
JTBメディアリテーリング 2020年度ホテルリスト一覧表
2020/8/13

国名 都市名 グレード ホテル名

ＳD ＊ザ・ランガム・シドニー　＊パークハイアット・シドニー　＊シェラトングランドシドニーハイドパーク(旧シェラトンオンザパーク)（DX→SD)
＊ザ・スターグランドホテル(旧アストラルタワー)(注)　＊アモラホテル・ジャミソンシドニ−　＊インターコンチネンタルシドニー　
＊サースタンフォード・アット・サーキュラーキー　＊ザフラトンホテルシドニー(旧ザ・ウェスティンシドニー)　
＊シドニーハーバーマリオット(注)　＊シャングリ・ラ・ホテル・シドニー　
＊スイスホテル・シドニー　＊ソフィテルシドニーウェントワース(注)　＊ヒルトンシドニー(注)　＊ハイアットリージェンシー・シドニー(注)　＊プリマス・シドニー(注)　
＊フォーシーズンズホテルシドニー　＊オヴォロウルムルー　
＊ラディソンブルプラザシドニー　＊ソフィテル・シドニー・ダーリンハーバ-(注)
＊ヴァイブラッシュカッターズ(注)　＊ヴァイブホテルシドニ−　＊ヴァイブ・ノース・シドニー(注)　＊ヴァイブホテル・ダーリングハーバー(注)　＊ザ・グレースホテル（注）　＊ピアワンシドニー・ハーバー(注)　
＊ノボテルシドニーセントラル　*リッジスキャンパーダウン(注)　　＊メルキュ−ルシドニ−　*マントラシドニーエアポート　＊ノボテル・インターナショナル・エアポート
＊スタンフォード・プラザ・シドニーエアポート　＊リッジスシドニーハーバー(旧オールドシドニーホリデイイン)　＊クラウンプラザ・ダーリングハーバー　＊ヴォコ・シドニー・セントラル（旧ホリデイイン・シドニーセントラル）（注）
＊ノボテルシドニー・オン・ダーリングハーバー　＊シドニー・ブルーバード　＊ホリデイイン・ダーリングハーバー　＊ホリデイインエクスプレス・エアポート(注)
＊パークロイヤル・ダーリングハーバー　　＊メトロアスパイアホテル　＊ランデブー・シドニー・セントラル(注)　＊タンクストリームホテル(注)
＊プルマン・シドニー・ハイドパーク(注)　＊マントラシドニーセントラル(旧ブレイクフリー・オン・ジョージ)　＊リッジス・セントラル(注) 　＊リッジス・ワールドスクエア・シドニー　＊リッジスノースシドニー　
＊トラベロッジ・ウィンヤ−ド(注)　　
＊ノボテルシドニーダーリンスクエア（旧ノボテルロックフォ−ド・ダ−リングハ−バ−）(注）　＊オークスハイドパークプラザ（ホテルルーム）(注)
＊ホリデイイン・シドニーエアポート　
＊ホリデイイン・ポッツポイントシドニ−
＊ケンブリッジホテルシドニー(注)　＊トラベロッジシドニ−（注）　
＊ホテルイビス・ダーリングハーバー（注）　＊ホテルイビス・ワールドスクエア−（注）　＊ホテルイビス・バジェット・シドニー・イースト（注）
＊メトロホテルマーロウシドニ−セントラル　＊メルキュールホテル・パラマッタ　　＊キャピトルスクエアホテル　

SD ＊エミレーツワン&オンリーウォルガンバレー（旧ウォルガンバレー・リゾート＆スパ）
ＤＸ ＊リリアンフェルズ・ブルーマウンテンズリゾート＆スパ　＊ハイドロマジェスティックブル−マウンテンズ
ＳＰ ＊フェアモントリゾートブル−マウンテンズ　＊パレ ロワイアル(注)
SD ＊ロンギチュード131（注） 

ＤＸ ＊ボヤージズ・セイルズ・イン・ザ・デザート(注)　＊ボヤージズ・デザートガーデンホテル（デザートデラックス）　＊ボヤージズ・デザートガーデンホテル(デラックスロックビュー)

ＳＰ ＊ボヤージズ・デザートガーデンホテル（ガーデンビュー）（注）

ＦＲ ＊ボヤージズ・アウトバック・パイオニアホテル  

ST ＊ボヤージズ・ロストキャメル(注)

ＤＸ ＊グレートサザンレイルウェイ　＊ダブルツリーバイヒルトンアリススプリングス(旧クラウンプラザアリススプリングス)

ＳＰ *オーロラ(注)　　＊メルキュール・アリススプリングス・リゾート(旧アリススプリングスリゾート)　＊クラウンプラザ・ラセッターズ(旧ラセッターズホテルカジノ)

ＦＲ
＊イビス・スタイルズ・アリススプリングス・オアシス(旧オールシーズンズオアシスアリススプリングス)
＊アリスイン・ザ・テリトリー(旧ノボテルアウトバックリゾートアリススプリングス)　＊ヘブンバックパッカーズリゾート　＊ディプロマットモーテル

＊シャングリ・ラ・ホテル・ザ・マリーナケアンズ(注)　＊ヒルトンケアンズ
＊プルマンリーフホテルカジノケアンズ　＊プルマンケアンズインターナショナル　＊クリスタルブルック・コレクション・ライリー(注)　＊クリスタルブルック・コレクション・ベイリー(注)　＊クリスタルブルック・コレクション・フリン(注)
＊ノボテルケアンズ・オアシスリゾート　＊パシフィック・ホテル・ケアンズ　　＊ダブルツリーバイヒルトンケアンズ　＊ザ・アポットケアンズ(旧アポットブティックホテル・ケアンズ)(注)
＊リッジスエスプラネ−ドリゾ−ト・ケアンズ　＊マントラ・トリロジー（スタジオル−ム）（注）　＊マントラエスプラネード
＊ケアンズ・コロニアル・クラブ・リゾート（注）　＊ホリデイイン・ケアンズ・ハーバーサイド
＊リーフプラザホテルケアンズ(旧リッジスプラザケアンズ)
＊アカシアコートホテル　＊イビススタイルズケアンズ(注)　＊ケアンズ・シェリダンホテル(旧クオリティホテルシェリダンプラザ)
＊ケアンズプラザホテル(注)　＊パームロイヤルホテル（注）　
＊ベイビレッジ・トロピカルリトリート（ホテルルーム）（注）　＊ラマダバイウィンダムケアンズシティセンター(旧ホテルケアンズ)　＊コーラルツリーイン(注)

SD ＊パラッツォ・ベルサーチ　＊ザ・ダーリン・アット・ザ・スター

＊サーファーズパラダイスマリオットリゾート＆スパ　＊ペッパーズソウルサーファーズパラダイス

＊シェラトングランドミラージュリゾートゴールドコースト(旧シェラトンミラージュ・リゾ−ト＆スパゴールドコースト)　＊ザ・スター・ゴールドコースト(旧ジュピターズホテル＆カジノ)　

＊ソフィテルゴールドコースト・ブロードビーチ　＊マントラ・オン・ビュー (オーシャンビュー)　＊ヴォコ・ゴールドコースト(旧ウォーターマークホテル＆スパゴールドコースト)（SP→DX)

＊ＲＡＣＶロイヤルパインズリゾート　＊QTゴールドコースト　＊ヒルトン・サーファーズパラダイス（注）　 ＊マントラ・オン・ビュー(部屋指定なし)

＊クラウンプラザ・サーファーズパラダイス　　＊マントラレジェンズホテル（FR→SP)　＊ノボテルサーファーズパラダイス(旧ホテルグランドチャンセラーサーファーズパラダイス)(注)（FR→SP)

＊オークス・ゴールドコースト

＊ヴァイブホテルゴ−ルドコ−スト

＊オライリーズ・レインフォレスト・リトリート(旧オライリ−ズ・レインフォレスト・ゲストハウス)(注)　＊シ−ワ−ルドリゾ−ト　＊タンバリンガーデンズ　　 

＊ビーチコマー・サーファーズリゾート(注)

＊メルキュール・ゴールドコースト

＊アルファソブリン　＊パラダイスリゾ−ト・ゴールドコースト

＊パラダイス・アイランドリゾ−ト(旧ブレイクフリ−・パラダイス・アイランドリゾ−ト）

DX ＊スタンフォードプラザブリスベン　＊ソフィテル・ブリスベンセントラル　＊トレジャリーカジノホテルブリスベン
ＳＰ ＊ヒルトンブリスベン　＊ブリスベンマリオット　＊プルマンブリスベン・キングスジョージスクエア(旧シーベルシティゲート・キングジョージ・ブリスベン)(FR→SP)　

＊ザ・パークホテルブリスベン（旧ウォーターマークホテルブリスベン）　＊ノボテル・ブリスベン
　＊リッジス・サウスバンクブリスベン　＊ロイヤルオンザパーク　＊ホテルグランドチャンセラー・ブリスベン（注）
＊メルキュールブリスベンキングジョージスクエア（旧メルキュールホテルブリスベン）（注）

SＴ ＊アーバンブリスベン(注)　＊ホテルイビスブリスベン
SD ＊リッツカールトンパース

＊クラウン・メトロポール　＊ダクストンホテルパース(注)　＊ハイアットリージェンシーパース(注)　＊パンパシフィック　＊インターコンチネンタル・パースシティセンター(注)　　＊ザ・ウェスティン・パース(注)

 ＊パーメリア・ヒルトンパース(注)　＊QTパース

＊クラウンプラザパース　＊クラウン・プロムナード(注)　　＊マントラ・オン・ヘイ　＊マントラ・オン・マレー(注)　　＊ノボテルラングレイ・パース　＊フォーポインツ・バイ・シェラトン・パース(注)

＊アディナアパートメントホテル（旧メディナ・グランド・パース）　　＊エスプラネードホテルフリーマントル(旧リッジスパース)（注）　＊ペッパーズキングススクエア(注)  

＊アロフト(注)　 *ダブルツリーバイヒルトンノースブリッジ(注)　　＊シーズンズオブパースホテル（FR→SP)

＊シタディーンセントジョージテラス（旧サマセット・セントジョージステラス・パース）　　＊トラベロッジホテルパース

＊クォリティホテル・パース・アンバサダー(旧パースアンバサダーホテル）

＊ホリデイイン・シティセンターパース（注）　＊メトロ　＊メルキュールホテルパース（注）

SＴ ＊ホテル・イビス・パース(注)　＊コンフォートイン＆スイーツ・グッドアース・パース(旧グッドアース)(注)　

セルバンテス ST ＊セルバンテスピナクルズモーテル(注)　＊ピナクルズエッジリゾート(注)　

ジュリアンベイ
( ｾﾙﾊﾞﾝﾃｽから

20分/25km)
ST ＊ジュリアンベイモーテル (注)

カルバリー ST ＊カルバリーエッジリソート(注)　＊カルバリーパームリゾート(注)　＊カルバリービーチリゾート(注）　＊ゲコロッジ(注)

モンキーマイア DX ＊RAC・モンキーマイアドルフィンリゾート(注)

SP *マントラ（注）（ST→SP）　*ザ・ジェラルド（注）

FR ＊ネスト・ジェラルトン・アパートメントホテル(旧ウォルドルフ・ジェラルトン・サービスアパートメント)(注)(ST→FR)

＊イビススタイルズジェラルトン(注)　＊オーシャンセンターホテル(注)　＊ジェラルトンモーターイン(注)　＊ベストウェスタンホスピタリティイン(注)　

＊ウィンターサン(注)　　＊ザジェラルトンホテル(注)

SD ＊クラウンタワーズ　＊パークハイアットメルボルン
＊インターコンチネンタルメルボルン(注)　＊グランドハイアットメルボルン　＊ザ・ウェスティンメルボルン　 ＊シタディン・オン・ボーク　　＊シェラトン・メルボルン
＊ザ・コモメルボルンMギャラリーバイソフィテル(旧ザ・コモメルボルン）　＊ソフィテルメルボルン・オン・コリンズ　＊ランガムホテルメルボルン
＊オークスオンマーケット　＊オークス・オン・コリンズ(注)　＊クラウンプラザメルボルン(注)　＊ザ・ウィンザー　＊プルマンアルバートパーク・メルボルン(旧シーベルトアルバートパーク・メルボルン)（注）　＊ベイビューエデン　
＊スタンフォードプラザ・メルボルン　＊プルマンメルボルンオンスワンストンストリート(旧スワントンホテルメルボルン・グランドメルキュール)　＊マントラセントキルダロード(注)　　＊クラリオンスイーツゲートウェイ　＊マントラ・オン・ジョリモント(注)
＊ノボテルメルボルン・オン・コリンズ　＊ノボテルセントラル(注)　＊プルマンメルボルンオンザパーク(旧ヒルトンメルボルン)　＊パークロイヤルメルボルンエアポート(旧ヒルトンメルボルン・エアポート)　＊ヴァイブホテル・メルボルン(注)
＊ランデブーメルボルン(旧ランデブーグランドホテルメルボルン)(注）（FR→SP)　＊サヴォイ・ホテル・オン・リトルコリンズ(旧ヴァイブサヴォイホテルメルボルン）　＊シタディーン・オン・パーク(DX→SP)
＊マントラオンリトルボーグ *ブレディホテルズジョーンズレーン（注)　＊ホリデイイン・エクスプレス・リトルコリンズ(注)　＊ホリデイイン・エクスプレス・サウスバンク(注)　＊フォーポインツバイシェラトン・ドックランド(注)
＊メルキュールメルボルンアルバートパーク(旧シティゲート・アルバートパークメルボルン)
＊ダブルツリーバイヒルトン(旧シティゲートメルボルン)（注）　＊ベイビュー・オン・ザ・パーク　＊ビューメルボルン(旧メルボルンパークビューホテル)（注）
＊ノボテルメルボルンセントキルダ　＊ホリデイイン・オン・フリンダース　　＊イビスセントラル(旧ノボテル＆イビスセントラル)(注)
＊ホリデイイン・メルボルンエアポート　＊メルキュール・ウェルカム・メルボルン(注)　＊グランドチャンセラーメルボルン
＊ラディソンオンフラッグスタッフガーデンズ(注)　＊リッジズメルボルン(注) 

ST ＊ホテルイビスメルボルン(注）　＊メルキュールホテルメルボルン・トレジャリーガーデンズ(注）
DX ＊ペッパーズ・クレイドル・マウンテン・ロッジ(注)（SP→DX) 　

SP ＊レモンタイム・ワイルトネス・リトリート(旧レモンタイムロッジ)　＊クレイドルマウンテンホテル(注)（ST→SP)

SP ＊ダイアモンド・アイランド・リゾート(注)（FR→SP)

FR ＊ビーチフロント・ビシェノ(旧ベストウェスタン・ビーチフロント・ビシェノ)(注)　＊ビシェノ・バイ・ザ・ベイ(注)　

DX ＊フレシネロッジ　＊ヘンリージョンズアートホテル（注）　＊ホテルグランドチャンセラーホバート　＊レストポイントホテル
FR ＊サラマンカイン・オールスイートホテル　＊ハードリーズ・オリエント・ホテル(旧グランドメルキュール・ハドリーズホテル)　＊ベストウェスタン・ホバート(注)　＊リッジスホバート（注）　＊レナオブホバート（注）
SP ＊クラウンプラザ・ホバート(注)
ST ＊トラベロッジ・ホテル・ホバート（注）　＊イビス・スタイル(注)
SD ＊インターコンチネンタルアデレード

＊グレートサザンレイルウェイ　＊ザチフリーオンサウステラスアデレード（注）　＊プレイフォードアデレイド（旧シーベルプレイフォードアデレード）（注）＊スタンフォードグランドアデレード

＊スタンフォードプラザアデレード　＊ヒルトンアデレード（注）　＊ブレイクフリーアデレイド（旧ブレイクフリーオンヒンドリー）（注）　＊マジェスティックルーフガーデンホテル（注）　

＊ペッパーズウェイマウスホテル（旧ランデブーグランドホテルアデレード）　＊プルマンアデレード　＊メイフェア(注)

＊マントラヒンドマーシュスクエア　＊マントラオンフローム

＊クラウンプラザアデレードホテル(注)　＊グランドチャンセラー・アデレード・オン・カリー　＊グランドチャンセラー・アデレード・オン・ヒンドリー　＊ホリデイインエキスプレス・アデレードシティセンター(注)

SD ＊ケーブルビーチクラブリゾート（注）　 ＊ランデブーサンクチュアリーリゾートブルーム（注）

DX ＊オークスケーブルビーチサンクチュアリー（旧オークスブルーム）（注）　＊キンバリーサンズリゾート&スパ(注)

SP ＊マングローブホテル（注）　＊メルキュールブルーム（注）　＊オークス・ブルーム(注)

SP ＊エルクエストロワイルダーネスパーク(エマゴージ/ステーション)(注)　＊カナナラカントリークラブリゾート(注)

※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。
また、アメリカ・カナダについては、各コースの契約パンフレットまたはインターネット上のコースページ下部【ご注意・ご案内】をご確認ください。
～～～ハワイ方面のご注意～～～
※（★）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。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。結果としてシャワーのみのお部屋となった場合は旅程保証による変更補償金のお支払いはいたしません。
※（▲）のホテルはハーフ・バスタブ(一般のバスタブと比べ浅く、大きさは半分程度)のお部屋になります。また、ハーフ・バスタブのお部屋となる可能性が少しでもあるホテルに関しても（▲）としてありますのでご了承ください。
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SP

ブルーム



FR ＊アイビススタイルカナナラ(注) 　 ＊オールシーズンズカナナラ　＊バングルバングルウィルダネスロッジ　＊ホテルカナナラ(注)

＊ザガン(ダーウィン-アリススプリングス)　（注）＊ミンディービーチカジノ＆リゾート（旧スカイシティダーウィン）（注）　＊ダブルツリーバイヒルトンエスプラネードダーウィン(旧ホリデイインエスプラネードダーウィン)（注）
＊ダブルツリーバイヒルトンダーウィン(旧ホリデイインダーウィン)（注）　＊ヒルトンダーウィン(旧クラウンプラザダーウィン)　（注）＊マントラオンザエスプラネード

SP ＊ヴァイブホテルダーウィン　＊リッジスダーウィンセントラル（旧ダーウィンセントラル）（注）　＊ノボテルダーウィンCBD（旧ノボテルアトリウムダーウィン）

SP ＊メルキュールカカドゥクロコダイルホテル(旧ガガジュクロコダイルホリデイイン)　

FR ＊カカドゥロッジクイーンダ（注）

SD ＊クオリア　＊ハミルトンアイランドリゾート(ビーチクラブリゾート)　　＊ハミルトンアイランドリゾート
＊ウィットサンデーアパートメンツハミルトンアイランド（注）　＊ハミルトンアイランドリゾート(パームバンガロー&テラス)　（注）＊ハミルトンアイランドリゾート(リーフビューホテル)
＊ハミルトンアイランドセルフケイタリング

DX プルマンナンディベイ・リゾート&スパ

ラマダスイーツbyウインダム・ワイロアロアビーチ(注)　

メルキュール・ナンディ

ノボテル・ナンディ

タノアインターナショナルホテル(注)

ナンディナラギホテル(注)

カプリコーンインターナショナルホテル(注)

グランドウエストビラ(注)

ヘキサゴンインターナショナルホテルヴィラアンドスパ(注)

トカトカリゾートホテルナンディ(注)

ウェスティンデナラウアイランドリゾート&スパ

シェラトンフィジーリゾート

ソフィテルフィジーリゾート&スパ

ヒルトンフィジービーチリゾート&スパ

ラディソンブルリゾートフィジーデナラウアイランド

SP ザ・パームデナラウフィジー

アウトリガーフィジービーチリゾート

シャングリラフィジアンリゾート＆スパ(注)

ワーウィックフィジー

ザナビティリゾート(注)

