利用ホテル一覧
●ホテルクラスのグレード分け



グレードの高い方から
「L（ラグジュアリー）→A（デラックス）
→B（スーペリア）→C（スタンダード）
」
となります。この分
類は、
ミシュランホテルガイドや各種ガイドブックなどの資
料に基づき、
かつご参加いただいたお客様のアンケートや
添乗員のレポート、現地支店からの情報などを参考に、当
社独自の調査結果により定めております。
※ホテルの名称はホテルの都合により変更となる場合が
あります。※下記掲載ホテルリストの各クラスは当該都市
内での評価となります。そのため、同クラスのホテルでも
ほかの都市と設備・サービスが必ずしも同等でない場合
があります。


各都市の宿泊は見本市期間にあたる場合、

 下記の代替宿泊都市に変更となる場合があります。

●お部屋割

お部屋割はチェックイン当日の利用状況により、ホテル側
が決定するため同一ホテル内でも客室によって広さ、設備
などが異なる場合があります。お部屋の優劣に関しまして
は、公平を期すように添乗員が努力いたします。また、
グル
ープやご家族参加で2部屋以上をご利用いただく場合、ホ
テル側の事情によりお隣、
もしくは同じ階のお部屋をご用
意できない場合があります。予めご了承ください。

●代替都市に関して
宿泊都市によってはホテル数も少なく、
また時期により休
業することがあり、
また見本市や音楽祭の開催により近郊
の代替都市にご宿泊いただく場合があります。各コース
の日程表中に記載されている都市から代替都市宿泊都市
への距離および移動時間の目安に関しては、下記表をご
覧ください。
●その他
※ホテルの名称は、ホテル側の都合により変更となる場
合があります。※ご宿泊いただくホテルのお部屋が、ホテ
ルの事情により浴室のないシャワーのみとなる場合があり
ます。

※宿泊都市によって宿泊する旅行者を対象に「宿泊税」が課されます。下記利用ホテル一覧掲載の「宿泊税」をチェックアウト時に別途お支払いいただきます。掲載の金額はお1人様1泊あたりです。金額・条件
は予告なく変更されることがあります。現地にてお支払いいただく金額は、最終旅行日程表にてご案内させていただきます。表示されている情報は2022年11月15日現在のものです。

都市名

A（デラックス）クラス

B（スーペリア）クラス

C（スタンダード）クラス

●ウェスティン パレス ●エクセルシオー
ル ガリア ラグジュアリーコレクション ホテル
●グランド エ デ ミラン ●シェラトン ディ
アナマジェスティック ●パラッツォ マッテ
オッティ ●バリオーニ ホテル カールトン
●ヒルトン ●プリンチペディサヴォイア
●メリア ミラノ

