゴンボ
●ラマダ・カトゥナーヤカ
●アナンタヤリゾートアンドスパ
●ペガサス・リーフ

●アマギ・ラグーン
●アリーラグーン●カヤレジャー
●クラブパームベイ
●クラブホテルドルフィン
●ゴールデンスタービーチ
●コベンロ
●サンセットビーチ
●ジェットウィングアーユルベーダ・パビリオンズ
●パーム・ビレッジ
●フルムーンガーデンホテル
●ホテル・オーシャニック・ガーデン
●ホテル・プレッジ3
●ホテルJ

●カタマラン・ビーチ
●キャメロットビーチ
●ゴールディサンズ
●タマリンド・ツリー
●トパーズ・ビーチ
●パラダイス・ビーチ
●フルムーンガーデン
●ホテル・ランジェリ・ホリデー・ヴィレッジ
●ホテル・リーフ・エッジ
●ラグーンパラダイスビーチリゾート

ゴール ●アマリ・ゴール
●アマンウェラ
●アマンガラ
●ウェリガマベイマリオットリゾート
●ウナワトゥワビーチ
●オークレイハリドゥビーチリゾート
●ザハビタット
●ザフォートレスリゾート
●ジェットウイングライトハウス
●タマリンドヒル
●チャーヤトランズ・バイシナモン
●ホテル・ザ・フォート＆ヴィラ
●リウ
●ル・グラン

●カラマンダウナワトゥナビーチ
●クローゼンバーグ
●コガラビーチホテル
●ジェットウィング・クルルヴェッダ
●シトラス
●バンセイバイホテルジェイ
●ホテル・カンタルーペ・アクア
●レディヒル
●ロングビーチリゾート

●サンミラルネッサンス
●ホテル・コラル・リーフ
●ランカスーパーコーラル

ベントータ ●アヴァンベントータリゾート＆スパ
●ヴィヴァンタバイタージ
●エデン
●サマンヴィラ
●ルヌガンガ

●クラブベントータ
●ザ・サーフ
●ザパームズホテル
●ベントータビーチ
●ホテル・シナガワ・ビーチバラピティヤ
●ホテル・セニタラ・シーサイド
●ホテル・マリナ・ベントータ

●アイーダ
●ホテル・ザ・ホワイト・ヘブン

アフンガラ ●ヘリタンスアフンガラ

ワドゥワ ●ブルーウォーター

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

シンガポール

スリランカ（注）



アユタヤ ●カンタリーアユタヤ ●ウォラブリアヨタヤコンベンションリゾート
●クラシックカメオホテル
●クルンシーリバーホテル
●リバービュープレイス

●アユタヤグランド

カンチャナブリ ●フェリックスリバークワイ ●パビリオンリムクワイ
●プンワン
●リバークワイビレッジ
●リバークワイホテル

チェンセーン ●フォーシーズンズテンティッドキャンプゴールデン
トライアングルタイランド

●アナンタラリゾート・ゴールデントライアングル
●インペリアルゴールデントライアングルリゾート

チェンライ ●ル・メリディアンチェンライ ●Aスタープラーレバレーリゾートチェンライ
●インペリアルリバーハウスリゾート
●カティリヤマウンテンリゾート＆スパ
●ゴールデンパインリゾート
●ザ・レベリー・バイ・カタタニ
●ワイアン・インドラ・リバーサイドリゾート

●ウィアンイン
●ワンカム

チェンマイ ●アナンタラチェンマイリゾート＆スパ
●シャングリラホテルチェンマイ
●ダラデヴィ
●フォーシーズンズリゾートチェンマイ

●シリパンナヴィラリゾート＆スパ
●チェンマイグランドビューホテル&コンベンションセ
ンター
●チェンマイプラザ（デラックスルーム）
●デュシット・プリンセスチェンマイ
●デュシットD2ホテルチェンマイ
●ベルビラリゾート
●ホリデイイン・チェンマイ
●ラティランナーリバーサイドスパリゾートチェンマ
イ
●ル・メリディアンチェンマイ

●CHホテル
●アモラ・ターペー
●エンプレスホテルチェンマイ
●チェンマイオーキッド
●チェンマイプラザ（スーペリアルーム）
●ドゥアンタワンホテルチェンマイ
●フラマチェンマイ
●ロイヤルピンガーデン&リゾート

●インペリアルメーピン
●シーエイチホテルチェンマイ
●バイヨークチャオチェンマイ
●ホリデイガーデン
●ポンピンタワー
●メルキュール
●ランナーパレス2004
●ロータスホテルパンスアンケーオ

プーケット島 ●JWマリオットプーケットリゾート＆スパ
●アマンプリ
●ダイヤモンドクリフリゾートスパ
（ダイヤモンドヴィラ）
●トリサラ
●バンヤンツリープーケット

●アウトリガーラグーナプーケットビーチリゾート
●アマタラ・リゾート＆ウェルネス
●アマリ・コーラルビーチリゾート
●アンサナラグーナプーケット
●インペリアルアダマスビーチリゾート
●カタタニプーケットビーチリゾート
●ケープパンワ
●ザ・スリンプーケット
●ザ・スレート
●ザ・ロイヤルプーケットヨットクラブ
●ダイヤモンドクリフリゾート＆スパ
●タボーンパームビーチリゾート
●タボーンビーチビレッジ
●ツインパームスプーケット
●デュシタニラグーナプーケット
●ハイアットリージェンシープーケット
●ヒルトンプーケットアルカディアリゾート＆スパ
●ボートラグーンリゾート
●マリサヴィラスイーツ
●メルリンビーチリゾート
●モーベンピックリゾート＆スパカロンビーチ
●ラフローラパトン
●ルメリディアンプーケットビーチリゾート

●アラマンダラグーナプーケット
●アンダマンエンブレースリゾート＆スパ
●アンダマンシービュー
●ウォーターフロントスイーツプーケットバイセンタ
ラ
●ザ・キーリゾート＆スパ
●ザ・メトロポールホテル
●センタラ・グランド・ウェストサンズ
●センタラカロンリゾートプーケット
●ドゥアンジットリゾート＆スパ
●ノボテルプーケット
●パトンビーチ
●パトンリゾート
●バンタイビーチリゾート＆スパ
●プーケット・グレイスランド・リゾート＆スパ
●ブルーキャニオンカントリークラブゴルファーズ
ロッジ
●ホリデイインリゾート（ブサコンウィング）

●アイビスカタ
●アイビスパトン
●アシュリーハブホテル
●アブソルートシーパールビーチリゾート
●アモーラビーチリゾート    プーケット
●アンダマンカナシアリゾート＆スパ
●アンダマンビーチスイーツ
●インピアナリゾートパトン
●カローナリゾート＆スパ
●カロンビーチリゾート
●カロンプリンセスホテル
●サンセットビーチリゾート
●シービューパトン
●タラパトンビーチリゾート＆スパ
●パトンメルリン
●パトンロッジ
●プーケットオーキッドリゾート
●プーケットメルリン
●ベイショアリゾート
●ホライズンビーチリゾート
●ホリディインリゾート（本館）
●メトロポール
●モムトリズヴィラロイヤル
●ロイヤルパラダイス

パタヤ ●ロイヤルクリフビーチリゾート（テラス） ●アヴァニリゾート＆スパ
●インターコンチネンタルパタヤリゾート
●ケープダラ
●デュシタニパタヤ
●ヒルトンパタヤ
●ホリディインパタヤ
●モーベンピックサイアムパタヤ

●アマリオーシャン
●ウッドランドリゾート
●エーワンザロイヤルクルーズ
●コートヤードバイマリオットサウスパタヤ
●サイアムベイショアパタヤ
●サンビームパタヤ
●ジョムティエンパームビーチ
●ディーバリージョムティエン
●ハードロックパタヤホテル
●パタヤディスカバリービーチ
●バラクーダパタヤMギャラリーバイソフィテル
●プルマンパタヤホテルG
●ベイウォークレジデンス
●ベイビューパタヤ
●ページ10パタヤ
●ホテルビスタパタヤ
●マークランド
●メルキュールオーシャンリゾートパタヤ

●アイビスパタヤ
●アジアパタヤ
●アンバサダーシティジョムティエン
●ウェルカムラザ
●エーワンスター
●コーズィービーチ
●チョルチャンパタヤビーチリゾート
●トラベロッジパタヤ
●トロピカーナ
●パタヤパーク
●マーメイドビーチ
●レッドプラネット

チャアム／ホアヒン ●アナンタラリゾート＆スパ
●インターコンチネンタルホアヒンリゾート
●エバソンハイダウェイ＆
シックスセンシズスパアットホアヒン
●グランドパシフィックソヴェリンリゾート
＆スパ
●スプリングフィールドビーチ
●センタラグランドビーチリゾート＆ヴィラズホアヒ
ン
●チバソンインターナショナルヘルスリゾート
●デュシタニホアヒン
●ハイアットリージェンシーホアヒン
●バンヤンリゾートホアヒン
●ヒルトンホアヒンリゾート＆スパ
●ホアヒンマリオットリゾート＆スパ

●ザロックホアヒンビーチリゾート＆スパ
●シティービーチリゾート
●リージェントチャアムビーチリゾート
●レイクビューリゾート

●アイビスホアヒン
●ゴールデンビーチチャアム
●ビーチガーデン
●ロイヤルエキスプレスホアヒンホテル
●ロングビーチチャアム

サムイ ●インターコンチネンタル・バンターリンガム
●サンティブリリゾート
●シックスセンシズサムイ
●バイヨークシーコーストリゾートサムイ
●フォーシーズンズリゾート

●アナンタラボプットコサムイリゾート＆スパ
●アナンタララワナリゾート＆スパ
●ザ・ホワイトハウス
●サラサムイリゾート＆スパ
●シェラトンサムイリゾート
●センタラグランドサムイ
●トンサイベイ
●バーンヒンサイ
●ポピーズサムイ
●ムアンサムイスパリゾート
●ルネッサンスコサムイリゾート＆スパ

●アマリコサムイ
●インペリアルボートハウス
●チャウエンブリ
●チャウエンリージェントビーチリゾート
●チャバカバナビーチリゾート
●チャバサムリリゾート
●ノラビーチリゾート＆スパ
●パラダイスビーチリゾート

●アイビスサムイボープット
●インピアナリゾートチャウエンノイサムイ
●チャウエンブルーラグーン
●バーンサムイリゾート
●フェアハウスビーチリゾート＆ホテル
●メルキュールサムイチャウエンタナ

クラビ ●プーレイベイア・リッツカールトンリザーブ
●ラヤバディクラビ

●クラビリゾート
●ザタプケークラビブティックリゾート
●シェラトン・クラビビーチリゾート
●ソフィテルプーキートラークラビ
●タイビレッジリゾート
●デュシタニクラビビーチリゾート
●パカサイリゾート
●パビリオンクイーンズベイ
●ピマライリゾート＆スパ
●マリタイムパーク＆スパリゾート

●アオナンビラリゾート
●ラ・プラヤリゾート
●レッドジンジャーチックリゾート

●アイビススタイルズクラビアオナン
●ディバナプラザクラビアオナン

ピーピー島 ●ピーピーアイランドカバナ ●ピーピー・プリンセスリゾート
●ホリデイインリゾートピーピーアイランド

●ベイビューリゾート

メーサイ ●ワントン

ピサヌローク ●アマリンラグーンホテル
●トップランドホテル＆コンベンションセンター

●パイリンピサヌローク
●ラ・パロマ

スコータイ ●スコータイトレジャーリゾート＆スパ
●スコータイヘリテージリゾート
●レジェンダスコータイホテル

●パイリンスコータイ
●ル・チャームスコータイ

●パイスコータイリゾート

ナコンラチャシマ ●シマタニ
●デュシットプリンセスコラート
●ハーミテージ

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

●Wバンコクホテル
●アナンタラサイアムバンコク
●ザ・オークラ・プレステージ・バンコク
●ザ・スコータイ・バンコク
●ザ・ペニンシュラバンコク
●サイアムケンピンスキー
●シャングリラホテルバンコク
●セントレジス
●ソ・ソフィテル
●バンヤンツリーバンコク
●マンダリンオリエンタルバンコク

タイ（注） バンコク ●COMOメトロポリタンバンコク
●JWマリオットホテルバンコク
●S31スクンビットホテル
●アテネホテル
●アナンタラ・バンコク・サトーン
●アナンタラ・バンコク・リバーサイド＆スパ
●アマランス・スワンナプームエアポートベストウェ
スタンプレミア
●アマリ・ウォーターゲートホテル
●アマリドンムアンエアポートホテル
●インターコンチネンタルバンコク
●オークウッドレジデンススクンビット24
●クラウンプラザバンコクルンピニパーク
●グランドスクンビットホテルバンコク
●グランドセンターポイントプルンチット
●グランドセンターポイントホテルターミナル21
●グランドセンターポイントラチャダムリ
●グランドハイアットエラワン
●コートヤードバイマリオットバンコク
●ゴールデンチューリップソヴェリン
●コンラッドバンコク
●ザ・ウェスティングランデスクンビット
●ザ・スコーソン
●ザ・デイビスバンコク
●ザ・ランドマーク
●ザコンチネント
●シェラトングランデスクンビット
●ジャスミンシティー
●ジャスミンリゾート
●ジャゾテル
●シリサトーン
●スイスホテル・ル・コンコルド
●センタラグランドアットセントラルワールド
●ソフィテルバンコクスクンビット
●チャトリウムリバーサイド
●ノボテルスクンビット4
●ノボテルスワンナプームエアポート
●ノボテルバンコクオンサイアムスクエア
●バンコク・マリオット・ホテル・ザ・スリウォン
●バンコクマリオットマーキスクイーンズパーク
●ヒルトンスクンビットバンコク
●フアチャンヘリテージ
●フォーウイングス
●プルマン・バンコク・グランデスクンビット
●プルマン・バンコク・キングパワー
●プルマン・バンコク・ジー
●ホテル・ニッコー・バンコク
●ホリデイインシーロム
●ホリデイインバンコク
●ミレニアムヒルトンバンコク
●ラディソンブループラザ
●ラマガーデンズ
●ル・ブア・アット・ステートタワー
●ル・メリディアンバンコク
●ルネッサンスラチャプラソン
●ロイヤルオーキッドシェラトンホテルアンドタワー
ズ

●S15スクンビットホテル
●アヴァニアトリウム
●アヴァニスクンビットバンコクホテル
●アマラバンコク
●アライズホテル
●イレブン・ホテル・バンコク
●インドラ・リージェント
●ウィンザー・スイートホテル
●ウェル・ホテル・バンコクスクンビット20
●エバーグリーンローレル
●グランドメルキュールバンコクフォーチューン
●ザ・アーノマバンコク
●ザ・エメラルド
●ザ・ツインタワーズ
●ザ・モンティエンバンコクホテル
●サマーセット
●センターポイントホテルシーロム
●センタラグランドアットセントラプラザラップラオ
●センチュリーパークホテル
●セントリックプレイス
●タイパン
●ダブルツリーバイヒルトンスクンビット
●タワナホテル
●チェックインリージェンシーパーク
●チャオプラヤパーク
●トリプルトゥシーロム
●ナライ
●ノボテルバンコクスクンビット20
●バイヨーク・スカイホテル
●パチャラスイート
●パトムワンプリンセス
●バンコクホテルロータススクンビット
●プールバードホテルバンコク
●フォーポイントバイシェラトン・バンコク
●プライムホテルセントラルステーションバンコク
●プレジデント・パーク
●プレジデントパレス
●マーベルホテル
●マイトリアホテルスクンビット18
●マンダリンホテルマネージドバイセンターポイント
●マンハッタン
●メルキュールサイアム
●モンティエンリバーサイド
●ラマダプラザバイウィンダムバンコクメナムリバー
サイド
●ラヤスリウォン
●レンブラントホテル
●ロイヤルプリンセスラーンルアン
●ロイヤルプレジデント
●ロイヤルベンジャ
●ロイヤルリバーホテル
●ロハスレジデンススクンビット

●Maホテル
●S33コンパクトスクンビット
●アイビスサイアム
●アイビスサトン
●アイビスナナ
●アイビスリバーサイド
●アイレジデンスシーロム
●アイレジデンスホテルサトーン
●アジア
●アジアエアポート
●アステラサトーン
●アネックスルンピニホテル
●アリストン
●アンバサダー
●ウォラブリスクンビットホテル
●エーワン
●グランドタワーイン
●グランドチャイナホテル
●セントジェイムス
●トラベロッジ・スクンビット11
●トンタラリバービュー
●バイヨークスイートホテル
●バイヨークブティック
●バンコクセンター
●バンコクチャダホテル
●バンコクパレス
●ピナクルルンピニ
●ファースト
●フラマシーロム
●ホワイトオーキッド
●ミラクルグランドコンベンション
●ル・フェニックススクンビットバイアコー
●ルイスタバーン・デイルーム
●レッドプラネットアソーク
●ロイヤルシティ
●ロイヤルパークビュー



アシガバート ●オグズケント
●ヌサイ
●ヤルディス

●アカルティン
●アルチャビリ
●グランドトルクメン
●スポルト

マリ ●マリ ●ダヤンチ
●マルグッシュ

ダシャウズ ●ダシャウズホテル ●ウズボイ

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

カトマンドゥ ●アロフトカトマンドゥタメル
●クラウンプラザホテルカトマンズソルティ
●ゴカルナフォレストリゾート
●ドゥワリカ
●ハイアット・リージェンシー・カトマンズ
●フェアフィールド・バイ・マリオット
●ホテル・アンナプルナ
●マリオットカトマンドゥネパール
●ヤク・アンド・イエティ
●ラディソンホテル・カトマンズ
●シャングリラ・カトマンズ
●ヴィヴァンタ・カトマンズ
●バラヒニューホテル

●アカマディンブライ
●アーツ・カトマンズ
●ガンジョン
●グランド
●チベットインターナショナル
●バイシャリ
●ヒマラヤ
●ホテル・シャンカール
●ホテルシャンカー
●ホテルシャンバラ
●マーラ
●マルベリー
●ロイヤル・シンギ
●アカマダンバラヒ

●アプサラ・ブティック
●アンバサダー
●イエローパゴダ
●プラチナムホテル＆スパ
●ホテルマルシャンディ
●マウンテン
●ミラージュロードイン
●ラマイン

ポカラ ●シャングリラ・ヴィレッジ
●テンプルツリーリゾート＆スパポカラ
●ヒマラヤ・フロントホテル
●ベグナス・レイク・リゾート
●ポカラグランデ
●ルパコット・リゾート
●マウンテングローリーフォレストリゾート
●ヒマラヤパビリオン
●ルパコットリゾート
●アンナプルナビューホテル
●サランコットマウンテンリゾート

●ウォーターフロントリゾート
●フィシュテイル・ロッジ
●ホテルランドマーク
●マウントキラッシュリゾート
●レイクサイド・リゾート
●スイスサローバー
●ホテルヘリテージ・スイート＆スパ
●アティ・ティ・リゾート
●バラヒ

●ホテル・ザ・カンティプル
●トゥキ・リゾート
●クティ・リゾート

ルンビニ（注） ●ルンビニホテル笠井
●ルンビニ法華
●タイガーパレス・スター

●ブッダマヤガーデン
●ルンビニガーデン

●ニルバーナ
●バンブーリゾート
●ザンバラ

ナガルコット（注） ●クラブ・ヒマラヤ・リゾート
●ミスティック・マウンテン

●カントリー・ヴィラ
●ザ・フォート
●チャウタリパラダイス
●ニバニワ・ロッジ
●バンゲリ・ダルバールリゾート

●ギャラクシー
●ホテルビューポイント
●ニバ・ニワ

チトワン（注） ●アイランドジャングルリゾート
●エレファント・サファリ・リゾート
●カサラ・リゾート
●タイガートップス・タル・ロッジ
●タイガーランドサファリリゾート
●テンプルタイガー
●マチャン・カントリーヴィラ
●ジュガットプルロッジ

●グリーンパークリゾート
●グリーンマンション
●サファリ・ナラ・ヤニ
●ジャングルヴィラリゾート
●バラヒジャングルロッジ
●ロイヤル・パーク
●マチャン・カントリーヴィラ

●センターパークリゾート
●チトワンアドベンチャーリゾート
●チトワンパラダイスホテル
●マッチャンパラダイスビュー
●ライノレジテンシー
●ランドマーク・フォレスト・パーク
●ジュガトープール・ロッジ

ジョムソン（注） ●オムズホーム
●マスタング・リゾート

●アルカ・マルコポーロ
●ホテル・マジェスティ

ドゥリケル（注） ●ザ・ドゥワリカズリゾート
●ドゥリケル・マウンテンリゾート

●ヒマラヤン・シャングリラ・ビレッジリゾート
●ミラベル・リゾート

●ドゥリケルロッジ

ナウリコット（注） ●タサンビレッジ

ゴルカ（注） ●ゴルカガウン
●ゴルカクラウン

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

マニラ（注） ●ラッフルズ・マカティ
●ザ・ペニンシュラ・マニラ
●マカティシャングリラ
●ソレイアリゾート＆カジノ
●フェアモントマカティ
●オカダホテルマニラ

●ニューコーストホテルマニラ
●マニラホテル
●エドサシャングリラ
●ダイアモンドホテル
●デュシタニマニラ
●ニューワールドホテルマカティ
●シェラトンマニラベイ
●クラウンプラザマニラガレリア
●ハイアットシティーオブドリームス
●シティーオブドリームス
●マカティダイアモンドレジデンス
●マルコポーロオルティガス
●コンラッドマニラ
●ヒルトンマニラ
●マニラマリオットホテル
●シェラトンマニラベイ

●ホテルジェン
●マイダスホテル＆カジノ
●センチュリーパークホテル
●ヘリテージホテル
●セント・ジャイルスホテルマカティ
●アンテル・スパタワーマカティ
●リッチモンドホテルオルティガス
●クラウンプラザマニラガレリア

●エグゼクティブホテルマニラ
●ザ・パールマニラホテル
●ベイビューパーク
●マカティパレスホテル
●マカティプライムタワースイートホテル
●パールガーデン
●パールレーン
●クラウンリージェンシーマカティ
●オックスフォード・スイートマカティ
●ネットワールドホテル
●Y2レジデンス

セブ島（マクタン島含む）
（注）

●プルクラ ●シャングリラ・マクタンリゾート＆スパセブ
●モーベンピックリゾートマクタンアイランド
●プランテーションベイリゾート＆スパ
●Jパークアイランド
リゾート＆ウォーターパーク
●クリムソンリゾート&スパマクタン
●コルドバリーフビレッジリゾート
●パディアンアイランドリゾート&スパ
●マルコポーロプラザセブ
●SEDAホテル
●ラディソンブルホテルセブ
●ウォーターフロントセブシティー

●ブルーウォーター・マリバゴ・ビーチリゾート
●セブ・ホワイトサンズ
●クエストホテル＆カンファレンスセンターセブ
●ウォーターフロントエアポート
●ビー・リゾート・マクタン
●コスタベリャ・トロピカル・ビーチ
●ベストウェスタン プラスレックス セブ
●ソレアホテルアンドリゾート

●パシフィックセブリゾート
●モンテベロヴィラホテル
●フエンテ・オーロビジネススイート
●デイズホテルマクタン
●イー・ジー・アイリゾート
●ゴールデンプリンス
●サミット・サークル
●セブパークレーンインターナショナル
●東横イン セブ

パラワン（注） ●アマンプロ ●エルニドラゲンアイランドリゾート
●エルニドリゾーツミニロックアイランド
●エルンドアプリットアイランドリゾート
●クラブパラダイス
●フマアイランドリゾート＆スパ

●リオ・ツーリズムエステート

パングラオ島
（ボホール島含む）
（注）

●エスカヤビーチリゾート＆スパ ●パングラオアイランドネイチャー
●ヘナンリゾート（旧アロナパーム)
●アモリタリゾート
●ザベルビューリゾート

●アロナキューホワイトビーチリゾート
●ボホールトロピックス
●フラッシングメドウズ
リゾート＆プレイグランド
●ブルーウォーターパングラオ
●ボホールビーチクラブ
●ビーグランドリゾートボホール

●ボホールダイバーズロッジ
●メトロセンター（シティーホテル)