フィジーハイダウェイリゾート&スパ(注)

モミベイ SD フィジーマリオットリゾートモミベイ

SD インターコンチネンタルフィジーゴルフリゾート&スパ

SP ヤトゥレリゾート&スパ(注)

スバ SP ホリデイインスバ

サブサブ SD ジャンミシェルクストーフィジーアイランドリゾート(注)

マナ島 DX マナ・アイランドリゾート&スパ(注)

トレジャー島 SP トレジャーアイランドリゾート

キャスタウェイ島 SD キャスタウェイアイランドフィジー

ビーチコマー島 ST ビーチコマーアイランドリゾート(注)

ソナイサリ島 SP ダブルツリーリゾートbyヒルトンフィジー

ワカヤ島 SD ザワカヤクラブ&スパ

プランテーションアイランドリゾート(注)

ロマニアイランドリゾート(注)

ボモ島 SD ボモアイランドフィジー

マタアノア島 DX マタマノアアイランドリゾート(注)

シェラトンリゾート＆スパトコリキアイランド(注)

トコリキアイランドリゾート(注)

ヤサワ島 SD ヤサワアイランドリゾート&スパ(注)

リクリクラグーンリゾート

シックス センシズ フィジー

SP マロロアイランドリゾート(注)

SP トロピカアイランドリゾート(注)

*ル・メリディアンヌメア

*ヒルトン・ヌメア・ラ・プロムナード・レジデンス

*シャトーロワイヤルビーチリゾート&スパ(注)

*ラマダホテル&スイーツ(注)

*ホテルルラゴン　

*ヌバタ (旧ヌバタホテル)(注)

*ホテル・ボーリバージュ(注)

*カサデルソル

ブーライユ DX *シェラトンニューカレドニアデヴァスパ&ゴルフリゾート

メトル島 DX *エスカペード・アイランド・リゾート(注)

ウベア島 DX *パラディドウベア

DX *ル・メリディアン・イル・デ・パン

*ウレロッジ(注)

*ホテル・ク・ブニー(注)

ＦＲ *ホテルコジュー(注)

リフー島 ＳＰ *ドレウヴィラージュ(注)

マレ島 ＳＰ *ネンゴネヴィラージュ(注)

*インターコンチネンタルタヒチリゾート&スパ　

*タヒチイアオラビーチリゾート - マネージドbyソフィテル (旧ルメリディアンタヒチ)

*タヒチパールビーチリゾート　

*マナバスイートリゾートタヒチ

*ホテルタヒチヌイ

*ホテルティアレタヒチ(注)

*ヒルトンモーレアラグーンリゾート&スパ

*ソフィテルモーレアイアオラビーチリゾート(注)

DX *マナバビーチリゾート&スパモーレア

*インターコンチネンタルボラボラリゾート&タラソスパ

*フォーシーズンズリゾートボラボラ

*コンラッドボラボラヌイ(旧ヒルトンボラボラヌイリゾート&スパ)

*ザセントレジスボラボラリゾート

*ソフィテルボラボラプライベートアイランド(注)

*インターコンチネンタルボラボラルモアナリゾート

*ソフィテルボラボラマララビーチリゾート(注)

*ルメリディアンボラボラ

*ボラボラパールビーチリゾート&スパ

SP *ルマイタイポリネシアボラボラ(注)

SP *ロイヤルボラボラ(注)

ランギロア島 DX *ホテルキアオラリゾート&スパ(注)

＊クラウンプラザ　＊シティライフ（注）　＊ザ グランドバイスカイシティ（旧スカイシティグランド）　＊スカイシティ（注）　*ホテルブリトマート（注）
＊スタンフォードプラザ　＊スペンサーオンバイロン（注）　＊エムソーシャル　＊ノボテルオークランドエアポート(注)
＊ヒルトン（注）　＊プルマン（レジデンス）　＊ソフィテルオークランド　＊プルマン（リージェンシービュールーム）
＊ヘリテージ　＊コーディス（旧ランガム）　＊グランドミレニアムオークランド(旧ランデブーグランド)　＊ザ・シーベルキーウェストオークランド

＊アモラホテルオークランド(注)　＊ハートランド・ホテル・オークランドエアポート

＊コプソーン・オークランドシティー(注)　　＊ナウミオークランドエアポート(旧グランドチャンセラーエアポート)
＊スディマオークランドエアポート　＊サベル・マヌカウ(注)　＊グランドチャンセラー・オークランドシティ（旧：グランドチャンセラー・シティセンター）(注)

＊ノボテル・エラズリー　＊アディナアパートメント（注）　＊ホリデイイン・オークランドエアポート

＊グランドメルキュールオークランド(注)　＊リッジズ(注)　＊ジェットパークホテルオークランドエアポート（注）　
ST ＊イビス・エラズリー（旧：アイビス・エラズリー）（注）　＊オークランドシティホテルホブソンストリート（注） ＊ベストウェスタンプレジデント（注）

＊リッジス・ラティマー（注）　＊ザジョージホテル　＊ノボテルクライストチャーチカセドラルスクエア　＊クラウンプラザ（注）
＊ペッパーズ・クリアウォーターリゾート（注）　＊ヘリテージ　＊ディスティンクション（注）　＊スディマクライストチャーチシティ
＊ラマダ(注)　＊シャトーオンザパーク　ダブルツリーバイヒルトン（注）　＊クオリティ・ホテル・エルムス（注）
＊ランデブー(注)　＊スディマ・クライストチャーチエアポート(注)　＊コモドール・ホテル（旧：コプソーン・コモドール）　*ノボテルエアポート（注）

ST ＊イビスクライストチャーチ（旧：アイビス）（注）　＊ハートランド・ホテル　 ＊ブレイクフリー

SD ＊ミルブルックリゾート

＊クラウンプラザ　＊シーニック・スイーツ(注)　＊セントモリッツ(注)　＊カマナ・レイクハウス(注)(旧アスペンホテルクイーンズタウン（SP）)

＊ソフィテル　＊ノボテル・レイクサイド　＊ヒルトン・クイーンズタウン　＊スイス・ベルスイーツ・ポウナム(注)

＊ペッパーズ・ビーコン（注）　＊ヘリテージ　＊ミレニアム　＊リース（注）　

＊オークス・ショアーズ(注)　＊コプソーンホテル&アパートメント(注)　＊コプソーン・レイクフロント　＊ナゲットポイント(注)　＊ラマダホテル(注)

＊スイス・ベルリゾート・コロネットピーク　＊ホリデイインクイーンズタウンフランクトンロード(注)　＊ホリデイインエクスプレス＆スイーツ（注）

＊メルキュールリゾート(注)　＊リッジス・レイクランド　＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン(注)　＊マントラ・マリーナ・アパートメント(注)

ST ＊ディスカバリーシャーウッドホテル（注）　　＊ハートランド（注）

DX ＊ノボテルレイクサイド　＊ミレニアム　＊リッジズ　*プルマン（注）

SP ＊コプソーン　＊スディマ・レイクロトルア(注）　＊ディスティンクション　＊ホリデイイン(注)

ST ＊イビス（旧：アイビス）（注）

DX ＊ハーミテージ （プレミアム・プレミアムプラス）

SP ＊ハーミテージ（スーペリア）（注）　＊ハーミテージ（スタンダード）（注）

ST ＊マウントクックロッジアンドモーテル（注）

トワイゼル SP マッケンジーカントリーイン

トンガリロ国立公園 SP ＊シャトートンガリロ

DX ＊ウェインズホテル(注)　＊ディスティンクション(注)

タヒチ

パペーテ

SD

DX

FR

モーレア島
SD

ボラボラ島

SD

DX

ニュージーランド

オークランド

DX

SP

クライストチャーチ

DX

SP

クイーンズタウン

DX

SP

ロトルア

マウントクック国立公園

ニューカレドニア

ヌメア

DX

ＳＰ

ＦＲ

イルデパン島 ＳＰ

フィジー

ナンディ

SP

ST

デナラウビーチ
DX

コーラルコースト

DX

SP

ナタンドラ

マロロライライ島 SP

トコリキ島 DX

マロロ島

SD

カカドゥ国立公園

ハミルトン島
DX

ダーウィン
DX

カナナラ



＊キングスゲート　＊シーニック・サザンクロス（注）　

＊シーニック・ダニーデンシティ（注）　　＊ヘリテージレジャーロッジ(旧メルキュール)

DX ＊ペッバーズ・ブルーウォーターリゾート(注)

ST ＊ゴッドリーリゾート（注）

オマラマ ST ＊カントリータイム ホテル

SP ＊ディスティンクション（注）　＊ディスティンクション・ラクスモア（注）　＊ビレッジイン(注)

ST ＊キングスゲート　＊フィオルドランド ホテル

＊インターコンチネンタル　　＊ボルトンホテル

＊ジェームスクック・グランドチャンセラー　＊リッジス・ウェリントン　＊ソフィテルウェリントン(注)

＊ノボテル　＊グランドメルキュールホテル(旧メルキュール)(注)　　＊ＣＱクオリティ　＊CQコンフォート(注)

＊メルキュール・エーベルタスマン（注）　＊コプソーン・オリエンタルベイ(注)　＊ダブルツリーバイヒルトン（注）

ST ＊ウィリスホテル　*イビス（注）

＊アンティグオ・バポール　＊エデルミラ　＊カサ・デル・レクトール＊カスティージョ・サンタ・セシリア

＊キンタ・ラス・アカシアス　＊キンタ・ラス・アロンドラス　＊ブティック1850　＊ミシオン・グランデ・カサ・コロラダ　＊ビジャ・マリア・クリスティーナ　＊カサ・ビレイジェス

＊ポサダ・サンタ・フェ　＊ホリデー・イン・エクスプレス・グアナファト　＊ミシオン・グアナファト　＊レアル・デ・ミナス・グアナファト　＊サン・ディエゴ

＊パセオ・デ・ラ・プレサ　＊グラン・プラザ　＊メソン・デ・ロサリオ　＊メヒコ・プラサ・グアナフアト　＊ラ・アバディア・トラディショナル　＊ラ・アバディア・プラザ　＊メソン・クエバノ　＊メソン・デ・ロス・ポエタス

＊カソーナ・デ・ロス・サポス　＊カミノ・レアル・アンヘロポリス　＊カミノ・レアル・ホテル＆スイーツ　＊カルテシアーノ　＊キンタ・レアル　＊グランド・フィエスタ・アメリカーナ・アンヘロポリス

＊コートヤード・プエブラ・ラス・アニマス　＊ソナタ　＊ラ・プリフィカドーラ　＊プレシデンテ・インターコンチネンタル　＊マリオット・プエブラ・ホテル・メソン・デル・アンヘル　＊ローズウッド・プエブラ

＊カサ・レイナ　＊ＭＭグランド・ホテル　＊ホリデーイン・プエブララノリア　＊ホリデー・イン・プエブラ・フィンサ

＊ラ・キンタ・バイ・ウィンダム・プエブラ・パルマス・アンヘロポリス　＊フィエスタイン・プエブラ・フィンサ、ヒルトン・ガーデンイン・プエブラ・アンヘロポリス　＊フィエスタ・イン・ラス・アニマス　＊ベスト・ウェスタン・プルス・プエブラ

＊ポサダ・サン・ペドロ　＊ホリデー・イン・エキスプレス＆スイート・アンヘロポリス　＊ホリデー・イン・エクスプレス　＊ミシオン・アルカンヘル　＊NHプエブラ・セントロ・ヒストリコ　＊NHプエブラ・フィンサ　＊クラウン・プラザ・プエブラ

＊シティ・エキスプレス・プエブラ・セントロ　＊シティ・エキスプレス・アンヘロポリス

SD(注) ＊アシエンダ・テモソン　＊アシエンダ・シカナトゥン　＊アシエンダ・メリダ　＊カサ・レカンダ　＊マンシオン・メリダ　＊ロサス・ショコラテ・ブッティク・アンド・スパ　＊チャブレ・リゾート＆スパ　＊カサ・アスール　＊ブティック・バイ・ザ・ムセオ

＊グラン・レアル・ユカタン　＊ハイアット・リージェンシー・メリダ　＊フィエスタ・アメリカーナ・メリダ　＊インターコンチネンタル・プレジデンテ・メリダ　＊ウィンダム・メリダ　＊NHコレクション・メリダ

＊アシエンダ・ミスネ　＊ヒルトン・ガーデン・イン・メリダ　＊ビクトリア・メリダ

＊エル・エスパニョール・パセオ・デ・モンテホ　＊ガンマ・メリダ・エル・カステジャーノ　＊エル・コンキスタドール　＊デル・ゴベルナドール　＊ハンプトン・イン・メリダ　＊マリア・デル・カルメン

＊ミシオン・メリダ・パナメリカーナ　＊ロス・アルーシェス　＊ホリデー・イン・メリダ　＊シティ・エクスプレス・プラス・メリダ　＊ホリデー・イン・エキスプレス・メリダ　＊カサ・デル・バラム

＊ザ・リッツ・カールトン・カンクン　＊ル・ブラン・スパ・リゾート・カンクン　＊シークレット・ザ・バイン　＊ＪＷマリオット・カンクン・リゾート＆スパ　＊ハイアット・ジラーラ　＊グラン・フィエスタ・アメリカーナ・コーラルビーチ・カンクン・リゾート＆スパ　

＊ライブ・アクア・ビーチリゾート・カンクン　＊シークレッツ・プラヤ・ムヘーレス・ゴルフ＆スパ・リゾート　＊ニズック・リゾート＆スパ　＊ビジャ・デル・パルマール　＊ロイアルトン・スイーツ・カンクン

＊イベロスター・カンクン　＊パナマジャック・リゾート・カンクン　＊リフレクト・カンクン・リゾート　＊オールリトモ・カンクン・リゾート・アンド・ウォーターパーク　＊オレオ・カンクン・プラヤ　＊クラブ・メッド・カンクン

＊サンドス・カンクン　＊ハード・ロック・ホテル・カンクン　＊パラディスス・カンクン　＊フィエスタ・アメリカーナ・コンデッサ　＊インター・コンチネンタル・プレジデンテ・カンクン　＊マリオット・カサ・マグナ・カンクン・リゾート　＊リウ・カンクン　

＊リウ・パレス・ラス・アメリカス　＊フィエスタ・アメリカーナ・ビジャス・カンクン　＊グランド・パーク・ロイヤル・ラグジュアリー・リゾート・カンクン　＊ドリーム・サンズ・カンクン・リゾート　＊メロディーメーカー・カンクン・リゾート　＊リウ・カリベ・カンクン

＊リウ・パレス・ペニンシュラ　＊グラン・オアシス・センス　＊ロイヤルトン・スイート・カンクン・リゾート＆スパ　＊ウェスティン・リゾート＆スパ・カンクン　＊ウェスティン・ラグナマール・オーシャン・リゾートビジャ＆スパ　＊ハイアット・ジーヴァ　

＊グラン・オアシス・カンクン

＊カンクン・ベイ・リゾート　＊アクアマリーナ・ビーチ　＊ＮＹＸ　＊オアシス・カンクン・ライト　＊オアシス・センス　＊グラン・オアシス・パルム　＊オーシャン・スパ・カンクン　＊クリスタル・カンクン　＊コンフォート・イン・エアポート　＊スマート・カンクン・バイ・オアシス

＊ドス・プラヤス・カンクン　＊フォー・ポイント・バイ・シェラトン・セントロ　＊フラミンゴ・カンクン・リゾート　＊ベル・エアー・コレクション・リゾート&スパ・カンクン　＊ホリデー・イン・カンクン・アレナス　＊エンポリオ・カンクン　＊オムニ・カンクン・ホテル＆ビジャス

＊パーク・ロイヤル・ビーチ・リゾート・カンクン　＊レアル・イン・カンクン　＊フラミンゴ・カンクン・リゾート　＊ルネサンス・カンクン・リゾート＆マリーナ　＊クリスタル・アーバン・カンクン・セントロ　＊コートヤード・バイ・マリオット・エアポート

SD(注) ＊ラ・カソーナ　＊セント・レジス　＊フォーシーズンズ　＊ＪＷマリオット　＊Ｗメキシコシティ　＊コンデサＤＦ　＊ダウンタウン　＊ラス・アルコバス　＊ライブ・アクア・アーバン・リゾ-ト・メキシコ　＊スタラ・アンブルゴ　＊アビタ

＊ＮＨエアポート・ターミナル２　＊エンポリオ　＊カミノ・レアル・エアポート　＊カミノ・レアル・メキシコシティ　＊ガレリア・プラザ・レフォルマ　＊クラウン・プラザＷＴＣ　＊グラン・ホテル　＊シェラトン・マリア・イサベル　＊ハイアット・リージェンシー

＊ヒルトン・メキシコシティ・レフォルマ　＊ヒルトン・エアポート　＊グランド・フィエスタ・アメリカーナ・チャプルテペック　＊フィエスタ・アメリカーナ・レフォルマ　＊プレジデンテ・インターコンチネンタル・メキシコシティ　＊ヘネベ　＊マリオット・レフォルマ

＊バルセロ・メキシコ・レフォルマ　＊ル・メリディアン　＊マルキス・レフォルマ　＊ロイヤル・ペドレガル　＊カミノ・レアル・ペドレガル　＊ラディソン・パライソ・ペリスール

＊ＮＨセントロ・ヒストリコ　＊ＮＨメキシコシティ　＊ＷＥホテル・エアポート　＊イストリコ・セントラル　＊インペリアル・レフォルマ　＊カサ・デ・ラ・コンデサ　＊カサ・ブランカ　＊クリスタル・アーバン・エアポート　＊コートヤード・エアポート　

＊コートヤード・メキシコシティ・レボルシオン　＊シティ・エクスプレス・プルス・パティオ・ウニベルシダ　＊シティ・エクスプレス・プルス・レフォルマ・エル・アンヘル　＊シティ・セントロ　＊スイーツ・デル・アンヘル　＊センチュリー・ソナ・ロサ

＊ソカロ・セントラル　＊ノビット　＊フィエスタ・イン・エアポート　＊フィエスタ・イン・セントロ・ヒストルコ　＊フォー・ポイント・シェラトン　＊プラザ・フロレンシア　＊ペドレガル・パレス　＊ホリデー・イン・エクスプレス・レフォルマ２２２　＊ホリデー・イン・ソナ・ロサ

＊ホリデー・イン・プラザ・ウニベルシダ　＊ロイヤル・レフォルマ　＊ユーロスター・ソナ・ロサ　＊ライラ　＊ウィンダム・ガーデン・レフォルマ　＊フィエスタ・イン・プラザ・セントラル・エアポート　＊ベストウェスタン・マジェスティック

＊ウィンダム・ガーデン・メキシコシティ・ポランコ　＊ハンプトン・イン＆スイーツ・セントロ・ヒストリコ

DX(注) ＊ザ・ロッジ・アット・チェチェンイッツァ　＊アシエンダ・チェチェンイッツァ

ＳＰ(注) ＊マヤランド・ホテル&バンガロー　＊オカーン　＊ビジャス・アルケオロヒカス　＊チェチェンイッツァホテル　＊ホテル・ブティック&スパ・カネク　＊ホテル・イッキル

バジャドリ SP(注) ＊キンタ・レヒア・バジャドリ　＊エル・メソン・デル・マルケス　＊マリア・デ・ラ・ルス

＊イベロスター グランド パッカード　＊グラン・ホテル・マンサナ・ケンピンスキー　＊サラトガ　＊サンタ・イサベル　＊パラシオ・マルケス・デ・サンフェリペ＆サンチャゴ・デ・ベフカル（旧サンフェリペ＆サンチャゴ・デ・ベフカル）、＊ナシオナル・デ・クーバ(旧ナシオナル)

＊イベロスター・パルケ・セントラル（旧パルケ・セントラル）　＊メリア・コイバ　＊メリア・ハバナ　＊キンタ・アベニダ（旧フォーポイントバイシェラトン・ハバナ）　＊アストン・パノラマ（旧Ｈ10・ハバナ・パノラマ（オーシャンビュー)