●IHホテルズ ミラノ プッチーニ ●NH コレクション ミラノ プ
レジデント ●NH コレクション ミラノ ポルタヌオヴァ ●NH
ツーリング ●NH フィエラ ●NH マキアヴェリ ●アート
ナヴィリ ●アタホテル エグゼクティブ ●アンデレオラ セン
トラル ●イデア ホテル ミラノ サンシーロ ●ウナウェイホ
テル＆レジデンス クアークドゥエ ミラノ ●ウナウェイホテル
＆レジデンス コンテッサ ヨランダ ミラノ ●ウナホテルズ エ
キスポ フィエラ ●ウナホテルズ スカンジナビア ●ウナホ
テルズ センチュリー ●ウナホテルズ マルペンサ ●ウナホ
テルズ メディテラネオ ●エーシーホテル ミラノ バイ マリオット
●エンタープライズ ●カ ビアンカ コルテ デル ナビリオ
●カーライル ブレラ ●カブール ●ガリレオ ●クラウンプ
ラザ マルペンサ ●クラウンプラザ ミラノリナーテ ●グラ
ン デュカ ディ ヨーク ●グランド デュカ ディマントバ ●グラ
ンド バローネ ディサッシ ●グランド ビスコンティ パラス
●クリマホテル ミラノ フィエレ ●ザ ハブ ●サンピ ミラノ
●シナ デ ラ ヴィレ ●スターホテル アンダーソン ●スター
ホテル エコー ●スターホテル グランドミラノ ●スターホテ
ル ツーリスト ●スターホテル ビジネスパレス ●スターホテ
ル リッツ ●スターホテル ローザ グランド ●ストラフ ホテ
ル メンバー オブ デザイン ホテルズ ●ダブルツリー バイ ヒ
ルトン ●デイ カバリエリミラノドゥオモ ●ドミーナ ミラノ フ
ィエラ ●ドリアグランド ●ノボテル マルペンサ エアポート
●ヒルトン ガーデン インマルペンサ ●フォーポインツ シェラ
トン ミラノセンター ●ブルネレスキ ●ベストウエスタン プ
ラス ホテル ガレス ●ベストウェスタン プラス ホテル ラ ファ
ヴァリエ ●ベストウェスタン ホテル ゴールデンマイル
●ホテルトック ●マニン ●ミケランジェロ ●ミラン マリ
オット ●メディオラヌム ●ラディソン ブル ミラノ ●ル モ
ラン ●レオナルド ホテル ミラノ シティ センター ●ロイド
●ロイヤル ガーデン

●B&B ホテル ポルテッロ ●B&B ホテル ミラノ オルナート ●B&B ホテル
ミラノ セントラル ステーション ●IH ホテルズ ミラノ アンバシアトリ ●IH ホ
テルズ ミラノ ジョイア ●IH ホテルズ ミラノ セントジョン ●NH コンコルデ
ィア ミラノ ●NH ミラノ コングレスセンター ●NH ミラノ2 ●NH リナーテ
●アリストン ●アルガ ●アレグロイタリア エスプレッソ ダルセナ ●アン
タレス ルーベンス ●イデア ホテル マルペンサ エアポート ●イビス ミラノ
カ グランダ ●イビス ミラノ チェントロ ●エアーホテル リナーテ ●エクセ
ル ミラノ３ ●エリザベス ライフスタイル ホテル ●オステロ ベロ グランデ
●クラブ ●グランドホテル ミラノ マルペンサ ●クリスタッロ モキンバ
●サン カルロ ●シティ ライフ ホテル ポリツァーノ ●スパイス ホテル ミラノ
●スマートホテル セントラル ステーション ●センピオーネ ●ターミナル
●デッレ ナツィオーニ ●デミドフ ●ナスコ ●ノボテルホテル リナーテエ
アポート ●ノボテルミラノ ノルド カ グランダ ●ハートホテル ミラノ ●フェ
ニーチェ ●ブエノスアイレス●フローラ ●ベストウェスタン アンタレスホテ
ル コンコルド ●ベストウェスタン カバリエリ デラ コローナ ●ベストウェスタ
ン ブライス＆フランシス ●ベルステイ ホテル アッサゴ ●ベルステイミラノ
リナーテ ●ベルナ ミラノ ●ホテル ソペルガ ●ホテル ディエチアルディーニ
●ホテル パルマノヴァ ●ホテル モルフェオ ●ホリデイイン ミラノ ノルド ザ
ーラ ●ミラージュ シュアホテルコレクションバイベストウェスタン ●メンニーニ
●モーツァルト ●ラファエロ ●ラマダ プラザ バイ ウィンダム ミラノ
●リッター ●レオナルド ダ ヴィンチ ●レックス ●ワールドホテル カサッティ
18 ●ワールドホテル クリストフォロ コロンボ

●ヴィラ フロリダ ●カステロ ディカシリオ ●グランド イン
ペリアーレ ●クルーズ ●コモ ●シェラトン レーク コモ
ホテル ●テルミナス ●バルケッタ エクセルシオール
●メトロポール スイス