オルモック ●オルモック・ヴィラ・ホテル
●ドン・フェリペ

●レイテパーク

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

ティンプー ●アマンコラリゾート
●タージタシ
●テルマ・リンカリゾート

●ナムケイ・ヘリテージ
●ホテルドゥルック

●ペリン
●イーズィンゲストハウス
●ガギル
●ガリンカ
●カン・レジデンシー
●キサ
●ジャンベヤンリゾート
●セメヤ
●チュニディンリゾート
●ドゥックシェリグゲストハウス
●ノトルン
●プンツォ・ペルリ
●ホテル・ガギル
●ホテル89
●ミグマール
●モティタン
●リバービュー
●ワンチュク
●ワンチュク・リゾート
●アモダラ
●チョモラリ

パロ ●アマンコラリゾート
●ウマ・パロ
●ジワリンホテル

●キチュリゾート
●ホテルペギル

●ジョルヤン
●ヴィレッジロッジ
●ウダワラリゾート
●カンクーリゾート
●サムデンチョリン
●ジャナカ・リゾート
●タイガーネスト
●デチェンヒルリゾート
●デワチェンリゾート
●テンジリンリゾート
●ナムセリゾート
●バレー・ビュー
●ペルリコテージ
●ホテルオラタン
●ホテルガンテパレス
●ホリデーホーム
●マンダラリゾート
●リンチェンリン
●シルバーパイン

ウォンディポダン ●Y.T.
●キチュリゾート
●キニガリングゲストハウス
●ゲストハウス
●デチェンコテージ
●ドラゴンズネストリゾート
●ペマカルポロッジ

プナカ ●ザントペルリ
●ダムチェン・リゾート
●メリプンスムリゾート

プンツォリン ●ナムゲ・ホテル
●ホテル・ドゥルック
●ペリンリゾート
●ラキ・ホテル
●ブータンレジデンス
●ホテルブータン
●パークホテル
●オーチャードホテル
●ナムゲグランド

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

ブルネイ バンダルスリブガワン ●ザ・エンパイア・ブルネイ ●ラディソンホテルブルネイダルサラーム
●リズクンインターナショナルホテル

●オーキッドガーデンホテル
●キウラッププラザホテル
●ザ・センターポイントホテル
●ワファホテル

●ザ・ブルネイホテル
●ジュビリーホテル

●トレーダースイン

トルクメニスタン
（注）

ネパール

フィリピン

ブータン(注)



国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

ホーチミン（注） ●インターコンチネンタルサイゴン
●ザ・ミスト・ドンコイ
●ザ・レベリーサイゴン
●シェラトン・サイゴンホテル＆タワーズ
●パークハイアットサイゴン
●ビンパールラグジュアリーランドマーク81
●ホテルデザールサイゴン Mギャラリーコレクショ
ン
●ル・メリディアンサイゴン

●イースティングランドサイゴン
●ウィンザープラザ
●エクアトリアル
●カラベル
●グランド
●サイゴンプリンス
●ソフィテル・サイゴン・プラザ
●ニッコーサイゴン
●ニューワールドホテルサイゴン
●パークロイヤルサイゴン
●ビッサイサイゴン
●プルマンサイゴンセンターホテル
●ホリデイイン＆スイーツサイゴンエアポート
●マジェスティック
●ルネッサンス・リバーサイド
●レックス
●ロッテレジェンドホテル・サイゴン

●アクアリ
●エデンスターサイゴンホテル＆スパ
●グレイシー R＆Jホテル
●ゴールデンセントラル
●コンチネンタル
●ザ・アンコーヴ・ライブラリーホテル
●シルバーランドサキョー
●タンソンニャットサイゴン
●ニューパシフィックホテル
●ノーザン
●ノーフォーク
●ノボテル・サイゴンセンター
●パラゴンサイゴン
●パレス
●フュージョンスイーツサイゴンホテル
●ベイホテルホーチミン
●ムオンタングランドサイゴン
●ラマナサイゴン
●リバティーセントラルサイゴンリバーサイドホテル
●ロイヤルホテルサイゴン

●A＆EMホテル
●TTCホテルデラックスサイゴン
●アジアンホテル
●アジアンルビーセンターポイントホテル
●アジアンルビーラグジュアリーホテル
●イビスサイゴンサウスホテル
●エリオス●エンプレス
●オーキッドインターナショナル
●オーラックレジェンドホテル
●オスカー●キングストン
●コスモポリタン●サイゴンホテル
●サイゴンロイヤルホテル●サンフラワー
●シティポイントホテル
●シルバーランドイェンホテル
●シルバーランドセントラル
●センヴィエット●ソネットサイゴン
●ダイナム●ティエントゥン
●ドンカーンホテル
●パラダイスサイゴンブティックホテル
●ビクトリーホテル●ファーストホテル
●ファミリーインサイゴン
●ブルーダイヤモンドラグジュアリーホテル
●ブレッシングセントラルホテルサイゴン
●フンセン●ホアンガン
●ホアンプーギアホテル
●ボス
●ホワイトロータスホテル
●ボンセン
●ボンセン・アネックス
●メイ
●ユニバースセントラルホテル
●ランラン2
●リバーサイド
●リバティ4
●ロータスサイゴンホテル

●サイゴンハノイホテル

ハノイ（注） ●JWマリオット
●インターコンチネンタルハノイウエストレイク
●ソフィテルレジェンド・メトロポール
●ロッテホテルハノイ

●アプリコット
●インターコンチネンタルハノイランドマーク72
●クラウンプラザウエストハノイ
●グランドビスタハノイ
●グランドプラザ
●シェラトン・ハノイ
●ハノイ・デウ・ホテル
●パンパシフィック・ハノイ
●ヒルトン・ハノイ・オペラ
●プルマンハノイ
●ホテルドゥパルクハノイ
●ホテルドゥロペラハノイ Mギャラリーコレクション
●メリア・ハノイ
●モーベンピックホテルハノイ

●MKプレミアムブティック
●アーミー
●グランディオーズホテル＆スパ
●くれたけ荘トゥーニャム84
●コニファーブティック
●ザ・アンハノイホテル
●ザ・パーミーホテル＆スパ
●サフルホテル
●サンウェイ
●シルクパスラグジュアリー
●スカイラークホテル
●ゼファースイーツブティックホテル
●セングランドホテル＆スパマネージドバイセング
ループ
●センラグジュアリーホテル
●タンロイ
●タンロンオペラホテル
●チャーチブティックホテル
●デシロイア
●ネスタ
●バオソンインターナショナルホテル
●ハノイパールホテル
●ハノイホテル
●バビロングランドホテル＆スパ
●ヒルトンガーデンインハノイ
●フォーチュナー
●フラワーガーデン
●プレステージ
●ボスレジェンドホテル
●ホテル・ル・カルノー
●ムオンタインハノイホテル
●ムオンタン・ハノイセンター
●メイデヴィラ・オールドクオーター
●メイデビル・シティーセンター
●メルキュールハノイラガール
●ラ・ベル・ヴィーホテル
●ラカサハノイ
●ランビエンホテル
●レイクサイドホテル
●ロイジェントパークスハノイ
●ロンドンハノイホテル

●123ホテル
●ATS
●VMQ
●アセアンインターナショナル
●アダマス
●アニス
●インペリアル
●ヴィエットビュー
●エデン
●オアシス
●オリエンタルセントラル
●カメリアブティックホテル
●キムリエンホテル
●キャピタルガーデン
●クオックホアプレミアホテル＆スパ
●くれたけインキンマー
●ゴールデンシルクブティックホテル
●サクラホテル
●サニー3
●サンタバーバラ
●ダンリー
●チェリー1
●チェリー2
●ティエンタイ
●パークサイドサンラインホテル
●ハノイエメラルドウォーターズホテルトレンディ
●ハノイディライトホテル
●ハノイノスタルジアホテル
●ハノイラローザホテル
●ハノイロック
●ファーストエデン
●フラワーホテル
●ブランディゲートホテル＆スパ
●ヘリテージ
●ホアビン
●ホテル・ドゥ・ラ・セーヌ
●ホンハホテル
●ムーンビュー
●モンリージェンシー
●ラドルチェビータ
●リトルハノイダイヤモンド
●ロイヤルゲート
●ロザリザ ●東屋ホテル1号館

フエ（注） ●アゼライ・ラ・レジデンス
●アナマンダラフエ
●バンヤンツリーランコー
●ラグーナランコー

●アンサナランコー
●インドシンパレス
●インペリアル
●ヴィンパールホテルフエ
●ヴェダナラグーンリゾート＆スパ
●エルドラホテル
●ピルグリミッジビレッジ ブティックリゾート＆スパ

●EMMホテル
●ヴィラフエ
●サイゴンモーリン
●シルクパス・フエ
●センチュリー・リバーサイドホテル・フエ
●タムジャンリゾート
●タンリックロイヤルブティックホテル
●チェリッシュ
●パークビューホテル
●フォンジャンホテルリゾート＆スパ
●ムーンライトホテルフエ
●ムオンタインホリデーフエ
●モンディアル
●ロマンス

●アジアホテル
●ズイタン
●ホアヒン
●ランコービーチリゾート

ハロン（注） ●FLCハロンベイゴルフクラブ＆ラグジュアリー
●ヴィンパールハロンベイリゾート
●パラダイス・スイート
●パラダイス・トレンド

●ウィンダムレジェンドハロン
●サイゴン・ハロンホテル
●セントラルラグジュアリーハロン
●トウアンチャウアイランドホリディヴィラハロンベイ
●ノボテルハロン
●ムオンタインクアンニンホテル
●ラパスリゾートトゥアンチャウ
●ロイヤルハロン
●ロイヤルロータスホテルハロン

●DCハロン
●アセアンハロンホテル
●グランドハロン
●スターシティハロンベイ
●ソンロックラグジュアリー
●ハロン・プラザ
●ハロンドリーム
●ハロンパール
●ハロンパレス
●ハロンマリーナホテル
●ミスリンハロン
●ムオンタンハロン
●モーニングスター
●ロイヤルインターナショナル

●ニュースター2ハロンホテル
●バクダン
●ハロン・ベイ
●ハロン1
●ブルースカイ
●ヘリテージ
●ホテルエマ

ハイフォン ●アヴァニハイフォンハーバービュー
●パールリバーハイフォンホテル
●ホテルニッコーハイフォン

●シースターダスインターナショナル
●タンロン
●ナムクンハイフォンホテル
●ヒューギホテル

ホイアン
（注）

●フォーシーズンズリゾート・ザ・ナムハイ ●アナンタラホイアンリゾート
●アルマニティ
●アレグロホイアンリトル
ラグジュアリーホテル＆スパ
●ヴィクトリアホイアンビーチリゾート＆スパ
●ヴィンパールリゾート＆ゴルフナムホイアン
●ヴィンパールリゾート＆スパホイアン
●コイリゾート＆スパホイアン
●ザ・ビーチ・リトルブティックホテル＆スパ
●サンライズプレミアムホイアンリゾート
＆スパ
●パームガーデンリゾート
●ブティックホイアンリゾート
●ホテルロイヤルホイアンＭギャラリーバイソフィテ
ル
●ラシエスタリゾート＆スパホイアン
●ラレジデンシアリトルブティックホテル＆スパ
●ル・パビヨンホイアンラグジュアリーリゾート＆ス
パ
●ルベラミーホイアンリゾート＆スパ

●EMMホテルホイアン
●ヴィンフンリバーサイドリゾート＆スパ
●エメロードビンフンリゾート
●エンシェントハウスリゾート
●グリーンヘブンホイアンリゾート＆スパ
●シルクラグジュアリーホテル＆スパ
●タンビンリバーサイド
●トロピカルビーチホイアンリゾート
●フーティンブティックリゾート＆スパ
●ベルメゾンハダナホイアンリゾート＆スパ
●ホイアン・ビーチ・リゾート
●ホイアン・リバーサイド・リゾート＆スパ
●ホイアンシルクマリーナリゾート＆スパ
●ホイアンセントラル ブティック ホテル＆スパ
●ホイアントレイルリゾート＆スパ
●ホイアンヒストリック
●ホイアンブルースカイブティックホテル＆スパ
●ホイアンローズマリーブティックホテル＆スパ
●ホテルシルクヴィレッジリゾート＆スパ
●ムオンタンホリデーホイアン
●メルキュールホイアンロイヤル
●ラセンタブティック
●リトルビーチホイアンアリトルブティック
●リバースイーツホイアン
●リバービーチリゾート＆レジデンス
●ル・パビヨンホイアンブティックホテル＆スパ
●ロイヤルリバーサイドホイアン

●インドシンホイアンリバーサイドホテル＆スパ
●ヴィンフン
●ヴィンフン2
●ゴルフホイアン
●ハーアン
●フォーホイリバーサイド
●ホイアンランタンホテル
●ロータスホイアンブティックホテル＆スパ

●アカシアホテル
●ハイイエン

ダナン（注） ●インターコンチネンタルダナン・サンペニンシュラ
リゾート
●フラマヴィラズ
●プルクラダナン

●TMSホテルダナンビーチ
●アラカルトダナンリゾート
●ヴィンパールコンドテルリバーフロントダナン
●ヴィンパールラグジュアリーダナン
●オララニリゾート＆コンドテル
●クラウンプラザダナン
●グランヴィリオオーシャンリゾート
●ザ・オーシャンヴィラズ
●シェラトングランドダナンリゾート
●ダナンゴールデンベイ
●ナマンリトリート
●ノボテルダナンプレミアハンリバー
●ハイアットリージェンシーダナンリゾート＆スパ
●ヒルトン・ダナン
●フォーポインツバイシェラトン・ダナン
●フュージョンスイーツダナンビーチ
●フュージョンマイアダナンリゾート
●フラマ・リゾートダナン
●プルマンダナンビーチリゾート
●プレミアビレッジリゾート
●ムオンタインラグジュアリーダナン
●メリアダナン
●ワンオペラダナンホテル

●アバターホテル
●ヴァンダホテル
●エデンホテルダナン
●グランヴィリオシティダナン
●グランドトゥーラン
●グランドメルキュールダナン
●ゴパテルホテルアンドスパ
●ザブロッサムシティ
●ステイホテル
●センタラサンディビーチリゾートダナン
●センリバーホテル
●ダイアモンドシーホテル
●ブティックホテルズココベイダナン
●ブティックホテルズココベイダナン
●ブリリアント
●ブロッサムリゾートダナン
●ベルメゾンパロサンドダナン
●ホリデイビーチダナンホテル＆リゾート
●マンディラビーチダナン
●ムオンタングランド
●メルキュールダナンフレンチビレッジバナヒルズ
●リバーサイド
●ル・ホアンビーチホテルダナン
●ロイヤルロータスダナン
●ワンオペラダナン

●アディナホテル
●オーキッドホテル
●カイホテル
●サイゴントゥーラン
●シーガーデンホテル
●シーキャッスル2
●チュンソントゥンホテル
●ティエンティンホテル
●バクダン
●バンブーグリーンセントラル
●バンブーグリーンリバーサイド
●フォンドン

●ゴールデンシー
●サンリバー
●ミントアン

サパ（注） ●ホテル・ドゥ・ラ・クーポール Mギャラリーバイソ
フィテル

●ヴィクトリアサパリゾート＆スパ
●シルクパスグランドリゾート＆スパサパ
●パオズサパレジャーホテル

●BBホテルサパ
●アメイジングホテルサパ
●サニーマウンテンホテル
●サパジェイドヒルリゾート＆スパ
●サパフリージア
●サパレジェンド
●チャウロンサパ
●バンブーサパ
●ホリデイサパ
●ムオンタンサパ
●ロイヤルサパ

ベトナム



ドンホイ
（注）

●ヴィンパールホテルクアンビン
●ゴールドコーストホテルリゾート＆スパ
●サンスパリゾート
●シースターリゾート
●ムオンタインラグジュアリーニャットレー

●サイゴンクアンビン
●サイゴンフォンハ
●サンスパリゾート
●ムオンタン・クアンビンホテル
●リバーサイドクアンビン

●タンビンホテル

ニャチャン
（注）

●アマノイ
●ヴィンパールラグジュアリーニャチャン
●ヴィンパールリゾート＆スパニャチャンベイ
●シックスセンシズニンバンベイ
●ラルヤナニンヴァンベイ

●アミアナニャチャン
●インターコンチネンタルニャチャン
●ヴィンパールニャチャンベイリゾート＆ヴィラス
●ヴィンパールリゾートニャチャン
●エバソンアナマンダラ
●サンライズニャチャンビーチホテル＆スパ
●シェラトンニャチャンホテル＆スパ
●スターシティニャチャン
●フュージョンリゾートニャチャン
●プレミアハバナニャチャン
●ミアリゾートニャチャン
●ムオンタンラグジュアリー
●メーパールホンタムリゾート

●VDBニャチャンホテル
●ガリオット
●デンドロゴールド
●ノボテルニャチャン
●マジェスティック
●ミケリアホテル
●ムオンタンラグジュアリーニャチャン
●ヤサカサイゴンニャチャン
●リバティーセントラルニャチャン

●アジアパラダイスホテル
●アンジェラホテル
●ヴィエンドン
●カメリアニャチャンホテル
●グリーンニャチャン
●ザライトホテルアンドリゾート
●スターレット
●ニャチャン・ロッジ
●メーパールシーサンホテル

●クエフン
●ハイエン

ファンティエット
（注）

●アナンタラ・ムイネービーチ・リゾート＆スパ
●プリンセスダンナムリゾート＆スパ

●オーシャンスターリゾート
●シーリンクスビーチホテルファンティエット
●ビクトリアファンティエットビーチリゾート＆スパ
●ファンティエットオーシャンドゥーンズ＆ゴルフリ
ゾート
●ブルーオーシャンリゾート

●TTCホテルプレミアムファンティエット
●ココビーチ・リゾート
●サイゴンムイネーリゾート
●ザセイリングベイビーチリゾート
●シーホースリゾート＆スパ
●スイスビレッジリゾート＆スパ
●パンダナスリゾート
●フーハイリゾート
●ロータスムイネーリゾート＆スパ
●ロマーナリゾート＆スパ

●キャナリービーチリゾート
●ダイナスティビーチリゾート
●タイホアリゾート
●パルミラリゾート
●ホワイトサンドリゾート

●ココガーデン

ニンビン
（注）

●エメラルダリゾートニンビン ●ザリードホテル
●ニンビンヒドゥンチャームホテル＆リゾート
●ビッサイニンビン
●ホアンソンピース
●リゾートホテルニンビン
●レジェンドニンビン

●ザロングホテル
●トゥイアン

ラオカイ ●アリストホテルラオカイ ●サパリーホテル
●ムオンタインラオカイ
●ラオカイロイヤル

フーコック島
（注）

●JWマリオットフーコック
エメラルドベイリゾート＆スパ
●インターコンチネンタル
フーコックロングビーチリゾート
●ヴィンパールリゾート＆ゴルフフーコック
●ヴィンパールリゾート＆スパフーコック
●フュージョンリゾートフーコック
●プレミアヴィレッジフーコックリゾート
●ラベランダリゾートフーコック

●ザシェルズリゾート＆スパフーコック
●サリンダリゾートフーコックアイランド
●シーシェルホテル＆スパフーコック
●デュシットプリンセスムーンライズビーチリゾート
●ナムギーフーコック
●ノボテルフーコックリゾート
●ラディソンブルリゾートフーコック

●ソルビーチハウスフーコック

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

クアラルンプール（注） ●EQクアラルンプール
●JWマリオット
●Wクアラルンプール
●イースタン＆オリエンタルレジデンス
●ウェスティンクアラルンプール
●グランドハイアット
●シェラトンインペリアル
●シャングリラホテルクアラルンプール
●セントレジスクアラルンプール
●バンヤンツリークアラルンプール
●ヒルトンクアラルンプール
●フォーシーズンズホテルクアラルンプール
●マジェスティック・クアラルンプール
●マンダリン・オリエンタル
●リッツカールトン

●PNBペルダナオンザパーク
●イースティンホテル・クアラルンプール
●イスタナ
●インターコンチネンタル
●エレメントクアラルンプールバイウェスティン
●オアシアスイーツ
●オアジアスイーツクアラルンプール
●グランド・ミレニアム・クアラルンプール
●グランドブルーウェーブシャーアラム
●サウジャナホテル
●サマサマホテルクアラルンプールインターナショ
ナルエアポート
●サンウェイ・ピラミッド
●サンウェイ・リゾートホテル＆スパ
●セリパシフィック
●セントジャイルズ・ザ・ガーデンズ
●ダブルツリーバイヒルトンクアラルンプール
●ドゥアセントラルスイーツ
●ドーセットクアラルンプール
●ドーセットグランドスバン
●ドーセットプトラジャヤ
●トレーダース
●パークロイヤルクアラルンプール
●パークロイヤルサービススイート
●パシフィックリージェンシーホテル
●パルスグランデホテル
●ヒルトンペタリンジャヤ
●フィレアマインズリゾート
●プトラジャヤマリオット
●プルマン・クアラルンプール・シティセンター・レジ
デンス
●プルマンクアラルンプールバンサー
●フレーザーレジデンスクアラルンプール
●ベルジャヤタイムズスクエア
●マヤクアラルンプール
●ミカサオールスウィーツ
●ル・メリディアンプトラジャヤ
●ルネッサンス
●ルメリディアン
●ロイヤルチュラン

●アンバサダーロウホテルスイーツバイランソンプ
レイス
●コーラス
●コーラスホテル
●コンコルド
●コンコルド・シャーアラム
●ザ・フェデラル
●ザ・ブルーバードセントジャイルズプレミアホテル
●サンウェイプトラ
●スイスガーデン
●ゾンオールスイーツレジデンスオンザパーク
●ノボテル・シティーセンター
●パレスオブザゴールデンホーセス
●ビスタナ
●ヒルトンガーデンイン
●フラマブギットビンタン
●ホテルアルマダペタリンジャヤ
●メリア

●Qホテルクアラルンプール
●アルファ・ジェネシス
●アレナ・スター・ホテル
●クオリティホテルシティセンター
●グランド・パシフィック
●シティテルミッドバレー
●スイス・イン
●ダイナスティ
●ノバホテル
●パールインターナショナル
●ヘリテージステーション
●ホテルキャピトル
●ホテルセントラルプドゥ
●ホテルセントラルブリックフィールズ
●ホテルトランジット
●ホテルロイヤル
●ミダホテル

マラッカ ●カサデリオマラッカ ●エバリーリゾート
●ダブルツリーバイヒルトンマラッカ
●ホリデーインマラッカ
●マジェスティック・マラッカ
●ラマダプラザマラッカホテル

●アビリオンレガシー
●エクアトリアル
●スイスガーデンホテル＆レジデンスマラッカ
●ハッテンホテル・マラッカ
●ベイビュー
●マコタホテルマラッカ

●オーキッド
●プリマラッカ
●ホテルセントラル
●ホテルセントラル・リバービュー

ジョホールバール ●グランドパラゴン
●シスル
●ダブルツリーバイヒルトン
●プテリパシフィック
●ペルジャヤウォーターフロント
●ムティアラ
●ルネッサンス

●グランドブルーウェイブ
●クリスタル・クラウン
●シルカジョホールバル
●ニューヨークホテル
●プライスプリングリゾート
●ホテルセレサパシグダン
●ルグランデュールパームリゾート

キャメロン
ハイランド（注）

●キャメロンハイランドリゾート
●コプソーン
●ストロベリーパークリゾート
●ヘリテージホテルキャメロンハイランド
（デラックスルーム）

●カサ・デラローザホテル
●スターリージェンシー
●センチュリーパインズリゾート
●ヘリテージホテルキャメロンハイランド
（スーペリア）

ペナン ●イースタン＆オリエンタル
●シャングリラ・ラササヤン

●Gホテルケラワイ
●エクアトリアル
●ジーホテル
●ジェンホテル
●シャングリラズゴールデンサンズ
●ダブルツリーバイヒルトン
●ノーザムオールスイート
●パークロイヤル
●ハードロックホテル
●レインボーパラダイス（デラックスルーム）
●レクシススイーツペナン
●ローンパイン