＊アルマドレス・サンタンデール　＊メモリーズ・ミラマール　＊オファリル　＊コンデ・デ・ビジャ・ヌエバ　＊サン・ミゲル　＊テレグラフォ　＊フロリダ　＊マルケス・デ・プラド・アメノ　＊ラケル　＊NHカプリ　＊コモドロ　＊イングラテラ　

＊ハバナ・リビエラ・バイ・イベロスター（旧リビエラ）　＊トリップ・ハバナ・リブレ　＊シャトーミラマール　＊アンボス・ムンドス　＊セビージャ

ST(注) ＊プラザ　＊ビーリブ・ハバナシティ・コパカバーナ

DX(注) ＊イベロスター・グランドホテル・トリニダ

SP(注) ＊メモリーズ・トリニダ・デル・マル

ST(注) ＊ラ・ロンダ　＊クラブ・アンコン　＊クラブアミーゴ・コスタスル　＊ラス・クエバス

SP(注) ＊ハグア・バイ・メリア（旧ハグア）　＊ラ・ウニオン・バイ・メリア（旧ラ・ウニオン）　＊メリア・サンカルロス

ST(注) ＊ファロ・ルナ　＊ランチョ・ルナ

＊イベロスター・セレクション・バラデロ（旧イベロスター・バラデロ）　＊イベロスター・セレクション・プラヤ・ピラール　＊イベロスター・セレクション・ベラ・ビスタ　＊イベロスター・ラグナ・アスル　＊パラデｨスス・バラデロ　＊パラディスス・プリンセサ・デル・マル　

＊メリア・インターナショナル　＊メリア・ペニンスラ・パラデロ　＊メリア・バラデロ　＊メリア・ラス・アメリカス　＊ロイヤルトン・イカコス　＊グランド・メモリーズ・バラデロ

SP(注) ＊ソル・シレナ・コーラル（旧ソル・クラブ・コーラル・シレナス）　＊ソル・パルメラス　＊ムトゥ・プラジャ・バラデロ（旧プラヤ・デ・オロ）　＊ブラウ・バラデロ　＊メリア・ラス・アンティジャス

＊JWマリオット　＊ウエスティン　＊スイソテル　＊ヒルトン リマ ミラフローレス　＊エステラール ミラフローレス　＊エル パルド ダブルツリー バイ ヒルトン　＊カサアンディーナ プレミアム ミラフローレス　＊クラウンプラザリマ　＊シェラトン・リマ　

＊ソネスタホテル エル オリバール　＊ソル デ オロスイート（旧ソル デ オロ）　＊メリアリマ　＊ラディソン デカポリス ミラフローレス　＊ハイアット セントリック サンイシドロ リマ　＊ＡＣホテリマミラフローレス　＊マント ホテル リマ - M ギャラリー（旧 フォレスタ ホテル リマ）

＊ノボテルリマ　＊リベルタドールリマ　＊カサ アンディーナ セレクト ミラフローレス　＊ミラフローレス・コロン　＊コスタデルソル ウィンダム リマエアポート（旧コスタデルソル ウィンダム リマシティー）　＊コスタデルソル ウィンダム サラベリー

＊サン アグスティンエスクルーシブ　＊ホセ アントニオ　＊ホセ アントニオエグゼクティブ　＊ホテルノビリティ　＊ラグジュアリー ホテル インカリ　＊ホセ アントニオ デラックス　＊アットン サン イシードロ バイ プルマン（旧アットン サン イシードロ）　＊アラワイ

＊ラディソン デカポリス ミラフローレス　＊ホリデイイン　＊ホテル ブティック ロイヤル パーク リマ　＊デルフィネス　ホテル＆コンベンション・センター　＊キングダム　＊サンダーバード カレラ　＊カサ・アンディナ・セレクト・ミラフローレス　＊ホリデイイン・リマエアポート

＊エル コンダード ミラフローレス　＊ラアシエンダホテル＆カジノ

＊ロス ヒラソレス　＊エルタンボⅠ　＊エルタンボⅡ　＊カサ アンディーナ スタンダ－ド ミラフローレス サンアントニオ　＊カサ アンディーナ スタンダ－ド ミラフローレス セントロ　＊カルメル　＊サンタクルーズ　＊ニューコルパック　＊フェレミラフローレスホテル

＊エンバハドーレス　＊ブリタニア ミラフローレス　＊イビス ラルコ ミラフローレス　＊マリエル ホテル＆アパートメンツ（旧マリエル）　＊モンテ レアル　＊レオン デ オロ イン＆スイート　＊ステファノス　＊エル タンボ ドスデマーヨ　

＊リブレホテル-BWシグネチャーコレクション（旧ホテルリブレ）　＊ファラオナ・グランホテル・ミラフローレス　＊ハビタット

DX(注) ＊JWマリオット エル コンベント クスコ　＊アランワ クスコ ブティックホテル　＊インカテラ ラ カソナ　＊ベルモンド パラシオ ナサレナス　＊ベルモンド モナステリオ　＊パラシオ デル インカ ア ラグジュアリー コレクション　＊カサカルタヘーナブティック ホテル＆スパ

SP(注) ＊シマ クスコ ホテル　＊カサ アンディーナ プレミアムクスコ　＊サン アグスティン エルドラド　＊ソネスタクスコ　＊ノボテルクスコ　＊ホセ アントニオ クスコ　＊ヒルトンガーデンイン　クスコ　＊ソネスタ ポサダ デル インカ　＊テラ アンディーナ

＊アウグストス　＊カサ アンディーナ スタンダ－ド クスコ カテドラル　＊カサ アンディーナ クスタンダ－ド クスコ コリカンチャ　＊カサ アンディーナ スタンダ－ド クスコ サンブラス　＊カサ アンディーナ クスタンダ－ド クスコ プラザ　＊サマイ　＊サンアグスティンプラザ

＊サン アグスティン インターナショナル　＊スエニョス デル インカ　＊タイピカラ　＊ティエラ デル ソル ホテル　＊ヴィランドレ　＊プラザ デ アルマス　＊センテナリオ イン　＊カルメンカ　＊マベイ　＊ムナイワシ イン　＊ルイナス　

＊ロス ポルタレス（旧ロス ポルタレス クスコ）　＊ロイヤルインカⅠ　＊ロイヤルインカⅡ　＊アビタレ　＊フェレ クスコ　＊ロイヤル イン クスコ　＊ポロ クスコ スィート　＊コスタデル ソル ラマダ クスコ

DX(注) ＊ベルモンド サンクチュアリー ロッジ　＊インカテラマチュピチュプエブロ　＊スマック マチュピチュ ホテル

SP(注) ＊カサ デル ソル マチュピチュｰブティックホテル（旧カサ デル ソル マチュピチュ）　＊ティエラ ビバ マチュピチュ　＊ハトゥン インティ ブティック　＊タイピカーラブティック マチュピチュ（旧タイピカーラブティック）

＊アンディーナラグジュアリー　＊インカタワー　＊インティ プンク アラメダ イン　＊インティ プンク マチュピチュ　＊インペリオ マチュピチュ　＊ウィラコチャ イン　＊キライン　＊グリンゴ ビルズ ホテル　＊ケロス　＊サンチュアリオ　＊パチャクテック　＊ハナクパチャイン　

＊プレジデンテ　＊ロイヤル インティ イン　＊フェレマチュピチュ　＊ハトゥン インティ クラシック　＊ハトゥンサマイ　＊ラカバーニャ　＊エルマピ　＊テラサ デ ルナ　＊ワマン　＊インティプンク エル タンボ　＊カサ アンディーナ スタンダード マチュピチュ

＊オスタル・コンチネンタル　＊オスタル・プラザ　＊オスタル・マチュピチュ

DX(注) ＊タンボデルインカラグジュアリーコレクション　＊ベルモンド リオ ザグラード　＊アシエンダ　インカテラ

SP(注) ＊カサ アンディーナ プレミアム バジェサグラド　＊ソル イ ルナ ロッジ　＊アランワ　セイクリッド　バレー　ホテル＆ウェルネス　＊アグストス ウルバンバ　＊サン アグスティン モナステリオ デ ラ レコレタ　＊アランワ（ユカイ）　＊ソル・イ・ルナ

＊ティエラビバヴァレサグラドウルバンバ（旧 インカルパ ヴァッレ サグラド ロッジ & スパ）　＊ヴィラ ウルバンバ　＊エコ アンディナ ホテル　＊オリャンタイタンボ ロッジ　＊カソナ デ ユカイ　＊サン アグスティン ウルバンバ　＊ソネスタ ポサダ デル インカ ユカイ　

＊トルネード ホテル　＊パカリタンプ　＊ハトゥンバレー　＊ピソナイ プエブロ　＊マベイ ウルバンバ　＊アシエンダ デル バジェ　＊ロイヤル インカ ピサック　＊アグストス　バジェサグラド　＊ソネスタポサダユカイ

SP(注) ＊ラスドゥナス

ST(注) ＊ソルデイカ　＊レアルホテルイカ　＊ビジャハスミン　＊モッソーネ　＊ビニャスデケイロロホテル

パラカス DX(注) ＊ホテル・パラカス・ラグジュアリーコレクションリゾート　＊アランワ　パラカス　リゾート＆スパ　＊ダブルツリーバイヒルトンホテル　パラカス

DX(注) ＊カサ アンディーナ プレミアム　＊GHL ホテル ラーゴ チチカカ　＊チチラカホテル

SP(注) ＊ソネスタ ポサダ デル インカ プーノ　＊ホセアントニオ　＊ラ　アシエンダ プーノ　＊ホテル　アシエンダ　プラザ　デ　アルマス　プーノ　＊シーマ　プーノ　ホテル　＊ホテル　ロイヤル イン　プーノ

ST(注) ＊インティカ　＊ホテル　シウダ　デル ラーゴ　プーノ　＊カサ アンディーナ スタンダ－ドプーノ　＊ケルカタニホテル　＊ホテル　カソナ　コロン イン　＊シルスタニ　＊ティエラ ヴィパ プーノ プラザ ホテル　＊プラザ マヨール　＊ホテル　タイピカラ　ラ-ゴ

DX ＊ブルボンカタラタス　＊ベルモンド ダス カタラタス　＊マブテルマス＆リゾート

＊カリマ ホテル　＊ウィンダムゴールデンフォズスイーツ　＊ビアレカタラタス　＊ビアレタワー　＊レカントカタラタス　＊コンチネンタルイン　＊サン マルティン　＊ゴールデン・パーク・インターナショナル・フォス　＊ビバスカタラタスホテルリゾート

＊ブルボン・フォスドイグアス（旧ブルボン・ビジネスホテル）　＊マブ・インターリディウム　＊レカントパーク

ST(注) ＊スイサ　＊ナダイ コンフォート　＊ハーバーコロニアル　＊パノラマ　＊ラファイン セントロ　＊ラファイン パレス

＊ＪＷマリオット　＊サンタテレサ　＊シェラトン・リオ・ホテル＆リゾート　＊ソフィテル・リオデジャネイロ・イパナマ(旧：ソフィテル・リオデジャネイロ・コパカバーナ)　＊ヒルトン・コパカバーナ　＊ペスターナ・リオ・アトランティカ　

＊リオ・オットンパレスベルモンド コパカバーナ パレス　＊イベロスター・リオ

SP(注) ＊アウグストス・コパカバーナ　＊アストリア・パレス　＊ウィンザー・アトランティカ　＊ウィンザー・エクセルシオール　＊ウィンザー・グアナバ+E6+E5:M15

＊アトランティコ・コパカバーナ　＊レーメー・オットン　＊カリフォルニア・オットン　＊コパカバーナ・スル　＊サボイ・オットン　＊メルキュールRJコパカバーナ(旧：チューリップイン・コパカバーナ)　＊プレミアコパカバーナ

＊ベストウエスタン・リオ・コパ　＊マール イパネマ　＊マジェスティック・リオ・パレス　＊リオ・プレジデンテ

DX(注) ＊ポルト　プレギアス　リゾート

SP(注) ＊グラン　ソラーレ　レンソイスリゾート　＊ポルトプレシャスリゾート　＊ポサーダ・エンカンテス　＊ポサーダ・リオ　＊ポサダブリティ

ST(注) ＊ドナマリア　＊リオブレグイサス　＊パークナウティコ

DX(注) ＊イグアス グランドホテル リゾート＆カジノ　＊メリア(旧：シェラトン)　＊アメリアンポルタルデルイグアス

SP(注) ＊パノラミック　＊ロイスイーツ　＊メルキュールイグアス

ＳＰ(注)

DX(注)

イグアス（アルゼンチン側）

ブラジル

イグアス（ブラジル側） SP(注)

リオデジャネイロ

DX(注)

ST(注)

バヘリーニャス

ペルー

リマ

DX(注)

SP(注)

ST(注)

クスコ

ST(注)

マチュピチュ村

ST(注)

ウルバンバ

ST(注)

イカ

プーノ

チチェンイッツァ

キューバ

ハバナ

DX(注)

SP(注)

トリニダー

シエンフエゴス

バラデロ
DX(注)

メキシコ

グアナファト

ＤＸ(注)

ＳＰ(注)

プエブラ

DX(注)

SP(注)

メリダ
ＤＸ(注)

SP(注)

カンクン

SD(注)

DX(注)

SP(注)

メキシコシティ

ウエリントン

DX

SP

ダニーデン
SP

テカポ

テ・アナウ



ST(注) ＊エストゥリオン　＊オルキデアス　＊セントジョージ

＊インターコンチネンタル＊エンペラドール　＊シェラトンブエノスアイレス　＊リベルタドール（旧シェラトンリベルタドール）　＊マデーロ　＊プラザ　＊メリア　＊リーガルパシフィック　＊ヒルトン　＊アルベアールパレス　

＊パークタワー ラグジャリーコレクション(旧：パークタワーシェラトン)　＊パークハイアット　＊フォーシーズンズ

＊７２５ブエノスアイレス　＊ＮＨシティ　＊ＮＨジョーステン　＊アメリアンブエノスアイレスパーク　＊アメリカス タワーズ　＊エル コンキスタドール　＊クラリッジ　＊ダズラーマイプ（旧ダズラー タワー マイプ）

＊ラグジャリーパークプラザ（旧パークプラザユニーク）　＊パンアメリカーノ　＊ブリストル　＊ラファイエット　＊レヘンテ パレス　＊ラマダブエノスアイレス　＊ダズラー・ウインンダム・ブエノスアイレス　＊グランド・ブリソ

＊５６２ノガーロ　＊ＮＨクリヨン　＊ＮＨフロリダ　＊ＮＨラティーノ　＊ＮＨランカスター　＊エクセコロン（旧コロン）　＊デ ラス アメリカス　＊エグゼクティブセントラル（旧パークセントラルユニーク）　＊ホリデイインエクスプレス

＊ロイスイーツエスメラルダ

DX(注) ＊ホテルイマーゴ　＊セレナホテル　＊ロス・サウセス　＊ロス・アラモス

SP(注) ＊コステンアイク　＊アルトカラファテ　＊ミラドール・デル・ラゴ

ST(注) ＊エルキホーテ　　＊ミラドールデルラゴ　＊エルガルポン　＊カウヤトゥン　＊ローチェスター　＊バイアレドンダ　＊シエラネバダ　＊エスプレンドール・デ・カラファテ　＊ミケランジェロ　＊ラルアイク　＊ホテル・カペンケ　＊コイアイケン

DX(注) ＊カサ・グランデ・スイーツ　＊カサ・グランデ　＊カミノ レアル・アパートホテル　＊コステス　＊プレジデンテ　＊ラディソン　＊リッツ・アパートホテル　＊スイーツ・カミノレアル　＊エウロパ　＊エル・レイ・パレス　＊カサ・デ・ピエドラ

SP(注) ＊ラ・カソナ・ホテル・ブティック　＊オスタル・ナイラ　＊レノーヴァ　＊リッツ　＊グロリア

SP(注) ＊ルナ・サラダ　＊クリスタル・サマニャ　＊パラシオ・デル・サル

ST(注) ＊タンボ・アイマラ　＊ハルディネス・デ・ウユニ　＊ロス・ ヒラソーレス　＊タイカ・デ・サル　＊ラ・マヒア・デ・ウユニ　＊サマイワシ

SD(注) ＊コスタリカマリオットサンホセ　＊レアルインターコンチネンタル

DX(注) ＊クラウンプラザコロビシ　＊ダブルツリーカリアリバイヒルトン　＊バルセロサンホセパラシオ

SP(注) ＊クオリティーレアルサンホセ　＊ベストウェスタンサンホセ　＊ホリディインアウロラ　＊ホリディインエクスプレス　＊ラディソンサンホセ　＊ラマダプラザエラドゥーラ　＊オーテンティコホテル

DX(注) ＊エル・エスタブロ　＊フォンダベラ　＊ベルマールホテル　＊モンテベルテロッジ

SP(注) ＊ボコアポコ ホテル＆スパ　＊モンターニャ・モンテベルテデ　＊フィックスロッジ　＊トラップファミリーロッジ

ST(注) ＊エリコニア　＊クラウドフォレスト　＊エル・ボスケ　＊ビジャ・ベルデロッジ　＊ロス・ピーノス　＊モンテベルデ カントリーロッジ　＊ホテルシプレス　＊アタルデセールホテル　＊エル・エスタブロ

SD(注) ＊ナラヤホテル

DX(注) ＊タバコンリゾート　＊キオロホテル　＊バルデゥ　＊ロイヤル・コリン　＊ザスプリングリゾート

＊モンターニャ・デ・フエゴ　＊アレナルオブセルバトリーロッジ　＊ロスト・イグアナ・リゾート アレナル　＊アレナルロス・ラゴス　＊アレナルマノロホテル　＊マジックマウンテンホテル　＊シレンシオ・デ・カンポ　＊ココロアレナル

＊カラ・ルナ　＊ボルカーノロッジ

＊アレナル・パライソ　＊アレナルロッジ　＊アレナルパレス　＊ミラダスアレナルラバスタコタルロッジ　＊カンポベルデ　＊アレナルカントリーイン　＊エコ・アレナル　＊ブリサル・アレナル　＊アレナルボルケーノイン　＊ロマデルボルカン　

＊サンボスコホテル＆ガーデンズ　＊マジックマウンテン

ボゴタ SP(注) ＊アットン・ボゴダ93　＊シェラトン・ボゴダ　＊サイト　＊ＮＨ パビリオン‐ロイヤル　＊カサ・ダン・カールトン　＊メトロテル74

メデジン SP(注) ＊ポブラド・アレハンドリア　＊ノボテル・メデジン・エルテソロ（旧アート・メデジン）　＊ダン・カールトン・ベルフォート　＊ホテル・ディエス　＊パーク10

カルタヘナ SP(注) ＊カピラ・デル・マール　＊カリベ　＊ソネスタ・ビーチ・リゾート　＊インターコンチネンタル・カルタヘナ　＊アルメリア・レアル　＊アナンダ　＊アルミランテ・カルタヘナ・エステラル　＊デカメロン・カルタヘナ

ＳD ＊ザ・フェアモントパシフィックリム バンクーバー　　＊シャングリラ ホテル バンクーバー

＊ウェスティングランドバンクーバー　＊コースト コールハーバー ホテル バイ　アパ　＊コースト プラザ ホテル ＆ スイーツ ＊ザ ウェスティン ベイショア バンクーバー　

＊ザ サットンプレイスホテル バンクーバー　＊ザ フェアモント ウォーターフロント　＊シェラトンバンクーバー ウォールセンターホテル　＊デルタバンクーバー スイーツホテル　＊ハイアットリージェンシー バンクーバー　