●アスニーゴチェルノッビオ ●イビス コモ ●コルソ コモ ●B&Bホテル コ
モ シティ センター ●パーク コモ ●パーク ホテル ムブレ ●パレス
●フィレンツェ ●ベストウェスタン アルバヴィラ ホテル ●ホテル デッレ フィ
エレ ●ホテル リストランテ ソーレ ●マルコス ●レドゥーエコルティ

ミラノ
宿泊税
2.0〜5.0ユーロ

コモ
宿泊税
1.0 ～ 2.5ユーロ

イタリア

●NHトリノ チェントロ ●アート ホテル オリンピック
●アート ホテル ボストン ●イディア ホテルトリノミラフィオーリ
●スターホテル マジェスティック ●パシフィック ホテル エア
ポート ●パシフィック ホテル フォルティノ ●ベストウェスタ
ン プラス エグゼクティブ ホテル アンド スイーツ ●ベストウ
ェスタン ホテル ピエモンテーゼ ●ホテルトリノ シティ セン
ター ●ホリデイ イントリノ コルソ フレシア

トリノ
宿泊税
2.3 ～ 5.0ユーロ

ソルビエイトオロナ     
ピエベエマヌエレ

●ル ロビニエ ゴルフ＆リゾート ●ル ロビニエ リゾート
●リパモンティレジデンス

宿泊税
2.4ユーロ

リンビアーテ

●AS リンビアーテ フィエラ
●ACホテル ジェノバ バイ マリオット ●NHコレクション ジェ ●ＮＨジェノバ チェントロ ●コロンバスシーホテル ●コンチネンタル
ノバ マリーナ ●スターホテル プレジデント ●トッレカンビ ●タワージェノバ エアポートホテルアンドコンフェレンスセンター ●ノボテル
アーゾ ●ブリストルパレス ●ベストウェスタンシティ
シティ ●ベストウェスタンプラス シティ ●メルキュール ジェノバ サンビアッジョ
●ホリデイイン ジェノバ シティ

ジェノバ
宿泊税
1.5 ～ 4.5ユーロ

ベネチア本島
宿泊税
2.0 ～ 5.0ユーロ

●NH コレクション ベネチア グランド ホテ
ル パラッツォ デイドージ ●セントレジス
ベニス ●バウアーパラッツォ ●パパド
ーポリ ベネチア ●パラス ボンヴェッキ
アティ ●バリオーニ ホテル ルナ
●ベルモンド チプリアーニ ●メトロポール
●ロンドラ パレス

ベネチア
メストレ地区
宿泊税
1.4 ～ 3.5ユーロ

●BW プレミアム コレクション CHCコンチネンタル ベニス
●NH コレクション ベネチア パラッツォ バロッチ ●NH サン
タルチア ●ア ラ コメディア ●アイ モリ ディ オリエンテ
●アバッツィア ●アマデウス ●アルソーレ ●アンバサ
ダートレローゼ ●ウナホテルズ ホテル アラ ベネチア
●カールトン オン ザ グランド カナル ●カパレットドッジ オル
セオーロ ●ガブリエリ ●ケッテ ●コロンビーナ ●サト
ゥルニア アンド インターナショナル ●サントステファノ
●サンマルコ ●シナ パラッツォ サンタンジェロ ●ジョルジ
オーネ ●スカンジナビア ●スプレンディド ベニス ●ドゥ
オド パレス ●ドナ パレス ●ナツィオナーレ ●プリンチ
ペ ●ボンヴェッキアッティ ●メゾン ベネチア ウナ エスペ
リエンゼ ●モナコエ グランドカナル ●ラ フェニーチェ エ
デザルティステス ●リアルト