●エバーグリーンローレル
●ザガーニリゾートホテル＆レジデンスシーズ
●セントジャイルズ・ウェンブリー
●ビスタナホテルペナン
●フォーポイントバイシェラトン
●フラミンゴ・バイ・ザ・ビーチ
●ベイビュージョージタウンホテルペナン
●ベイビュービーチリゾートペナン
●ベルジャヤペナンホテル
●ホテルロイヤルペナン
●ホリデーイン
●レインボーパラダイス・ビーチリゾート
●ロイヤルチュランペナン

●1926ヘリテージ
●Bスイート
●YMCA
●コプソーン・オーキッド
●シティテル・エクスプレス
●シティテル・ペナン
●ホテルセントラルシービュー
●ホテルセントラルジョージタウン
●ホテルセントラルジョージタウン

ポート
ディクソン

●レクシス・ハイビスカス ●グランド・レクシス・ポートディクソン ●アビリオン・ポートディクソン
●レクシス・ポートディクソン

ランカウイ ●ザ・ダタイ（ビラ）
●フォーシーズンズ

●アンダマン
●ウェスティンランカウイ
●カサ・デル・マー・リゾート
●ザ・ダタイ
●ザ・ダナ
●センチュリーランカスカリゾート
●タンジュンルー
●ベルジャヤランカウイ
●メリタスベランギ・ビーチリゾート

●アワナ・ポルト・マライ
●センチュリーフォーポイントリゾート
●ベイビュー
●ホリディビラ
●ランカウイ・ラグーン

●アセアニアリゾート
●フェデラルヴィラビーチリゾート

コタキナバル
（ボルネオ島）

●ガヤアイランドリゾート
●ガヤナマリーンリゾート
●シャングリラ・ラサリアリゾート
（オーシャンウィング）
●シャングリラズ・タンジュンアルリゾート
●ステラハーバーリゾートマジェランステラ
●ブンガラヤアイランドリゾート＆スパ

●シャングリラズ・ラサリアリゾート
●ステラハーバーリゾートパシフィックステラ
●ネクサスリゾート＆スパ・カランブナイ
●ハイアットリージェンシーキナバル
●ヒルトンコタキナバル
●ル・メリディアン・コタキナバル

●クラガンリージェンシー
●グランドボルネオ
（スーペリア・デラックスルーム）
●ザ・パレス
●サバオリエンタル
●プロムナードホテル
●ホテルシャングリラ（デラックスルーム）
●ミンガーデン

●キナバルパインリゾート
●グランドボルネオ（スタンダードルーム）
●シティテルエクスプレス
●セリンシティホテル
●ホテルシャングリラ（エコノミールーム）

クチン
（ボルネオ島）

●ヒルトン●プルマン
●リバーサイド・マジェスティック

●グランドマルガリータ

イポー ●ザヘブンリゾート
●バンジャランホットスプリングスパ＆リゾート

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

マレーシア



ヤンゴン ●サボイホテル
●ストランド
●ベルモンドガバナーズレジデンス

●インヤレイクホテル
●スーレーシャングリラ
●セドナ・ヤンゴン
●チャトリウムホテルロイヤルレイクヤンゴン
●ノボテルホテルヤンゴンマックス
●パークロイヤル
●パンパシフィック
●ベストウェスタングリーンヒルホテル
●ホテルプルマンヤンゴンセンターポイント
●メリアヤンゴン
●メルキュールヤンゴンカバエー
●ローズガーデン
●ロッテホテルヤンゴン

●TRYPバイウィンダムヤンゴン
●アジアプラザ●アベニュー64
●アルファ●イーストホテル
●エクセルトレジャーホテル
●オーキッドホテル●ガンゴーホテル
●クイーンズパークホテル
●グランド・ユナイテッド●グリーンリーフ
●クローバーシティセンタープラスホテル
●クローバーシティセンターホテル
●サマーパレスホテル
●サミットパークビュー
●シーズンズオブヤンゴン
インターナショナルエアポート
●シティゴルフリゾート
●シティスター
●スカイスターホテル
●セントラル
●ダイアモンド・クラウン
●チェリーヒルズホテル
●トーウィンガーデンホテル
●ニューアイェヤールホテル
●パノラマ
●パルムスプリングリゾート
●パンダホテル
●ビンテージラグジュアリーヨットホテル
●ホテル63
●ホテル7マイル
●ホテルGヤンゴン
●ホテルエスタ
●ホテルヤンキン
●ホテルヤンゴン
●ホテルロフト
●ミヤイークニューロイヤル
●ミャンマーライフホテル
●ヤンゴンインターナショナル
●ヤンゴンヨーマホテル
●ユザナホテル
●リバティーホテル

●アサヒホテル
●グランドユナイテッドクラウン
●バホシ・ホテル
●ホテルＫヤンゴン
●ロイヤル74

マンダレー ●イースタンパレス
●バイザレッドキャナル
●ヒルトンマンダレー
●プルマンマンダレーミンガラー
●ホテルシュエピーター
●メルキュールマンダレーリゾート
●ルパマンダラー
●レッドキャナル

●エーヤワディーリバービュー
●ゼージョーホテル
●トゥリンプ
●ナディミャンマー
●バガンキング
●パシフィック
●ホテルアメイジングマンダレー
●ホテルクイーン
●ホテルシュエインジィン
●ホテルディンガー
●ホテルマーベル
●ホテルマイワールド
●ホテルマンダレー
●マンダレーシティー
●マンダレーシティー
●マンダレースワンホテル
●メガスター
●ヤダナポンダイナスティー
●リッツグランドホテルマンダレー
●ロイヤルミンガラーホテル

●エメラルド
●エンペラーホテル
●グレートウォール
●ザガワーパレス
●シュエピエー
●スイートホテル
●トレジャー
●マンダレービューイン
●ミーピャーエイヤーホテル
●ヤダナボンホテル

バガン ●オーリウムパレス＆リゾート ●アマタガーデンリゾートバガン
●アメイジングバガンリゾート
●エイヤーリバービューリゾート
●バガンタンデホテル（デラックスルーム）
●バガンディリピセヤセンクチュアリリゾート
●バガンホテルリバービュー
●バガンロッジ
●ヘリテージバガンホテル
●ポッパマウンテンリゾート
●ホテルアットタラバーゲート
●ミャンマートレジャーリゾート

●NKベテナッツホテル
●アイエイヤーホテル
●アトーカ
●アレイダーマーホテル
●エメラルドレイクホテルバガン
●オールドバガン
●カイツマディ・ダイナスティホテル
●カデイアウン
●クムダラ
●クラウンプリンスホテル
●ゴールデンエクスプレス
●ゴールデンバタフラン
●シュエイーピン
●ス・タイ・サンロイヤルパレスホテル
●スカイパレスホテル
●セレニティーバガン
●ダイナスティ
●タジンガーデン
●ニャンウーダンデホテル
●バガンアンブラホテル
●バガンプリンセスホテル
●ブルーバードホテル
●ボーガティディホテル
●ホテルシンシアスマイル
●ヤーキンターホテル
●ラザジョーホテル
●ルブートゥル

●アレインダマー
●イラワジプリンセス
●エイヤー
●エンブレス
●シュエガンゴー
●ティソサンダー
●トウホウ
●バガンメイ
●パワーバガン
●フヨゲストハウス
●ホテルクラスワン
●メイカンター

ヘーホー（インレー湖） ●インレープリンセスリゾート
●インレーレイクビューリゾート
●オーリウムパレスリゾート
●サンクタムインレーリゾート
●ソフィテルインレーレイクミャットミン
●ノボテルホテル＆リゾートインレーレイク
●プリスティンロータス

●アマタガーデンリゾート
●アンヘリテージロッジ
●インレーガーデン
●インレーリゾート＆スパ
●ヴィラインレーリゾート
●シュエインダー
●スカイレイクリゾート
●セレニティーインレーリゾート
●トレジャーリゾート
●フーピンカウンダイン（コテージ）

●アクエリアスイン（ニャンウーシュエ）
●アメイジングニャウンシュエ
●サンダルウッドホテル
●ジーアイシーターレユーホテル
●ジーアイシーナンパオホテル
●ナンダウン（ニャンウーシュエ）
●ノーベンバーホテル（ニャンウーシュエ）
●ノベンバー
●パラダイス（ニャンウーシュエ）
●パラダイスインレーリゾート
●パラマウントインレーリゾート
●ビューポイントロッジ
●フーピン
●フーピン（ニャンウーシュエ）
●マノートゥカ
●ロイヤルナディリゾート

チャイティーヨー ●ゴールデンサンライズホテル
●ゴールデンロック
●ザエターニティリゾート
●セインレイティン●チャイトー
●ペッパーガーデン●ボーガティディ
●マウンテントップ
●マウンテンビュー＆リゾート
●ヨーヨーレイ
●ヨーヨーレイゲストハウス1
●ヨーヨーレイゲストハウス2

国    名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

ウランバートル（注） ●ケンペンスキーホテルハーンパレスウランバート
ル
●ザ・コーポレートホテル＆コンベンションセンター
●シャングリラホテル
●ノボテルウランバートル
●ブルースカイホテル＆タワー
●ベストウェスタンプレミアトゥーシンホテル
●ホリデイインウランバートル
●ラマダウランバートルシティセンター

●イビス・スタイル・ウランバートル・ポラリス・ホテ
ル
●ウランバートル
●グランドヒルトン
●ザ・コーポレートホテル
●スンジングランド
●チンギスハーンホテル
●バヤンゴル
●プレミアムホテル

●アムレホテル
●エバーグリーン
●エレガンスホテル
●カイザーホテル
●コンチネンタル
●ザルーチュードホテル
●スプリングスホテル
●ハブホテル
●ハラーホテル
●プーマインペリアル
●プラチナムホテル
●フラワーホテル
●ホテルナイン
●ホテルモンゴリア
●ホワイトハウス
●ライオン

カラコルム（注） ●朝ドリームランド（ツーリストキャンプ） ●アナル（ツーリストキャンプ）
●ゲル（ツーリストキャンプ）
●ハーンタイジツーリストキャンプ
●ムングンモド（ツーリストキャンプ）
●ムンフテンゲル（ツーリストキャンプ）

ゴビ（注） ●ゴビインナラン（ツーリストキャンプ）
●ゴビオアシスー1（ツーリストキャンプ）
●スリーキャメル（ツーリストキャンプ）

●ハーン・オールホテル
●ゴビバヤンブルド（ツーリストキャンプ）

●ゴビエルデネ（ツーリストキャンプ）
●ゴビオアシスー2（ツーリストキャンプ）
●ゴビディスカバリー（ツーリストキャンプ）
●ホンゴル（ツーリストキャンプ）

ブルド（注） ●ゴビインバヤンブルド
●ホヨルザガル（ツーリストキャンプ）
●モンゴルアルタイ（ツーリストキャンプ）

テレルジ国立公園（注） ●アロンゴ・ツーリストキャンプ
●テレルジ
●テレルジ・マウンテン・ロッジ
●テレルジ・ロッジ・ツーリストキャンプ
●テレルジヒルズロッジホテル
●リゾートワールド・テレルジホテル
●レッドロックリゾート

●グルツーリストキャンプ
●テレルジ・ブンバンツアー（ツーリストキャンプ）
●ハンテレルジ（ツーリストキャンプ）

フブスグル湖（注） ●アガルタ（ツーリストキャンプ） ●アシハイ（ツーリストキャンプ）
●ゲル（ツーリストキャンプ）

ツェルヘン（注） ●シベートマンハン（ツーリストキャンプ）
●ツェンヘル・ジグール（ツーリストキャンプ）
●ドートリゾート（ツーリストキャンプ）

トゥブ県（注） ●エイチエスハーンリゾートホテル ●ウンドゥルシレート（ツーリストキャンプ）
●ジルミーンツァガーンノール（ツーリストキャンプ）
●ステップノマトス（ツーリストキャンプ）
●ホスタイ（ツーリストキャンプ）
●マンスシル（ツーリストキャンプ）
●モンゴルノマディック（ツーリストキャンプ）

ハヤンウルギー県（注） ●Bear valley（ツーリストキャンプ）
●Blue wol（f  ツーリストキャンプ）

オブス県（注） ●オンツィーンタサルハイ（ツーリストキャンプ）
●ヘツー・ハタ（ツーリストキャンプ）

グンガルータイ（注） ●ステップノマッズツーリストキャンプ

アルガラント ●モンゴルノマディックツーリストキャンプ

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

ミャンマー
（注）

モンゴル



ビエンチャン ●クラウンプラザビエンチャン
●グリーンパークブティック
●サラナブティック
●セタパレス
●ダバラブティックホテル
●ドンチャンパレス
●ラオ・プラザ
●ラオポエットホテル
●ランドマークメコンリバーサイドホテル

●ビエンチャンプラザ
●ベストウエスタン
●ムオンタンラグジュアリービエンチャン

●イビス
●コスモ
●サバイディー・アット・ラオ
●シーズンリバーサイド
●シティインビエンチャン
●センタワンリバーサイド
●チャンタパンニャーホテル
●ニューローズブティックホテル
●パースックビエンチャンタラホテル
●バンサナビエンチャン

●アバロンホテル
●デイイン
●バンサナリバーサイド
●ホテルラオ
●リバーサイド
●ローズワンイン

パークセー ●リバーリゾート ●アテナ
●アラワンリバーサイド
●コンマニー
●センソスーン
●チャンパーサック・グランド
●チャンパーサック・パレス
●ビラムオンコーン
●ポンアリーナ
●ラフォリーロッジ

●チャンパーレジデンス
●パクセホテル

シェンクアン ●ワンサナプレーンオブジャーズ ●アヌーラック・ケーン・ラオ
●プーチャンリゾート
●プーパーデーン
●マリー

ルアンパバーン ●アマンタカ
●ベルモンド・ラ・レジデンス・プーバオ

●アバニルアンパバーン
●ヴィクトリアシェントンパレス
●ヴィラマリー
●キリダラ
●ザグランドルアンパバーン
●サトリハウスシークレットリトリーツ
●ザベルリヴブティックホテル
●スリーナガス
●ソフィテル・ルアンパバーン
●ブラサリヘリテージ
●プルマンルアンパバーン
●メコンリバービュー
●メゾンスワンナプーム
●ルアンサイレジデンス
●ルアンパバーンビュー
●ルパレージュリアナ
●ルベルエアリゾートルアパバーン

●インディゴハウスホテル
●ヴィラ・サンティ
●ヴィラ・サンティリゾート
●ヴィラマイドゥーブティックホテル
●サダホテル
●サナケオ
●サンクチュアリー
●スーパットラホテル
●チッチャレウンムアンルアン
●チャンタビンリゾート
●マノラックホテル
●ムアントンブティックホテル
●メゾンダラブア
●ル・パラソルブラン
●ルアンパバーンレジデンス
●ロイヤルピーコックブティックホテル

●アンシェント・ルアンパバーン・イン
●サラプラバン
●ホンビライ
●マイラオホーム
●ル・セン・ブティック
●レジェンド

●ラマ

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

水原 ●キャッスル水原
●ラマダ・プラザ水原
●ノボテルアンバサダー水原

●イビスアンバサダー水原
●ハンファリゾート龍仁●新羅ステイ東灘
●ラビドールリゾート＆カントリークラブ
●ホテルリッツ水原
●バリューホテルワールドワイドハイエンド
●ラマダドンタン
●ランドマーク

慶州 ●慶州ヒルトン
●ホテル現代慶州

●コーロン
●コモドホテル慶州
●ソノベル慶州
●The-K慶州ホテル（旧教育文化会館）
●ブルーワンリゾート
●ハンファリゾート

●ケンジントンリゾート慶州普門
●ベニキアスイスローゼンホテル
●慶州温泉観光
●アリス慶州ホテル

釜山 ●パークハイアット釜山
●ヒルトン釜山

●ウェスティンチョースン
●コーロンシークラウド
●パラダイスホテル釜山
●ロッテホテルプサン
●ホテル農心

●アクアパレス
●コモド
●ホテルパラゴン
●ホメルス
●パレードシードコンド
●イビスアンバサダー釜山シティーセンター
●ハンファリゾート海雲台
●イビスバジェットアンバサダー釜山海雲台
●クラウンハーバーホテル釜山
●ヒルサイド観光
●アベンツリー釜山
●イビスアンバサダー釜山海雲台
●海雲台センタム
●ソラリア西鉄
●ラマダアンコール海雲台
●釜山センタムプレミアホテル
●釜山ビジネスホテル
●新羅ステイ海雲台
●シタディン海雲台釜山
●バリューホテルワールドワイド釜山
●ラマダアンコール釜山駅
●ホテルフォーレプレミア南浦
●ノッテラミラホテル釜山

●釜山タワーヒルホテル
●プライム観光
●フラミンゴ
●ミラボー観光
●釜山観光
●東横イン釜山駅1・2
●東横イン海雲台1・2
●釜山セントラル
●イルアー
●海雲台ロードビーチ
●ベニキアソンジョン
●東横イン西面
●ホテルノア
●シエル・デ・メル
●ザ・マークヘウンデ
●ベストルイスハミルトン
●GNBホテル
●ホテルフォーレプレミア海雲台
●ホテルフォーレプレミア南浦
●グローバルイン
●スタンフォードイン
●ホテルTT
●アルバンシティホテル
●ラメルホテル

済州島 ●ザショアホテルチェジュ
（旧ハイアット
リージェンシー済州）
●済州ロッテホテル
●済州新羅
●ヘビチホテル＆リゾート
●ケンジントンリゾート済州ホテル

●済州KAL
●メゾングラッド済州
●ラマダプラザ済州
●西帰浦KAL
●済州SUNホテル＆カジノ
●フェニックス済州
●ロッテシティ済州

●トラベラースホテル済州
●パシフィック
●ハンファリゾート
●アスターホテル
●アンバーホテルセントラル
●ホテルスカイパーク済州I
●ギャラリーホテルレオ
●グラベル
●ベストウェスタン済州
●ラマダ済州ハムドク
●ラマダアンコール済州ソグィポ
●ホテル済州Mステイ
●オリエンタル
●ラオンホテル＆リゾート
●新羅ステイ済州
●ラマダ済州シティホール
●ホテルNANTA
●済州航空宇宙ホテル
●ハワードジョンソン済州ホテル
●ホテルザワン

●ニューアイランドツーリスト
●ベニキアホテル済州クリスタル
●サムヘイン観光
●ソウルツーリスト
●ニュー慶南観光ホテルリージェンシー
●ハナ
●ハニークラウン
●パル
●ハワイ
●ホテルサンビーチ
●ベニキアマリーナ
●ロベロ
●済州パレス
●オーシャングランド
●アイビー
●パークサイド
●ギャラクシー
●ロイヤル
●ホテルG
●トップパレス観光ホテル

●エーワン
●イファ
●ライン
●ザ・レッド

●シグニエル
●バンヤンツリークラブ＆スパソウル
●ビスタウォーカーヒル
●ザ・ウェスティンチョースンソウル
●グランドインター
コンチネンタルソウルパルナス
●グランドハイアットソウル
●ソウル新羅
●パークハイアットソウル
●ロッテホテルソウル
（エグゼクティブタワー)
●コンラッドソウル

●インターコンチネンタルソウルCOEX
●JWマリオットホテル
●オークウッドプレミアCOEXセンター
●サマーセットパレスソウル
●マリオット・エグゼクティブ・
アパートメントヨイドパークセンターソウル
●コンラッドソウル
●インペリアルパレス
●グランドアンバサダーソウル・
アソシエイテッド・ウィズ・プルマン
●グランドヒルトンソウル
●グランドウォーカーヒルソウル
（旧シェラトングランデウォーカーヒル)
●シェラトンソウルディーキューブシティーホテル
●ザ・プラザホテル
●ノボテルアンバサダー江南
●ミレニアムソウルヒルトン
●メイフィールド
●ロッテホテルワールド
●エムブルホテルゴヤン
●フォーポインツバイシェラトンソウル南山
●セジョン（世宗）
●JWマリオット・ソウル東大門スクエア
●シェラトンソウルパレス江南
●フォーシーズンズホテルソウル
●Tマークグランドホテル明洞
●コートヤードバイマリオットソウル南大門
●ル・メリディアン
●グラッドホテル汝矣島
●ソウルロイヤル
●ノボテルスイートアンバサダーソウル龍山
●グランドメルキュールアンバサダーソウル龍山
●ロッテホテルソウル（メインタワー)

韓国(注) ●TJホテル
●ヒューマンスタービル駅三
●ブラウン観光
●ニュー富林観光
●ノブレス観光
●YMCA
●ベニキアホテルフラワー
●可楽観光
●プライムインソウルホテル
●レインボー
●ホテルSAMHOパーク
●ICON
●VESTINホステル
●インターシティ

●ホテルスカイパークセントラル明洞
●センターマークホテル
●アベンツリー鐘路
●メルキュールソウルアンバサダー江南ソドベ
●ベストウェスタンプレミアム九老
●インペリアルパレスブティックホテル梨泰院
●イビスアンバサダーソウル仁寺洞
●イビスアンバサダー明洞
●THE Kソウルホテル
●アールヌーボー・シティ江南
●アールヌーボー・シティ瑞草
●ソウルオリンピックパークテル
●コアテルシェルビル
●コートヤードバイマリオットソウルタイムズクエア
●コリアナ
●スタンフォード
●ノボテルアンバサダードクサン
●パシフィック
●プリンスソウル
●プレジデント
●ベストウェスタンナイアガラ
●ベストウェスタンプレミアソウルガーデン
●ベストウェスタンプレミアホテル国都
（クットー)
●ベストウェスタンプレミア江南
●ホテルPJ（旧豊田)
●ホテルサムジョン
●ラマダソウル（江南）
●ラマダソウル東大門
●ラマダホテル＆スイーツソウル南大門
●ザ・リバーサイド●リベラ
●ケンジントンホテルヨイド
●ロッテシティ金浦
●ロッテシティホテル麻浦
●ティーマークホテル明洞
●ラマダアンコールソウル東大門
●ドーミーインプレミアムソウルカロスキル
●新羅ステイ駅三●ロッテシティ九老
●ゴールデンソウル
●フレイザープレイス南大門
●スカイパークホテル東大門
●サミットホテル東大門
●ベイトンソウル東大門
●新羅ステイ西大門●新羅ステイ麻浦
●新羅ステイ光化門●アロフト江南
●クラウンパーク
●ソラリア西鉄ホテルソウル明洞
●相鉄ホテルズ・ザスプラジールソウル東大門
●相鉄ホテルズ・ザスプラジールソウル明洞
●ロッテシティホテル明洞
●トラベロッジ東大門ソウルホテル
●スカイパークキングスタウン東大門
●新羅ステイ九老
●ベストウェスタンアリランヒル東大門
●アバンプレイス江南
●ステイビーホテル明洞
●ナインツリープレミアⅡ
●ミレオレ東大門
●イビススタイルズアンバサダーソウル明洞
●ヴェニュー G●ホテル呉竹荘
●チサンホテルソウル明洞
●イビススタイルズアンバサダーソウル江南
●ホテルグレイスリーソウル
●オラカイ仁寺洞スイーツ●グラッド麻浦
●アロフト明洞
●ミリオレホテルソウル明洞
●トラベロッジ明洞乙支路
●イビススタイルズアンバサダーソウル龍山
●ナイスツリープレミアホテル仁寺洞
●ノボテルアンバサダーソウル龍山
●グレイスリーソウル
●ナインツリープレミア仁寺洞
●ドーミーインソウル江南

ラオス（注）

ソウル ●アイリンシティ
●ホテルアイリン
●ベニキアアカシア
●ホテルダブルA
●仁寺洞クラウン
●サボイホテルソウル
●スカイパーク明洞Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
●セントラル観光
●セントロ
●ニューオリエンタル
●ハミルトン
●ビジョン
●東大門ホテル
●メトロ
●ヨイド
●リバーパークツーリストホテル
●レックス
●ヨンドン（永東)
●ハンガンツーリスト（漢江）
●慶南観光
●古宮ホテル
●ホテル東ソウル
●東横インソウル東大門
●梨泰院クラウン
●ジェイビス
●エムビズホテル
●ナインツリーホテル明洞
●プロビスタホテル＆レジデンス
●ベニキアホテルKP
●ハイソウルユースホステル
●メイプレイスソウル東大門
●ホテルマヌ
●マリーゴールド
●イビスバジェットアンバサダー東大門
●ゴールデンシティホテル東大門
●南山シティー
●オリエンスホテル＆レジデンス
●ニュー国際ホテル
●ミレオレホテル
●ビクトリア
●IBCホテル
●ザ・ステイホテル明洞
●ホテルステイインソウル駅
●ベストウェスタンニューソウルホテル
●モーニングスカイ
●ヨンビン
●ニューコリアホテル
●フローラルホテルシンシンソウル明洞
●セントラル観光ホテル
●チサンホテルソウル明洞
●STAZホテル明洞1号店
●STAZホテル明洞2号店
●ステイBホテル明洞
●ホテルトーマス明洞
●ベニキアプレミア汝矣島ホテル