＊バンクーバーマリオットピナクル ダウンタウンホテル　＊パンパシフィックホテル バンクーバー　＊フェアモントバンクーバー エアポート (空港周辺)　＊フォーシーズンズホテル バンクーバー　＊メトロポリタンホテル バンクーバー　

＊リバーロックカジノリゾート (空港周辺)　＊ザ ホテル アット リバーロック (空港周辺) 　＊ピナクル　バンクーバーハーバーフロントホテル　＊ローズウッドホテルジョージア バンクーバー　

＊ウェスティンウォールセンター　バンクーバーエアポート (空港周辺)　＊フェアモントホテルバンクーバー　＊ジョージアンコート 

＊エグゼクティブ ホテル ビンテージパーク ＊カーマナプラザ　＊コンフォートインバンクーバーエアポートホテル  (空港周辺)　＊ ザ コーストバンクーバー エアポートホテル   (空港周辺)

＊ザ リステルホテル ＊サンドマンスイーツ オンデイビー バンクーバー ＊サンドマンホテル バンクーバーシティ センター＊サンドマンシグネチャー バンクーバーエアポート  (空港周辺)＊サンドマンホテル バンクーバーエアポート 

＊シェラトンバンクーバー エアポートホテル ＊センチュリープラザ ホテル & スパ ＊デイズインバンクーバーダウンタウン＊パークイン バンクーバー＊パシフィックゲートウェイホテル バンクーバーエアポート (空港周辺)

＊ベストウェスタン　プラスサンズ ホテル＊ベストウェスタン　プラス シャトーグランビル ＊ホリデイイン ホテルアンドスイーツ バンクーバー ダウンタウン＊ラディソンホテル バンクーバーエアポート (空港周辺)

＊ラマダホテル バンクーバー ダウンタウン＊ザレジデンスイン バンクーバーダウンタウン ＊ヒルトン　バンクーバー　エアポート  (空港周辺)＊バンクーバー　エアポート　マリオット　ホテル  (空港周辺)

＊アクセントインバンクーバーエアポート (空港周辺)＊ローズデールオンロブソン スイートホテル＊GECグランビルスイーツ

FR ＊バークレイホテル  ＊トラべロッジホテルバンクーバーエアポート (空港周辺)

バーナビー
（バンクーバーからのお車
での所要時間/１５ｋｍ/約

３０分)

ＳＰ ＊ホリデイイン エクスプレス バンクーバー - メトロタウン

サーレー
（バンクーバーからのお車
での所要時間/約３０ｋｍ/

約４５分）

ＳＰ ＊ シェラトン ギルフォード

SD ＊ザ フェアモント エンプレス　

＊ インアットローレルポイント＊ コースト　ビクトリアホテル　アンド　マリーナ　バイ　アパ＊ ジ エアリー リゾート アンド スパ ＊ デルタ ビクトリア オーシャン ポイント リゾート＊ ビクトリア マリオット インナー ハーバー

＊ ホテル グランド パシフィック＊ ウェスティン ベアマウンテン （ビクトリア市内 / 約１８ｋｍ・約３０分)

SP ＊ ダブルツリーバイヒルトンビクトリア ＊ コンフォート ホテル ＆ コンファレンス センター＊ シャトー ビクトリア ホテル アンド スイーツ＊ ベスト ウェスタン プラス　カールトン プラザ ホテル＊ ハンティングドン マナー

＊コースト　カムループス　ホテル＆コンフェレンスセンター＊ダブルツリーバイヒルトン カムループス＊フォーポインツ バイ シェラトン カムループス＊サウス トンプソン イン＆コンファレンス センター

＊サンドマン　シグネチャー　カムループス　ホテル　＊ハンプトンイン バイヒルトン カムループス　＊フェアフィールドイン＆スイーツ バイマリオットカムループス

DX ＊サンピークス グランドホテル & コンフェレンスセンター

SP ＊ナンシーグリーンズ カヒリティーホテルアンドスイーツ（旧：ナンシーグリーンズ カヒリティーロッジ）

＊ カルガリー マリオット ダウンタウン ホテル  ＊ザ ウェスティン カルガリー ＊シェラトン スイーツ カルガリー オー クレア ＊デルタ カルガリー ダウンタウン＊ハイアット リージェンシー カルガリ ー 

＊フェアモント パリサー ＊カルガリーエアポートマリオットインターミナルホテル （空港周辺）

＊インターナショナル ホテル スイーツ カルガリー＊ベストウェスタンプレミアカルガリープラザホテル（旧： コースト プラザ ホテル ＆ コンファレンス センター カルガリー）　＊シェラトン キャバリエ カルガリー ホテル

＊デイズ イン カルガリー サウス＊デルタ カルガリー エアポートインターミナル ホテル （空港周辺）＊デルタ カルガリー サウス＊フォーポインツ バイ シェラトン ホテル＆スイーツ カルガリー ウエスト＊ホテル アーツ

 ＊ラマダプラザ カルガリーダウンタウン＊サンドマン ホテル カルガリー シティー センター ＊ホテル ブラックフット＊ラマダプラザカルガリーエアポートホテル

カナナスキス DX ＊ エグゼクティブ リゾート アット カナナスキス　＊ ポメロイカナナスキスマウンテンロッジ （旧： デルタ ロッジ アット カナナスキス）　＊マウント キッド マナー

DX ＊マルコルムホテル

SP ＊キャンモア イン＆スイーツ （旧： ラマダ　イン＆スイーツ　キャンモア）＊クオリティ リゾート シャトー キャンモア ＊ホリデイインキャンモア(旧：ホテル オブ ザ ロッキーズ ）＊コーストキャンモアホテル アンド コンファレンスセンター 

SD ＊ ザ フェアモント バンフ スプリングス 　＊ リムロック リゾートホテル 

DX ＊デルタ バンフ ロイヤルカナディアンロッジ ＊ バンフ パーク ロッジ リゾート ホテル ＆ コンファレンス センター＊ムース　ホテル＆スイーツ

＊インズ オブ バンフ　＊ ザ バンフ センター　＊ ザ フォックスホテル＆スイーツ　 ＊ キャナルタ　ロッジ　バンフ（旧スプルース グローブ イン）　　＊チャールトンズ　＊ ハイカントリーイン

＊バッファローマウンテンロッジ　＊ バンフ アスペン ロッジ　＊バンフイン　＊ エルクアンドアベニューホテル ＊ バンフ カリブー ロッジ＆スパ　＊ バンフ ターミガンイン　＊バンフ ロッキーマウンテンリゾート

＊ ブリュウースターズ マウンテンロッジ　＊ マウント ロイヤルホテル　＊ ランドルストーンロッジ　＊アーウィンズマウンテインイン

ＦＲ ＊バンフボイジャーイン

ＳＴ ＊バンパーズイン

SP ＊ ソーリッジ イン ＆ コンフェレンス センター フォートマクマレー ＊ベスト ウェスタン ノーマッド イン 

FR ＊ クオリティー ホテル&コンフェレンス フォートマクマレー ＊ ストーンブリッジ ホテル

DX ＊ コーストカプリホテル  ＊ デルタグランドオカナガンリゾート & コンフェレンスセンター ＊ ペンティクトンレイクサイドリゾート コンベンションセンター & カジノ  ＊ マンテオリゾートウォーターフロントホテル&ビラ  ＊ レイクオカナガンリゾート  

＊アクセントインズ  ケロウナ ＊ サンドマンインアンドスイーツ バーノン ＊サンドマンホテル ケローナ＊ デイズイン ケローナ＊プレステージビーチハウスケローナ（旧： プレステージイン ケローナ） 

＊プレステージホテル バーノン＊ ベストウェスタンプラス ケローナ ホテルアンドスイーツ ＊プレスティージバーノンロッジ＆カンファレンスセンター（旧：バーノン アトリウム ホテル&カンファレンスセンター）

＊ラマダホテル アンド コンファレンスセンター ケローナ 

DX ＊ ウェスティン エドモントン ＊ クラウン プラザ シャトー ラコームホテル ＊ サットン プレイス ホテル エドモントン＊ フェアモント ホテル マクドナルド 

SP ＊エグゼクティブロイヤルホテルエドモントンエアポート　＊コースト エドモントン プラザ ホテル ＊デルタホテルズエドモントンセンタースイーツ 　＊ファンタジーランド ホテル 　＊マトリックス ホテル

キングストン FR ＊デルタ・キングストン・ウォーターフロント＊フォーポインツバイシェラトン・キングストン＊ホリデーイン・キングストン・ウォーターフロント＊ラマダホテル＆カンファレンスセンター＊ホリデーインエクスプレス・キングストン

SD ＊ザ フェアモント シャトー レイクルイーズ

DX ＊ポストホテル　＊モレーン レイク ロッジ

SP ＊ ディアロッジ＊ レイクルイーズイン　＊ クロッシング

ヨーホー国立公園
（レイクルイーズからのお

車での所要時間/約25Km/
約30分）

SD ＊ カテドラル マウンテン ロッジ  (都市： ヨーホー国立公園/YON)

コロンビアアイスフィールド SP ＊ グレーシャービューロッジ（旧：グレーシャービューイン） (都市：コロンビアアイスフィールド/HFC)

SD ＊ザ フェアモント ジャスパー パーク ロッジ

＊ アストリア ホテル  ＊クリムソン　ジャスパー ＊ アルパイン ビレッジ ＊ ザ　ウィスラーズイン ＊ ザ トンキン イン ＊ ザ マーモット ロッジ ＊ シャトー ジャスパー ＊ソーリッジ イン ＆ コンファレンス センター 

＊ジャスパーインバイサンライズ（旧： ベストウェスタンジャスパーイン＆スイーツ） ＊マウント ロブソン イン ＊マリーン ロッジ＊ ロブスティック ロッジ ＊ ピラミッドレイクリゾート ＊ポカホンタスキャビンズ

ヒントン
(ジャスパーからのお車で
の所要時間/約８０kｍ/約

１時間）

SP ＊ BCMI イン ヒントン＊デイズイン ヒントン＊レイクビュー イン アンド スイーツ＊エコノロッジ アンド スイーツ ヒントン＊クオリティーイン アンド スイーツ＊ラマダ ヒントン＊ホリデイイン ヒントン＊ホリデイイン エキスプレス ホテル アンド スイーツ ヒントン

DX ＊ オタワ マリオット ＊ ザ ウェスティン オタワ ＊ シェラトン オタワ ホテル ＊ フェアモント シャトー ローリエ　＊ミントスイートホテル　

＊アルバート アット ベイ スイート ホテル  ＊ベストウェスタン プラス オタワ ダウンタウン スイーツ ＊コートヤード バイ マリオット ダウンタウン＊デルタホテルズ　オタワ　シティー　センター＊ノボテル オタワ 

＊ラディソン ホテル オタワ パーラメント ヒル  ＊ロード エルギン ホテル＊ホリデイ イン オタワ イースト＊ホテルインディゴ

DX ＊ヒルトン ラク リーミー＊ダブルツリーバイヒルトンガティノオタワ

SP ＊フォーポインツ バイ シェラトン ホテル ＆ コンファレンス センター ガティノー オタワ　＊クラウンプラザガティノーオタワ

SD ＊セントレジストロント（旧： アデレードホテル トロント）＊ オムニ キング エドワードホテル ＊パーク ハイアット トロント ＊フォーシーズンズホテル トロント＊リッツカールトン　トロント ＊シャングリラホテル　トロント ＊ウェスティンプリンス　トロント

＊チェルシー　ホテル　トロント ＊インターコンチネンタル トロント センター ＊インターコンチネンタル トロント ヨークビル＊ウェスティン ハーバー キャッスル ホテル ＊シェラトン　ゲ－トウェイ　イン　トロント　インターナショナル　エアポート　 （空港周辺）

 ＊シェラトン センター トロント＊ソーホー メトロポリタン ホテル ＊ヒルトン スイーツ トロント/マーカム コンファレンス センター & スパ ＊ヒルトン トロント ＊フェアモント ロイヤル ヨーク　ホテル＊ トロント マリオット シティセンター ホテル＊デルタ　トロント

＊ シェラトン トロントエアポートホテル＆コンファレンスセンター （空港周辺）＊ トロントエアポート　マリオット （空港周辺）

＊デルタ ホテルズ トロントエアポート＆コンファレンスセンター （空港周辺）＊エンバシー スイート バイ ヒルトン トロント エアポート（空港周辺）（旧：クオリティイン　アンド　スイーツ エアポート )＊コートヤード トロント ダウンタウン 

＊コートヤードトロントエアポート＊ アンドレハウス（旧：コンフォートホテル ダウンタウン） ＊ ストラスコナ ホテル ＊ダブルツリーバイヒルトン トロント ダウンタウン ＊デルタ トロント イースト 

＊ エドワード　ビレッジ　マークハム＊トロントドン バレー ホテル & スイーツ ＊ ノボテル ミシサガ （空港周辺）＊ハイアット リージェンシー トロント＊ ヒルトン トロント エアポート ホテル & スイーツ ＊ ホリデイ イン トロント インターナショナルエアポート  （空港周辺）

＊ホリデイイン トロント マーカム ＊キンプトンセントジョージホテル（旧：ホリデイ イン ブロア ヨークビル） ＊ボンド プレイス ホテル＊ ラディソン ホテル アドミラル トロント ハーバーフロント ＊ヒルトン　ガーデンイン　トロント　エアポート （空港周辺）

＊ヒルトンガーデンイントロントダウンタウン＊ ホリデイイン　トロントダウンタウンセンター ＊クオリティ　スイーツ　トロントエアポート  （空港周辺）＊ デイズ　ホテル＆コンファレンスセンター　トロントドンバリー

ガティノー
（オタワからのお車での所
要時間/約10Km/約15分）

トロント 

DX

SP

バンクーバー

ＤＸ

ＳＰ

カナダ

ビクトリア

カムループス

サンピークス 

カルガリー 

キャンモア 

バンフ 

DX

SP

DX

ＳＰ

ＳＰ

フォートマクマレー 

オカナガン地方 
ＳＰ

エドモントン 

レイクルイーズ

ジャスパー 
SP

オタワ
SP

SP(注)

ST(注)

コロンビア

ボリビア

ラパス

ウユニ

コスタリカ

サンホセ

モンテベルデ

アレナル

アルゼンチン ブエノスアイレス

DX(注)

SP(注)

ST(注)

カラファテ



 ＊ ラディソン　スイーツ　ホテル　トロントエアポート  （空港周辺）＊ダブルツリーバイヒルトントロントエアポートウェスト（空港周辺）＊ホリデイインアンドスイーツミシサガウェスト メドーベール＊トロント　カーリングビュー　トロント　エアポート（空港周辺）

FR ＊スーパー８ ダウンタウン トロント

＊エンバシー スイーツ ホテル ナイアガラフォールズ－フォールズビュー ＊シェラトン オン ザ フォールズ＊ダブルツリーフォールスビューリゾート & スパ バイ ヒルトン ＊ナイアガラ フォールズビュー カジノ リゾート

＊ヒルトン ホテル ＆ スイーツ ナイアガラフォールズ フォールズビュー＊マリオット  オン ザ フォールズ＊マリオット ナイアガラフォールズ フォールズ ビュー ホテル＆ スパ ＊ラディソンホテル＆スィーツ フォールズビュー 

＊オークス　ホテル　オーバールッキング　ザ　フォールズ  ＊クラウンプラザ ナイアガラフォールズ - フォールズビュー ＊スカイラインホテル＊ナイアガラ フォールズ コートヤード バイ マリオット ＊フォーポインツ バイ シェラトン ナイアガラフォールズ

 ＊ラマダナイアガラ＊トラベロッジアットザフォールズナイアガラ＊トラベロッジホテルバイウィンダムナイアガラフォールズ バイザフォールズ＊オールドストーンイン

FR ＊クオリティーホテル& コンフェレンスセンター（ナイアガラフォールズ）＊ フォールズインアットクリフトンヒル（旧：デイズ イン クリフトン ヒル カジノ） ＊フォールズ＆インアットクリフトンヒル（旧：デイズ イン フォールスビュー カジノ）＊クリフトンビクトリアイン

SD ＊ザ リッツ カールトン モントリオール＊フェアモント ザ クイーン エリザベス

＊インターコンチネンタル モントリオール＊オテル ル セン ジェームズ＊デルタ ホテルズ バイ マリオット モントリオール  ＊ ダブルツリーバイヒルトンモントリオール（旧：ハイアット リージェンシー モントリオール）＊ホテルボナバンチュールモントリオール

＊ホテル オムニ モン ロワイヤル＊マリオット シャトー シャンプラン ＊ル センターシェラトン モントリオール

＊ザ ベスト ウエスタン ビル マリー ホテル ＆ スイーツ＊シャトー ベルサイユ＊ ノボテル モントリオール センター＊ フォーポインツ バイ シェラトン モントリオール＊ ホテル エスプレッソ モントリオール＊ホテル グーベナー イル シャロン

＊ グーベルヌール　モントリオール＊ フェアフィールドバイマリオットモントリオールダウンタウン（旧：ホテル ロード ベリ）＊ホリデイ イン セレクト モントリオール センター ヴィル＊ル キャントリー スイーツ ホテル＊ ル ヌーベル ホテル モントリオール＆ スパ

＊ル メリディアン ベルサイユ モントリオール＊デイズインモントリオールセンターヴィル＊ガバナーホテル＊ルビーフーズ＊クラウンプラザモントリオールエアポート

FR ＊ラマダプラザ＊トラベロッジモントリオールセンター＊ホリデーインエクスプレス＆スイーツモントリオールエアポート

ラバール
（モントリオールからのお

車での所要時間/約23ｋｍ
/２5分）

SP ＊シェラトン ラバール ホテル ＊ホリデイ イン ラバール ＊ヒルトンモントリオール

ロングイユ
（モントリオールからのお
車での所要時間/約１０ｋ

ｍ/２０分）

SP ＊サンドマン ホテル モントリオール ロングイユ＊ ホリデイ イン モントリオール ロングイユ

＊エステレルリゾート＊ソメ デ ネージュ＊ フェアモント トランブラン＊ホテル モン ガブリエル＊ホテル ル シャンテクレール＊マノワー サン ソヴェール＊ル ウェスティンリゾート＆スパ トランブラン＊ル グラン ロッジ＊レルミタージュ デュ ラック

＊ロ アラ ブーシュ ＊ホテル デュラックカーリン

SP ＊コンフォートイン アンド スイーツ モントレンブラン＊ヒルトン ホームウッド スイーツ トレンブラン＊マリオットレジデンス イン モントレンブラン＊ラ ツール ド ボヤジャー＊ホリデイインエクスプレス アンド スイーツ トレンブラン＊ロッジ デ ラ モンターニュ

SD ＊フェアモント ル シャトー フロントナック  

DX ＊オーベルジュ サン タントワーヌ ＊デルタ ケベック ＊ヒルトン ケベック ＊ホテル パレス ロイヤル 

＊ホテルトラベルロッジケベック（旧：ザ ホテル クラリオン ケベック ）＊シャトー ボンヌ アンタント ＊ホテル　パー　ケベック ＊ホテル クラレンドン ＊ホテル シャトー ローリエ ケベック ＊ホテル　バルデネイジュ 

＊ホテル マノワー ビクトリア ＊ホテル マノワール ラファィエット＊ホテル ル コンコルドケベック ＊ダブルツリーバイヒルトンケベックリゾート（旧：ホテルシグネチャーケベック/フォーポインツ バイ シェラトン ケベック）

マゴグ SP ＊ホテルシェリボーグ＊マノワール　デ　ゼブル

ボープレ
 （ケベックからのお車での
所要時間/約４０km/４５

分）

DX ＊ シャトー モン サンタン

イースタンタウンシップス　 DX ＊デルタ シャープルック＊ホテル ガバナー シャーブルック ＊マノワール デ サーブル ホテル & ゴルフ ＊ホテル　チェリボーグ ＊ル シャトー プロモント