●アテネオ ●アナスタシア ●アラファヴァ ●アルシオーネ ●アルレッ
キーノ●アンジェロ ●アンティカ カーサ コッポ ●アンティケフィギューレ
●アンティコ パナダ ●インディゴ ベニス サンテレーナ ●ヴィラ ローザ
●ウニベルソ ノルド ●エスペリア ●オリンピア ●カ アルヴィーゼ
●カーサ ヴェラルド レジデンツァ エポカ ●カールトン カプリ ●カサノヴァ
●カナレット ●ガルデナ ●コリジアラヴァイジャ ●コンコルディア
●コンメルチョ エ ペッレグリーノ ●サヴォイア エ ジョランダ ●サン ジョルジョ
●サンタマリーナ ●セレニッシマ ●ダブルーノ ●チッタ ディミラノ
●ディアナ ●トレ アルキ ●ヌォーヴォ テゾン ●バルトロメオ ●パンタ
ロン ●ビサンティオ ●ブチントーロ ●ブリッジ ●ベッレ アルティ
●ベッレ エポック ●ベニスタイムホテル ●ホテル カナル ●マリブラン
●モンテ カルロ ●リスボーナ

●NHラグーナパレス ●アントニー ●ノボテル ベネチア
メストレ カステラーナ ●ヒルトン ガーデンイン ベニス メスト
レ サンジュリアーノ ●フォーポインツ バイ シェラトン ベネチ
ア メストレ ●プラザ ベニス ●ベストウェスタン プラス ボ
ローニャ ●ルッソット ●レオナルド ロイヤル ベニス メストレ

●LH シリオ ベニス ●アリストン ●アルティエリ ●アルバトロス ●アレ
キサンダー ●アンバシャータ ●ヴィエンナ ホテル マルゲラ ●エリートホ
テル レジデンス ●サンジュリアーノ ●チェントラーレ ●デルフィーノ
●ドゥカーレ ●パラディオ ●ピアーヴェ ●プレジデント ●ベストウェスタ
ントリトーネ ●ベネチア ●ベルステイ ベネチア メストレ ●ホテル スマー
トホリディ ●ポピー ●ミケランジェロ ●メリー ●メルキュール ベネチア
マルゲーラ ●ルガーノト レッタ

パドバ

宿泊税
1.5 ～ 4.0ユーロ

●B&B ホテル パドバ ●フォーポインツ バイ シェラトン パドバ ●NH パドバ ●ヴィラ ピガッレ ●クラウン プラザ ●グランド イタリア
●マジェスティック ホテルトスカネッリ
●ドナテッロ ●フィランダ ●ベストウェスタン ビリ ●ベストウェスタン プラ
ス ヴィラタッキ ●ポスタ７７ ●ミラノ

クアルト・

宿泊税
0.5 ～ 3.0ユーロ

●アンブラ ●クラウン プラザ ベニス イースト ●ベスト ウェスタン ホテル
エアベニス

ダルティーノ

※2022年11月15日発効

都市名

A（デラックス）クラス

トレヴィソ

宿泊税
1.4 ～ 2.0ユーロ

B（スーペリア）クラス

C（スタンダード）クラス

●カールトン ●コンチネンタル ●マッジョール コンシリオ

●PHI ホテル アストリア ●ヴィラ パーチェ パーク ボロネーゼ ●パーク ヴ
ィラ フィオリータ ●ベストウェスタン ティティアン イン ホテルトレヴィソ
●ルレ モナコ カントリー ホテル＆スパ

ノベンタ・ディ・ピアーブ

●オムニア ●ノベンタ ●ベースホテル（ステイ／ワーク）

マルコン

宿泊税
2.0ユーロ

モリアーノ ベェネト

宿泊税
1.4〜2.0ユーロ

●ウェスティンエクセルシオール ●エル
ベティア ＆ ブリストル ●ギャラリー ホテ
ル アート ●サヴォイ ●シナ ヴィラ メデ
ィチ オートグラフ コレクション ●ジェイ＆
ジェイ ヒストリック ハウス ホテル ●セン
トレジス ●リージェンシー ●ルンガルノ
市内 ●ルンガルノ コレクション ホテル コンチ
中心部 ネンターレ