水安堡 ●水安堡パーク
●ハンファリゾート水安堡温泉
●水安堡温泉
●水安堡常緑
●水安堡ザ朝鮮観光

大邱 ●インターブルゴ（本館・別館）
●ノボテルアンバサダー大邱
●大邱グランド

●G.Sプラザ
●AWホテル
●エルディスリージェント
●エアポート
●インターブルゴエクスコ
●ラオンジェナ

●アリアナ
●ユニオン観光
●大邱寿城
●ザ・パレス
●ホテルクリスタル
●東仁観光

大田（儒城） ●ロッテシティホテル大田
●リベラ儒城

●アドリア
●ホテルインターシティ
●儒城

●シャモニー
●レザンド
●東横イン大田政府庁舎前

光州 ●ホリデイイン光州
●ラマダプラザ光州

●光州グランド
●シンヤン・パーク
●セントラル観光
●プラド
●無等パーク

●グランプリ観光
●パレス観光
●ヒディング
●プリンス
●光州国際ビジネスホテルW

慶尚南道
（釜谷・統營）

●ロッテホテル蔚山
●サムスンホテル巨済
●グランドマキュアーアンバサダーチャンウォン

●ロッテシティホテル蔚山 ●レイクヒルズリゾート釜谷
●釜谷ロイヤル観光
●統營観光
●統營亀甲船
●巨済観光
●巨済島ビーチ
●蔚山東横イン

忠清北道 ●清風リゾート●丹陽大明リゾート

忠清南道（温陽・道高・扶
余）

●ロッテ扶館リゾート ●温陽グランド ●Wホテル（旧インターパーク観光ホテル）
●パラダイススパ道高
●牙山
●湖西ホテル
●温陽第一観光ホテル
●温陽観光

江原道 ●普光フェニックスパーク
●雪岳ケンシントンスター
●江原ランドホテル
●インターコンチネンタルアルペンシア平昌リゾート
●ホリデイインアルペンシア平昌
●ラマダ江原束草
●ロッテリゾート束草
●THE CLASS 300

●ハイワンパレスホテル
●原州インタープルゴ
●ホリデイインアルペンシア平昌スイーツ
●ハンファフェニックスパーク平昌
●オリエントホテル&リゾート
●ケンシントンフローラホテル
●サンクルーズリゾート
●龍平リゾート
●ハンファリゾート雪岳山
●スカイベイホテル（江陵)

●五色グリーンヤード
●雪岳錦湖リゾート
●THE Ｋ家族ホテル雪岳
●シーマークホテル江陵

仁川 ●パラダイスシティ
●慶源齋アンバサダー仁川

●シェラトングランド仁川
●グランドハイアット仁川
●OLYMPOSホテル

●ラマダ松島
●オラカイ松島パークホテル
●ロイヤルエンポリウム

●スカイ
●ベストウェスタンプレミアインチョンエアポート
●ホテルカリス
●仁川エアポート
●ベストウェスタン仁川ロイヤル

慶尚北道
（学者村・白岩・徳邱）

●金文起家
●白岩ハンファリゾート
●白岩観光
●徳邱温泉観光
●インドン長氏本家
●斗岩古宅
●晩竹齋
●海遇党古宅
●金相進家
●金世基家
●ソンヴィ文化院

春川 ●ラデナリゾート
●エリシアン江村

●春川ベアーズタウン
●ベニキア春川ホテル（旧春川観光)
●春川世宗ホテル

全羅南道 ●エルドラドリゾート
●順天エコグラッド

●NAJUホテル（旧Mステイホテル) ●順天ユシムチョンスポーツ観光
●順天ロイヤル観光
●ホテルブルナ
●ムアンビーチホテル

木浦 ●ホテル木浦現代 ●シャングリラビーチ観光
●新安ビーチ

麗水 ●ヒドゥンベイ
●ソノカム麗水
●麗水ディーオーシャンリゾート
●シティパークリゾード

●ビー＆ビーチ観光ホテル ●麗水シャンボーンホテル
●ホテルマティユ麗水

智異山 ●智異山ハンファリゾート ●第一温泉ホテル
●智異山温泉ランド＆リゾート
●THE Ｋ智異山家族ホテル
●山清温泉ランド

利川 ●ミランダ

安東 ●リッチェル●安東グランド ●安東パーク観光

全州 ●ホテル・ル・ウィン（旧全州コーアリベラ)
●ラマダ全州ホテル

●ベキニア全州漢城ホテル

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

台北 ●W台北
●オークラプレステージ
（大倉久和）
●グランドハイアット（君悦）
●グランドメイフル（美福）
●ザ・グランドホテル本館
（圓山大飯店本館）
●シーザーパーク板橋
（板橋凱撤新橋）
●シェラトングランドタイペイ（喜来登）
●シャーウッド（西華）
●シャングリラ
ファーイースタンプラザ
（香格里拉遠東国際）
●ハンブルハウス（寒舎艾麗）
●ヒルトン台北新板
（新板希爾頓酒店）
●マリオット（萬豪）
●リージェント（晶華）
●ル・メリディアン（寒舎艾美

●アンバサダー（国賓）
●インペリアル（華国）
●エバーグリーンローレル台北（長栄桂冠）
●ガーデン（花園）
●キャピタル（首都・旗艦館）
●コートヤード・バイ・
マリオット（六福萬怡酒店）
●ザ・グランドホテル別館
（圓山大飯店別館）
●サンワールドダイナスティホテル・タイペイ（王朝）
●サンワンレジデンス
（神旺商務）
●シーザーメトロ台北
（凱達大飯店）
●パークタイペイ（美侖）
●パレデシン（君品）
●ハワードプラザ（台北福華）
●フーロン（福容）
）●ミラマーガーデン
（美麗信花園）
●ランディスホテル
（亜都麗緻）
●レオフーレジデンス
（六福居）
●レスイーツ（商旅慶城館）
●ロイヤルニッコータイペイ
（老爺）

●amba台北松山
●amba台北西門町
●amba台北中山
●ガーラ（慶泰）
●キャピタル（首都）
（南京館・小巨蛋館、松山館）
●ギャラリー（麒麟商旅）
●グロリアプリンス
（華泰王子）
●ゴールデンチャイナ（康華）
●シーザーパーク（凱撤）
●シティスイート南西館
（城市商旅）
●シティスイート南東館
（城市商旅）
●ジャストスリープ三重館
●ジャストスリープ
西門館林森館（捷絲旅）
●ジャストスリープ台大館
●センス（伸適商旅）
●タイペイシティホテル
（台北城）
●チャムチャムホテル台北
（趣淘漫旅）
●プラチナムホテル
（白金花園）
●ホームホテル（大安）
●ホテルイントレンディー
（麗京桟）
●ホテルコッツィ
（台北和逸／忠孝館・民生館）
●ホリデイインイースト
（深坑假日）
●ミッドタウンリチャードソン（徳立荘酒店）
●ユナイテッド（国聯）
●ロイヤルシーズンズ
（皇家季節）

●コスモス（天成）
●ザリッチフォレスト
タイペイ（台北哲園商旅）
●ニューコンチネンタル
（中源）
●フォーチュンハイアット
（福君海悦）
●フォワード（馥華商旅）
●ブラザー（兄弟）
●リーリーガーデンホテルタイペイ（力麗哲園商旅）
●ロイヤルインタイペイ南西
（老爺商務会館）
●ロイヤルインタイペイ林森

●V.I.P（上賓）
●エンペラー（国王）
●オレンジホテル リンセン
（福泰桔子商旅・林森店）
●グリーンワールドインチュンサン
（洛碁山水閣大飯店）
●グリーンワールドインリンセン
（洛碁大飯店・林森館）
●グリーンワールドホテル  松江（洛碁大飯店・松
江館）
●ザ・メトロ（豪爵）
●ザディーラー（廸樂商旅）
●サンルート（燦路都）
●シイメンシチズン
（西門星辰）
●シティ（北城）
●チェアマン（城美）
●パークシティホテル淡水
（成旅晶賛）
●ピーファ（百花商務）
●ファースト（第一）
●ファンリンセン
（趣飯店／杯森館）
●フローラ（花華）
●ユナイトホテル（統一）
●リバービュー（豪景）
●リライトホテル
（西門麗萊商旅）
●リンクワールド（世聯商旅）
●レインボー（長虹）
●レオフー（六福）
●ワンテル（一楽園大飯店）
●新凱商務飯店
（シルケンホテル）

●エンプレスホテル（帝后）
●ニューワールド（新仕界）
●ホテルB（碧瑶）
●メドウ（密都）

北投 ●グランドビューリゾートペイトウ（北投麗禧）
●日勝生加賀屋

●スイートミーホットスプリングリゾート
（水美温泉会館）
●スプリングシティリゾート
（春天）
●ホテルロイヤル（北投老爺）

●ザ・コーズスイート
（仲信商務会館）
●プラチナ（新店白金花園）

●アタミ（熱海大飯店）

陽明山 ●テンライリゾート＆スパ
（天籟渡假）
●ヤンミンサンランディス
リゾート（陽明山中国麗緻）

基隆 ●エバーグリーンローレル
（基隆長栄桂冠）

●コダック（柯達）
●ペイドゥ（北都）
●ボウティックス・リゾート
ホテル（野柳泊逸渡假酒店）

翡翠湾 ●ハワードビーチリゾート   グリーンベイ（翡翠湾福
華）

林口 ●ミラマーリゾート
（美麗華高爾夫郷村倶楽部）

桃園 ●ウェスティン大渓リゾート
（大渓笠復威斯汀度假）

●ノボテル
（台北諾富特華航桃園機場）
●桃園喜來登
（シェラトン桃園ホテル）

●オーチャードパーク
（桃禧航空城）
●サウスガーデンホテルリゾート（南方荘園）
●シティースイート航空館
（城市商旅）
●タオ・ガーデン（桃花園）
●ヤワードホテル（悦華）
●中壢フーロン（中壢福容）
●桃園フーロン（桃園福容）

●シャートーデシンタオユアン（翰品）
●ジンユエ国際ホテル
（晶悦国際）
●チュートプラザ（住都）
●ル・ミディ（中壢米堤）
●桃園智選假日飯店

新竹 ●アンバサダー（新竹国賓）
●カールトンホテル北大館
（卡爾登飯店−北大館）
●シンチュウシェラトン
（新竹喜来登）
●ロイヤルシンチュウ
（新竹老爺）

●カールトンホテル中華館
（卡爾登飯店−中華館）
●ハワードプラザ新竹
（新竹福華）
●フォルテ（福泰商務）
●レークショア新竹（煙波）

●フーホン（福宏商務）

宜蘭 ●ウェスティン宜蘭リゾート ●シルクプレイス（蘭城晶英）
●レイクショアホテル蘇澳
（煙波）
●羂東村却国際温泉酒店

礁渓 ●ウェルスプリングバイ   シルクス（礁渓晶泉豊旅）
●エバーグリーンリゾート
（礁渓長栄鳳凰）
●ホテルバレッタ
（中天温泉渡假飯店）
●ロイヤルチャオシースパ
（礁渓老爺）
●寒沐酒店
●山形閣

●アートスパ（中冠礁渓）
●キリン礁渓（礁渓麒麟）
●ザリバーサイド
（鳳凰徳陽川泉旅）
●ジャストスリープ   宜蘭礁渓館（捷絲旅）

●シャンドリチャイナ   トラスト（山多利中信） ●サンスプリング（山泉）

台湾



台中 ●エバーグリーンローレル
（台中長栄桂冠）
●ザスプレンダータイチュン
（金典）
●ミレニアム・ビー・ホテルタイチュウ（台中日月千
禧）
●リンホテル（林）
●ワン（亜緻）

●インハウスホテル台中
（薆悦酒店）
●ウィンザー（裕元花園）
●テンパス（台中永豊棧）
●ナショナル（台中全国）
●ハワードプリンス
（台中福華）
●フレッシュフィールズ
（清新温泉度假）
●ホテルロイヤル
（大毅老爺行旅）

●シンカンセンガーデン
（新幹線花園）
●パークシティー（成旅晶賛）
●メゾンデシン兆伊楼
（台中兆品）
●リーチアロイヤルガーデン
（麗加園邸）
●ロイヤルシーズン
（皇家季節）
●金典緑園道商旅パークレーンイン
●台中福泰桔子商旅−公園店
●台中馥品大飯店

●CUHOTEL（西悠）
●HiONEギャラリーホテル台中（海湾藝術酒店）
●フーシン（富信）
●メゾンデシン品臻楼
（台中兆品）
●豪爵大飯店台中館
●中科（台中中科）

●ウェンウォン（文王）
●エンタープライズ（企業家）
●ツインスター（雙星）
●フーウォン（富王）

汐止 ●フーシン（富信）

日月潭 ●ザウェンワンリゾート
（日月行館国際観光）
●ラルー（涵碧楼）

●フローデシン（雲品） ●サンムーンレイク（日月潭）
●デルラゴ（大来閣）
●リーリーガーデン
（力麗哲園会館）
●日月潭フリー温泉リゾート
（日月潭馥麗温泉）

●ジンション（景聖楼）
●スイサレンホテル
（日月潭水沙蓮観光）

嘉義 ●ナイスプリンス（耐斯王子） ●オレンジホテル（福泰桔子商務旅館−嘉義文化
館）
●サウスアーバン（南院旅墅）
●サンダイアログ（天成文旅・繪日之丘）
●メゾンデシン（嘉義兆品）

台南 ●シャングリラファーイースタンプラザ
（香格里拉台南遠東国際）
●シルクスプレイス
（台南晶英）
●ダイオクランディス
（大億麗緻）

●クイーナプラザ（桂田）
●ロイヤル（台南老爺行旅）
●ワイヤット・グランド（維悦）

●エバーグリーン（台糖長栄）
●ゴールデンチューリップグローリーファイン
（栄美鬱金香）
●コッティ台南ホテル
（和逸台南）
●ハイビスカス（山芙蓉渡假）
●フーシン（富信）
●ベスト（立多文旅）
●台南富驛時尚酒店
（FXホテル台南ミンシェン
ロードブランチ）

●タイナン（台南） ●ダイナスティ（新朝代）

高雄 ●イーダロイヤル（義大皇家）
●グランドハイライ
（高雄漢来）
●シルククラブ（晶英行館）

●アンバサダー（高雄国賓）
●グランド（高雄澄清湖圓山）
●コッツィ高雄（中山館）
●スカイラーク
（高雄義大天悦）
●スプリングヒルリゾート
（花季度假）
●ハワードプラザ（高雄福華）
●ハンシェンインター   ナショナル（寒軒国際）
●フーロン（高雄福容）

●ザ・リーズ（高雄麗尊）
●シティスイート真愛館
（城市商旅）
●シャトーデシンカオシュン
（高雄翰品）
●ホリデイガーテン
（高雄華園）
●メトロポリタン（大都会）

●エバーグリーン（統茂松柏）
●シシュワンホテルラブリバー
（高雄西子灣大飯店愛河館）
●ジャストスリープ（捷絲旅）

●キングシップ（漢王洲際）
●ナショナルシチズン
（国際星辰）
●ベスト（立多商旅）
●ホテルRカオシュン（尊龍）
●ホテルキングスタウン
（京城）

墾丁 ●シーザーパーク（墾丁凱撤）
●ハワードビーチリゾート
（墾丁福華渡假）

●フーロンリゾート
（墾丁福容）
●ヨホビーチクラブ＆リゾート
（墾丁悠活麗緻渡假村）
●レオフーリゾート
（墾丁六福）

知本 ●センチュリー（金聯世紀）
●ロイヤルチーペン
（知本老爺）

●ホヤホットスプリンクリゾート
（富野温泉休閒会館）

●アワンホテル（知本亜湾）
●ゴヤホットスプリング
（高野）
●レインボーリゾート
（泓泉渡假村）

台東 ●パパゴインターナショナルリゾート
（日暉國際渡假村台東池上）
●フォルモサナルワン
（娜路灣）
●ルミナスホットスプリング
＆スパ（鹿鳴温泉酒店）

花蓮 ●グランドコスモスリゾート瑞穂
（瑞穂春天国際観光酒店）

●パークビュー（花蓮美侖）
●ファーグローリー
（遠雄悦来）
●フーロン（花蓮福容）
●プロミスランドリゾート
（理想大地渡假）
●レークショア（煙波）

●アズレ（藍天麗池）
●ジャストスリープ（捷絲旅）
●シャトーデシンホワリェン
（花蓮翰品）
●パークシティ（成旅晶贊）

●アスター（亜土都）
●リリーガーデン
（花蓮力麗哲園）

天祥（タロコ） ●シルクプレイスタロコ
（太魯閣晶英）

阿里山 ●アリサンハウス
（阿里山賓館・現代館）

●アリサンハウス
（阿里山賓館・歴史館）

●アリサンゴーホテル
（阿里山閣）
●文山賓館
（ウンサンビーカン）

石門 ●ハワードプラザ
（石門水庫福華）

關子嶺温泉 ●儷景温泉会館
●關子嶺統茂温泉会館

烏来 ●ヴォランドウーライ
（馥蘭朵烏来渡假）

●ポーズランディスリゾート
（璞石麗緻温泉会館）

埔里 ●イースホテル
（冠月精品旅館）

●チンポウ（鎮賓）

鯉魚潭風景圧 ●レークサイドリゾート
（天水蓮）

四重渓 ●ミナミタイワン
（南台湾温泉）

金門島 ●金沙假日

三峡 ●グレートツールリゾート
（大坂根森林温泉渡假村）

雲林 ●ダイナスティ（御品王朝）

南投 ●ミンジンファーム
（明琴清境）

鹿港 ●ユニオンホテル（永楽酒店）

国・地域名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス（注） （SP）スーペリア（注） （FR）ファースト （ST）スタンダード（注） （EC）エコノミー

香港
（九龍半島）

●W香港
●インターコンチネンタル香港
●カオルーン・シャングリラ
●ケリーホテル
●ザ・ペニンシュラ
●ザ・ランガム香港
●ザ・リッツカールトン
●ローズウッド香港

●インターコンチネンタルグランドスタンフォード香
港
●エルホテルエラン
●エルホテルニナコンベンションセンター
●エンパイアホテルカオルーン尖沙咀
●クラウンプラザ香港カオルーンイースト
●ゲートウェイ香港
●コーディス香港アットランガムプレイス
●コードヤードバイマリオット沙田
●ザ・シティビュー（プレミアムルーム）
●ザ・ミラ香港
●ザ・ラックスマナー
●ザ・ロイヤルパシフィックホテル＆タワーズ（タ
ワーウィング）
●シェラトン香港ホテル＆タワーズ
●ニューワールドミレニアム香港ホテル
●ノボテルシティーゲイト香港
●ハーバーグランド九龍
●ハイアットリージェンシー香港・沙田
●ハイアットリージェンシー香港・尖沙咀
●プリンス香港
●ホテルSav
●ホリディインゴールデンマイル
●マルコポーロ香港ホテル
●リーガル・カオルーンホテル
●リーガルエアポートホテル
●ロイヤルガーデンホテル
●ロイヤルプラザホテル

●B.Pインターナショナル
●アイクラブモンコック
●イートン香港
●キンバリーホテル
●コージーオアシス
●コージーハーバービュー
●ゴールドコーストホテル香港
●ザ・カオルーンホテル
●ザ・シティビュー
●ザ・ロイヤルパシフィックホテル＆タワーズ
（ホテルウィング）
●ソールズベリー YMCAオブ香港
●ドーセットツェンワン香港
●ドーセットモンコック
●ノボテルネイザンロードカオルーン
●パークホテル
●ハーバープラザ8ディグリーズ
●ハーバープラザメトロポリス
●ハーバープラザリゾートシティ香港
●ヒルトンガーデンイン
●プルデンシャル
●ベストウェスタンプラスカオルーン
●ペンタ・ホテルカオルーン
●ホテル・パノラマ・バイ・ロンバス
●ホテルステージ
●ホリデーインエクスプレスカオルーンイースト
●ロイヤルパークホテル（新界地区）

●アイクラブ・マタウワイ
●イーズアクセス
●イーズホテル
●インペリアル
●ガンドンホテル
●シルカ・シービュー
●シルカウエストカオルーン
●シルカファーイーストホテル
●シルカ筌湾
●スタンフォードヒルビューホテル
●スタンフォードホテル香港
●パンダホテル
●メトロパークカオルーン
●ランブラーオアシス
●ランブラーガーデン
●リーガル・オリエンタルホテル
●リーガルリバーサイドホテル（新界地区）
●香港ニュートンプレイスホテル

香港
（香港島）

●J.W.マリオットホテル香港
●アイランドシャングリラ
●オーシャンパークマリオット
●グランドハイアット香港
●コンラッド香港
●ザ・アッパーハウス
●フォーシーズンズ香港
●マンダリンオリエンタル香港
●ランドマークマンダリンオリエンタル香港

●エルホテル・コーズウェイベイハーバービューホ
ンコン
●エルホテルアイランドサウス
●エンパイアホテル香港コーズウェイベイ
●エンパイアホテル香港ワンチャイ
●クラウンプラザコーズウェイベイ
●コートヤードバイマリオット香港
●ザ・パークレーン香港プルマンホテル
●ハーバーグランド香港
●ハーバープラザノースポイント
●ハイアットセントリックヴィクトリアハーバー香港
●ホテルジェン
●ランソンプレイスホテル
●リーガル香港ホテル
●ル・メリディアンサイバーポート
●ルネッサンスハーバービューホテル

●アイクラブションワンホテル
●イースト香港
●エンペラーハッピーバレー
●コスモホテル
●コスモポリタンホテル
●シティガーデンホテル
●ノボテルセンチュリー香港
●バタフライ・オン・ウェリントンブティックホテル
●ベストウエスタンホテルコーズウェイベイ
●ホテルアレクサンドラ
●ホリディイン・エクスプレス・コーズウェイベイ
●メトロパークコーズウェイベイ
●ランカイフォンホテルアットガウユーフォン
●ローズデールホテル香港

●アイクラブフォーレストヒル
●アイランドパシフィックホテル
●イビスノースポイント
●エンパイヤホテルコーズウェイベイ
●ザ・チャーターハウスコーズウェイベイ
●ザ・ハーバービュー
●サウスパシフィックホテル
●ニュートン香港
●バタフライオン・ハリウッドブティックホテル
●ベストウエスタンハーバービュー
●ベストウェスタンプラスホテル

香港
（ランタオ島）

●香港ディズニーランドホテル ●ディズニーエクスプローラーズロッジ
●ディズニーハリウッドホテル

香港
（その他の地区）

●香港スカイシティマリオットホテル

マカオ ●JWマリオット
●MGMコタイ
●MGMマカオ
●アルティラ
●ウィン・パレス
●ウィンマカオ
●ギャラクシー
●クラウン・タワーズマカオ
●グランドハイアット
●グランドリスボア
●コンラッドマカオ・コタイセントラル
●ザ・ヴェネチアン・マカオリゾートホテル
●ザ・パリジャン・マカオホテル
●シェラトンマカオ・コタイセントラル
●パウサダ・デ・サンチャゴ
●バンヤンツリー
●フォーシーズンズホテル・コタイストリップ
●ホテルオークラマカオ
●マンダリンオリエンタル
●リッツカールトン

●ウォルド
●カーサレアル
●グランドエンペラー
●グランドコロアンリゾート
●グランドラパ
●ザ・カウントダウンホテル
●スターワールド
●スタジオシティー
●ソフィテルマカオアットポンテ16
●ニューオリエントランドマークホテル
●ホリデイインマカオコタイセントラル
●ラルクホテル
●リスボア
●ロイヤル
●ロックス