DX ＊ウェスティン ノバスコシン＊ザ プリンス ジョージ ホテル＊バーリントンホテル（旧：デルタ バーリントン ホテル L）＊ホテルハリファックス（旧： デルタ ハリファックス）＊ハリファックス マリオット ハーバーフロント

＊ カントリー イン アンド スイーツ＊ケンブリッジ スイーツ ホテル　ハリファックス ＊ザ シタデル ハリファックス ホテル ＊パーク プレイス ラマダ プラザ ホテル

＊ハーリーバートン ハウス イン ＊ベストウェスタン ミックマック ＊ラディソン スイート ホテル ハリファックス＊アトランティカ ホテル ハリファックス ＊ハンプトンイン　バイ　ヒルトン　ハリファックス 

FR ＊ホリデイイン ハリファックス ハーバービュー＊ ロードネルソン ホテル＆スイーツ

DX ＊ロッド クロウブッシュ ゴルフ ＆ ビーチ リゾート - ロッド シグニチャー リゾート ＊ロッド シャーロットタウン ロッド シグニチャー ホテル＊デルタ ホテルズ バイ マリオット プリンスエドワード

SP ＊ザ グレイト ジョージ ＊ザ ホテル　オン　ポーナル ＊ダンディー アームズ イン ＊ヒルハースト イン ＊ ロッド コンフェデレーション イン ＆ スイート＊ロッド ロイヤルティ　＊シャーロットタウンイン＆コンファレンスセンター

FR ＊コンフォートイン　シャーロットタウン  

キャベンディッシュ SP ＊ウィロー コテージ イン  ＊キャベンディッシュ ワイルド ローズ カントリー ホーム＊キンドレッド スピリッツ カントリー イン＊シャイニング ウォーターズ カントリー イン アンド コッテージズ ＊キャベンディッシュコンファレンスセンター ＊キャベンディッシュモーテル

SP ＊クオリティーイン＆スイーツイエローナイフ（旧：イエローナイフ イン）＊エクスプローラ ホテル ＊デイズイン ＆ スイーツ イエローナイフ ＊シャトーノバイエローナイフ

FR ＊ディスカバリー イン

ホワイトホース SP ＊デイズインホワイトホース＊ウエストマーク ホワイトホース ホテル&コンファレンスセンター＊エッジウォーターホテル＊コーストハイカントリーイン＊ベストウェスタン ゴールド ラッシュ イン

ドーソンシティ SP ＊ウェストマーク イン ドーソンシティ ＊タウンタウンホテル ＊エルドラド　ホテル ＊オーロラ イン 

DX ＊デルタ　セントジョンズ　ホテル　アンド　コンファレンスセンター＊シェラトンホテルニューファウンドランド 

SP ＊クオリティー ホテル ハーバービュー ＊バッテリー ホテル アンド コンファレンスセンター ＊ホリデイ イン セント ジョンズ ガバメント センター 

FR ＊フェアフィールドイン＄スィーツバイマリオットセントジョンズ 

SD ＊インターコンチネンタルマークホプキンスサンフランシスコ　＊ザ・フェアモントサンフランシスコ　＊パレスホテル　＊ル・メリディアンサンフランシスコ

＊JWマリオットサンフランシスコユニオンスクエア　＊Wサンフランシスコ　＊アルゴノートホテル　＊エンバシースイートバイヒルトンサンフランシスコエアポート　＊オムニサンフランシスコホテル

＊グランドハイアットサンフランシスコ　＊ザ クリフト ロイヤル ソネスタホテル　＊ザ・ルネッサンスサンフランシスコスタンフォードコートホテル　＊サンフランシスコエアポートマリオットウォーターフロント

＊サンフランシスコマリオットフィッシャーマンズワーフ　＊サンフランシスコマリオットマーキース　＊サンフランシスコマリオットユニオンスクエア　＊シェラトンフィッシャーマンズワーフ

＊ハイアットセントリックフィッシャーマンズワーフサンフランシスコ　＊ハイアットリージェンシーサンフランシスコエアポート　＊パーク55サンフランシスコヒルトンホテル

＊ヒルトンサンフランシスコファイナンシャルディストリクト　＊ヒルトンサンフランシスコユニオンスクエア　＊ホテルニッコーサンフランシスコ

＊インアットザオペラ　＊エグゼクティブホテルビンテージコート　＊キンプトンブキャナン　＊クラウンプラザサンフランシスコエアポート　＊ケンジントンパークホテル　＊コパホテル

＊コンフォートイン＆スイートサウスサンフランシスコノース　＊キンプトンサーフランシスドレイクホテル　＊ザチャンセラーホテル　＊ザ・ピックウィックホテル

＊サンマテオマリオットサンフランシスコエアポート＊ダブルツリーバイヒルトンサンフランシスコエアポートノース　＊ダブルツリーバイヒルトンホテルサンフランシスコエアポート　＊ティルデンホテル

＊ハンドラリーユニオンスクエアホテル＊ハンプトンインサンフランシスコエアポート　＊ヒルトンガーデンインサンフランシスコエアポートノース　＊ヒルトンサンフランシスコエアポートベイフロント

＊マリオットバケーションクラブパルスサンフランシスコ（旧：ピア2620フィッシャーマンズワーフ）＊ベストウエスタンプラスグローブナーエアポートホテル

＊フォーポインツシェラトンホテル＆スイーツサンフランシスコエアポート　＊ホテルアダージョマリオットオートグラフコレクション　＊ホテルアブリ＊ホテルウィットコム　＊ホテルディーバ

＊ホテルゼッタサンフランシスコ　＊ホテルユニオンスクエア　＊ホリデイインエクスプレスホテル＆スイーツサンフランシスコフィッシャーマンズワース＊ホリデイインサンフランシスコフィッシャーマンズワーフ

＊ホリデイインサンフランシスコエアポート　＊ホリデイインサンフランシスコゴールデンゲートウエイ　＊BEIホテルサンフランシスコ（旧：ホリデイインサンフランシスコシビックセンター)

＊ホリデイインエクスプレスサンフランシスコエアポートサウス　＊ホテルカブキサンフランシスコ　＊ホリデイインエクスプレスサンフランシスコエアポートノース

＊ホリデイインホテル&スイーツサンマテオサンフランシスコ　＊アメリカーニアホテル（旧：ベストウエスタンプラスアメリカーナ）　＊レッドルーフインPLUS・サンフランシスコエアポート

＊オークランドエアポートエグゼクティブホテル　＊クオリティインオークランドエアポート　＊コンフォートイン＆スイーツ

＊デイズホテルオークランドエアポートコリシアム　＊ヒルトンオークランドエアポート　＊ベストウエスタンプラスベイサイドホテル

＊ホリデイインエクスプレス・アンドスイーツ・オークランドエアポート　＊ホリデイインホテル＆スイーツオークランドエアポート

＊SLSホテル ア ラグジュアリーコレクションホテルビバリーヒルズ　＊インターコンチネンタルロサンゼルスダウンタウン

＊インターコンチネンタルロサンゼルスセンチュリーシティアットビバリーヒルズ　＊ウォルドルフアストリアビバリーヒルズ　＊カサデルマーホテルバイザシー

＊ザビバリーヒルズホテル＆バンガローズ　＊ザフェアモントミラマーホテル＆バンガローズ　　＊ザペニンシュラビバリーヒルズ　＊ザ・リッツカールトンマリナデルレイ

＊サンセットタワーホテル　＊シャターズホテルオンザビーチ　＊ビバリーウィルシャーフォーシーズンホテル　＊フォーシーズンズホテルロサンゼルスアットビバリーヒルズ

＊モンドリアンホテルロサンゼルス　＊JWマリオット・サンタ・モニカ・ル・メリゴ　＊ヴァイスロイ レルタージュ ビバリーヒルズ　＊ロウズサンタモニカビーチホテル

＊JWマリオットロサンゼルスLA LIVE　＊W ロサンゼルス ウエスト ビバリーヒルズ　＊ヴァイスロイサンタモニカ　＊オムニロサンゼルスホテルアットカリフォルニアプラザ

＊クラウンプラザホテルロサンゼルスインターナショナルエアポート　＊クラウンプラザロサンゼルスハーバーホテル　＊ザ・ウェスティンボナベンチャーホテル＆スイーツ

＊ザ・ウェスティンロサンゼルスエアポート　＊ザ・ビバリーヒルトン　＊シェラトンパサディナホテル　＊シェラトンユニバーサルホテル＊ソフィテルロサンゼルスアットビバリーヒルズ（旧：ソフティロサンゼルス）

＊ダブルツリーゲストスイーツサンタモニカ　＊ダブルツリーバイヒルトンロサンゼルスダウンタウン　＊ハイアットリージェンシーロサンゼルスインターナショナルエアポート

＊ハントレイサンタモニカビーチ　＊ヒルトンチェッカーズホテルロサンゼルス　＊ヒルトンパサディナ　＊ヒルトンロサンゼルスエアポート　＊ヒルトンロサンゼルスノースグレンデール＆エグゼクティブミーティングセンター

＊ヒルトンロサンゼルスユニバーサルシティ　＊マリナデルレイマリオット　＊ミヤコハイブリッドホテル　＊ミレニアムビルトモアホテルロサンゼルス　＊ラックスホテルロデオドライブ

＊ロウズハリウッドホテル　＊インターコンチネンタルロサンゼルスダウンタウン＊ザポートフィーノホテル＆マリーナアノーブルハウスホテル　＊ルメリディアンデルフィナサンタモニカ

＊シェラトングランドロサンゼルス　＊トーランスマリオットレドンドビーチ　＊ラックスサンセットブルバードホテル　＊ルネッサンスロサンゼルスエアポートホテル　＊ザ ＬＡホテルダウンタウン

＊シェラトンゲートウェイロサンゼルスホテル　＊ダブルツリーバイヒルトントーランスサウスベイ　＊ハイアットリージェンシーロサンゼルスインターナショナルエアポート　＊アンダスウエストハリウッド

＊アンダスウエストハリウッド　＊ザ ラインホテル　＊ウィンダムサンタモニカ アットザピア　＊エアテルプラザホテル＆コンファレンスセンター　＊ビバリーヒルズプラザホテル（旧：ウィルシャープラザホテル）

＊ビバリーヒルズマリオット　＊カワダホテル　＊コートヤードバイマリオットロサンゼルスウエストサイド　＊コートヤードバイマリオットロサンゼルスシャーマンオークス　＊ザ・ガーランド

＊スポーツメンスロッジホテル　＊ステイブリッジスイーツトーランスレドンドビーチ　＊ダブルツリーバイヒルトンホテルカーソン＊ダブルツリーバイヒルトンコマース

＊ダブルツリーバイヒルトンホテルロサンゼルスウエストサイド　＊ニューガーデナ　＊ハリウッドルーズベルトホテル　＊ハンプトンインロサンゼルス／カーソン／トーランス

＊ヒルトンガーデンインロサンゼルスハリウッド　＊フェアフィールドイン&スイーツバイマリオットロサンゼルス　LAX/エルセグンド　＊ベストウェスタンロイヤルパレスイン&スイート

＊ゲートウェイホテルサンタモニカ（旧：ベストウェスタンプラスゲートウェイサンタモニカ）　＊ホテルカーメルバイザシー　＊ホリデーインロサンゼルスゲートウェイトーランス　＊ホリデイインロサンゼルスインターナショナルエアポート

＊フォーポインツシェラトンホテルロサンゼルスエアポート　＊ミヤコホテルロサンゼルス　＊ラックスシティセンターホテル　＊ラキンタイン&スーツLAX（旧：ラキンタイン&スイーツ）

　＊USCホテル　＊ベストウェスターンプラスコマースホテル　＊フォーポインツシェラトンロサンゼルスインターナショナルエアポート　＊リダック・ゲートウェイ・ホテル

SD ＊ディズニーグランドカリフォルニアホテル&スパ

＊ディズニーランドホテル　＊ディズニーパラダイスピアホテル　＊アナハイムマジェスティックガーデンホテル(旧シェラトンアナハイムホテル)　＊ヒルトンアナハイム

＊シェラトンパークホテルアットザアナハイムリゾート＊アナハイムマリオット　＊アナハイムマリオットスイーツ　＊デルタバイマリオットガーデングローブ（旧：ウィンダムアナハイムガーデングローブ）

＊エンバシースイーツアナハイムサウス　＊エンバシースイーツアナハイムノース＊エンバシースイーツサンタアナオレンジカウンティエアポートノース　＊シェラトンパークホテルアットザアナハイムリゾート

＊ディズニーパラダイスピアホテル　＊ナッツベリーファームリゾートホテル　＊ハイアットリージェンシーニューポートビーチ　＊ハイアットリージェンシーオレンジカウンティ　＊ヒルトンコスタメサ

＊エンバシースイーツバイヒルトンアナハイムオレンジ　＊ラディソンスイーツホテルブエナパーク　＊JWマリオットアナハイム

＊クラリオンホテル　＊アナハイムリゾート　＊アナハイムプラザ　＊アナハイムフェアフィールドインバイマリオット　＊エクステンデッドステイアメリカーオレンジカウンティーカテラ

＊キャンドルウッドスイーツオレンジカウンティ/アーバンスペクトラム＊キャンドルウッドスイーツガーデングローブ/アナハイム　＊クラリオンホテルアナハイムリゾート　＊ステイブリッジスイーツアナハイム

＊ダブルツリーバイヒルトンホテルアナハイムオレンジカウンティ　＊ハワードジョンソンプラザホテルアナハイムリゾート＊ハンプトンイン&スイーツガーデングローブ

＊ヒルトンガーデンインアナハイム/ガーデングローブ　＊ポートフィーノイン&スイーツ　＊ホームウッドスイーツバイヒルトンアットアナハイムイメインゲートエリア

＊ホームウッドスイーツアナハイムリゾートコンベンションセンター　＊フォーポインツバイシェラトンアナハイム　＊ホリデイインアナハイムリゾートエリア　＊ラキンタイン&スイーツアナハイムディズニーランド

＊ハイアットリージェンシージョンウェインエアポートニューポートビーチ　＊ラマダプラザガーデングローブ　＊レッドライオンホテルアナハイム

＊トラベロッジアナハイムコンベンションセンター（旧：アナハイムトラベルロッジインターナショナルイン）　＊アナハイムホテル（旧：アナハイムプラザホテル&スイーツ）

＊デザートパームズホテル＆スイーツアナハイムリゾート（旧：ザカテラバームズホテル）　＊スーパー8アナハイム/ディズニーランドドライブ(旧スーパー8モーテルアナハイムディズニーランドドライブ)

サンフランシスコ

DX

FR

ST

ロサンゼルス

SD

DX

FR

アナハイム

DX

FR

ST

オークランド
※サンフランシスコからの

お車での所要時間（約
20km/約20分）

ロレンシャン高原 
DX

ケベック 

SP

ハリファックス SP

シャーロットタウン

イエローナイフ

セントジョンズ 

ナイアガラフォールズ 

DX

SP

DX

SP

モントリオール



＊アリアリゾート＆カジノ　＊アンコールアットウィンラスベガス　＊ウィンラスベガス　＊ザパラッツォラスベガス　＊ザベネチアンラスベガス　＊シーザースパレス　＊トランプインターナショナルホテルラスベガス

＊フォーシーズンズホテルラスベガス　＊ベラージオ　＊マンダリンオリエンタルラスベガス　＊マンダレイベイ　＊ノブホテル　＊ザ・コスモポリタンオブラスベガス

＊ウェストゲートラスベガスリゾート&カジノ　＊MGMグランド　＊ウェスティンラスベガスホテルカジノ&スパ　＊トロピカーナラスベガス　＊ザ・プラチナムホテルアンドスパ　＊ザ・ミラージュ

＊ダブルツリーバイヒルトンラスベガスエアポート　＊トレジャーアイランドホテル＆カジノ　＊ニューヨークニューヨークホテル＆カジノ　＊ハードロックホテル＆カジノ　＊ハラーズラスベガス

＊バリーズラスベガス　＊パリスラスベガス　＊プラネットハリウッドリゾート＆カジノ、フラミンゴラスベガス　＊ルクソール　＊ゴールデンナゲット　＊サハララスベガス（旧：SLSラスベガス）

＊ザ・クロムウェル　＊Mリゾートスパカジノ　＊ザ・パームス

＊アレクシスパークオールスイートリゾート　＊エクスカリバーホテル＆カジノ　＊マルディグラスホテル＆カジノ　＊ザ・リンクホテル&カジノ　＊カリフォルニアホテルアンドカジノ

＊ゴールドコーストホテル&カジノラスベガス　＊サーカスサーカスラスベガス　＊サウスポイントホテルカジノ＆スパ　＊ザオーリンズホテルアンドカジノ　＊シルバートンカジノホテルラスベガス

＊ストラットラスベガス　＊オヨホテル＆カジノ ラスベガス(旧：フーターズカジノホテルラスベガス)　＊リオオールスイートホテル＆カジノ　＊エルコルテスホテル＆カジノ

＊フォークィーンズホテル＆カジノ　＊フレモントホテル＆カジノ　＊メインストリートステーション　＊オアシスアットゴールドスパイク　＊プラザホテル＆カジノ

＊ザ・ディー・ラスベガス　＊ハイアットプレイスアットシルバートンビレッジ　＊シルバーセブンズ　＊トスカニー

＊アメリカベストバリューインダウンタウン　＊アビクトリーインアンドスイーツフェニックスノース　＊ウィンダムガーデンミッドタウン　＊エンバシースイートバイヒルトンフェニックススコッツデール

＊クオリティイン&スイーツグッドイヤーフェニックスウエスト　＊クラウンプラザフェニックスエアポートホテル　＊コンフォートスイーツグッドイヤー　＊コンフォートスイーツ(ユニバーシティオブフェニックススタジアムエリア)

＊ウィンダムガーデンフェニックスミッドタウン　＊ステイブリッジスイーツフェニックスグレンデール　＊スプリングヒルスイーツフェニックスグレンデール　＊ダブルツリースイーツバイヒルトン

＊ドゥルーリーイン&スイーツフェニックスエアポート　＊ドゥルーリーイン&スイーツフェニックスチャンドラーファッションセンター　＊ドゥルーリーイン&スイーツハッピーバレー

＊ドゥルーリーイン&スイーツフェニックステンペ　＊ハンプトンイン　＊フォーポインツバイシェラトンフェニックスノース　＊ベストウエスタンオブテンピ　＊ベストウエスタンエポートイン

＊ベストウエスタンプラステンピバイザモール　＊ホリデイインノースフェニックス　＊ホリデイインエクスプレスホテル&スイーツフェニックスエアポート　＊ホリデイインフェニックスウエスト

＊ホリデイインフェニックスチャンドラー　＊ホリデイインエクスプレスホテル&スイーツフェニックスダウンタウンボールパーク　＊ヒルトンガーデンインミッドタウン　＊モーテル6

＊ラキンタインバイウィンダムフェニックスノース　＊ディソンホテルフェニックスエアポート　＊ラマダバイウィンダムフェニックスミッドタウン　＊レッドルーフインフェニックスノース　＊ファウンドリーフェニックス

＊デイズインフェニックスエアポート　＊ホリデイインエキスプレス&スイートフェニックスエアポート　＊ホリデイイン&スイーツフェニックスエアポートノースニックスエアポートノース

＊ホリデイインエキスプレスフェニックスダウンタウン　＊ホリデイインエキスプレス&スイーツフェニックスグレンデール

＊エルトバーホテル　＊カチーナロッジ　＊グランドキャニオンプラザホテル　＊ザグランドホテルアットザグランドキャニオン　＊ベストウェスタンプレミアグランドキャニオンスクエアイン

＊ホリデイインエクスプレス＆スイーツグランドキャニオン　＊ザ・ブライトエンジェルロッジ＆キャビンズ　＊サンダーバードロッジ　＊マスウィックロッジ　＊ヤバパイロッジ　＊レッドフェザーロッジ