●ダブルツリー バイ ヒルトン ヴェニス ノース

●カンピエッロ ●ドゥーカ ダオスタ ●フロリース

●ラ メリディアナ

●B&B ホテル ラウルス アルドゥオモ ●Cホテル アンバシ
アトリ ●Cホテル ディプロマット ●FH カルツァイオーリ
●NH コレクション フィレンツェ パラッツォ ガッディ ●ＮＨ フ
ィレンツェ ●アテネウム パーソナル ホテル ●アドレア カ
バリエリ ●アルバーニ ●アングロ アメリカン ●エーシー
ホテル フィレンツェ バイ マリオット ●エグゼクティブ
●クラフト ●グランド アドリアティコ ●グランド ホテル カ
ブール ●グランド ミネルヴァ ●グランド メディテラネオ
●グランドホテル バリオーニ ●クローチェ ディ マルタ
●サンタマリア ノヴェッラ ●スターホテル ミケランジェロ
●チェレタニ フィレンツェ Ｍギャラリー バイ ソフィテル
●デ ラ パーチェ ●ディアナ パーク ●デッリ オラフィ
●パラッツォ オンニサンティ ●ピエール ●プラザ ルッケージ
●ブルネレスキ ●ベルキエリ ●ベルニーニ パラス
●ホテル スパダイ ●ホテル デ ラヴィレ ●マラスピーナ
●モナ リザ ●ルームメイト ルカ ●ルームメート イザベラ
●ローマ ●ロレンツォ イル マニフィコ ●ロンドラ

●B&B ホテル ピッティ パレス アル ポンテ ベッキオ
●B&Bフィレンツェ シ
ティセンター ●アトランティック パレス ●アルゼンティナ ●アルバ パレス
●アルビオン ●ウニコルノ ●カーディナル ●クラブ ●コロナ デ イタリア
●サン ジョルジョ＆ オリンピック ●セント ジェイムス ●チェラーリ ●チェン
トロ ●デッレ テーレ ●デレナッツィオーニ ●ドナテーロ ●バジレア
●パラッツォ カストリ ●パリス ●バレストリ ●ペンディーニ ●ホテル＆
レジデンス パラッツォリカソーリ ●ホテルエルミタージュ ●ボンチアーニ
●マーケット アーバン ホテル ●マキャベリー パレス ●マルテッリ ●レドゥ
エ フォンターネ

●ヴィラ ラ ヴェデッタ ●グランド ヴィラ ●IH フローレンス ●ヴィラ カルロッタ ●ヴィラ ネローリ
コーラ ●パラッツォ モンテベッロ フィレンツェ ●ヴィラ ベルベデーレ ●ウナホテルズ ヴィットリア
●サンガッロ パレス ●スターホテルタスカニー ●ダブルツ
その他
リーバイヒルトン フローレンス メトロポール ●ヒルトンガーデ
ンイン フローレンス ノヴォリ ●ラ フォルテッツァ ●ラディソ
ンブル フローレンス ●ラファエロ

●B＆B ヌオボ パラッツォディジウスティツィア ●IH ホテルズ フィレンツェ ビ
ジネス ●イビス フィレンツェ ノルド エアポート ●イル ポルタ ダンテ
●エアポート フローレンス ●オート パーク ●コローレ ●コロンブス
●ザ・ゲート ●ニル ●ノボテル フィレンツェ ノルド エアポート ●フィレンツェ
セレクト エグゼクティブ ●ベストウェスタン プラス CHC フローレンス
●ミラージュ ●メリディアーナ

(ドゥオモ

フィレンツェ より半径
宿泊税
3.0～5.0
ユーロ

●アントニーパラス

2㎞以内)