●ゴールデンドラゴン
●ニューセンチュリー
●ビバリープラザ
●プレジデンテ
●ブロードウェイマカオ
●ポウザダマリーナインファンテ
●ホリデイインマカオ
●ミリオンドラゴン
●メトロパークホテルマカオ
●リージェンシー
●リオ
●リビエラホテルマカオ
●ロイヤルドラゴン

●エンペラーホテル
●ギアマカオ
●グランドドラゴン
●グランドビュー
●ゴールデンクラウンチャイナ
●シントラ
●フーフアホテル
●マカオマスターズ
●メトロポール

国    名 都市名 （SD）スーパーデラックス （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

香港・マカオ



古北水鎮

慕田峪 ●紅螺園飯店
●山水時尚酒店（北京懐柔店）
●慕田峪長城酒店

●水鎮大酒店
●古北之光大酒店

●北京嘉里大酒店（ケリーホテル北京）
●王府半島酒店（ザ・ペニンシュラ北京）
●北京燕莎中心凱賓斯基飯店（ケンピンスキー北京燕
莎）
●金融街洲際酒店
（インターコンチネンタルフィナンシャルストリート）
●北京港澳中心瑞士酒店（スイスホテル北京）
●北京中航泊悦酒店
●北京瑞吉酒店（セントレジス北京）
●北京国際芸苑皇冠假日酒店（クラウンプラザ北京）
●北京千禧大酒店（グランドミレニアム北京）
●中国大飯店（シャングリラチャイナワールド）
●天倫王朝飯店（サンワールドダイナスティ）
●北京東方君悦大酒店（グランドハイアット北京）
●北京璞邸酒店
●北京JW万豪酒店（JWマリオットホテル北京）
●北京長城飯店（グレートウォール北京）
●北京希爾頓酒店（ヒルトン北京）
●北京金融街威斯汀大酒店
（ウエスティン北京フィナンシャルストリート）
●北京金融街麗思卡爾頓酒店
（ザ・リッツカールトンフィナンシャルストリート北京）
●北京麗思卡爾頓酒店（ザ・リッツカールトン北京）
●北京香格里拉飯店（シャングリラホテル北京）
●北京柏悦酒店（パークハイアット北京）
●北京飯店●北京飯店諾金（北京ホテルヌオ王府井）
●北京万達索菲特大飯店（ソフィテルワンダ北京）
●北京麗晶酒店（リージェント北京）
●励俊酒店（レジェンデールホテル北京）
●王府井希爾頓酒店（ヒルトン王府井）
●北辰洲際酒店（インターコンチネンタル北辰）
●長富宮飯店（ニューオータニ）
●頤和安縵酒店（アマンアットサマーパレス北京）
●北京希爾頓逸林酒店（ダブルツリーバイヒルトン北
京）
●北京華彬費爾蒙酒店（フェアモント北京）
●北京国貿大酒店
（シャングリラチャイナワールドサミットウイング北京）
●金茂北京威斯汀大飯店（ウエスティン北京朝陽）
●北京海航大厦万豪酒店（北京マリオットノースイース
ト）
●北京金隅喜来登酒店（シェラトン北京東城）
●鑫海綿江大酒店（シンハイジンジャンホテル）
●華僑大厦●漢華国際飯店
●貴賓楼飯店●京都信苑飯店●尼斯国際大酒店
●国賓酒店（プレデンシャル北京）
●昆泰嘉華酒店（クンタイロイヤル）●昆侖飯店（クン
ルン）
●首都大酒店（キャピタル）●新聞大厦酒店（ニュース
プラザ）
●翠宮飯店（ジェイドパレス）●西苑飯店
●北京中奥馬哥孛羅大酒店（マルコポーロパークサイ
ド北京）
●長安大飯店
●北京帝景豪生大酒店
（ハワードジョンソンリーガルコート北京）
●北京亜洲大酒店（北京アジアホテル）
●北京五洲皇冠国際酒店
●北京国際飯店
●北京新世紀日航飯店（ホテルニッコー）
●北京西単美爵酒店（グランドメルキュール西単）
●北京和喬麗致酒店●北京寰島博雅大酒店
●龍城温徳姆酒店（ウィンダム北京ノースホテル）
●北京新雲南皇冠假日酒店（クラウンプラザ新雲南）
●伯豪瑞廷酒店（ラジェガスト）
●京瑞温泉国際酒店
●北京西国貿大酒店
●北京万達嘉華酒店（ワンダリーム北京）
●名人国際大酒店
（セレブリティーインターナショナルグランド）
●北京美泉宮飯店（シェーンブルンホテル）
●北京海淀永泰福朋喜来登酒店
（フォーポインツバイシェラトン北京海淀）
●遼寧大厦（ロイヤルキング北京）
●首都機場希爾頓酒店
（ヒルトン北京キャピタルエアポート）
●北京興基鉑爾曼飯店（プルマン北京サウス）
●北京臨空皇冠假日酒店
（クラウンプラザ北京インターナショナルエアポート）
●北京朝陽悠唐皇冠假日酒店（クラウンプラザ北京朝
陽）
●北京中関村皇冠假日酒店（クラウンプラザ北京中関
村）
●工大建国飯店（グランドゴンダジャングオ北京）
●漁陽飯店
●北京金茂万麗酒店（ルネッサンス北京王府井）
●昆泰酒店
●北京東方美爵酒店（グランドメルキュール東城）
●北京珠三角JW万豪酒店（JWマリオット北京セントラ
ル）
●北京康莱徳酒店（コンラッド北京）
●北京麗都皇冠假日酒店（クラウンプラザ北京麗都）
●北京四季酒店（フォーシーズンズ北京）
●北京麗維賽徳酒店
●北京泰山飯店
●北京麗景湾国際酒店
●北京楽多港万豪酒店●豊台万豪酒店
●北京華爾頓酒店（原鴻坤国際大酒店）

●金門大酒店
●江天賓館
●港鴻旅館
●上海宝豊聯大酒店
●中福大酒店
●田林賓館
●南華亭酒店
●上海天鵝賓館
●北外灘東信酒店
●上海明珠大飯店
●上海中電大酒店
●上海匯享新亜大酒店
●錦江都城経典上海青年会酒店

●北京宝辰飯店（ハワードジョンソンパラゴンホテ
ル）
●国都大飯店
●斯博瑞飯店（スプリングホテル）
●新僑諾富特飯店（ノボテル北京新僑）
●五環大酒店
●前門建国飯店
●中苑賓館（セントラルガーデン）
●北京中環假日酒店（ホリデインセントラルプラザ）
●中成天壇假日酒店（ホリデイイン中成天壇北京）
●北京長峰假日酒店（ホリデイイン北京長峰）
●天壇飯店
●東方花園飯店（オリエンタルガーデン）
●徳宝飯店
●徳宮飯店
●馬哥孛羅西単酒店（マルコポーロセイタン北京）
●北京金都假日酒店（ホリデイ・イン ダウンタウン
北京）
●北京港中旅維景国際大酒店（グランドメトロパー
ク）
●北京諾富特和平賓館（ノボテルピースホテル北
京）
●北京麗亭華苑酒店（パークプラザ北京サイエン
スパーク）
●北京寰島博雅大酒店
●北方佳苑飯店
●北京貝爾特飯店（ペンタホテル北京）
●友誼賓館（フレンドシップ）
●亮馬河飯店（ランドマークタワーズ）
●北京麗亭酒店（パークプラザ北京王府井）
●北京艾維克酒店（エイビックホテル）
●京倫飯店
●諾富特三元酒店（ノボテル三元）
●北京人済万怡酒店
（コートヤードバイマリオット北京ノースイースト）
●北京上東商貿飯店（トレダーズ上東ホテル北京）
●北京皇家大飯店（ラディソンブルホテル北京）
●北辰五洲大酒店
●江西大酒店
●金龍潭大飯店
●好苑建国商務酒店
●燕苑國際度假日酒店
●北京融金中財大酒店
●永興花園飯店
●建設大厦
●遠通維景国際大酒店（グランドメトロパーク遠通
ホテル）
●北京徳勝門華宇假日酒店（ホリデイイン北京徳
勝門）
●北京方恒假日酒店（ホリデイイン北京フォーカス
スクエア）
●北京紅杉假日酒店（ホリデイイン北京海淀）
●北京明豪戴斯酒店
（デイズホテル北京ニューエキシビジョンセンター）
●北京銀楓戴斯商務酒店
（デイズインビジネスプレイス北京銀楓）
●北京龍湾戴斯商務酒店
（デイズインビジネスプレイス北京龍湾）
●北京麗都維景酒店（メトロパークリド北京）
●北京中奥華美達大酒店（ラマダパークサイド北
京）
●北京華騰美居酒店（メルキュール北京ダウンタウ
ン）
●森根国際大酒店
●グランドスカイライトキャティックホテル
●天倫松鶴大酒店（サンワールド）
●南京大飯店
●広西大厦
●唐山大厦
●北京竹藤国際大厦
●東交民巷飯店

●二十一世紀飯店
●凱康国際酒店
●乾元国際商務酒店
●金質商務酒店
●瑞馳大酒店
●崇文門飯店
●竹園賓館
●中工大厦
●東方飯店
●平安府賓館
●侶松園賓館
●和平里大酒店
●三元橋宜必思酒店（ホテルイビス北京三元橋）
●望京快捷假日酒店（ホリデイインエクスプレス望
京）
●民族園快捷假日酒店（ホリデイインエクスプレス
民族園）
●北京新悦宏国際酒店
●宣武門商務酒店
●成遠飯店
●旅居華僑飯店
●護国寺賓館

北京中国

上海 ●上海紅塔豪華精選酒店（ラグジュアリーコレクション上海）
●上海四季酒店（フォーシーズンズホテル上海）
●上海金茂君悦大酒店（グランドハイアット上海）
●浦東香格里拉大酒店
（浦東シャングリラホテルリバーウィング・グランドウィング
●揚子江万麗大酒店（ルネッサンス上海揚子江ホテル）
●上海虹橋錦江大酒店
●富豪環球東亜酒店
（リーガルインターナショナル・イーストアジアホテル）
●上海興国麗笙賓館（ラディソンプラザシングオホテル上
海）
●万豪虹橋大酒店（上海マリオットホテル虹橋）
●上海波特曼麗嘉酒店
（ザ・ポートマン・リッツカールトン上海）
●上海明天広場JW万豪酒店
（JWマリオットトゥモロースクエア）
●上海龍之夢大酒店（ザ・ロンジモント上海）
●上海世茂皇家艾美酒店（ル・ロイヤルメリディアン上海）
●上海千禧海鴎大酒店（グランドミレニアム虹橋）
●上海外灘中心威斯汀大飯店
（ザ・ウエスティンバンドセンター上海）
●淳大万麗大酒店（ルネッサンス上海浦東ホテル）
●上海錦江湯臣洲際大酒店
（インターコンチネンタル浦東上海）
●上海外灘茂悦大酒店（ハイアットオンザバンド）
●喜来登由由酒店（シェラトン上海ホテル＆レジデンス浦
東）
●上海日航飯店（ホテルニッコー上海）
●上海宏泉麗笙酒店（ラディソンホテル上海宏泉）
●上海花園飯店（オークラガーデン）
●上海証大美爵酒店
（グランドメルキュールシャンハイセンチュリーパーク）
●華亭賓館（本館）（ホアティンホテル＆タワーズ）
●上海天禧嘉福璞緹客酒店
（スカイフォーチュンブティックホテル）
●上海豫園万麗酒店（ルネッサンス上海豫園）
●新世界麗笙大酒店
（ラディソンブリュホテルニューワールド上海）
●静安昆侖大酒店
●裕景大飯店（ザイートンホテル）
●上海柏悦酒店（パークハイアット上海）
●上海宏安瑞士大酒店（スイソテルグランド上海）
●上海半島酒店（ザ・ペニンシュラ上海）
●上海大酒店（グランドセントラルホテル上海）
●璞麗酒店（ザ・プリホテル＆スパ）
●上海斯格威鉑爾曼大酒店（プルマン上海スカイウエイホテ
ル）
●上海和平飯店（フェアモントピースホテル）
●上海世博洲際酒店（インターコンチネンタル上海エキス
ポ）
●上海浦東麗思卡爾頓酒店（ザ・リッツカールトン上海浦東）
●上海外灘華爾道夫酒店
（ウォルドルフ・アストリア上海オンザバンド）
●上海新発展亜泰JW万豪酒店（JWマリオットホテル）
●上海明捷万麗酒店（ルネッサンス普陀）
●上海雅居楽万豪酒店（マリオット上海シティーセンター）
●上海虹橋元一希爾頓酒店（ヒルトン上海虹橋）
●上海虹口三至喜来登酒店（シェラトン上海虹口）
●上海興榮温徳姆至尊豪廷大酒店
（ウィンダムグランドプラザロイヤルオリエンタル）
●上海卓美亜喜瑪拉雅酒店
（ジュメイラ上海ヒマラヤホテル）
●上海浦東嘉里大酒店（ケリーホテル浦東上海）
●上海緑地万豪酒店（マリオット上海廬湾）
●上海浦東四季酒店（フォーシーズンズ浦東）
●上海新天地朗廷酒店（ザ・ランガム新天地）
●上海外灘悦榕荘（バンヤンツリー上海オンザバンド）
●上海粤海酒店（ガンドンホテル上海）
●上海源来国際服務公寓
●財大豪生大酒店（ハワードジョンソン財大プラザ）
●上海東錦江希爾頓逸林酒店
（ダブルツリーバイヒルトン上海浦東）
●外高橋皇冠假日酒店（クラウンプラザ浦東）●錦江飯店
●古象大酒店（ハワードジョンソン プラザホテル）
●上海国信紫金山大酒店●徐匯盛捷服務公寓
●上海佳友維景大酒店（グランドメトロパーク佳友）
●上海銀星皇冠假日酒店（クラウンプラザ上海）
●上海虹橋美爵酒店（グランドメルキュール虹橋）
●新錦江大酒店（錦江タワー）
●東方濱江大酒店（オリエンタル・リバーサイドホテル）
●南新雅大酒店（マジェスティプラザ）●虹橋迎賓館
●復旦皇冠假日酒店（クラウンプラザ復旦上海）
●世紀皇冠假日酒店（クラウンプラザセンチュリーパーク）
●上海喜来登外高橋酒店（シェラトン上海外高橋）
●唐朝大酒店
●上海銘徳大酒店（銘徳グランドホテル）
●上海宝隆賓館
●上海大厦●上海利園国際大酒店
●上海凱賓斯基大酒店（グランドケンピンスキー上海）
●浦東緑地鉑驪酒店（ザ・キューブホテル浦東）
●上海興栄温徳姆酒店（ウィンダムバンドイースト上海）
●中環国際酒店（セントラルインターナショナルホテル）
●上海中油陽光大酒店
●上海静安鉑尓曼大酒店（プルマン上海静安）
●上海虹橋金古源豪生大酒店
（ハワードジョンソン虹橋エアポート）
●上海皇廷国際大酒店
（ロイヤルインターナショナルホテル上海）
●上海国豊酒店（グオマンホテル上海）
●上海漕河涇万麗酒店（ルネッサンス漕河涇）
●上海安達仕酒店（アンダース上海・ハイアットホテル）
●上海揚子精品酒店
●巴黎春天新世界大酒店（ニューワールドホテル上海）
●国家会展中心上海洲   酒店（インターコンチネンタル上海
NECE）

●上海瀚海明玉大酒店
●上海華美達酒店（ラマダプラザホテル）
●神旺大酒店（サンワントホテル）
●浦東華美達大酒店（浦東ラマダプラザホテル）
）●延安飯店
●遠洋賓館（オーシャンホテル）
●上海緑地九龍賓館
●王宝和大酒店（セントラルホテル）
●嘉瑞酒店
●海神諾富特大酒店（ノボテルアトランティス上海）
●上海外灘中南海濱酒店
●上海海崙賓館（ソフィテルハイランド上海）
●金水湾大酒店
●古井假日酒店（ホリデイインビスタ ホテル）
●光大会展中心国際大酒店
●国際貴都大飯店
●上海浦東假日酒店（ホリデイイン浦東上海）
●上海園林格蘭雲天大酒店（グランドスカイライトガーデン）
●上海建国賓館
●上海広場長城假日飯店
（ホリデイイン ダウンタウン上海）
●上海国際機場賓館
●上海国際飯店
●上海斉魯万怡大酒店
（コートヤードバイマリオット浦東上海）
●中祥大酒店
●上海福秦商務国際酒店
●上海福朋喜来登由由酒店
（フォーポインツ・バイ・シェラトン上海浦東）
●城市酒店（シティーホテル）
●新梅華東大酒店
●上海瑞金州際酒店
●瑞泰虹橋酒店
●瑞峰公寓酒店
●通茂大酒店
●上海帝景苑酒店公寓
●東湖賓館
●郁錦香賓館
●上海賓館
●上海美麗園大酒店（メリーホテル上海）
●富豪東亜酒店（リーガル上海イーストアジアホテル）
●宝安大酒店
●豪徳万源大酒店
●隆徳豊国際大飯店
●上海華港雅閣酒店
●東怡大酒店
●嘉豪淮海国際豪生酒店（ハワードジョンソン淮海）
●明城大酒店
●上海浦東麗晟假日酒店（ホリデイイン上海浦東南浦）
●瑞泰静安酒店
●上海美豪酒店
●斯波特大酒店
●上海君麗假日酒店（ホリデイイン上海君麗）
●錦栄国際大酒店
●上海浦東華美達花延酒店（ラマダ浦東上海エクスポ）
●上海西蔵大厦万怡大酒店
（コートヤードバイマリオット上海徐家匯）
●上海甸園賓館
●静安賓館
●上海奥林匹克倶楽部
●徐匯瑞峰酒店
●上海浦西万怡酒店
（コートヤードバイマリオット上海セントラル）
●上海航空酒店（浦東機場店）
●上海映像戴斯酒店（デイズホテルインスン）
●天虹国際大酒店
●江蘇飯店
●上海利園国際大酒店
●上海五角場華美達大酒店（ラマダ上海）
●上海康柏苑大酒店
●上海大衆大厦
●維也納国際酒店
●上海西華酒店
●華美国際酒店
●迦南酒店
●吉臣酒店（アンバサダーホテル上海）
●上海衡山金倉永華大酒店（ゴールデンリッチホテル）
●上海麗豪国際大酒店
●上海浦東機場莎海国際酒店
●上海碧悦城市酒店
●上海希爾頓歓朋酒店
●上海新虹橋智選假日酒店
●上海西郊假日酒店
●上海三甲港緑地铂派酒店



国・地域名 省・自治区名 都市名 （DX）デラックス （SP）スーペリア （FR）ファースト （ST）スタンダード （EC）エコノミー

ハルピン ●万達索菲特大酒店（ソフィテル）
●哈爾濱香格里拉大酒店（シャングリラ）
●福順天天大酒店
●華融飯店
●哈爾濱万達嘉華酒店
●哈爾濱凱賓斯基飯店
●哈爾濱香坊永泰喜来登酒店（シェラトン）
●哈爾濱松北融創皇冠假日酒店
●哈爾濱松北香格里拉大酒店（シャングリラ松北）

●万達假日酒店（ホリデイイン）
●正明錦江大酒店
●崑崙大酒店
●馬迭爾賓館（モダンホテル）
●新凱莱花園大酒店（ニューグロリアプラザホテ
ル）
●哈爾濱最佳西方財富酒店
●華旗飯店
●哈爾濱金谷大廈酒店●龍門貴賓楼酒店
●帕弗爾飯店

●龍門大厦
●天植大酒店
●諾曼蒂酒店

牡丹江 ●夏威夷国際大酒店
●禧禄達国際酒店●儷淶国際酒店

●牡丹江世茂假日酒店（ホリデイイン牡丹江）
●金鼎国際大酒店●東方明珠国際酒店

●牡丹江飯店
●新瑪特大酒店●大福源大酒店●新東方賓館

長春 ●長春香格里拉大酒店（長春シャングリラ）
●海航紫荊花大酒店
●長春海航名門飯店（長春ノーブルホテル）
●長春浄月潭益田喜来登酒店
●長春金安大飯店●長春開元名都大酒店●凱悦
酒店
●高新益田福朋喜来登酒店●南湖賓館

●長春花園酒店（スイスベルホテル）
●海航長白山賓館●中日友好会館
●長春華美達大酒店（長春ラマダホテル）
●長春国盛大酒店
●長春名人酒店

●国際大厦酒店
●亜泰飯店
●春誼賓館

通化 ●通化賓館
●東山賓館●東方假日酒店●中東拉図摩根酒店

●鴻祥假日大酒店
●通鋼賓館

長白山 ●長白山天域度假酒店（ホライゾンリゾート＆スパ
長白山）
●長白山万達威斯汀度假酒店
●藍景温泉度假酒店●紫玉度假酒店
●長白山宝石国際大酒店●金水鶴国際酒店
●長白山万達喜来登酒店
●長白山柏悦酒店●長白山御麗泉度假酒店
●長白山凱悦酒店●長白山長白天地度假酒店
●観嵐温泉度假酒店●温泉皇冠假日酒店

●天賜旅遊度假酒店
●長白山大厦
●長白山万達智選暇日酒店
●長白山吉林山江酒店
●藍景花渓酒店
●宜必思酒店
●万達必思尚品酒店

●永旭賓館
●一帆風順酒店
●長白山松苑假日酒店
●長白山松林賓館
●長白山美人松賓館
●白渓假日酒店

延吉 ●延辺国際飯店
●延辺賓館

●大洲酒店●延吉世紀酒店
●白山大厦●大宇飯店

●韓城賓館
●延吉徳銘賓館

集安 ●香港城假日大酒店 ●集安雅和賓館

大連 ●富麗華大酒店（東楼・西楼）（フラマホテル大連）
●大連香格里拉大酒店（シャングリラ）
●大連日航飯店（ホテルニッコー大連）
●大連凱賓斯基飯店（ケンピンスキー大連）
●大連中遠海運洲際酒店
●大連新世界酒店（ニューワールドホテル大連）
●大連富力希爾頓酒店（ヒルトン）
●大連瑞詩酒店（スイッシュホテル大連）
●大連海景酒店（ハーバービューホテル）
●百年匯豪生酒店
●香洲花園酒店●星海假日酒店
●富麗華南山花園酒店（新館）
●康莱徳酒店（コンラッド）●大連君悦酒店
●大連城堡豪華精選酒店（キャッスル）
●銀帆賓館●国際金融会議中心
●泰達美爵酒店（グランドメルキュール）
●大連体育中心皇冠假日酒店

●大連泰達酒店
●大連渤海明珠酒店
●中山大酒店
●富麗華南山花園酒店（本館）
●九州国際大酒店
●海尊智選假日酒店（ホリデイインエクスプレス）
●昱聖苑国際酒店
●文園大酒店
●香洲大飯店（セントラルプラザ）
●民航大厦（ロイヤルホテル大連）
●心悦大酒店
●機場賓館
●金元大酒店
●維也納智好酒店
●東方大夏

●日月潭大酒店
●友誼賓館（フレンドシップホテル）
●大連南航明珠大酒店

桓仁 ●隆興国際大酒店 ●正方賓館

丹東 ●丹東福瑞徳大酒店●威尼斯建国飯店
●丹東新安東大飯店●丹東万達嘉華酒店

●中聨大酒店●鴨緑江大厦
●假日陽光酒店

●国際酒店

瀋陽 ●瀋陽中山皇冠假日酒店（クラウンプラザ瀋陽中
山）
●瀋陽皇朝万豪酒店（マーベロット）
●麗都索菲特酒店（ソフティル・リド）
●瀋陽凱賓斯基飯店（ケンピンスキーホテル瀋陽）
●黎明国際酒店（サンライズインターナショナル）
●華府酒店
●北約客維景国際大酒店
●瀋陽香格里拉大酒店
●瀋陽国際皇冠假日酒店
●瀋陽君悦酒店
●瀋陽保成希爾頓逸林酒店
●龍之夢大酒店
●新都緑城喜来登酒店
●瀋陽万達文華酒店
●康菜徳酒店