キャメロン FR ＊キャメロン・トレーディングポスト

＊ベストウエスタンコットンウッドイン　＊ラックスヴェルデホテル　＊AZパインズモーテル　＊スーパー8バイウィンダムコットンウッド　＊デイズインバイウィンダムキャンプベルデ

＊コンフォートインキャンプベルデ　＊コッパーキャニオンイン　＊ クリフキャッスルカジノホテル

モニュメントバレー FR ＊グールディングスロッジ　＊ザ・ビューホテル

DX ＊レッドクリフロッジ　＊フードゥーモアブキュリオコレクションバイヒルトン

＊モアブバレーイン　＊ホテルモアブダウンタウン　＊デイズインモアブ　＊スーパー8バイウィンダムモアブ　＊ビッグホーンロッジ　＊ホリデイインエクスプレスモアブ

＊ハンプトンインモアブ　＊ベストウエスタンプラスグリーンウエルイン　＊ベストウエスタンプラスキャニオンランズイン　＊クオリティースイーツ　＊ラキンタイン＆スイーツモアブ

＊クオリティインモアブスリックロックエリア　＊アーチウェイイン　＊フェアフィールドインアンドスイーツバイマリオットモアブ　＊スプリングヒルスイーツバイマリオットモアブ

＊ホームウッドスイーツバイヒルトンモアブ　＊コンフォートスイーツモアブ　＊モーテル6モアブ

カイエンタ FR ＊カイエンタモニュメントバレーイン　＊ハンプトンイン　＊ウェザリルイン

DX ＊コートヤードペイジアットレイクパウエル　＊レイクパウエルリゾート＆マリーナ　＊ハイアットプレイスペイジレイクパウエル

＊アンテロープ・キャニオンイン（旧：アメリカズベストバリューイン）　＊クオリティインアットレイクパウエル　＊コンフォートイン＆スイーツ　＊スーパー8ペイジレイクパウエル

＊デイズイン＆スイーツペイジレイクパウエル　＊トラベロッジペイジ　＊ベストウエスタンビューオブレイクパウエル　＊ベストウエスタンプラスアットレイクパウエル

＊ホリデイインエクスプレス＆スイーツペイジ　＊モーテルシックスペイジ　＊クラリオンイン　＊スリープイン&スイートペイジ　＊ラキンタイン＆スイートペイジアットレイクパウエル　＊ナイツインペイジ

＊ハンプトンイン＆スイートペイジレイクパウエル　＊ウィンゲートペイジレイクパウエル　＊カントリーインスイーツバイラディソンペイジアリゾナ　＊ベイモントペイジレイクパウエル

DX ＊アマラリゾートアンドスパホテル　＊エンチャントメントリゾート　＊ヒルトンセドナリゾート アットベルロック　＊ポコディアプロリゾート　＊オーベルジュドゥセドナ

＊アラベラホテルセドナ　＊アンダンテインオブセドナ　＊コートヤードバイマリオットセドナ　＊アンダンテインオブセドナ（旧：スーパーエイト）　＊セドナリアルインアンドスイーツ

＊ハンプトンインセドナ　＊スカイロックインオブセドナ（旧：ベストウエスタンプラスインオブセドナ）　＊デイズインバイウィンダムココペリ　＊ベストウエスタンコットンウッドイン

＊ベストウエスタンプラスアロヨローベル　＊ホリデイインエクスプレスセドナオーククリーク（ラキンタインセドナ）

＊ザ・ロッジアットブライスキャニオン　＊ブライスキャニオンリゾート　＊アメリカズベストバリューインブライスキャニオン（旧：ブライスバレーイン）　＊ブライスビューロッジ

＊ブライスキャニオンパインズモーテル　＊ベストウエスタンプラスブライスキャニオングランドホテル　＊アメリカスベストバリューイン　＊クオリティーインブライスキャニオン

＊ロードウェインブライスキャニオン　＊グランドスターケースイン　＊ベストウエスタンプラスルビーズイン

＊ クオリティ イン キングマン　＊スーパー8バイウィンダムキングマン　＊ラマダバイウィンダムキングマン　＊スプリングヒルスイーツバイマリオット　＊クラリオンインキングマン

＊ハンプトンインアンドスイーツキングマン　＊ベストウェスタンプラスキングスイン＆スイーツ　＊ベストウェスタンプラス ア ウェイファーラーズイン＆スイーツ　＊ホリデイインエクスプレスホテル&スイーツキングマン

＊ラキンタインアンドスイーツバイウィンダムキングマン　＊デイズインバイウィンダムキングマンウエスト/イースト　＊ホーム2 スイーツバイヒルトンキングマン

＊コンフォートインスイーツ　＊デイズイン&スイーツカナブ　＊ベストウェスタンレッドヒルズ　＊ラキンタイン&スイーツ　＊ロードウェイイン　＊パリーロッジ

＊アイケンズロッジ　＊クオリティイン　＊ハンプトンインカナブ　＊ホリデイインエクスプレスホテル&スイーツカナブ

＊アメリカズベストバリューインヨセミテサウスゲート　＊ベストウエスタンプラスヨセミテウェイステーションモーテル　＊オークハーストロッジ　＊クオリティインヨセミテバレーゲートウェイ（旧：コンフォートインヨセミテバレーゲートウェイ）

＊ヨセミテサウスゲートホテル&スイーツオークハースト　＊コンフォートインヨセミテエリア　＊テナヤロッジ　＊ベストウエスタンプラスヨセミテゲートウェイイン　＊ヨセミテビューロッジ

＊ヨセミテシーダーロッジ　＊ヨセミテサウスゲートホテル＆スイーツ（旧：シャイロインスイート）　＊ホリデーインエクスプレススイートオークハーストヨセミテパークエリア

＊クオリティインマーセドゲートウェイトゥヨセミテ　＊ホリデイインエキスプレス＆スイーツマーセドヨセミテナショナルパークエリア　＊ハンプトンイン＆スイーツマーセド　＊コートヤードバイマリオット

＊スタジオ6マーセド（旧：アメリカズベストバリューイン）　＊フェアブリッジイン＆スイーツマーセド/ゲートウェイトゥヨセミテ（旧：アメリカンズベストイン＆スイート）

＊トラベロッジバイウィンダムマーセドヨセミテ　＊ロードウェイイン　＊ベストウェスタンイン　＊マーセドイン＆スイーツ（旧：ラマダマーセド）

ソノラ FR ＊ヘリテージインヨセミテ/ソノラ（注）（旧：インズオブカリフォルニアソノラ）　＊カントリーインソノラ　＊ソノラインホテルインソノラ　＊アラジンイン　＊ベストウエスタンプラスソノラオークス＆カンファレンスセンター

＊ラマダバイウィンダムバーストー　＊デイズインバイウィンダムバーストー　＊トラベロッジバイウィンダムバーストー　＊モーテル6（旧：アメリカズベストバリューイン）　＊ベストウエスタンデザートヴィライン

＊クオリティインオンヒストリックルート66　＊コンフォートスイート　＊ハンプトンイン＆スイーツバーストー　＊デイズインバイウィンダムサウスレンウッド　＊エアーズホテルバーストー

＊ベイモントバイウィンダムバーストーヒストリックルート66（旧：スリープインオンヒストリックルート66）　＊ホリデイインエキスプレス＆スイーツバーストーアウトレットセンター　＊モーテル6・CAルート66

＊グランドキャニオン・レイルウェイ・ホテル　＊デイズイン・バイ・ウィンダム・ウィリアムズ　＊スーパー８バイウィンダム・ウィリアムズイースト/グランドキャニオンエリア　＊クオリティインニアーグランドキャニオン

＊ベストウエスタンプラスインオブウィリアムズ　＊ラマダバイ・ウィンダム・ウィリアムズ/グランドキャニオンエリア　＊コンフォートインニアーグランドキャニオン

＊ラキンタイン&スイーツ・バイ・ウィンダム・ウィリアムズ/グランドキャニオンエリア　＊ホリデイインエクスプレス＆スイーツウィリアムズ　＊アメリカンリージェンシーイン（旧：グランドキャニオンゲートウェイホテル）

＊トラベロッジ・バイ・ウィンダム・ウィリアムスグランドキャニオン＊ハワードジョンソン・バイ・ウィンダム・ウィリアムズ　＊ロードウェイイン

＊ウィンダムガーデンフレズノヨセミテエアポート ＊ダブルツリーバイヒルトンホテルフレズノコンベンションセンター ＊ラキンタイン・バイ・ウィンダム・フレズノヨセミテ

＊トラベロッジ・バイ・ウィンダム・フレズノコンベンションセンターエリア（旧：スーパー8フレズノコンベンションセンターエリア ＊スプリングヒルスイートバイマリオットフレズノ ＊ベストウエスタンプラスフレズノエアポート

＊ホリデイイン・エクスプレス＆スイーツ・フレズノ・ノースウェストハーンドン ＊ラマダ・フレズノ・ノース ＊ザ・ホテル・フレズノ（旧：パークイン・バイ・ラディソン・フレズノ） ＊ラディソン・ホテル・フレズノ・カンファレンス・センター

＊デイズインフレズノセントラル、クオリティインフレズノ ＊ハンプトンイン＆スイーツフレズノ ＊ベストウエスタンヴィレッジイン ＊ホームウッドスイートバイヒルトンフレズノ ＊レジデンスインバイ・ウィンダム・フレズノ 

＊ホリデイインエクスプレス＆スイーツフレズノサウス ＊クオリティインフレズノヨセミテエアポート（旧：クオリティンフレズノ）、デイズイン・バイ・ウィンダム・ヨセミテエリア、ラキンタイン＆スイーツフレズノリバーパーク

DX ＊リトルアメリカフラッグスタッフ ＊ヒルトンガーデンインフラッグスタッフ ＊ダブルツリーバイヒルトンフラッグスタッフ ＊エンバシースイーツバイヒルトンフラッグスタッフ＊ドゥルーリーイン＆スイーツフラッグスタッフ

＊デイズイン&スイーツバイ・ウィンダム・イーストフラッグスタッフ ＊コートヤードバイ・マリオット・フラッグスタッフ ＊ハンプトンイン＆スイーツフラッグスタッフ ＊スプリングヒルスイーツバイ・マリオット・フラッグスタッフ ＊コンフォートイン・I-17＆I-40

＊ラキンタイン＆スイーツ・バイ・ウィンダム・フラッグスタッフ ＊クオリティイン ＊ベイモント・バイ・ウィンダムフラッグスタッフ ＊スーパー８・バイ・ウィンダム・NAU/ダウンタウンカンファレンスセンター ＊ベストウエスタンポニーソルジャーイン＆スイーツ

＊カントリーイン＆スイーツバイ・ラディソン・フラッグスタッフ ＊コンフォートインラッキーレーン ＊ホリデイインエクスプレスフラッグスタッフ ＊デイズイン・バイ・ウィンダム・フラッグスタッフI-40 ＊デイズイン・バイ・ウィンダム・フラッグスタッフウエストルート66

＊クオリティインI-40&I-17 ＊ハンプトンイン&スイーツフラッグスタッフイースト ＊フェアフィールドイン&スイーツ・バイ・マリオット・フラッグスタッフイースト ＊デイズホテルフラッグスタッフ ＊トラベロッジフラッグスタッフ ＊グリーンツリーイン・フラッグスタッフ

＊ザ・ラッシュモア・ホテル＆スイーツ（旧：アドバコホテルラピッドシティーラッシュモアホテル）＊コンフォートスイーツホテル&コンベンションセンターラピッドシティ　＊ベスト ウェスタン ラムコタ ホテル　＊コンフォート イン＆スイーツ

＊カントリー イン アンド スイーツ バイ ラディソン・ ラピッドシティ　＊ハンプトン イン ラピッド シティ　＊ヒルトンガーデンインラピッドシティ　＊ホリデイ イン ラピッドシティ ラッシュモア プラザ　＊トラベロッジ・バイ・ウィンダム

＊ホテル アレックス ジョンソン・ラピッドシティ・キュリオコレクション・バイ・ヒルトン　＊ホリデイインエキスプレス&スイーツラピッドシティラッシュモアサウス　＊ホリデイ イン ラピッド シティ ラッシュモア プラザ　＊ハワードジョンソン・バイ・ウィンダム

EC ＊ホリデイ イン エクスプレス ホテル & スイーツ ラピッドシティ　＊ラマダ ラ・バイ・ウィンダム・ピッドシティ

＊ベスト ウェスタン シェリダン センター　＊ハンプトン イン シェリダン　＊ホリデイ イン シェリダン コンベンションセンター　＊トレイルズ エンド モーテル　＊コンフォートインアンドスイーツ　＊フェアフィールドインアンドスイーツシェリダン　＊シェリダンイン

＊キャンドルウッドスイート　＊ベイモントイン

EC ＊アメリカンベストバリューイン　＊デイズ イン・バイ・ウィンダム・ シェリダン　＊スーパーエイト

DX ＊ザ・グランドアメリカホテル　＊ザ・クリフロッジ＆スパ　＊ソルトレイクマリオットダウンタウン・アット・シティ・クリーク　＊マリオッツマウンテンサイド・アット・パークシティ　＊ヒルトンソルトレイクシティセンター　＊リトルアメリカホテル

＊クリスタルインホテル＆スイーツソルトレイクシティ　＊コートヤートソルトレイクシティダウンタウン　＊フォーポインツ・バイ・シェラトン・ソルトレイクシティ・エアポート（旧：ロードウェイインソルトレイクシティエアポート）　＊コンフォートインダウンタウン

＊シェラトンソルトレイクシティホテル　＊ソルトレイクプラザホテル・アット・ザ・テンプルスクエア　＊ホリデイインエクスプレスソルトレイクシティダウンタウン　＊ハンプトンインソルトレイクシティセントラル　＊ハンプトンインソルトレイクシティダウンタウン

＊ヒルトンガーデンインソルトレイクシティダウンタウン　＊ベストウエスタンプラスエアポートインアンドスイーツホリデイインエクスプレスソルトレイクシティエアポートイースト　＊ホリデイインホテルアンドスイーツソルトレイクシティエアポートウエスト

＊ソルトレイクシティーマリオットユニバーシティーパーク　＊ラディソンホテルソルトレイクシティエアポート　＊ラディソンホテルソルトレイクシティダウンタウン　＊ホテルRLソルトレイクシティダウンタウン　＊ベストウエスタンプラスエアポートインアンドスイーツ

＊ハイアットプレイスソルトレイクエアポート　＊フェアフィールドインアンドスイーツソルトレイクシティダウンタウン　＊ダブルツリーバイヒルトンホテルソルトレイクシティエアポート(旧ヒルトンソルトレイクシティエアポート)

イエローストーン FR

アブサロカロッジ、アルパインモーテル、イエローストーンカントリーイン、イエローストーンパークホテル、イエローストーンビレッジイン＆スイーツ、イエローストーンロッジ、
ザ・エバーグリーンモーテル、オールドフェイスフルイン（公園内）、イエローストーンウエストゲートホテル、オールドフェイスフルスノウロッジ＆キャビンズ（公園内）、オールドフェイスフルロッジキャビンズ（公園内）、キャニオンロッジ＆キャビンズ（公園内）、クラブハウスインウ
エストイエローストーン、グラントビレッジ（公園内）、グレイウルフイン＆スイーツ、ケリーインウエストイエローストーン、コンフォートインイエローストーンノース、スーパー8・バイ・ウィンダム・ウエストイエローストーン、ステージコーチイン、デイズイン・バイ・ウィンダムウエストイ
エローストーン、ブランディンアイアンイン、ベストウエスタンウエストンイン、クロスウィンズイン、ベストウエスタンデザートイン、ホリデイインウエストイエローストーン、ホワイトバッファローホテル、マンモスホットスプリングスホテル＆キャビンズ（公園内）、ムースクリークイン、
ルーズベルトロッジキャビンズ（公園内）、レイクイエローストーンホテル＆キャビンズ（公園内）、レイクロッジキャビンズ（公園内）

アラモゴード ST クオリティー・イン & スイーツ・ニア・ホワイトサンズ・ナショナル・モニュメント、ホリデイインエクスプレスホテル＆スイーツアラモゴード、デイズイン・バイ・ウィンダム・アラモゴード、ハンプトンインアラモゴード、バジェットイン、スーパーエイト、モーテルシックス

アルバカーキ ST ベストウェスタンプラスリオグランデイン、ラマダプラザバイウィンダムABQミッドタウン、ホリデイインエクスプレス＆スイーツABQヒストリックオールドタウン、ホリデイインエクスプレス＆スイーツABQエアポート

ラフリン FR トロピカーナラフリンホテル&カジノ、ハラーズラフリンホテル＆カジノ、ゴールデンナゲットラフリンホテル&カジノ、エッジウォーターカジノリゾート、アクエリウスカジノリゾート

アイダホホールズ FR
ヒルトンガーデンインアイダホホールズ、ハンプトンインアイダホホールズアットザモール、ベストウエスタンドリフトウッドイン、ホリデーインエクスプレス&スイートアイダホホールズ、スリープイン&スイーツ、ル・リッツホテル&スイーツ、フェアフィールドイン&スイーツバイマリオッ
トアイダホホールズ、ハンプトンインアイダホホールズエアポート、シャイロインズ、コンフォートイン、スプリングヒルスイーツバイマリオットアイダホホールズ、ロードウェイイン、クオリティーイン&スイーツ、ラキンタイン&スイーツ・バイ・ウィンダム・アイダホホールズ、スーパー8・
バイ・ウィンダム・アイダホホールズ、ベストウエスタンプラスコットンツリーイン、キャンドルウッドスイート、エコノロッジ

SD フォーシーズンズリゾート＆レジデンツ・ジャクソンホール

DX ジャクソンレイクロッジ、スネークリバーロッジ＆スパ、ホテルテラ、ジャクソンホールマウンテンリゾート、ティートンマウンテンロッジ＆スパ、ラスティックインアットジャクソンホール

FR
アントラーイン、エルクカントリーイン、フォーティーナイナーイン＆スイーツ（旧：クオリティイン＆スイーツフォーティーナイナー）、ザヴァージニアン・ロッジ（注）、スプリング・クリーク・ランチ（注）、ザ・インアットジャクソンホール、ザ・パークウエイイン・オブ・ジャクソンホール、ラン
チイン、ザ・ワートホテル、ザ・ワイオミングインオブジャクソンホール、ハンプトンインジャクソンホール、ジャクソンホールロッジ、ザ・レキシントン・アット・ジャクソンホール（旧：トラッパーインアンドスイーツ）、ホームウッドスイーツバイヒルトンジャクソン、マウンテンモダンモーテ
ル、ザ・ロッジアットジャクソンホール、スーパー8・バイ・ウィンダム・ジャクソンホール、ザホワイトバッファロークラブ

アメリカ合衆国

ジャクソン

フレズノ FR

フラッグスタッフ
FR

ラピッドシティ
FR

シェリダン
FR

ソルトレイクシティ
FR

カナブ(注) FR

ヨセミテ地区 FR

マーセド FR

バーストー FR

ウィリアムズ FR

FR

ペイジ
FR

セドナ
FR

ブライスキャニオン FR

キングマン(注） FR

モアブ

ラスベガス

SD

DX

FR

フェニックス FR

グランドキャニオン FR

コットンウッド FR



SD ザフェアモントオリンピックホテルシアトル

DX
Wシアトル、キンプトン・アレクシス・ホテル、クラウンプラザホテルシアトルダウンタウン、グランドハイアットシアトル、ザウェスティンシアトル、ザエッジウォーターホテル、シアトルマリオットウォーターフロント、シェラトングランドシアトルホテル、ハイアットアットオリーブ8、ハイ
アットプレイスシアトルダウンタウン、ハイアットリージェンシーベルビュー、ヒルトンシアトル、キンプトンホテルモナコ、ルネッサンスシアトルホテル、ワーウィックシアトルホテルズ＆リゾーツ