●アルバトロス ●ヴァルマリーナ ●デルタ フローレンス ●ファースト
●ミロ

カレンツァーノ

宿泊税
1.0 ～ 3.0ユーロ

プラート

宿泊税
1.5 ～ 2.0ユーロ

●レ フォンタネッレ

カンピビセンティオ

宿泊税
1.1 ～ 4.4ユーロ

●ウェスト フローレンス ●ホテル チンクエチェント

ポンタシエーベ

宿泊税
1.0 ～ 3.0ユーロ

●アート ミラノ ●アート ムゼオ ●ウォール アート ●エルミタージュ
●ダティーニ ●チャルメ ●パレス ●プレジデント

●ピアン デルコレ リゾート ●モデルノ

イタリア

●アレフ ローマホテル クリオコレクション
バイ ヒルトン ●アナンタラ パラッツォ ナ
イアディ ●ウェスティン エクセルシオール
●オムニア ローズガーデン パレス
●グランドホテルパレス ●シナ ベルニ
ーニ ブリストル ●スプレンディドロイヤル
●セントレジス ローマ ●ディンギルテッラ
市内 ●パルコ ディプリンチピ ●マジェスティック
中心部 ●マリオットグランド フローラ ●レジー
ナ バリオーニ
(テルミニ駅
より半径
2㎞以内)

●NH コレクション ヴィットリオ ヴェネト ●アウグスタ ルチッ
ラ パレス ●アテネオ ガーデンパレス ●アトランティコ
●イン アットザ スパニッシュ ステップス ●ウナホテルズ デ
コ ローマ ●エクセ インターナショナルパレス ●エリゼオ
●オムニア ホテル インペリアーレ ●ガリア ●ガンブリヌス
●クィリナーレ ●グランドホテルプラザ ●コロンナ パレス
●ザ ハイブ ●ザ・ビルディング ●サヴォイ ●ジェネレー
ター ローマ ●ジェノヴァ ●ジョベルティ ●スターホテル
メ
トロポール ●デッレナツィオーニ ●ドムス ロマーナ ●トリ
トーネ ●パーチェ エルヴィツィア ●パラティーノ ●バル
ベリーニ ●バロッコ ●フィウーメ ●ベストウェスタン アー
トデコ ●ベストウェスタン グローブス ホテル ローマ ●ベス
トウエスタン プラス ウニベルソ ●ベストウェスタン プレミア
ム ロイヤルサンティーナ ●ホワイト ●マスカーニ ●マッ
シーモダゼリオ ●ミルトン ●メチェナーテ パレス ●メデ
ィテラネオ ●メンフィス ●モルガーナ ●モンディアル
●ラ グリフェ ローマ Ｍギャラリーバイ ソフィテル ●ラディソ
ンブル ES ●レオナルドブティック ローマ テルミニ ●レックス
●ロマニコ パラス

●SHG ホテル ポルタマッジョーレ ●アカデミア ●アリストン ●アルテミデ
●アルバーニ ●アングロ アメリカーノ ●インペーロ ●ヴィミナーレ
●ウィンドローゼ ●エグゼクティブ ローマ ●オシマール ●ガレス ●キング
●ケネディ ●ザ クロス ホテル ●サン レモ ●サンマルコ ●シヴィリア
●シラクーサ ●スムースホテル テルミニ ●スムースホテル レップブリカ
●センター1,2 ●ソフィテル ローマ ヴィラ ボルゲーゼ ●ダニエラ ●ディ
アナ ルーフガーデン ●ドナテッロ ●ドリア ●トリノ ●ナポレオン
●ニッツァ ●ノード ヌオヴァ ●ノト ●パヴィア ●パラディウム パレス
●パレス ●フラワーガーデン ●ブレッド ●フロリダ ●べストウエスタン
ホテル プレジデント ●マディソン ●ラツィオ ●ラックス ●ルーチェ
●ローレンティーナ

●アルドロバンディ ヴィッラ ボルゲーゼ
●グランド デラ ミネルヴァ ●ディメリーニ
●マリオット ローマ パーク ●ラディソン
ブル GHR ホテル ●ロード バイロン
●ローマ カヴァリエリ ウォルドルフ アスト
リア