●瀋陽凱莱大酒店（瀋陽グロリアプラザ）
●瀋陽今旅香格里拉酒店
●珀麗酒店
●栄富飯店
●瀋陽徳郡豪生酒店
●金都飯店
●玟瑰大酒店
●遼寧政協会館
●瀋陽迎賓館
●瀋陽健暉君悦酒店
●山水富麗華酒店
●塔湾智選假日酒店

●遼寧工会大厦
●遼寧賓館
●金杯汽車大厦
●天宝国際酒店
●高登大酒店
●遼寧大厦

旅順 ●黄金山大酒店 ●旅順新紀元大酒店

●燕園国際大酒店
●濱江万麗酒店（ルネッサンス天津）
●天津万麗泰達酒店及会議中心
（ルネッサンス天津テダコンベンションセンターホテ
ル）
●天津莱佛士酒店（ラッフルズ天津）
●天津濱海喜来登酒店（シェラトン天津濱海）
●天津京津新城凱悦酒店
（ハイアットリージェンシー京津シティーリゾート＆ス
パ）
●天津瑞吉金融街酒店（セントレジス天津）
●天津君隆威斯汀酒店（ザ・ウエスティン天津）
●万麗天津賓館（ルネッサンス天津レイクビュー）
●天津天誠麗筠酒店
●天津濱海聖光皇冠假日酒店（クラウンプラザ天
津濱海）
●天津中心唐拉雅秀酒店
●天津瑞湾開元大酒店
●利順徳大飯店
●金皇大酒店

●津利華大酒店
●水晶宮飯店
●万笑飯店
●濱海假日酒店（ホリデイインビンハイ）
●海河假日酒店（ホリデイイン リバーサイド）
●天津空港格蘭雲大酒店

秦皇島 ●秦皇国際大酒店
●半島四季公寓酒店
●海景假日酒店（ホリデイイン）
●最佳西方君御大酒店（ベストウェスタン）

●国際酒店
●海盛花園酒店
●長城酒店
●如意山海酒店
●文景商務酒店

●秦発假日酒店
●天華大酒店
●金山賓館

遵化 ●遵化国際飯店

承徳 ●承徳嘉禾国際酒店 ●盛夏景園大酒店●雲山飯店
●天宝假日酒店●承徳賓館
●乾陽大酒店

●露露大酒店

石家荘 ●河北世紀大飯店
●世貿広場酒店
●中茂海悅酒店

●国賓大酒店
●石家荘国際大厦
●美麗華大酒店
●燕山大酒店
●陽光大厦
●西美商務酒店
●河北賓館
●華北大厦

●燕春飯店
●天元商務酒店
●恒豊大酒店

廊坊 ●廊坊国際飯店 ●廊坊香河三田假日酒店（ホリデイイン廊坊香河）

青島 ●青島膠州緑城喜来登酒店（シェラトン青島膠州）
●青島即墨希爾頓逸林酒店
（ダブルツリーバイヒルトン青島即墨）
●青島香格里拉大飯店（青島シャングリラホテル）
●頣中皇冠假日酒店（クラウンプラザ青島）
●青島海爾洲際酒店（インターコンチネンタル青
島）
●青島万達艾美酒店（ル・メリディアン）
●青島匯泉王朝大酒店
●麗晶大酒店（グランドリージェンシーホテル）
●青島景園假日酒店（ホリデイイン青島パーク
ビュー）
●海景花園大酒店（シービューガーデン）
●得宝湾海景大酒店（ダブルベイ）●海情大酒店
（A館）
●青島金沙灘希爾頓酒店（ヒルトン青島ゴールデ
ンビーチ）
●青島涵碧楼酒店（ザラルー青島）
●青島鑫江温徳姆酒店（ワンダムホテル青島）
●青島李滄緑城喜来登酒店（シェラトン青島李滄）
●青島宝龍福朋喜来登酒店（フォーポインツバイ
シェラトン青島）

●黄海飯店
●山孚大酒店
●艾麗華大酒店（アリバホテル）
●青島世紀文華酒店
●麗天大酒店
●泛海名人酒店
●怡堡酒店（ザ・キャッスル）
●海情大酒店（B館）
●湛山花園酒店
●青島中心假日酒店（ホリデイイン青島シティ）
●青島海都大酒店
●青島康大豪生大酒店
●青島海悦大酒店
●青島藍海大飯店
●青島広業錦江大酒店
●青島快通国際酒店
●青島貴都国際大酒店

●青島飯店
●陽光新地大酒店
●東暉国際大酒店
●華僑国際飯店
●尚誠名流假日酒店
●華能賓館

済南 ●索菲特銀座大飯店（済南ソフィテルシルバープラ
ザ）
●済南貴和皇冠假日酒店（クラウンプラザ済南）
●山東大厦
●済南喜来登酒店（シェラトン済南）
●済南万達凱悦酒店（ハイアットリージェンシー済
南）
●済南陽光壹佰雅高美爵酒店
●済南龍都国際大酒店

●中豪大酒店●玉泉森信大酒店●銀座泉城大酒
店
●華能大厦●舜耕山荘●済南金都大酒店
●山東麗天大酒店●済南貴都大酒店
●済南黄台大酒店●貴友大酒店
●良友富臨大酒店●倪氏海秦大酒店
●山東新聞大厦●済南名仕学府酒店
●山東政協大厦維景大酒店（グランドメトロパーク
山東）
●済南濱河泉盛酒店

●済南富華飯店
●済南天雨大酒店
●金馬大厦
●鉄道大酒店
●舜天大酒店
●丹頂鶴大飯店
●舜元大酒店

曲阜 ●曲阜香格里拉大酒店（シャングリラホテル曲阜）
●済宁圣都国際大酒店

●闕里賓舎
●東方儒象花園酒店●銘座杏壇賓館（南楼）
●泗水聖源東方文化酒店

●曲阜国際飯店
●曲阜迎賓館●裕隆大飯店
●曲阜春秋大酒店●銘座杏壇賓館（北楼）

泰安 ●東尊華美達大酒店（ラマダプラザ泰安）
●泰安宝龍福朋喜来登酒店
（フォーポインツバイシェラトン泰安）
●泰安宝威酒店●泰安藍海御華大酒店●泰安宝
盛大酒店
●泰安雲巣賓館（泰山頂上）

●泰安紅門路岱廟和頤酒店
●泰安神憩賓館（山頂）●麗景広場酒店
●麗景新天地酒店●泰安銀座佳悦酒店
●肥城宝盛大酒店
●泰安加家賓館

●泰安東方假日酒店
●銘座三泰賓館
●泰山仙居賓館

大同 ●雲岡建国賓館
●大同金地豪生大酒店（ハワードジョンソン）
●雲岡美高大酒店
●大同国賓大酒店
●魏都国際酒店●大同貴賓楼假日酒店（ホリデイ
イン）

●大同賓館
●花園大飯店
●浩海国際酒店
●晨光国際酒店
●雁北賓館

●紅旗大飯店
●鳳凰商務酒店
●晋河凱龍酒店
●瑞州国際酒店●美晶精品酒店
●天貴国際酒店

太原 ●山西国貿大飯店●万獅京華大酒店
●万達文華酒店●山西麗華大酒店
●山西君宸大酒店●太原花園国際大酒店
●太原凱賓斯基飯店（ケンピンスキー）
●湖濱国際大酒店●星河湾酒店●君頤酒店●迎
沢賓館
●並州飯店●太原洲際酒店
●富力鉑爾曼大酒店（プルマン）
●太原陽光皇冠假日酒店

●山西大酒店
●愉園大酒店
●五洲大酒店
●黄河京都大酒店
●鉄道大厦
●濱河飯店
●山西晋商国際大飯店

●華苑賓館
●盤古一号国際酒店
●山西煤炭大厦
●政協賓館
●太航賓館
●中城賓館
●和頤酒店
●維也納国際酒店●海悦酒店

平遥 ●協同慶商館●錦宅●雲鼎軒酒店
●又見文華大酒店●平遥雲錦成公館

●平遥峰岩建国飯店●徳居源客桟●洪善驛客桟
●麒麟閣大飯店●一得客桟●平遥会館（本館）

●鄭家客桟●平遥東南海賓舎（平遥会館三部）
●勝家賓館

五台山 ●五峰賓館●万豪国際酒店
●栖賢閣賓館

●銀海山荘●友諠賓館●金禘山荘●花卉山荘
●錦綉山荘●金都山荘

●雲峰賓館●華都酒店
●石油賓館

天津

山東省

山西省

吉林省

中国 黒龍江省

遼寧省

河北省



蘇州 ●蘇州呉宮泛太平洋酒店（パンパシフィック蘇州）
●蘇州金鶏湖凱賓斯基大酒店（ケンピンスキー蘇
州）
●蘇州洲際大酒店（インターコンチネンタル蘇州）
●蘇州万豪酒店（マリオット蘇州）
●蘇州香格里拉大酒店（シャングリラ蘇州）
●蘇州温徳姆花園酒店（ウィンダムガーデン蘇州）
●中茵皇冠假日酒店（クラウンプラザ蘇州）
●尼盛万麗酒店（ルネッサンス蘇州）
●蘇州南園賓館（ガーデン）●国信雅都大酒店
●蘇州維景国際大飯店（グランドメトロパーク蘇州）
●新城花園酒店（ニューシティガーデン）
●蘇苑飯店●蘇州雅杰大酒店●蘇州維也納国際
酒店
●蘇州日航酒店（ホテルニッコー蘇州）
●雅傑大酒店●清山酒店
●蘇州凱悦酒店（ハイアットリージェンシー蘇州）
●蘇州呉江海悦花園大酒店（ハイアットガーデンホ
テル）
●蘇州福朋喜来登酒店（フォーポインツバイシェラ
トン蘇州）
●蘇州太湖万豪酒店（マリオットホテル蘇州太湖）
●蘇州太湖假日酒店
●蘇州王府金科大酒店●蘇州匯英人才酒店
●太倉金陵花園酒店
●蘇州万怡酒店（コートヤードバイマリオット蘇州）
●蘇州安榭度假酒店
●蘇州希爾頓酒店●金鶏湖大酒店
●蘇州呉江敏希爾頓逸林酒店
（ダブルツリーバイヒルトン蘇州呉江）
●蘇州湾艾美酒店（ル・メリディアン蘇州ベイ）
●蘇州中恵鉑爾曼酒店（プルマン蘇州中恵）

●天平大酒店
●中華園大酒店
●蘇州茉莉花假日酒店（ホリデイインジャスミン蘇
州）
●胥城大厦（キャッスルホテル）
●南亜賓館
●金澄錦江国際大酒店
●三元賓館
●南林飯店
●蘇州新世紀酒店（ニューセンチュリーホテル）
●園外楼飯店（ガーデンホテル）
●周庄在水一方精品客桟
●蘇州建屋国際酒店
●香雪海飯店
●蘇州亨通凱莱度假酒店
●蘇州珀麗春申湖度假酒店
●華僑飯店
●蘇州相城輔特戴期酒店

●麗晶水荘大酒店

無錫 ●無錫霊山元一希爾頓逸林酒店
（ダブルツリーバイヒルトンリゾート無錫霊山）
●無錫洲際酒店（インターコンチネンタル無錫）
●無錫富力喜来登酒店（シェラトン無錫浜湖）
●無錫君楽酒店（グランドパーク無錫）
●無錫日航酒店（ホテルニッコー無錫）
●無錫太湖飯店●金陵山水麗景酒店
●無錫千禧大酒店（ミレニアム無錫）
●無錫希爾頓逸林酒店（ダブルツリーバイヒルトン
無錫）
●無錫凱莱大飯店（グロリアグランド無錫）
●無錫雷迪森広場酒店（ラディソンプラザ無錫）
●錫州花園酒店（錫州ガーデンホテル）●無錫木
棉花酒店
●無錫金陵大飯店
●無錫蘇寧凱悦大酒店（ハイアットリージェンシー）
●無錫太湖華邑酒店
●無錫徳根飯店（ディーコンハウスホテル）
●無錫華美達広場酒店●無錫瑞雅大酒店●無錫
君来湖濱飯店
●無錫華美達梨荘大酒店●無錫太湖皇冠假日酒
店

●山明水秀大酒店
●無錫錦江大飯店
●無錫美麗都大酒店
●財冨古運河大酒店
●無錫錦侖大酒店
●無錫国際飯店
●無錫君来梁渓飯店
●無錫金色海岸酒店
●無錫明都大酒店
●無錫大飯店

●古羅馬大酒店

南京 ●南京威斯汀酒店（南京ウェスティン）
●南京緑地洲際酒店（インターコンチネンタル南
京）
●南京世茂濱江希爾頓酒店（ヒルトン南京リバー
サイド）
●南京城市名人酒店●金陵飯店
●南京金絲利喜来登大酒店（シェラトン）
●玄武飯店●古南都飯店（南京グランドホテル）
●南京維景国際大酒店（グランドメトロパーク南京）
●南京索菲特銀河大酒店（ソフィテルギャラクシー
南京）
●南京索菲特鐘山高爾夫酒店（ソフィテル鐘山ゴ
ルフリゾート）
●南京丁山花園大酒店（パークビュー丁山）
●南京中心大酒店●南京金陵新城飯店
●南京熊猫金陵大酒店●南京玄武蘇寧銀河諾富
特酒店
●南京朗昇希爾頓酒店●南京国信状元楼大酒店
●南京金鷹皇冠假日酒店

●山水大酒店
●南京新紀元大酒店
●黄埔大酒店
●南京戴斯国際酒店
（南京デイズインターナショナル）
●曙光国際大酒店
●怡華酒店
●江蘇辰茂新世紀大酒店
●南京尚禾吉山酒店
●南京新街口蘇寧諾富特酒店
●南京方源金陵国際酒店

●白宮大酒店
●双門楼賓館
●保険大厦
●米蘭假日大酒店

昆山 ●昆山陽澄湖費爾蒙酒店（フェアモント陽澄湖）
●昆山瑞士大酒店（スイスホテル昆山）
●昆山新港湾酒店
●昆山括尼洛兰博基尼酒店
●昆山皇冠假日酒店

●昆山賓館

常州 ●常州武進九洲喜来登酒店（シェラトン常州武進）
●常州富都盛貿飯店
●常州凱納豪生大酒店（ハワードジョンソン凱納プ
ラザ常州）
●常州大酒店●常州馬哥孛羅酒店

●常州和平假日大飯店
●常州陽光国際大酒店

鎮江 ●鎮江凱悦酒店（ハイアットリージェンシー鎮江）

杭州 ●杭州銭江新城万豪酒店（マリオット杭州銭江）
●杭州香格里拉飯店（シャングリラホテル杭州）
●杭州凱悦酒店（ハイアットリージェンシー杭州）
●杭州世外桃源皇冠假日酒店（クラウンプラザ杭
州ザナドゥーリゾート）
●富春山居度假村（フォーチュンリゾート杭州）
●杭州西子湖四季酒店（フォーシーズンズ杭州）
●杭州法雲安縵酒店（アマンリゾート杭州）
●杭州JW万豪酒店（JWマリオット杭州）
●杭州西渓悦榕庄（バンヤンツリー杭州）
●杭州洲際酒店（インターコンチネンタル杭州）
●杭州温徳姆至尊豪廷大酒店（ウィンダムグランド
プラザロイヤル杭州）
●杭州西渓喜来登度假酒店（シェラトン杭州湿地
公園リゾート）
●浙江世貿君潤大酒店（ナラダグランドホテル）
●索菲特西湖大酒店（ソフィテルウエストレイク杭
州）
●国大雷迪森広場酒店（ラディソン    プラザ    ホ
テル杭州）
●開元名都大酒店（ニューセンチュリーグランド）
●蝶来浙江東方豪生大酒店（オリエンタルデラック
スホテル）
●金馬飯店（ゴールデンホース）
●杭州維景国際大酒店（グランドメトロパーク杭州）
●蝶来浙江賓館●杭州千鳥湖開元度假村
●杭州費爾曼鉑金大酒店●西湖國賓館●黄龍飯
店
●杭州海外海皇冠假日酒店（クラウンプラザ杭州
グランドカナル）
●天工芸苑大酒店●杭州百瑞運河大飯店
●納徳自由酒店●藍天清水湾国際大酒店
●杭州花家山荘●杭州城北瑞萊克斯大酒店
●杭州万華国際酒店●浙江天都城酒店●蝶来望
湖賓館
●杭州白馬湖建国飯店
●杭州両岸国際酒店●杭州柏悦酒店（パークハイ
アット杭州）
●馬可波羅花園酒店
●杭州城中香格里拉大酒店●海外海百納大酒店
●杭州天元大厦
●杭州龍湖皇冠假日酒店（グランドプラザ杭州龍
湖）

●花港海航度假酒店
●華辰国際飯店
●華美達広場杭州海華大酒店（ラマダプラザ杭州）
●五洋賓館
●杭州国際假日酒店（ホリデイイン）
●香溢大酒店（杭州サニーホテル）
●最佳西方梅苑賓館（ベストウェスタン杭州）
●杭州蕭山衆安假日酒店（ホリデイイン簫山）
●新僑飯店
●新世紀大酒店
●納徳大酒店
●杭州友好飯店
●浙江文華大酒店（カルチャープラザホテル）
●皇冠大酒店（クラウンプラザホテル）
●杭州華美達酒店（ラマダ杭州）
●杭州星都賓館（キャピタルスター）
●香園飯店
●中山国際大酒店
●海外海国際酒店
●千島湖海外海大酒店
●海外海納川大酒店
●杭州龍禧福朋喜来登酒店
（フォーポインツバイシェラトン杭州濱江）
●杭州武林万怡酒店（コートヤードバイマリオット杭
州）
●杭州銭江新城假日酒店（ホリデイイン杭州CBD）
●杭州紅星文化大厦
●杭州東方豪生大酒店
●瑞豪中心酒店（リーガルプラザホテル）
●浙江国際大酒店

●百合花酒店
●杭州湾大酒店
●浙江文源賓館
●浙江賛成賓館
●玉皇山荘
●銀江賓館
●宝善賓館
●浙江鉄道大厦城市広場酒店

寧波 ●寧波東港喜来登酒店（シェラトン寧波）
●寧波香格里拉大酒店（シャングリラ寧波）
●寧波万豪酒店（マリオット寧波）
●寧波柏悦酒店（パークハイアット寧波リゾート＆
スパ）
●寧波威斯汀酒店（ザ・ウェスティン寧波）
●寧波泛太平洋大酒店（パンパシフィック寧波）
●寧波華僑豪生大酒店（ハワードジョンソンプラザ
寧波）
●寧波開元名都大酒店●南苑飯店●中信寧波国
際大酒店
●寧波凱洲皇冠假日酒店（クラウンプラザシティー
センター寧波）
●寧波万達索韮特大酒店（ソフィテルワンダ寧波）
●寧波陽光豪生酒店（ハワードジョンソンサンシャ
インプラザ）
●寧波四季永逸大酒店●寧波浙海大酒店●寧波
伯豪華府大酒店
●寧波海尚大酒店●寧波遠州大酒店

●寧波東港波特曼大酒店（ポートマンプラザホテル
寧波）
●新舟賓館
●寧波大酒店
●寧波開元大酒店
●新晶都酒店
●新園賓館

●寧波飯店
●亜州華園賓館

紹興 ●紹興国際大酒店●紹興飯店●紹興開元名都大
酒店
●咸亨大酒店●紹興世茂皇冠假日酒店（クラウン
プラザ）
●永利大酒店●紹興中金豪生大酒店●紹興上慮
国際大酒店

●紹興秦望大酒店●鑫洲大酒店●秦望大酒店
●鑫洲海湾大酒店●奥斯登大酒店
●智匯大酒店

●紹興新亜都大酒店
●稽山賓館
●銀泰大酒店

金華 ●金華万達嘉華酒店 ●国際大酒店●国貿景瀾大飯店
●最佳西方金華国貿大飯店（ベストウェスタンワー
ルドトレードホテル）

烏鎮 ●子夜大酒店●枕水度假酒店（ウォーターサイドリ
ゾート）
●望津里精品酒店●伊甸園鉑金酒店

●通安客桟

南昌 ●南昌力高皇冠假日酒店（クラウンプラザ南昌リ
バーサイド）
●南昌園中源大酒店（トリアパレスホテル）
●江西賓館
●南昌凱美開元名都大酒店
（グランドニューセンチュリー開元ホテル）

●南昌凱莱大飯店（グロリアプラザ南昌）

景徳鎮 ●東方国際大酒店●紫晶賓館 ●開門子大酒店●維也納酒店

黄山山上 ●黄山西海飯店 ●獅子林大酒店●北海賓館
●西海山荘

●玉屏楼賓館●白雲賓館
●排雲楼賓館

黄山山麓 ●豊大国際大酒店●太平湖緑地皇冠假日酒店
●黄山軒東袁国際大酒店●黄山金浦東邑酒店

●海州国際大酒店●中山国際大酒店●大好洞山
度假酒店

●黄山雲谷山荘    ●海州大酒店

屯渓 ●新華聯瑞景大酒店
●黄山高爾夫酒店●黄山国際大酒店
●黄山香茗酒店●黄山君瑞百合大酒店●新華联
豪生大酒店
●黄山新安山店●黄山天都国際飯店●錦園国際
大酒店

●黄山金色延安大酒店●黄山国脉大酒店
●温泉度假酒店●徽商国際大酒店
●陽光大酒店
●黄山華山徽宴酒店

●花渓飯店

合肥 ●合肥元一希尓頓酒店（ヒルトン合肥）
●合肥万達威斯汀酒店（ザ・ウェスティン合肥）
●合肥古井假日酒店（合肥ホリデイイン古井）
●合肥索菲特明珠国際大酒店
●合肥両淮豪生酒店（ハワードジョンソンテックセン
タープラザ）

●合肥海匯假日酒店（ホリデイイン合肥ダウンタウ
ン）

江蘇省

浙江省

江西省

安微省



洛陽（注） ●洛陽東山賓館●華陽広場国際大飯店
●鉏都利豪国際飯店

●牡丹大酒店●新天鵝国際大酒店
●波希米亜酒店●中州国際飯店●牡丹城賓館

●新友諠大酒店

鄭州 ●建国飯店●華美達広場国際酒店●正方元錦江
国際飯店
●河南中州皇冠賓館（クラウンプラザ鄭州）
●裕達国貿酒店●鄭州索菲特国際飯店（ソフィテ
ル鄭州）
●凱芙建国飯店●美豪諾富特酒店●中州国際飯
店

●河南中州假日賓館（ホリデイイン鄭州）●天地粤
海酒店
●豊楽園大酒店
●未来康年大酒店●新華中州国際飯店●新鄭国
際荘園酒店
●鄭州凱芙国際飯店●鄭州航空港万怡酒店

●華聯広州大酒店
●紅珊瑚大酒店

許昌 ●許昌瑞貝卡大酒店●許昌迎賓館

登封（注） ●天中大酒店●少林国際大酒店●禅武大酒店

武漢（注） ●武漢香格里拉大飯店（武漢シャングリラ）
●武漢馬哥孛羅酒店（マルコポーロ武漢）
●江城明珠豪生大酒店（ハワードジョンソンパール
プラザ）
●武漢富力威斯汀酒店（ザ・ウェスティン武漢）
●武漢最佳西方五月花大酒店●新華諾富特大飯
店（ノボテル武漢）
●華美達天禄酒店（ラマダプラザ）
●武漢新世界酒店（ニューワールドホテル武漢）
●武漢東湖大厦●凱旋門華天大酒店
●武漢光明万麗酒店（ルネッサンス武漢）●武漢
陽光酒店
●武漢万科君瀾酒店●武漢万達瑞華酒店●武漢
万達嘉華酒店
●武漢友誼国際酒店●武漢光谷凱悦酒店
●武漢世茂希爾頓酒店●武漢漢口泛海喜来登酒
店