FR

クオリティーインアンドスウィーツシアトル、エグゼクティブホテルパシフィック、エクステンデットステイアメリカベルビュー、コンフォートインスイーツシータックエアポート、フォーポインツバイシェラトン・ダウンタウン・シアトルセンター（旧：コンフォートスイーツダウンタウンシアトル
センター）、ザ・セオドア・シアトル（旧：ザルーズベルトホテル）、シェラトンベルビューホテル、シルバークラウドホテルスタジアム、スプリングヒルスイーツシアトルダウンタウン/サウスレイクユニオン、スーパー８・バイ・ウィンダム・シータックエアポート（旧：ストンスイーツアンド
エクステンデット）、タッカーハウスインベッドアンドブレックファスト（フライデイハーバー）、ヒルトン・ベルビュー（旧：ダブルツリーホテルベルビュー）、ハリソンハウススイーツベッドアンドブレックファスト（フライデイハーバー）、ハンプトンイン&スイーツシアトルダウンタウン、ヒル
トンシアトルエアポート＆コンファレンスセンター、エグゼクティブインシアトルセンターホテル（旧：ベストウェスタンプラスエグゼクティブイン）、グラデュエートシアトル（旧：ホテルデッカ）、ホテルファイブ、ホテルマックス、ホリデイインエクスプレスシアトルシティセンター、ホリデイ
インシアトル、クラウンプラザシアトルエアポート、ベストウエスタンシアトルエアポートホテル、メイフラワーパークホテル、レジデンスインシアトルベルビュー、モティーフシアトル(旧：レッドライオンホテルオンフィフスアベニュー）、レッドライオンホテルシアトルエアポートシータッ
ク

SD ホテルコロネードコーラルゲーブルズオートグラフコレクション(旧：オムニコロネードコーラルエーブルズ)、ザリッツカールトンキービスケーンマイアミ、JWマリオットマイアミターンベリー(旧：ターンベリーアイルマイアミ)

DX

インターコンチネンタルマイアミ、シェラトンマイアミエアポートホテル&エグゼクティブミーティングセンター、エデンロックマイアミビーチ、エンパシースイーツマイアミインターナショナルエアポート、クラウンプラザホテルマイアミエアポート、マリオットスタントンサウスビーチ(旧：サ
ウスビーチマリオット）、シ―ヴューホテルバルハーバーオンザオーシャン、ダブルツリーバイヒルトンオーシャンポイント/ノースマイアミビーチ(旧：ダブルツリーオーシャンポイントリゾート&スパ)、マリオットビラズアットドラール(旧：ドラールフォルフリゾートアンドスパマリオットリ
ゾート)、ニューポートビーチサイドホテル&リゾート、ハイアットリージェンシーコーラルゲーブルス、マイアミマリオットビンケーンベイ(旧：ビスケーンベイマリオットホテル&マリーナ)、ヒルトンマイアミエアポートブルーラグーン、ヒルトンマイアミダウンタウン、フォンテンブローマイ
アミビーチ、ホリデイインマイアミインターナショナルアポート、マイアミインターナショナルエアポートホテル、マイアミエアポートマリオットホテル、マイアミビーチリゾート&スパ、

DX
ザディプロマットビーチリゾートハリウッドクリオコレクションバイヒルトン、ザウェスティンフォートローダーデール、ザウェスティンフォートローダーデールビーチリゾート、Bオーシャンリゾートフォートローダーデール、フォートローダーデールマリオットハーバービーチリゾート&ス
パ(旧：ハーバービーチマリオットリゾート&スパ)、ハイアットプレイスフォートローダーデール、17TH ストリートコンベンションセンター、バヒアマールフォートローダーデールビーチ/アダブルツリーバイヒルトン(旧：バヒアマールビーチリゾートアンドヨッティングセンター)、ヒルトン
フォートローダーデールマリーナ

FR
コートヤードバイマリオットフォートローダーデールビーチ、ハリウッドビーチリゾート、フェアフィールドイン&スイーツバイマリオットフォートローダーデール(旧：フェアーフィールドインフォートローダーデール)、プラザホテルフォートローダーデール(旧：ラマダプラザフォートロー
ダーデール)

DX
ハイアットリージェンシーオーランドインターナショナルエアポート、ローゼンシングルクリーク、ローゼンセンターホテル、ヒルトンオーランド、ハイアットリージェンシーオーランド、マリオットグランドビスタ、グローブリゾートオーランド、オーランドワールドセンターマリオット、ウィン
ダムレイクブエナビスタディズニースプリングリゾートエリア、オムニオーランドリゾートアットチャンピオンズゲート、シェラトンオーランドレイクブエナビスタリゾート、クラウンプラザオーランドユニバーサルブルバード

FR

フロリダホテル&コンファレンスセンター、ハンプトンイン・オーランドフロリダモール、ベイモントバイウィンダムフロリダモール、ラキンタイン&スイーツバイウィンダムオーランドサウス、ヒルトンオーランドレイクブエナビスタディズニースプリングスエリア、ヒルトンオーランドブエナ
ビスタパレスディズニースプリングエリア、シェラトンオーランドレイクブエナビスタリゾート、エンバシースイーツバイヒルトンオーランドレイクブエナビスタリゾート、ダブルツリースイーツバイヒルトンオーランドディズニースプリングスエリア、ウインダムレイクブエナビスタディズ
ニースプリングスリゾートエリア、ダブルツリーバイヒルトンオーランドダウンタウン、クラウンプラザオーランドダウンタウン、エンバシースイーツバイヒルトンオーランドダウンタウン、フォーポインツバイシェラトンオーランドインターナショナルドライブ、レジデンス・イン・バイ・マリ
オット・オーランド・アット・シーワールド、ローゼンプラザ、ウィンダム・オーランド・リゾート・インターナショナルドライブ、ダブルツリー・バイ・ヒルトン・オーランド・アット・シーワールド、ローゼン・イン・アット・ポイント・オーランド、コンフォートインメインゲート、ホリデイインリゾート
オーランドスイーツウォーターパーク、レッドライオンホテル・オーランド・キシミー・メインゲート、ウェストゲート・タワー・リゾート、ベスト・ウエスタン・オーランド・ゲートウェイホテル

EC ベストウエスタンレイクブエナビスタディズニースプリングスリゾートエリア、クラリオンインレイクブエナビスタ ア ローゼンホテル

SD ウィンザーコートホテル

DX
JWマリオットニューオリンズ、Wニューオリンズフレンチクオーター、インターコンチネンタルニューオリンズ、ザウェスティンニューオリンズカナルプレイス、オムニリバーフロントホテル、オムニロイヤルオリンズ、シェラトンニューオリンズホテル、ハイアットセントリックフレンチ
クォーターニューオリンズ、ニューオリンズダウンタウンマリオットアットザコンベンションセンター、ニューオリンズマリオットホテル、ハイアットリージェンシーニューオリンズ、ルパビリオンホテル、ヒルトンニューオリンズリバーサイド、ルネッサンスニューオリンズぺレマルケットフ
レンチクオーターエリアホテル、ロイヤルソネスタホテルニューオリンズ、メリディアンニューオリンズ、エーシーホテルバイマリオットニューオリンズバーボン、ヒルトンニューオリンズセントチャールズアベニュー

FR

タワープレーススイーツバイマリオットニューオリンズダウンタウン/カナルストリート、アストールクラウンプラザ/ニューオリンズフレンチクオーター(旧：クラウンプラザホテルアストールニューオリンズ)、コートヤードバイマリオットニューオリンズダウンタウン/コンベンションセン
ター、コートヤードバイマリオットニューオリンズダウンタウンニアザフレンチクオーター、ホテルモンテレオーネ(旧：ザ・モンテレオーネホテル)、ステイブリッジスイーツニューオリンズフレンチQTR/DWTW、ニューオリンズマリオットメテリーアットレイクウェイ、ダブルツリーバイヒ
ルトンホテルニューオリンズ、バーボンオリンズホテル、ハンプトンインアンドスイーツニューオリンズダウンタウン、ビエンビルハウスホテル、ベストウェスタンプラスニューオリンズエアポートホテル、ホリデイインニューオリンズダウンタウンスーパードーム、ウィンダム・ニューオ
リンズ・フレンチクオーター、ホリデイインエクスプレスダウンタウンフレンチクオーターエリア、ホリデイインフレンチクオーターシャトールモイン、フォーポインツバイシェラトンフレンチクォーター、ロイヤルセントチャールズホテル、ラキンタイン&スイーツバイウィンダムニューオリ
ンズダウンタウン、ラディソンホテル・ニューオリンズ・エアポート、ウィンダムガーデン・ニューオリンズ・エアポート

DX
ＪＷマリオットダウンタウン、ハイアットリージェンシーヒューストン、オムニヒューストンホテル、ヒューストンマリオット・メディカルセンター/ミュージアムディストリクト、ヒューストンマリオット・ノース、ヒューストンエアポートマリオットアットジョージブッシュインターコンチネンタル、
ザセントレジスヒューストン

FR

クラウンプラザリバーウォークス、ザホワイトホールヒューストン、シェラトンノースアットジョージブッシュインターナショナル、ホリディインエクスプレス&スイーツヒューストンサウスメディカルセンターエリア、コンフォートスイートニアーザギャレリア、シェラトンスイートヒューストン
ニアザギャレリア、シェラトンヒューストンウエストホテル、フォーポイントバイシェラトングリーンウエイプラザ、エンバシースイートバイヒルトンヒューストン、クオリティースイート、ウェスティン・ヒューストン・メモリアル・シティ、ウィンダムヒューストンウェストエナジーコリドール、ホ
リデイインヒューストンインターコンチネンタルエアポートホテル、ホリディインエクスプレスアンドスイーツヒューストンサウスメディカルセンターエリア、ラマダバイウィンダムヒューストンインターコンチネンタルエアポートイースト、クオリティーイン&スイーツハイウェイ290グルック
ホロウ

DX

オムニパーカーハウス、ザ･ウェスティンボストンウォーターフロント、ザ・ウェスティンホテルコプリープレイスボストン、ザ・コロネードホテル、ダブルツリーバイヒルトンボストンベイサイド、ザ・チャールズホテルインハーバードスクエア、ザ・レノックス、シェラトンボストンホテル、
タージボストン、ハイアットリージェンシーボストンハーバー、
ハイアットリージェンシーボストン、ヒルトンボストンバックベイ、ヒルトンボストンダウンタウン／ファニエルホール、ヒルトンボストンローガンエアポート、ボストンマリオットケンブリッジ、ボストンマリオットコプレイプレイス、ボストンマリオットロングワーフ、ボストニアンボストン、
ザランガムボストン、ルネッサンスボストンウォーターフロント（旧ルネッサンスパトリオットプレースホテル)、ロイヤルソネスタホテルボストン

FR
エンパシースイートホテルボストンアットローガンエアポート、コートヤードバイマリオットボストンダウンタウン、コプリースクエアホテル、コンフォートインアンドスイーツローガンインターナショナルエアポートリベア、ザ・ボストンパークプラザ、ダブルツリーバイヒルトンホテルボス
トンダウンタウン、ハンプトンイン&スイーツボストンクロスタインセンター、フォーポイントバイシェラトンローガンエアポート、ウィンダムボストンビーコンヒル、ミッドタウンホテル、ラマダバイウィンダムボストン、インオブブルックライン(旧：ホリデイインボストンブルックライン)、コン
フォートイン、ホリデイインエクスプレスボストン、ザインアットロングウッドメディカル、リベアホテルボストンコモン

キャンプトン FR デイズイン・バイ・ウィンダムキャンプトン

アルバニー FR ホリデイ・イン エクスプレス アルバニー ダウンタウン 、ラマダプラザバイウィンダム、レッドライオン、ハンプトンインコートヤードバイマリオット、カンフォートインゲレモント

DX
シェラトンコマンダー、ハイアットリージェンシーケンブリッジ、ボストンマリオットケンブリッジ、ル・メリディアンボストンケンブリッジ、レジデンスインバイマリオットボストンケンブリッジ、ロイヤルソネスタボストン
フェアフィールドイン&スーツバイマリオットボストンケンブリッジ

FR
コートヤードバイマリオットボストンケンブリッジ、ハンプトンインボストンケンブリッジ、
ホリデイインエクスプレス&スイーツボストンケンブリッジ

DX シェラトンフラミンガムホテル&カンフェレンスセンター、クラウンプラザボストンナティック、ハンプトンインボストンナティック、レジデンスインマリオットボストンフラミンガム

FR コートヤードバイマリオットボストンナティック

DX ボストンマリオット・ピーボディー

FR
ハンプトンインボストンピーボディー、ベストウエスタンプラスノースショアホテル、フォーポイントバイシェラトンウェイクフィールドボストンホテル&カンファレンスセンター、ホームウッドスイートバイヒルトンボストンピーボディー、ホリデイイン&スイーツボストンピーボディー、スプリ
ングヒルスイートバイマリオットボストンピーボディー

DX ボストンマリオット・クインシー

FR
ハンプトンインボストンブラインツリー、ハイアットプレイスボストンブラインツリー、ベストウェスタンブラインツリー(旧:ビーンタウンイン)、ベストウエスタンアダムスインクインシー、レジデンスインマリオットブラインツリー、コンフォートインロンドルフ、キャンドルウッドスイートボス
トンブラインツリー、ステイブリッジスイート

DX ボストンマリオットバーリントン、ヒルトンボストンウォバーン、アーチャーホテルバーリントン

FR
クラウンプラザボストンウォバーン、コートヤードバイマリオットボストンウォバーンバーリントン、ダブルツリーバイヒルトンホテルボストンベッドフォードグレン、ハンプトンインボストンベッドフォードバーリントン、ヒルトンガーデンインボストンバーリントン、ホリデーインエキスプレ
スボストンノースウォバーン

DX クラウンプラザボストンニュートン、ボストンマリオットニュートン

FR インディゴボストンニュートン・リバーサイド

DX シェラトンボストンニーダムホテル

FR ホームウッドスイートバイヒルトンニーダムボストン

SD
JWマリオットエセックスハウスニューヨーク、アバロンホテル、アメリタニアアットタイムズスクエア、インターコンチネンタルニューヨークバークレー、インターコンチネンタルタイムズスクエア、ザウォルドルフアストリア、ザキタノニューヨーク、ザセントレジスニューヨーク、ザピエー
ルアタージホテルニューヨーク、ザプラザホテル、ザペニンシュラニューヨーク、パークレーンホテルニューヨーク、ザリッツカールトンニューヨークセントラルパーク、ザロンドンエヌワイシー、フォーシーズンズホテルニューヨーク、ロッテニューヨークパレスホテル、マンダリンオリ
エンタルニューヨーク、パーカーニューヨーク(旧ルパーカーメリディアンニューヨーク)、ザリッツカールトンバッテリーパーク、ニューヨークマリオットマーキース

DX ニューアークリバティーインターナショナルエアポートマリオット、ルネッサンスニューアークエアポート、ヒルトンニューアークエアポート、クラウンプラザニューアーク

FR
コートヤードバイマリオットニューアークエリザベス、ダブルツリーバイヒルトンニューアークペンステーション、ウィンダムガーデンホテルニューアークエアポート、ホテルエグゼクティブスイーツ、ホリデイインニューアークエアポート、コートヤードバイマリオットニューアークリバ
ティインターナショナルエアポート、コートヤードバイマリオットニューアークダウンタウン、ダブルツリーバイヒルトンニューアークエアポート、ラマダプラザバイウィンダムニューアークインターナショナルエアポート、
ハンプトンインニューアーク、ベストウェスタンプラスニューアーク、ハワードジョンソンニューアーク

DX ティーネックマリオットアットグレンポイント

バーリントン
※ボストンからのお車での
所要時間（約27km/約25

分）

ニュートン
※ボストンからのお車での
所要時間（約17km/約25

分）

ニーダム
※ボストンからのお車での
所要時間(約31ｋｍ/約30

分)

ニューヨーク

DX

Wニューヨークタイムズスクエア、Wニューヨークダウンタウン(旧Wニューヨークホテル)、Wニューヨークユニオンスクエア、アンダスウォールストリート、
アンダズフィフスアベニュー、ダブルツリースイーツバイヒルトンホテルニューヨークタイムズスクエアサウス(旧：ダブルツリースイーツバイヒルトンホテルニューヨークシティタイムズスクエア）、ラガーディアプラザホテル、クラウンプラザホテルタイムズスクエアマンハッタン、グラ
ンドハイアットニューヨーク、ザウェスティンニューヨークアットタイムズスクエア、ザウェスティンニューヨークグランドセントラルホテル、ザマンハッタンアットタイムズスクエアホテル、ザルーズベルトホテル、ザワーウィックホテル、サリーホテル、シェラトンニューヨークタイムズス
クエアホテル、ショーハム、スチュアートホテル、ダブルツリーバイヒルトンニューヨークタイムズスクエアウェスト、ニューヨークマリオットイーストサイド、ビークマンタワーホテル、ヒルトンタイムズスクエア、ニューヨークヒルトンミッドタウン、ウェストゲートホテルニューヨークグラ
ンドセントラル(旧ヒルトンニューヨークグランドセントラル)、マリオットダウンタウン、ミレニアムヒルトンニューヨークダウンタウン、ルネッサンスニューヨークタイムズスクエアホテル、ノボテルニューヨークタイムズスクエア、エンパイアホテル、エンバシースイーツバイヒルトン
ニューヨークマンハッタンタイムズスクエア(旧：エンバシースイーツバイヒルトンニューヨークミッドタウンマンハッタン)、ハイアットプレースニューヨークミッドタウンサウス、ミレニアムタイムズスクエアニューヨーク(旧：ミレニアムブロードウェイホテルニューヨーク)、ベントレーホテ
ル、エンパイアホテル、ダブルツリーヒルトンニューヨークフィナンシャルディストリクト

FR

50ホテル&スイーツアフィニア(旧アフィニア50)、シェルバーンホテル&スイーツアフィニア(旧アフィニアシェルバーン)、ウェリントンホテル、オークウッドアットザナッシュ、エクセルシオールホテル、ラキンタイン&スイーツニューヨークバイウィンダムシティセントラルパーク、クラウ
ンプラザJFKエアポートニューヨークシティ、ザエブリンホテル、ザソールズベリーホテル、ロウニューヨーク、ザルツェルンホテル、ザレキシントンホテルオートグラフコレクション(旧ザレキシントンニューヨークシティー)、ダブルツリーバイヒルトンメトロポリタンホテルニューヨーク
シティ、ニュートン、ザニューヨーカーアウィンダムホテル、パークセントラルニューヨーク、ハドソンホテル、パラマウントホテル、ハンプトンインニューヨークJFK、ヒルトンガーデンインタイムズスクエア、ヒルトンガーデンインニューヨークマンハッタンチェルシー、ヒルトンニュー
ヨークJFKエアポート、ベストウェスタンプラスプラザホテル、ザガリバントタイムズスクエア、ホテルベルクレア、ベルベデールホテル、ザワトソンホテル（旧ホリデイインミッドタウン57ｔｈストリート）、マンスフィールド、ホテルペンシルバニア、ラディソンホテルピスカタウェイサマ
セット、リージェンシーインアンドスイート、ルネッサンスウェストチェスターホテル、ロジャースミス、ワシントンスクエアホテル、ホリデイインJFKエアポート、デイズインバイウィンダムジャマイカJFKエアポート、ベストウェスタンJFKエアポートホテル、ヒルトンガーデンインニュー
ヨークファイナンシャルセンターマンハッタンダウンタウン、ヒルトンガーデンインタイムズスクエアサウス、スカイライン、ホリデイインロウアーイーストサイド、ホリデイインマンハッタンファイナンシャルディストリクト、ホリデイインニューヨークシティータイムズスクエア(注)、ホリデ
イインエクスプレスニューヨークシティタイムズスクエア、ホリデイインエクスプレスマンハッタンミッドタウンウェスト、コンフォートインミッドタウンウェスト、ホリデーインマンハッタン6thアベニューチェルシー、フェアフィールド&スイーツニューヨークシティマンハッタンセントラルパー
ク