●晴川假日酒店（ホリデイインリバーサイド武漢）
●美聯都市假日酒店
●亜洲大酒店
●長江大酒店
●湖濱花園酒店
●帝盛酒店
●麗楓酒店

●紐賓凱新宜国際酒店
●高雄大酒店
●湖北民航金海大酒店
●湖濱大厦
●紐賓凱機場国際酒店

赤壁（注） ●ラマダプラザ赤壁華美達広場酒店 ●赤壁駅館●赤壁金橋国際大酒店●赤壁大酒店
●天倫皇朝国際酒店●龍佑温泉度假酒店

襄陽（注） ●襄陽万達皇冠假日酒店 ●襄陽名人酒店●漢江国際大酒店●川恵大酒店
●維也納国際酒店

荊州（注） ●晶崴国際大酒店●荊州万達嘉華酒店 ●金九龍大酒店●安盛国際大酒店

宜昌（注） ●宜昌均揺禧玥酒店●宜昌万達皇冠假日酒店
●宜昌金徳瑞国際酒店●宜昌国賓花園酒店
●華美達宜昌大酒店●宜昌馨島国際酒店

●国賓半島酒店●桃花嶺飯店●宜昌国際大酒店
●葛洲壩賓館●三峡工程大酒店

武当山 ●武当山建国飯店●武当山衆晶太極湖国際酒店 ●武当山賓館 ●天禄度假村

●重慶希爾頓酒店（ヒルトン）
●重慶JW万豪酒店（JWマリオット）
●重慶富力艾美酒店（ル・メリディアン）
●重慶喜来登大酒店（シェラトン重慶）
●重慶喜地山戴斯大酒店（デイズホテル&スイート
喜地山重慶）
●欧瑞錦江大酒店●南方君臨酒店●君豪大飯店
●重慶維景国際大酒店（グランドメトロパーク重慶）
●世紀金源大飯店●重慶国貿格蘭維大酒店
●重慶濱江皇冠假日酒店（クラウンプラザ重慶リ
バーサイド）
●重慶希爾頓逸林酒店●重慶富力凱悦酒店
●重慶華美達安可酒店
●重慶解放碑凱悦酒店（ハイアット重慶解放碑）
●重慶解放碑皇冠假日酒店（クラウンプラザ重慶
解放碑）
●重慶雅詩特酒店●重慶渝商国際大酒店●凱賓
斯基酒店
●華辰国際大酒店●錦怡豪生酒店●天来大酒店
●重慶威斯汀酒店●重慶麗景酒店●麗思瑞酒店
●珠江豪生酒店

●海徳大酒店●重慶長都假日酒店（ホリデイイン
ノース重慶）
●万友康年大酒店●皇嘉大酒店
●揚子島酒店●東方花苑飯店
●勁力酒店
●新西亜大酒店
●創世記賓館
●金質花苑酒店
●大礼堂酒店
●重慶大世界酒店
●重慶陽光五洲大酒店
●麗苑維景国際大酒店
●重慶国航飯店
●重慶富麗大酒店
●重慶世紀同輝大酒店
●重慶伊可莎大酒店
●重慶大酒店
●広場賓館

●重慶犀牛賓館
●天友大酒店
●中天大酒店

大足 ●重慶華地王朝華美達広場酒店 ●大足石刻開元観堂酒店

武隆 ●瑜珠花園酒店 ●武隆宏福飯店

張家界（注） ●張家界陽光酒店
●藍湾博格国際酒店
●大成山水国際酒店
●華天大酒店

●凱天国際酒店●張家界国際酒店●維也娜酒店
●維也納国際酒店●通達国際酒店
●張家界国賓酒店
●維納斯皇家酒店

●莫林風尚酒店
●富藍特精品酒店
●富藍特新聞酒店
●富藍特主題酒店

鳳凰（注） ●鳳凰花園酒店
●天下鳳凰大酒店（8号楼）

●暁園賓館●天下鳳凰大酒店
●錦綉鳳凰国際大酒店●鳳都大酒店●江天旅遊
渡暇村
●鳳廷国際大酒店●鳳天国際大酒店●鳳凰国際
酒店

●凱盛大酒店

武陵源（注） ●張家界京武鉑爾曼酒店（プルマン張家界）●青
和錦江国際酒店
●碧桂園鳳凰酒店●禾田居度假酒店
●納百利クラウンプラザホテル

●武陵源賓館●凱天国際酒店●京渓国際酒店
●天子大酒店●専家村賓館●圣多明歌国際大酒
店
●錦繍東都●天子酒店貴賓楼

長沙 ●通程国際大酒店●通程温泉大酒店●通程盛源
大酒店
●長沙芙蓉国温徳姆至尊豪廷大酒店
●湖南佳興世尊酒店
●長沙順天凱賓斯基酒店
●華天大酒店（貴賓楼）
●神農大酒店
●華晨豪生大酒店
●長沙運達喜来登酒店（シェラトン長沙）
●長沙北辰洲際酒店（インターコンチネンタル長
沙）

●希爾頓歓朋酒店
●華天大酒店（迎賓楼）
●長沙金源陽光酒店
●長沙延年頣景酒店
●天璽海航大酒店
●万代大酒店

常徳 ●常徳共和酒店●常徳華爾夫酒店

武夷山 ●天游山荘●錦江都城
●泓林酒店●維也納酒店
●武夷山香馨大酒店
●武夷山遠華国際大飯店（5星館）
●武夷山悦華酒店
●武夷山太偉風景酒店
●武夷山大紅袍山荘
●武夷山九曲渡假酒店
●武夷山温徳姆花園酒店

●国賓酒店●華龍酒店●武夷山旭日大酒店●開
元世紀大酒店
●武夷山聖遠国際大酒店●武夷山遠華国際大飯
店（4星館）
●武夷山蘇閩大酒店●武夷山宝島会展中心酒店
●武夷山商訊酒店●武夷山維多利亜港酒店
●武夷山紫陽古城渡暇酒店●武夷山宝假日酒店
●武夷山望峰花园酒店●武夷山印象戴斯酒店
●武夷山荘
●武夷山悦九曲酒店
●武夷山佰翔花園酒店

厦門
（アモイ）

●厦門喜来登酒店（シェラトン厦門）
●盤基希爾頓酒店（ヒルトン厦門）
●厦門泛太平洋大酒店（パンパシフィック）
●厦門瑞頣大酒店
●帝元維多利亜大酒店
●厦門日航酒店（ホテルニッコー厦門）
●厦門翔鷺国際大酒店（シャンルーグランド）
●厦門悦華酒店
●宝龍鉑爾曼大酒店（プルマンアモイ）
●艾美酒店（ルメリディアンホテル）
●厦門京閩中心酒店
●厦門海景千禧大酒店（ミレニアムハーバービュー
ホテル厦門）
●馬哥孛羅東方大酒店（マルコポーロアモイ）
●厦門威斯汀酒店（ウエスティンアモイ）
●厦門源昌凱賓斯基大酒店（ケンピンスキーアモ
イ）
●厦門君泰酒店
●国際会展酒店（インターナショナル・シーサイドホ
テル    アモイ）
●国際会議中心酒店（インターナショナルカンファレ
ンスセンター）
●厦門凱裕美爵酒店●君隆載斯大酒店●朗豪酒
店
●厦門希爾頓逸林酒店●厦門康萊徳酒店
●東方豪勝大酒店●厦門明珠海湾大酒店
●厦門日東花園大酒店●銀海藍載斯酒店
●香格里拉大酒店
●厦門海滄正元希爾頓逸林酒店
●厦門希爾頓歓朋酒店
●厦門宸洲洲際酒店●厦門泰谷酒店
●厦門海港英迪格酒店
●厦門海悦山荘酒店
●厦門泰地万豪酒店（マリオット厦門）
●厦門海旅温徳姆至尊酒店
●厦門融信華邑酒店
●厦門恵龍万達華酒店
●厦門佰翔五通酒店
●厦門成旅晶賛酒店
●厦門凱悦酒店
●厦門喬洲温徳姆至尊豪廷大酒店
●厦門天元酒店
●厦門空港佰翔花園酒店（五星楼）
●厦門万佳国際酒店
●厦門明発国際大酒店

●厦門航空金雁酒店
●厦門賓館
●金威大酒店
●廬山智選假日酒店
●華僑大厦
●鑫誉隆大酒店
●和悦大酒店
●聖希羅酒店
●厦門万佳東方酒店
●愛丁堡酒店
●威尼斯大酒店
●泉季酒店
●成功大酒店
●凱麗莱酒店
●禾正大酒店
●如是酒店会展店
●華美達長昇大酒店
●    斯特酒店
●最佳西方厦門宏都大酒店
●維洛拉大酒店
●杏花村酒店
●光大商務酒店
●厦門空港佰翔花園酒店
●厦門鑫名門花園酒店
●厦門金瑞佳泰酒店
●維也納酒店
●全季酒店
●厦門霊玲大酒店
●厦門泰地万怡酒店
●厦門大亿頤豪酒店
●厦門探索酒店
●厦門和頤酒店
●厦門禾正大酒店
●厦門湖里頤豪酒店
●厦門京僎頤豪酒店
●厦門国際会議中心美居酒店
●厦門佰翔軟件園酒店
●厦門天元君隆大酒店
●厦門庚山智選假日酒店
●厦門白鷺洲大酒店

●龍都大酒店
●望海賓館
●厦門温泉戴斯酒店
●東南亜大酒店
●厦門鼓浪崎海上花園酒店
●厦門鼓浪崎磐諾假日酒店
●厦門京僎頤豪酒店
●厦門斑燗酒店

福州 ●福州香格里拉大酒店（シャングリラ福州）
●福州世紀金源大飯店
●西湖大酒店
●福州悦華酒店
●美倫大飯店
●福州名城豪生大酒店
（ハワードジョンソンリバーフロントプラザ福州）
●福州三迪華美達酒店
●福建索菲斯屏山酒店
●福州泰禾凱賓斯基酒店
●福州世茂洲際酒店
●福州融僑皇冠假日大酒店
●福州三迪希爾頓酒店
●梅園国際大飯店
●福州中庚聚春園大酒店
●福州宏亮花園酒店
●福州中庚喜来登酒店
●福州泰禾鉑爾曼酒店
●福州富力威斯汀酒店

●金仕頓大酒店
●福州温泉戴斯酒店
●福州最佳西方財富酒店
（ベストウェスタン福州フォーチュンホテル）
●福州黄金大酒店
●福州大飯店
●福達陽光假日大酒店
●福州空港佰翔花園酒店
●景城大酒店
●福州黎名戴斯大酒店
●福州銘濠酒店
●福州銀河花園大飯店
●福州豪柏大酒店
●福建省閔江飯店
●錦江都城酒店

●金輝大酒店
●福州泰禾智選假日酒店

泉州 ●泉州悦華酒店
●泉州酒店
●泉州万達文華酒店
●泉州泰禾洲際酒店

●航空酒店
●湖美大酒店
●泉州華僑大厦
●金威假日酒店
●泉州鯉城大酒店

●鈷石大酒店
●東方大酒店
●好世界大酒店
●刺桐飯店

重慶

福建省

湖南省

河南省

湖北省



広東省 広州 ●広州香格里拉大酒店（シャングリラ広州）
●広州中心皇冠假日酒店（クラウンプラザ広州シ
ティーセンター）
●富力君悦大酒店（グランドハイアット広州）
●広州麗嘉酒店（ザ・リッツカールトン広州）
●広州海航威斯汀酒店（ウェスティン広州）
●広州粤海喜来登酒店（シェラトン）
●広州白雲万達希爾頓酒店（ヒルトン広州白雲）
●広州天河希爾頓酒店（ヒルトン広州天河）
●広州広交会威斯汀酒店（ザ・ウェスティン琶洲）
●広州聖豊索韮特大酒店（ソフィテル広州サンリッ
チ）
●中国大酒店（チャイナホテルバイマリオット）
●白天鵝賓館●東方賓館●広州花園酒店
●広州白雲機場鉑爾曼大酒店（プルマン広州白雲
空港）
●白雲賓館●広州康莱徳酒店（コンラッド）
●広州花都皇冠假日酒店（クラウンプラザ広州花
都）
●広州翡翠皇冠假日酒店（クラウンプラザ広州サ
イエンスシティー）
●広州建国酒店
●広州東圃合景福朋喜来登酒店
（フォーポインツバイシェラトン広州東圃）
●広州希爾頓逸林酒店（ダブルツリーバイヒルトン
広州）
●広州四季酒店（フォーシーズンズ）
●広州文華東方酒店（マンダリンオリエンタル広
州）

●遠洋賓館
●広州新世紀酒店
●華厦大酒店（ランドマークホテル広東）
●凱旋華美達大酒店（ラマダパールホテル広州）
●南航明珠大酒店
●珀麗酒店（ローズデールホテル広州）
●広州戴斯酒店（デイズイン広州）
●花都華鉅君悦酒店
●景星酒店
●東方国際飯店
●南洋長勝酒店（キングスゲート）
●広州勝利賓館
●華厦国際商務酒店（ランドマークインターナショナ
ル）
●蕃禺酒店
●頤和商務酒店
●広州十甫假日酒店（ホリデイイン十甫）
●空港假日酒店
●雲峰大酒店

●広州賓館
●広州華僑友誼酒店
●星都大酒店
●広州広永麗度酒店
●麗都酒店

深圳 ●深圳羅湖香格里拉大酒店（深圳シャングリラ）
●威尼斯酒店（ベネチア深圳）
●富臨大酒店（ベストウエスタン）
●福朋喜来登酒店（フォーポインツバイシェラトン深
圳）
●深圳福田香格里拉大酒店（福田シャングリラ深
圳）
●深圳富苑皇冠假日酒店（クラウンプラザランド
マーク深圳）
●深圳星河麗思卡爾頓酒店（ザ・リッツカールトン
深圳）
●深圳君悦酒店（グランドハイアット深圳）
●深圳益田威斯汀酒店（ウェスティン深圳南山）
●深圳大梅沙京喜来登假酒店（シェラトン梅沙リ
ゾート）
●深圳大中華喜来登酒店（シェラトン深圳福田）
●深圳華僑城洲際大酒店（インターコンチネンタル
深圳）
●深圳凱賓斯基酒店（ケンピンスキー深圳）
●深圳金茂JW豪酒店（JWマリオット深圳）
●深圳馬哥孛羅好日子酒店（マルコポーロ深圳）
●深圳東方銀座美爵酒店
（グランドメルキュールオリエンタル銀座深圳）
●深圳龍崗珠江皇冠假日酒店
（クラウンプラザ深圳龍崗シティーセンター）

●深圳維景酒店（メトロパーク深圳）
●東華假日酒店（ホリデイイン    東華）
●新都酒店
●晶都酒店
●金碧酒店
●皇悦酒店（ロイヤルシティーホテル）
●羅湖大酒店（ルオフーホテル）

●国賓大酒店
●竹園賓館
●粤海酒店
●楚天酒店（グランドチューホテル）
●景田酒店
●新豪方酒店
●新大洲酒店

汕頭 ●汕頭君華大酒店（メリタス汕頭）
●金海湾大酒店

●国際大酒店

東莞 ●東莞喜来登大酒店（シェラトン東莞）
●銀城酒店
●嘉華大酒店
●東莞旗峰山鉑爾曼酒店（プルマン東莞フォーラ
ム）
●索韮特東莞峰景高爾夫酒店（ソフィテル東莞ゴ
ルフリゾート）
●東莞虎門東方索韮特酒店（ソフィテル東莞虎門
オリエンタル）
●東莞索韮特御景湾酒店（ソフィテルロイヤルラ
グーン）
●太子酒店
●東莞新都会酒店

●興和酒店

中山 ●中山香格里拉大酒店（シャングリラ中山）
●中山喜来登酒店（シェラトン中山）
●中山永安新城皇冠假日酒店（クラウンプラザ中
山欖）

●中山国際酒店

順徳 ●順徳喜来登酒店 ●新世界酒店（ニューワールド順徳）
●大亜湾假日酒店（ホリデイイン大亜湾）

珠海 ●怡景湾大酒店
●帝濠度假酒店
●海湾大酒店（グランドベイビューホテル珠海）
●徳翰大酒店
●銀都酒店
●珠海假日酒店（ホリデイイン珠海）

●西藏大厦
●天鵝大酒店
●華駿大酒店
●珠海柏麗商務酒店
●粤海酒店
●星城大酒店
●金都酒店
●珠海2000年大酒店

●華僑賓館
●都鴻酒店
●海景万豪大酒店

桂林 ●桂林香格里拉大酒店（シャングリラ桂林）
●桂林喜来登飯店（シェラトン桂林）
●漓江大瀑布飯店（ウォーターフォール）
●民豊国際大酒店（注）
●桂林賓館
●西山精品酒店
●碧玉国際大酒店
●鑫海国際酒店
●桂林載斯酒店
●桂山（華星）大酒店

●桂湖飯店
●榕湖飯店
●佰宮精品酒店
●陽光王朝酒店
●維也納国際酒店（万象城店）
●金龍珠国際大酒店（注）

●環球大酒店
●桂林丹桂大酒店

陽朔 ●碧蓮江景大酒店
●陽朔新西街国際大酒店
●陽朔山畔度假酒店
●碧玉国際大酒店

●新世紀酒店
●陽朔君豪大酒店
●唐人街酒店

●陽朔新漓江飯店

北海 ●香格里拉大飯店（シャングリラ北海） ●辰茂海灘大酒店
●真龍国際大酒店
●維也納酒店

龍勝 ●温泉中心酒店 ●平安酒店
●水雲間

三亜 ●三亜国光豪生度假酒店
（ハワードジョンソンリゾート三亜ベイ）
●三亜華宇度假酒店
●三亜悦榕荘（バンヤンツリー三亜リゾート&スパ）
●金茂三亜麗思嘉爾頓酒店（ザ・リッツカールトン
三亜）
●天域度假大酒店（ホライゾン    リゾート）
●亜太国際会議中心酒店
●喜来登度假酒店（シェラトン三亜リゾート）
●金茂三亜希爾頓酒店（ヒルトン三亜リゾート&ス
パ）
●紅樹林度假酒店
●三亜万豪度假酒店（三亜マリオットリゾート&ス
パ）
●三亜湾假日酒店（ホリデイイン三亜湾リゾート）
●亜龍湾假日酒店（ホリデイイン亜龍湾リゾート）
●三亜文華東方酒店（マンダリンオリエンタル三
亜）
●三亜君瀾度假酒店（ナラダリゾート&スパ三亜）
●三亜亜龍湾鉑爾曼度假酒店（ブルマン三亜リ
ゾート&スパ）
●三亜半山半島洲際度假酒店（インターコンチネン
タル）
●三亜万麗度假酒店（ルネッサンス三亜リゾート&
スパ）
●万達三亜海棠湾希爾頓逸林度假酒店
（ダブルツリーリゾートバイヒルトン三亜海棠湾）
●三亜海棠湾康莱徳酒店（コンラッド三亜海棠湾）
●銀泰度假酒店（リゾートインタイム三亜）
●山海天大酒店
●天福源大酒店
●三亜万嘉戴斯度假酒店
（デイズホテル&スイート三亜リゾート）
●三亜陽光大酒店
●三亜維景国際度假酒店
●三亜亜龍湾瑞吉度假酒店（セントレジス）
●三亜美高梅金殿大酒店（MGMグランド）
●三亜財富海湾大酒店
●三亜海棠湾凱賓斯基酒店（ケンピンスキー）

●仙人掌度假酒店（カスタスリゾート三亜）
●珠江花園酒店
●金棕櫚度假酒店（リゾートゴールデンパーム）
●麗景海湾酒店
●三亜椰林灘大酒店（パームビーチリゾート&ス
パ）

●果喜大酒店
●明日大酒店

海口 ●海口喜来登温泉度假酒店（シェラトン海口リゾー
ト）
●海南西海岸前沿大酒店
●海南皇冠濱海温泉酒店（クラウンスパリゾート）
●金海岸羅頓大酒店
●寰島泰得大酒店
●海南新国賓館
●海南文華大酒店

●宝華海景酒店（宝華ハーバービューホテル）
●海口国際金融大酒店
●燕泰国際大酒店
●奥斯羅克大酒店

●海南華運凱莱大酒店
（ファユングロリアグランドホテル海口）

博鰲
（ボアオ）

●博鰲亜州論壇大酒店
●BOAO金海温泉大酒店

●BOAO錦江温泉大酒店

興隆 ●康楽園海航度假酒店

麗江（注） ●麗江悦榕庄（バンヤンツリー麗江）
●麗江鉑爾曼度假酒店（プルマン麗江リゾート&ス
パ）
●麗江和府洲際度假酒店（インターコンチネンタ
ル）
●官房大酒店
●麗江大港旺宝国際飯店（ワンダーポートインター
ナショナル）
●金府大飯店
●滇菌王大酒店
●実力希爾頓花園酒店
●維景国際精品度假酒店
●麗江復華麗朗度假村
●麗江金茂凱悦臻選酒店

●王府飯店
●阿丹閣大酒店
●雲南航空麗江観光酒店
●和璽酒店
●君瀾麗江国際大酒店
●常春藤度假酒店
●金泉大酒店
●金悦源精品酒店
●麗江大酒店
●麗江天雨精品酒店
●麗王大酒店

海南省

広西チワン族自治区

雲南省

広東省



昆明（注） ●昆明君楽酒店（グランドパーク昆明）
●翠湖賓館
●世紀金源大酒店（本館）
●昆明中心皇冠假日酒店
●佳華広場酒店（佳華プラザインターナショナル）
●天恒大酒店
●緑州大酒店
●昆明百事特悦航酒店
●昆明南亜風情園豪生酒店
（ハワードジョンソントロピカルガーデンプラザ昆明）
●昆明洲際酒店（インターコンチネンタル）
●昆明陽光酒店
●花之城豪生国際大酒店
●昆明索菲特大酒店（ソフィテル）
●昆明富力万達文華酒店

●昆明飯店
●錦江大酒店
●新紀元大酒店
●威龍酒店
●泰麗国際酒店
●雲安会都酒店
●朗威酒店
●恒盛酒店
●徽商国際酒店
●昆明机場賓館
●世紀金源大酒店
●希橋飯店

●錦泰酒店
●大観宮南酒店
●海棠飯店
●金泉大酒店

大理（注） ●風花雪月大酒店●漫湾大酒店●実力希爾頓酒
店
●海湾国際酒店
●大理国際大酒店
●洱海天域英迪格酒店
●紅龍井酒店
●三悦酒店
●三塔苑酒店

●亜星大飯店
●蘭林閣大酒店
●大理N度酒店
●中和坊酒店

●大理潤沢園酒店
●大理昇輝大酒店

香格里拉
（シャングリラ）(注)

●香格里拉仁安悦榕庄（バンヤンツリーリンガー）
●天界神川大酒店
●松賛林卡美景閣酒店
●金沙国際酒店
●楠寨林卡酒店
●香格里拉大酒店
●香格里拉実力希爾頓花園酒店
●唐香嘉秀大酒店

●扎西徳勒大酒店
●古城国際大酒店
●月光国際大酒店
●巴拉格宗藏式生態大酒店
●龍風祥雅閣酒店
●安信藍海釣華大飯店
●光年酒店
●紫微酒店

●順鑫商務酒店
●月光城飯店

西双版納（注） ●世紀金源大酒店（A座、B座）
●金地大酒店
●新傣園酒店
●西双版納安納塔拉度假酒店
●万達逸林希尓頓度假酒店
●西双版納洲際度假酒店
●西双版納雲投喜来登大酒店