シアトル

マイアミ

FR

フォートローダーデール

オーランド

ニューオリンズ

ヒューストン

ボストン

ケンブリッジ
※ボストンからのお車での
所要時間（約3km/約10分）

フラミンガム
※ボストンからのお車での
所要時間（約36km/約45

分）

ニューアーク
※ニューヨークからのお車
での所要時間（約20km/約

30分）

クインシー
※ボストンからのお車での
所要時間（約15km/約20

分）

ピーボディー
※ボストンからのお車での
所要時間（約37km/約30

分）

ロイヤルパームスサウスビーチ(旧：ザパームスサウスビーチ)、ビーチプラザホテル、レキシントンバイホテルRLマイアミビーチ、デイズイン&スイーツマイアミ/ノースビーチオーシャンフロント、ハイアットリージェンシーマイアミ、フォーポイントバイシェラトンマイアミビーチ、ベイ
モントバイウィンダムマイアミドラル、ベストウェスタンアトランテックビーチリゾート、ホリデイインエキスプレス&スイーツマイアミビーチ/サウスビーチ(旧：ホリデイインエキスプレス＆スイーツサウスビーチリゾート)、ホリデイインポートオブマイアミダウンタウン、ホリデイインマイ
アミビーチオーシャンフロント、ラマダプラザバイウィンダムマルコポーロビーチリゾート、リウプラザマイアミビーチホテル(旧：リュウパンアメリカンオーシャンリゾート)、コートヤードマリオットマイアミエアポート



FR クラウンプラザイングルウッド、ダブルツリーバイヒルトンフォートリージョージワシントンブリッジ、ベストウェスタンフォートリー

ST ホリデイインGWブリッジフォートリーニューヨークエリア、ハンプトンインリッジフィールドパーク

DX ハイアットプレイスシコーカスメドーランド、ヒルトンハズブルックハイツメドーランズ、ヒルトンメドーランド、ルネッサンスメドーランド

FR コートヤードバイマリオットリンドハーストメドーランド、ホリデイインハスブルックハイツメドーランド、メドーランドプラザホテル

DX

コートヤードバイマリオットロングアイランドシティ/ニューヨークマンハッタンビュー、ロングアイランドマリオット、シェラトンラガーディアイースト、ニューヨークラガーディアエアポートマリオット、フォーポイントバイシェラトンロングアイランドシティ/クイーンズボローブリッジ、アロフ
トロングアイランドシティマンハッタンビュー、ハイアットプレイスロングアイランドシティ/ニューヨークシティ、ジニューヨーク、ヒルトンガーデンインロングアイランドシティニューヨーク、
フェアフィールドイン&スイーツバイマリオットニューヨーククイーンズ/クイーンズボローブリッジ、ウィンダムガーデンロングアイランドシティ、ホリデーインL.Iシティマンハッタンビュー、ザビューホテルアセントホテルコレクションメンバー、ウィンゲートバイウィンダムロングアイラン
ドシティ

FR
レッドライオンイン&スイートロングアイランドシティ、ベストウェスタンプラスプラザホテル、クォリティイン、ラマダウィンダムホテルロングアイランドシティ、ハワードジョンソンバイウィンダムロングアイランドシティ、
スリープインロングアイランドシティ、デイズインバイウィンダムロングアイランドシティ、マイクロ―テルインバイウィンダム、ホテルリティエール、エルアイシーホテル、エルアイシープラザ

DX
シェラトンリンカーンハーバーホテル、ウェスティンジャージーシティニューポート、Wホーボーケン、ダブルツリーバイヒルトンホテル&スイーツジャージーシティ、ハイアットハウスジャージーシティ、
ハイアットリージェンシージャージーシティ、コートヤードマリオットジャージーシティニューポート

FR メドーズランズビューホテル、キャンドウッドスイートジャージーシティ/ハーバーサイド

DX
フィラデルフィア201(旧シェラトンフィラデルフィアダウンタウン)、ソフィテルフィラデルフィアアットリッテンハウススクエア、ザウエスティンフィラデルフィア、ルネッサンスフィラデルフィアダウンタウンホテル(旧:ザフランクリンホテルアットインデペンデンスパーク)、シェラトンフィラ
デルフィアユニバーシティシティホテル、ヒルトンフィラデルフィアアットペンズランディング、フィラデルフィアマリオットダウンタウン、
フォーシーズンズホテルフィラデルフィアアットコムキャストセンター、ザ リッツカールトンフィラデルフィア

FR

クラウンプラザフィラデルフィアチェリーヒル、コートヤードフィラデルフィアシティアベニュー、ダブルツリーバイヒルトンフィラデルフィアセンターシティ、ウィンダムフィラデルフィアヒストリックディストリクト、ザベルビューホテルインザアンバウンドコレクションバイハイアット(旧:ハイ
アットアットザベルビュー)、ホリデイインエクスプレスフィラデルフィアミッドタウン、ザワーウィックホテルリッテンハウススクエア、シェラトンスイートフィラデルフィアエアポート、ホリデイインエクスプレスフィラデルフィアペンズランディング、クラリオンホテルフィラデルフィアイン
ターナショナルエアポート、ルネサンスフィラデルフィアエアポート、
フォーポインツバイシェラトンフィラデルフィアエアポート、ハンプトンインフィラデルフィアセンターシティコンベンションセンター、コートヤードバイマリオットネイビーヤード

SD
ザ・リッツカールトンワシントンD.C.、フォーシーズンズホテルワシントンD.C.、インターコンチネンタルザウィラードワシントンD.C.、ザセントレジスワシントンD.C.、パークハイアットワシントン、ザフェアファックスアットエンバシーロウワシントンD.C.、フェアモントワシントンD.C.ジョー
ジタウン、ザヘイアダムスホテル、ロウズマディソンホテル

DX
JWマリオットワシントンDC、オムニショーハムホテル、キャピタルヒルトン、ハイアットリージェンシーワシントンオンキャピトルヒル、ザウィンクホテルワシントンDC(旧:ルネッサンスワシントンD.C.デュポンサークルホテル)、ワシントンヒルトン、ワシントンマリオットワードマンパー
ク、ワシントン・マリオット・ジョージタウン、ルネッサンス・ワシントンD.C.・ダウンタウン、マリオット・マーキースワシントンDC、ザウエスティンワシントンD.Cシティセンター.、クラウンプラザザハミルトンワシントンD.C.、クラウンプラザワシントンナショナルエアポート、ザメイフラワー
ホテルアートグラフコレクション、ザダルシー

FR

キャピトルスカイラインホテル、コートヤードバイマリオットワシントンDC/USキャピトル
キンプトングローバーパーク、ステイトプラザ、ダブルツリーバイヒルトンホテルワシントンDC、ヒルトンガーデンインワシントンDCダウンタウン、メイソンアンドロックホテル、キンプトンルージュホテル、ホリデイインワシントンキャピトル、ワシントンプラザ、ザビーコンホテルアンド
コーポレートクォーターズ、コートヤードバイマリオットワシントンD.C.デュポンサークル、デイズインバイウィンダムワシントンD.C.コネチカットアベニュー、ザデュポンサークルホテル.、ハイアットリージェンシーダレス、ザエンバシーロウホテル、ホリデイインワシントンD.C.－セント
ラル／ホワイトハウス、ザリアゾンワシントンキャピトルヒル、ハイアットプレイスワシントンD.C.ホワイトハウス、ケロッグカンファレンスホテル、ワシントンダレスエアポートマリオット、チャーチルヒルエンバーロウ

DX ザウエスティンアーリントンゲートウェイ、ザウエスティンクリスタルシティー、ルメリディアンアーリントン、ヒルトンアーリントン、ヒルトンクリスタルシティーアットワシントンレーガンナショナルエアポート、クリスタルゲートウェイマリオット、キーブリッジマリオット

FR

ベストウエスタンペンタゴンホテルレーガンエアポート、ザバージニアンスイーツアンアセンドホテルコレクションメンバー、
コートヤードマリオットアーリントンクリスタルシティー／レーガンナショナルエアポート、コンフォートインペンタゴンシティー、ホリデイインアーリントンアットボールストン、
ホリデイインナショナルエアポート／クリスタルシティー、ホリデイインロスリンアットキーブリッジ、ルネッサンスアーリントンキャピタルビュー、ヒルトンガーデンインレーガンナショナルエアポート、
ホリデイイン&スイーツアレキサンドリアオールドタウン

DX ウェスティンタイソンズコーナー、ヒルトンマクレーンタイソンズコーナー、タイソンズコーナーマリオット、シェラトンタイソンズコーナー、ハイアットリージェンシーフェアファックス

FR コートヤードバイマリオットタイソンズマクリーン(旧:コートヤードバイマリオットタイソンズコーナーフェアファックス)、ダブルツリーバイヒルトンマクレーンタイソンズコーナー

フォールズチャーチ
※ワシントンからのお車で
の所要時間（約15km/約25

分）

DX フォールズチャーチマリオットフェアビューパーク

DX シェラトンオールドタウンアレキサンドリア、ヒルトンアレキサンドリアオールドタウン

FR
ハンプトンインアンドスイーツアレクサンドリアオールドタウンエリアサウス、ホリデイインホテルアンドスイーツアレクサンドリアーオールドタウン、
コートヤードアレキサンドリアペンタゴンサウス

DX シェラトンレストン、ウェスティンレストンハイツ、ハイアットリージェンシーレストン

FR
コートヤードバイマリオットダレスエアポートハーンドン/レストン、ハンプトンイン&スイーツハーンドン/レストン、
ハイアットハウスハーンドンレストン、レジデンスインバイマリオットハーンドンレストン

DX
ラ・クインタフェアバンクス（旧：アルパインロッジ）、ウエストマークフェアバンクスホテル&カンファレンスセンター(注)、ラキンタイン&スイーツバイウィンダムフェアバンクスエアポート、ベアーロッジアットウェッジウッドリゾート(旧:ウェッジリゾート&ベアーロッジ)、スプリングヒルス
イートバイマリオットフェアバンクス、ソフィーステーションスイーツ、バイクスウォーターフロントロッジ、ハンプトンインイン&スイートフェアバンクス、フェアバンクスプリンセスリバーサイドロッジ、リバーズエッジリゾート、クラリオンホテル&スイーツ(旧:リージェンシーフェアバンク
スホテル)

FR
エクステンディットステイアメリカホテルフェアバンクスオールドエアポートウェイ(注)(旧:エクステンディッドステイデラックス・ホテル)、ブリッジウォーターホテル(注)、ベストウエスタンチェナリバーロッジ(注)、ホテルノースボール(注)、ホリデイインエクスプレス&スイーツフェアバン
クス(注)

アリエスカ DX アリエスカホテル&リゾートアリエスカ(旧:ザ・ホテル・アリエスカ)

DX ホテル・キャプテンクック、ヒルトンアンカレジ、シェラトンアンカレジホテルアンドスパ、マリオットアンカレジダウンタウン、ウェストマークアンカレジホテル、エンバシースイートバイヒルトンアンカレジ、ヒルトンガーデンインアンカレッジ

FR
クラリオンスイートダウンタウン、ダイモンドセンターホテル、クラウンプラザアンカレッジミッドタウン、ホームウッドスイーツバイヒルトンアンカレッジ、コートヤードバイマリオットアンカレッジエアポート、レジデンスインバイマリオットアンカレッジミッドタウン、スプリングヒルスイート
バイマリオットアンカレッジミッドタウン、フェアフィールドイン&スイートバイマリオットアンカレッジミッドタウン

ST
ゲストハウスアンカレジイン、インレットタワーホテル&スイート、ラマダバイウィンダムアンカレジ、ボイジャーイン(旧:ロードウェイインボイジャーホテル)、アンカレジグランドホテル、ヒストリックアンカレジホテル、ハンプトンインアンカレッジ、デュークス8thアベニューホテル、ホリ
デイインエクスプレスアンカレッジ、コンフォートインダウンタウンシップクリーク、コーストインターナショナルイン、ベストウェスタンゴールデンライオンホテル、エクステンディドステイアメリカアンカレジダウンタウン、エクステンディドステイアメリカアンカレジミッドタウン、アビエー
ターホテルアンカレッジ(旧:アンカレジシティリミッツロフト)、アメリカスベストバリューイン&スイーツアンカレッジエアポート

FR マッキンリーシャレーリゾート(注)、デナリパークビレッジ(注)、デナリプリンセスウィルダネスロッジ(注)、グランデデナリロッジ、デナリブラフスホテル(注)、デナリ・グリズリーベア・リゾート

ST デナリキャビンズ(注)、マッキンリークリークサイドキャビンズ(注)、デナリクロウズネストキャビンズ(注)

バルディーズ ST ベストウェスタンバルディーズハーバービューイン、トーテムホテル&スイーツ、マウンテンスカイホテル&スイーツ、グレイシャーホテル、キーストンホテル

DX カッパーリバープリンセスウィルダネスロッジ

FR カリブーホテル

＊アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ・コオリナ・ハワイ　＊エスパシオ・ザ・ジュエル・オブ・ワイキキ　＊ザ・カハラ・ホテル&リゾート　＊ザ・リッツカールトン・レジデンス・ ワイキキビーチ　

＊トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキ　＊ハレクラニ　＊フォーシーズンズリゾート・オアフ・ アット・コオリナ　＊マイラニ・タワー・ ザ・ロイヤル・ハワイアン, ラグジュアリー・ コレクション・リゾート

＊アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾート　＊アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート(▲)　＊アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ ビーチ(★)　＊エンバシー・スイーツ・ バイ・ヒルトン・ワイキキ・ビーチ・ウォーク

＊ザ・モダン・ホノルル･バイ・ダイヤモンド･リゾーツ(★)　＊ザ・ロイヤルハワイアン・ ラグジュアリー・ コレクション・リゾート(★)　＊シェラトン・ワイキキ　＊タートル・ベイ・リゾート(★)　

＊ハイアット・リージェンシー・ワイキキ・ビーチ・リゾート&スパ　＊ハレプナ・ワイキキ・バイ・ハレクラニ　＊ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ ワイキキ・ビーチ・リゾート　＊プリンス・ワイキキ

＊モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ(★)　＊ワイキキ・ビーチ・マリオット・ リゾート&スパ(★)

＊アストン・ワイキキ・ビーチ・ ホテル　＊アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ　＊イリカイ・ホテル・アンド・ラグジュアリー・スイーツ(★)　＊クイーン・カピオラニ・ホテル　＊ザ・レイロウ・オートグラフ・ コレクション(★)

＊シェラトン・プリンセス・ カイウラニ・ホテル　＊ハイアット・セントリック・ワイキキ・ビーチ(★)　＊ハイアット・プレイス・ ワイキキ・ビーチ(★)　＊ヒルトン・ガーデン・イン・ワイキキ・ビーチ(★)

＊ヒルトン・ワイキキ・ビーチ(★)　＊ルアナ・ワイキキ・ホテル・アンド・スイーツ　＊ワイキキ・ビーチ・コマー・バイ・ アウトリガー(★)

＊ア・ジョイ・ホテル　＊アクア・パームス・ワイキキ(★)　＊オハナ・ワイキキ・イースト・バイ・アウトリガー(★)　＊オハナ・ワイキキ・マリア・バイ・ アウトリガー(▲)　＊コートヤード・バイ・マリオット・ワイキキ・ビーチ(★)

＊ココナッツ・ワイキキ・ホテル(▲★)　＊ザ･サーフジャック･ホテル･アンド･スイム･クラブ(★)　＊ショアライン・ホテル・ワイキキ(▲)　＊ダブルツリー・バイ・ヒルトン・アラナ・ワイキキビーチ(★)

＊パーク・ショア・ワイキキ(★)　＊バイブ・ホテル・ワイキキ(▲)　＊ホリデイ・イン・エキスプレス・ワイキキ(★)　＊ラマダ・プラザ・バイ・ウィンダム・ ワイキキ(▲)　＊リニュー　

＊ワイキキ・リゾート・ホテル(▲★)

＊アクア・アロハ・サーフ・ ワイキキ(★)　＊アクア・オヒア・ワイキキ(★)　＊アクア・スカイライン・アット・ アイランド・コロニー(★)　＊アクア・バンブー・ワイキキ(★)　＊アストン・ワイキキ・サークル・ ホテル(★)

＊アンバサダーホテル ワイキキ(★)　＊エバ・ホテル・ワイキキ(★)　＊ザ・エクウス・ホテル(★)　＊パール・ホテル・ワイキキ(★)　＊パゴダ・ホテル　＊ホテルラクロイ　＊ポリネシアン・プラザ(★)

＊ホワイトサンズ･ホテル(★)　＊ワイキキ・サンド・ビラ・ホテル

SD ＊グランド・ワイレア・ウォルドーフ・アストリア・リゾート　＊ザ・リッツ・カールトン・カパルア　＊フェアモント・ケア・ラニ・マウイ　＊フォーシーズンズ リゾート　マウイ アット ワイレア

＊アンダーズ・マウイ・アット・ワイレア・リゾート(▲★)　＊ウェスティン・マウイ・リゾート&スパ(★)　＊シェラトン・マウイ・リゾート&スパ　＊トラバーサ・ハナ　＊ハイアット・リージェンシー・マウイ・リゾート&スパ

＊ワイレア・ビーチ・リゾート・マリオット・マウイ

ＳＰ ＊カアナパリ・アリイ

FR ＊カアナパリ・ビーチ・ホテル(★)　＊ロイヤル・ラハイナ・リゾート(▲★)

SD ＊フェアモント・オーキッド・ハワイ　＊フォーシーズンズ リゾート フアラライ　＊マウナ・ケア・ビーチ・ホテル　＊マウナ ラニ オーベルジュ　リゾーツ コレクション

ＤＸ ＊ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ(★)　＊ワイコロア・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ(★)　＊ウェスティン・ハプナ・ビーチ・リゾート　＊シェラトン・コナ・リゾート&スパ・アット・ケアウホウ・ベイ

ＦＲ ＊コートヤード・バイ・マリオット・キング・カメハメハズ・コナ・ビーチ・ホテル　＊ロイヤル・コナ・リゾート

SD ＊グランド・ハイアット・カウアイ・リゾート&スパ(★)　＊プリンスヴィル・リゾート

ＤＸ ＊カウアイ・マリオット・リゾート

SR ＊シェラトン・カウアイ・リゾート

FR ＊カウアイ・ビーチ・ リゾート　＊シェラトン・カウアイ・ココナッツ・ビーチ・リゾート　＊ヒルトン・ガーデン・イン・カウアイ・ ワイルア・ベイ(★)

アーリントン
※ワシントンからのお車で
の所要時間（約10km/約20

分）

マクレーン
※ワシントンからのお車で
の所要時間（約20km/約30

分）

アレキサンドリア
※ワシントンからのお車で
の所要時間（約10km/約20

分）

レストン
※DCのダウンタウンまでと

した場合、
（約34㎞/約30分）

フォートリー
※ニューヨークからのお車
での所要時間（約10km/約

20分）

シコーカス
※ニューヨークからのお車
での所要時間（約16km/約

25分）

ロングアイランドシティ
※ニューヨークからのお車
での所要時間(約13km/約

18分)

ウィホーケン
※マンハッタン（タイムズス
クエア）までは（約5.5㎞/車

で約10分）

フィラデルフィア

ワシントン

アラスカ
(アメリカ合衆国)

フェアバンクス

アンカレジ

デナリ

グレナレン・カッパーリバー
地区

ハワイ

オアフ島

ＳD

ＤＸ

ＳＰ

FR

SＴ

マウイ島
ＤＸ

ハワイ島

カウアイ島