●傣園酒店
●雲南航空西双版納観光酒店
●活発大酒店
●景蘭大酒店
●世紀金源大酒店（Ｃ座）

●景洪皇冠大酒店
●財鑫大酒店

羅平（注） ●㬢城假日酒店 ●雲之夢酒店●新天地酒店●浙商大酒店
●中源酒店
●羅平融庭假日酒店

●多依河賓館
●鑫源賓館

石林（注） ●石林同策戴斯大酒店
●石林銀瑞林国際酒店

●石林鉑晟假日酒店

濾沽湖（注） ●銀湖島大酒店 ●海境度假精品酒店
●璞山雲美女儿国度假酒店
●詩莉莉泛蜜月・曉駐摩梭

東川（注） ●旺統国際花園酒店
●元亨麗景酒店

●昆明開権精品酒店
●昆明紅土映像酒店

建水（注） ●臨安酒店 ●建水同心酒店
●建水福源大酒店
●建水盛世君都酒店

●建水臨安客桟

普者黒（注） ●丘北天成太和酒店
●普者黒雅貝精舎酒店

●銀湖大酒店

広南（注） ●広南八宝貢酒店
●広南世外桃源大酒店

普洱（注） ●普洱開元梅子湖温泉酒店 ●普洱景蘭大酒店
●普洱藍眉山商務酒店

●普洱聖安迪大酒店

西盟（注） ●西盟熙康雲舎酒店
●西盟秘境佤寨稻田庄園

●西盟司岗里大酒店
●西盟龍潭大酒店

景邁山（注） ●澜沧帕哎冷古茶庄园 ●普洱景邁山布朗公主客桟
●澜沧景邁景熹客桟

徳欽（注） ●高山別荘徳欽精品酒店●徳欽雪龍・梅里逸居
酒店

●観景天堂大酒店
●徳欽騰悦・梅里雪山度假酒店

●神山酒店
●明珠酒店
●森吉尼達瓦舎
●飛来神韵大酒店

元陽（注） ●元陽雲之梦酒店
●元陽万繕度假酒店
●雲上梯田酒店

●雲梯大酒店
●勝村雲梯大酒店
●南沙賓館
●経貿大酒店
●雲梯順捷酒店

貴州省 貴陽（注） ●貴陽中天凱悦酒店（ハイアットリージェンシー貴
陽）
●天怡豪生大酒店（ハワードジョンソンプラザ）
●貴陽喜来登貴航酒店（シェラトン貴陽ホテル）
●圣洋酒店
●貴陽鉑爾漫大酒店（プルマン貴陽）
●貴陽万麗酒店

●華美達神奇大酒店（ラマダプラザ貴陽）
●貴陽諾富特酒店（ノボテル貴陽ダウンタウン）
●柏頓酒店
●峰潤喀斯特酒店
●錦江鮮花大酒店

●星程酒店
●新聯酒店

西安 ●西安索菲特人民大厦（ソフィテル西安）
●西安香格里拉大酒店（シャングリラ西安）
●君楽城堡酒店（グランドパーク西安）
●富力希爾頓酒店（ヒルトン西安）
●西安錦江国際酒店
●西安威斯汀酒店（ウェスティン西安）
●西安賽瑞喜来登酒店（シェラトン西安ノースシティー）
●西安皇冠假日酒店（クラウンプラザ西安）
●西安高新希爾頓酒店
（ハンプトンバイヒルトン西安ハイテクゾーン）
●金花豪生国際大酒店（ハワードジョンソンプラザホテル）
●曲江恵賓苑賓館
●西安喜来登大酒店（シェラトン西安）
●西安金花大酒店
●西安豪華美居人民大厦（グランドメルキュール西安）
●皇城豪門酒店（西安グランドノーブル）
●西安天域凱莱大酒店（天域グロリアプラザホテル西安）
●西安建国飯店
●西安新興温徳姆酒店（ウィンダムホテル西安）
●西安華美達兆瑞酒店（ラマダ西安ベルタワー）
●西安陽光国際大酒店
●西安凱悦酒店（ハイアットリージェンシー西安）
●西安索菲特伝奇酒店（ソフィテル）
●西安盛美利並酒店（グランメリア）
●西安豪享来温徳姆至尊酒店（ウィンダムグランド西安サウ
ス）
●西安華清御湯酒店
●西安滻灞艾美酒店
●広成大酒店
●開元明都大酒店
●西安空港大酒店
●西安金白菲朗酒店
●西安W酒店
●西安諾世嘉頓酒店
●西安芙蓉閣酒店
●西安万麗酒店（ルネッサンス）
●西安慍潼悦椿温泉酒店
●西安万豪行政公寓
●西安皇苑華美達広場酒店（ラマダプラザ西安サウス）
●西安美居人民大厦
●西安温徳姆花園酒店
●西安林凱諾酒店
●西安中晶華邑酒店
●西安麗思卡爾頓酒店

●天閲酒店
●東方大酒店
●西安鐘楼飯店（ベルタワー）
●西安緑地假日酒店
●陝西奥羅国際大酒店
●紫金山大酒店
●西安中心戴斯酒店（デイズインシティーセンター
西安）
●最佳西方・西安高新百事特威酒店
●西安大雁塔假日酒店
●古都文化大酒店
●西安賓館
●唐城賓館
●維也納国際酒店
●西安天佑国際酒店
●西安澳斯特酒店
●西安艾斯丁酒店
●西安志誠麗栢酒店
●西安美麗豪酒店
●西安天翼新商務酒店
●西安皇后大酒店
●西安古城西智選假日酒店
●西安大雁塔美居酒店

●陝西航空大酒店
●万年大酒店
●隴海大酒店
●鉄通商務酒店
●西安雷汀曼酒店
●麗楓酒店
●西安新西北酒店鐘楼店
●西安飛鹿商務酒店
●西安文苑大酒店
●希岸軽雅酒店
●雅縵酒店

漢中 ●艾斯国際酒店 ●漢中郵政大酒店●百悦国際酒店●紅葉大酒店
●漢中金江大酒店●万邦広場亜朶酒店●漢中賓
館
●漢中田園酒店●漢中豊輝国際酒店●漢中古龍
酒店
●漢中興周国際酒店

延安 ●紫金国際酒店●延安金澤国際酒店

宝鶏 ●宝鶏建国飯店●法門寺沸光閣酒店●東嶺皇冠
暇日酒店

●宝鶏高新君悦国際酒店●宝鶏城際酒店
●宝鶏万福七星国際酒店●宝鶏恒源国際酒店

蘭州（注） ●甘粛銀行大厦●甘粛陽光大酒店●皇冠假日酒
店
●万達文華酒店
●甘粛国泰安寧大酒店
●甘粛寧臥庄賓館

●飛天大酒店●錦江陽光大酒店●長信国際酒店
●蘭洲温商大酒店●白銀路亜朶酒店
●蘭洲歩行街希爾頓欽朋酒店●組工大厦●亜欧
大酒店
●金地明庭酒店

●石油大厦●昆侖賓館
●宏遠大酒店●金冠大酒店
●安多香巴拉飯店
●東方国際大酒店

嘉峪関（注） ●嘉峪関国際大酒店
●広場假日酒店●酒鋼賓館●維也納国際酒店●
開通大厦
●東瑚明珠大酒店

●嘉峪関賓館●長城賓館●花苑大酒店 ●国泰大酒店●東方賓館
●林苑大酒店●万輝暇日酒店

敦煌（注） ●敦煌賓館新八楼
●太陽大酒店貴賓楼
●敦煌万盛国際飯店●敦煌華夏国際大酒店
●富麗華国際大酒店●敦煌国際酒店

●敦煌太陽大酒店●敦煌国際大酒店
●敦煌山荘●敦煌賓館
●敦煌太陽温泉酒店●敦煌陽光沙州大酒店
●金葉賓館●敦煌維景酒店

●飛天大酒店
●方舟大酒店
●興鑫大酒店
●麗都大酒店

張掖 ●金陽国際飯店
●御景国際酒店
●張掖賓館

●天域国際大酒店●鼎和国際大酒店●嘉享大酒
店
●七彩賓館
●華辰国際酒店●緑洲暇日酒店●新城大酒店●
電力大厦
●西遇国際酒店●張掖富来登温泉假日酒店
●維也納酒店●張掖鈷大酒店

●金都賓館
●甘州賓館
●新楽大酒店
●丹霞盛華文化酒店

酒泉 ●世紀大酒店
●酒泉飯店
●東方国際大飯店●酒泉賓館

●酒泉光明大酒店

西寧（注） ●青海匯通酒店
●銀龍酒店
●青海賓館
●新華聯索菲特大酒店（ソフィテル）●富力万達嘉
華酒店

●天年閣飯店●假日王朝大酒店●建銀賓館●金
座大酒店
●西寧大厦●勝利賓館●神旺大酒店●青蔵鉄道
酒店
●興鼎安大酒店●海悦酒店●中発源飯店
●青海海迪耶国際飯店●福茵長楽国際大酒店

●穆斯林大厦
●東湖賓館

茶卡（注） ●青塩賓館●雲朋鳥光暇日酒店

青海省

陝西省

甘粛省



成都 ●成都香格里拉大酒店（シャングリラ成都）
●成都泰合索菲特大飯店（ソフィテル）
●成都天府麗都喜来登飯店（シェラトン成都リド）
●凱賓斯基飯店（ケンピンスキー成都）
●四川錦江賓館
●西蔵飯店
●総府皇冠假日酒店
●家園国際酒店
●成都新東方千禧大酒店（ミレニアムホテル成都）
●海悦酒店（ハイアット）
●明悦大酒店
●城市名人酒店（セレブリティシティ）
●成都保利公園皇冠假日酒店
（クラウンプラザ成都パンダガーデン）
●成都天之府温徳姆至尊豪廷大酒店
（ウィンダムグランドプラザロイヤルパレス成都）
●岷山飯店
●首座万麗酒店
●明宇麗雅酒店
●明宇尚雅酒店
●成都天邑国際酒店
●成都帝盛酒店
●明宇豪雅飯店
●川投国際酒店
●富力麗思卡爾頓酒店（リッツカールトン）
●成都瑞吉酒店（セントレジス）
●成都雅居楽豪生大酒店
●成都希爾頓酒店（ヒルトン）
●大鼎世紀大酒店
●成都世紀城天堂洲際大飯店
（インターコンチネンタルセンチュリーシティー成都）
●成都JW万豪酒店
●成都空港建国飯店

●友豪羅曼酒店
●天仁大酒店
●銀河王朝大酒店（ダイナスティー）
●新華国際酒店
●成都世紀城假日酒店
●天府陽光酒店
●緑洲大酒店
●潤邦国際酒店
●向陽大厦賓館
●花園城大酒店
●新良大酒店
●京川賓館
●四川賓館
●成都東方広場假日酒店（ホリデイインオリエンタ
ルプラザ）
●成都峨眉雪芽大酒店
●成都金紫薇酒店
●錦江賓館（錦苑楼）
●錦璽沃特酒店
●成都鼓楼智選

●心族賓館
●成都濾天化飯店
●華西天使賓館
●金玉陽光酒店

九寨溝 ●九寨溝喜来登国際大酒店（九寨溝シェラトンリ
ゾート）
●九寨天堂洲際大飯店
（インターコンチネンタル九寨パラダイス）
●九寨溝天源豪生度假酒店
（ハワードジョンソン天源リゾート）
●九寨溝魯能希爾頓度假酒店（ヒルトン九寨溝リ
ゾート）

●九寨天堂甲蕃古城假日酒店（ホリデイイン九寨
甲蕃古城）
●千鶴国際大酒店
●九寨陽光大酒店
●九宮賓館
●九寨名雅大酒店
●九寨九源酒店
●新九寨賓館
●九寨溝星宇国際酒店（サンロイヤルインターナ
ショナル）
●九寨溝金龍国際度假酒店

●九寨溝賓館

川宗寺（注） ●川主寺岷江豪庭国際大酒店
●亜日国際大酒店

●岷江源国際大酒店●嘉絨鑫宮大酒店
●薬泉山庄●川主国際飯店

都江堰（注） ●百倫国際大酒店
●岷江新濠酒店●国堰賓館

●都江堰古城智選假日酒店
●都江堰中心智選假日酒店

峨眉山（注） ●紅珠山賓館●華生温泉酒店●世紀陽光大酒店
●天頤温泉大酒店●峨眉山大酒店（行政A）●華
生酒店（銀座）
●恒邦艾美酒店●恒邁酒店●藍光己庄酒店

●峨眉山大酒店    ●華生酒店
●峨眉山温泉酒店

●金葉賓館    ●鳳凰湖賓館    ●雄秀賓館
●金頂大酒店（山頂）  ●金頂山荘（山頂）

松藩（注） ●黄龍国際大酒店
●太陽河大酒店

黄龍（注） ●瑟爾嵯国際大酒店 ●華龍山荘

楽山（注） ●グランドニューセンチュリーホテル
●楽山盤龍開元名都大酒店

●楽山金海棠大酒店●楽山世紀嘉源大酒店 ●金葉大酒店
●漢尊大酒店

臥龍（注） ●隠沫守貘人酒店 ●岷江商務酒店

茂県（注） ●茂県国際飯店●茂県西羌家園酒店 ●茂県貴賓楼

日隆（注） ●悦山度假酒店●風情大酒店
●雲天商務酒店●四姑娘山圣洁度假酒店●四姑
娘山意境度假酒店

●貴山商務酒店●聖地映像酒店

綿陽（注） ●富楽山九洲国際酒店 ●長虹国際酒店●王子大酒店
●綿州酒店

●臨園賓館

宝興（注） ●夾金山大酒店

ゾルゲ（注） ●大蔵古格王朝酒店
●黄河第一湾大酒店

●大蔵聖地酒店 ●大蔵陽光酒店
●若爾盖（ゾルゲ）大酒店

雅安（注） ●雅安紅珠賓館●倍特星月賓館 ●宜必思酒店●雨城大酒店

徳陽 ●旌湖国際酒店 ●旌湖賓館 ●徳陽大酒店●徳陽新徳大酒店

剣閣 ●剣閣剣門関天賜温泉度假酒店
●剣閣関温泉国際大酒店

●剣閣逸酒店 ●剣閣賓館●剣門関酒店

広元 ●富力万達嘉華酒店 ●広元国際大酒店●広元賓館●鳳台賓館

閬中 ●聖索亜酒店
●錦元張飛国際酒店

●桃園国際酒店●大衆假酒店

安岳 ●安岳賓館

稲城 ●金珠大酒店
●洛克家園国際酒店
●聖地映像精品主題酒店
●雪域花園温泉酒店
●稲城陽光温泉酒店
●稲城    丁蔵地阳光酒店
●稲城翔雲酒店

シャングリラ鎮 ●華美達安可酒店
●日松貢布酒店

●稲城亜丁智選假日酒店
●蔵縁酒店
●璞美客芸術酒店
●亜丁華美達酒店

雅江 ●鉄泉聖地大酒店
●雅砻江大酒店
●驿都大酒店

●318連鎖汽車旅館
●雅江大酒店

康定 ●溜溜城格桑花大酒店
●格薩爾酒店

●玉景雪蓮精品酒店
●康巴大酒店
●情歌大酒店

丹巴 ●瀾峰大酒店
●丹巴金河大酒店
●丹巴美人谷大酒店
●丹巴蔵香閣大酒店

●318連鎖汽車旅館

新都橋 ●海螺溝貢嘎翔雲懸崖温泉酒店 ●撮影天堂大酒店 ●318連鎖汽車旅館
●天悦酒店

海螺溝 ●海螺溝貢嘎神湯温泉酒店 ●長征大酒店
●海螺溝金山撮影主題飯店●海螺溝明珠花園酒
店

自貢 ●雄飛假日酒店
●匯東大酒店

宜賓 ●宜賓竹海世外桃源度假酒店（C座）

ラサ（注） ●拉薩瑞吉度假酒店（セントレジスリゾート）
●雅魯蔵布大酒店（ヤルツァンポホテル）
●新鼎大酒店（シンディン）
●雅汀舎麗花国酒店（シャーディンシークレット）
●福朋喜来登酒店（フォーポイントバイシェラトン）
●拉薩飯店
●拉薩香格里拉酒店（シャングリラ）
●西蔵岷山飯店
●拉薩聖地天堂洲際大飯店
（インターコンチネンタルラサパラダイス）
●拉薩吾思蔵酒店

●西蔵迎賓館（チベットホテル）
●天海大酒店
●唐卡酒店
●雪域天堂国際大酒店
●璟城国際商務酒店
●維也納酒店
●聖安大酒店
●賽康大酒店
●拉威国際酒店
●拉薩空港佰翔花園酒店
●鋼堅飯店
●雪龍荘園酒店
●拉薩智選假日酒店

●香巴拉酒店
●紅山飯店
●西蔵聖潔暇日酒店
●拉薩荘園酒店
●拉薩燃木齊大酒店
●観世度暇酒店
●麗楓酒店
●拉薩亜賓館

林芝（注） ●工布荘園希爾頓酒店
●汀樾開元酒店
●恒大酒店
●保利雅途酒店
●五洲皇冠酒店

●林芝風情大酒店
●博泰林芝大酒店
●林芝賓館
●渝西大酒店
●明珠大酒店
●中海花園酒店
●岷山大酒店
●泓天大酒店
●香帕拉酒店
●美林国際酒店
●林芝印象酒店
●嘉龍酒店
●玉膳府大酒店

●林芝小天鷲賓館

定日（注） ●珠峰賓館
●日喀則珠峰雪豹客桟
●定日白坝大酒店
●チョモランマ上海大酒店
●君豪賓館
●日喀則雪域飯店

ウルムチ（注） ●喜来登鳥魯木斉酒店（シェラトン）
●信達海徳酒店
●華凌雅高美爵大飯店（グランドメルキュール）
●尊茂銀都酒店
●美麗華酒店
●尊荿鴻福大飯店
●南航明珠国際酒店
●瑞豪国際酒店
●空港天緑酒店
●野馬絲路文化主題沙龍
●錦江国際酒店
●塔里木大酒店
●西北石油酒店
●環球国際大酒店
●烏魯木斉希爾頓酒店（ヒルトン）
●万達文華酒店
●楚天銀星大酒店
●OBOR家酒店

●伊力特酒店
●城市朗辰大酒店
●錦泰源商務酒店
●寨外江南大飯店
●独山子大酒店
●火炬大厦
●鴻鑫酒店
●東方王朝大酒店
●百花村大酒店
●兵団大飯店
●突馬利斯飯店
●ハミ大厦●香江麗華酒店●地王商務酒店
●世紀百盛大酒店
●君邦天山飯店
●伊犂大酒店
●新疆迎賓館
●昆侖賓館（八楼）
●海大酒店
●吐哈石油大厦
●維斯特温泉酒店●如意酒店
●東街禧玥酒店●中和大酒店
●明園新時代飯店
●陽光酒店
●宇豪海遷酒店
●凱悦仮日酒店
●朗天潤酒店
●西域軽工国際酒店

●航空酒店
●益都大飯店
●金谷大酒店
●愛派皇冠酒店
●皓店国泰大酒店
●東方龍大酒店
●華僑賓館
●徽商大飯店
●昆侖賓館
●五星大厦
●鴻大酒店
●翼龍大酒店
●利華大酒店
●金衆暇日酒店
●海龍泉酒店
●宜必思酒店
●瑪見兒精品酒店
●白梁液酒店

チベット自治区

四川省（注）

四川省

新疆ウイグル自治区



トルファン（注） ●吐哈石油大厦
●吐魯番双城賓館
●火山紅酒店

●財富大酒店
●麦西莱普酒店
●友誼峰假日酒店
●錦江都城酒店
●火洲大飯店
●美居酒店
●海昌酒店
●禾潤酒店

●吐魯番大飯店（トルファン大飯店）
●吐魯番賓館
●交通賓館
●高昌大酒店●カレーズ民俗園賓館
●西州大酒店●豪城大酒店
●星辰酒店
●花園大飯店
●糧貿賓館
●錦秀金華酒店
●金新賓館
●交河荘園酒店

カシュガル（注） ●銀瑞林国際大酒店
●月星錦江国際酒店
●天縁国際酒店
●深業麗笙酒店
●皇家大酒店

●タリム石油邦臣酒店
●天緑商務酒店
●温州国際大酒店
●深航国際大酒店
●其尼瓦克国際酒店（中巴友誼楼）

●其尼瓦克国際酒店（北楼）
●喀什（口葛）爾賓館（カシュガル賓館）
●色満賓館
●藍天海鮮大酒店
●金座大酒店
●航空酒店
●新徳商務酒店

ハミ（注） ●紅星建国飯店
●錦江科技精品酒店

●ハミ賓館
●ジャクダ賓館
●陽光大酒店
●環球大酒店
●禾禾中州国際飯店

●電力賓館●鴻徳酒店
●九重天賓館●緑洲国際賓館
●紫雲大酒店
●華宇大酒店
●商業賓館
●嘉頓暇日酒店

クチャ（注） ●庫車飯店（五星楼）
●天縁国際酒店

●庫車国際大酒店
●庫車麗都大酒店
●庫車五洲大酒店
●庫車タリム酒店
●庫車柏悦精品酒店

●庫車賓館
●庫車飯店
●庫車宝龍賓館
●石油賓館
●金橋賓館
●庫車亀慈賓館

コルラ（注） ●康城建国大酒店
●梨城花園酒店

●銀星酒店●タリム石油酒店
●金星大酒店●巴州賓館
●博斯騰賓館
●桜蘭賓館
●佳鑫国華酒店

●新利華酒店●金悦大酒店
●巴州金三角賓館●金葉大酒店
●金豊大酒店
●艾美精品酒店
●嘉里時尚酒店
●豪君温州大酒店
●徳朴酒店

アクス（注） ●明華大酒店
●輝煌大酒店

●阿克蘇国際酒店
●華龍大酒店
●徳隆大酒店
●鴻福鑭大酒店
●東方国際大酒店
●浦東暇日酒店
●天縁国際酒店

●金都酒店
●友誼賓館
●凱旋大酒店
●域美大酒店
●中天大酒店
●大福大飯店

ホータン
（注）

●華豫国際酒店 ●西湖国際大酒店
●玉州世紀酒店
●温州大酒店
●林海酒店

●浙江大酒店
●和田貴賓国際酒店
●玉都酒店
●天都麗豪大酒店
●西域大酒店
●金三角大酒店
●昆侖賓館
●広瑞賓館
●電力賓館
●慕士塔格酒店

ニヤ（注） ●民豊帝皇国際酒店
●民豊天合国際酒店

●恒順酒店
●尼雅賓館
●民豊接待公寓

チェルチェン
（注）

●玉都賓館 ●凱悦大酒店
●玉泉湾商務賓館
●泌園大酒店

チャルクリク
（注）

●楼蘭賓館
●銀豊商務酒店
●天一酒店
●帝豪大酒店
●徽州賓館

奎屯（注） ●豪豊国際酒店 ●奎屯東方国際大酒店
●匾徳酒店

●奎屯賓館
●天悦商務酒店
●郵電賓館
●兵客西岐商務賓館
●錦源賓館
●羅瀾暇日酒店
●匯泉麗都酒店
●中興荘園暇日酒店

伊寧（注） ●隆鑫大酒店（五星楼）
●温州国際大酒店
●美景大酒店
●伊犁賓館（五星楼）
●伊犁河賓館
●天縁国際酒店
●中亜国際酒店
●恒潤国際酒店
●伊梨河酒店

●伊犁大酒店
●瑞陽カロウン酒店
●伊犁賓館（四星楼）
●八音和酒店
●香榭麗大酒店
●隆鑫大酒店
●嘉会国際酒店
●天河源賓館

●友誼賓館
●郵電賓館
●玉都酒店
●天潤大酒店
●陽光花城酒店
●伊犁特大酒店
●盛世全華江蘇大酒店
●花城賓館

アルタイ（注） ●阿勒泰賓館
●金橋大酒店
●遊遊賓館
●阿勒泰金都酒店
●陽光暇日酒店
●陽光酒店
●金橋大酒店
●潤徳大酒店

カナス湖（注） ●友誼峰度暇酒店 ●鴻福生態度假酒店
●四季休閑酒店

●環湖山荘
●林海山荘
●仙峰酒店

カラマイ（注） ●瑪依塔柯酒店 ●正天華厦大酒店
●宝石花酒店
●博達銀都酒店
●龍華酒店
●鴻福淮葛爾大飯店

●恒隆国際酒店
●藍海城市花園酒店
●新迎賓館
●天陽大酒店
●匯利石油民俗風情園酒店

バルンブルーク（注） ●龍興国際酒店 ●白天鵝賓館
●西部情賓館
●巴音酒店

シャムス（注） ●農墾大厦
●江天賓館

新源（注） ●新源県聯誠生態大酒店
●新源県騰龍雲海酒店

フフホト（注） ●呼和浩特喜来登酒店（シェラトン）
●香格里拉大酒店（シャングリラホテル）
●内蒙古錦江国際大酒店
●内蒙古飯店
●内蒙古春雪四季酒店

●呼和浩特假日酒店（ホリデイイン）
●賓悦大酒店
●草原明珠大酒店
●水月城温泉大酒店

●昭君大酒店

エジンキ（注） ●太豪国際酒店 ●天龍賓館
●金桃来酒店

内モンゴル自治区