●H10 ローマ チッタ ●IH ホテルズ ローマ チェチェローネ
●IHホテルズ ローマ Z3 ●NHヴィラ カルペーニャ ●NH
コレクション ローマセントロ ●アルベルゴ チェザーリ
●ウィドハム ローマ ミダス ●エアポート パレス ●エアポ
ート ヒルトン ●エンパイア パレス ガリレオ ●カパネッレ
●カルディナル セント ピーターズ ●クラウンプラザ セントピ
ータース ●グランドホテル オリンピック ●グランドホテル
ティベリオ ●コートヤード バイ マリオット ローマ セントラルパ
ーク ●ザ ホックストン ●シェラトン ゴルフ パルコ ディメデ
ィチ ●シェラトン ローマ ホテル＆コンファレスセンター
●スターホテルミケランジェロ ●スムースホテル ローマ ウェ
スト ●デューク ●トゥルナー ●ノヴァドムス ●パークホ
テル ローマ カッシア ●パピーロホテル&リゾート ローマ
●ヒルトン ガーデン イン ローマエアポート ●フォンテネッラ
ボルゲーゼ ●ブリタニア ●ホテル デッレ ブロビンチェ
●ボロミニ ●メルキュール ローマ ウエスト ●メルキュー
ル デルタ コロッセオ ●メルキュール ピアッツァ ボローニャ
●モーツァルト ●ユーロスターズ セントジョン ●ラマダ
●リージェンシー ローマトリブート ポルトフォリオ ●リージェント
●ル メリディアン ヴィスコンティ ローマ ●ローマ アウレリア
アンティーカ

●ＴＨローマ ●アウレリアス ●アッピア パーク ●アメリカン パラス エウル
●アリスガーデン ●アルカディア ●アルデアティーナパーク ●イデア ロ
ーマ ノメンタナ ●イビス ローマ フィエラ ●ヴァッレ ●ヴィクトリア ●ヴィ
ラ サン ロレンツォ マリア ●ヴィラ マリア レジーナ ●ヴィンテージ ホテル ロ
ーマ ●エルジフ パレス ●オーロラ ガーデン ●オキシデンタル アウレリア
●カラヴェル ●カルロマグノ ●キャピタル イン ●クオリティ ホテル ルージ
ュ エトノワール ●クラブ・ハウス・ホテル・ローマ ●グランド エルミタージュ
●グランドフレミング ●クリストフォロ コロンボ ●コロンブス ●コンコルデ
ィア ●ザ チャーチ ビレッジ ●ザ ブランド ●サミット ●シエナ ●ジェニオ
●システィーナ ●シスト クイント●ジャンボ ●ジュリア ●チェントロ ペッレ
グリーニ ●ツーリング ●ディコングレッシ ●ディコンソリ ●デッリインペ
ラトーリドッジェ ●パーク コスタンツァ ●パラカヴィッチ ●パルコ ティレー
ノ レジデンス ●ピネタ パレス ●ヒルトン ガーデンイン クラリッジ ●フォルテ
●ベストウェスタン ホテル リヴォリ ●ペトラレジデンス ●ベルステイ ローマ
アウレリア ●ホテル ヴィッラ ローザ ●ホテル ミーティング ●ホリディイン
パルコ ディメディチ ●マルク アウレリオ ●モディリアーニ ●ユーロスタ
ーズ ローマ コングレス ●ヨーロッパ ●ラ ホテル フェニーチェ ●ラペルゴラ
●ル オアシィ ●ローマ ピサナ ●ロムルス ●ワームス

●セレーネ

●ジー ホテル ポメツィア ●パレス2000 ●プレジデント ●メディ
トゥール ポ
メツィア

●NH パノラマ ●ウナホテルズ ナポリ ●エクセ マジェス
ティック ●オリエンテ ●カラヴァッジョ ●サンタンジェロ
スイーツ ●サンフランチェスコ アルモンテ ●スター ホテ
ル テルミナス ナポリ ●パラッツォ カラッチョロ ●ホリデイ
イン ナポリ ●メルキュール アンジョイーノ チェントロ
●モンテスピーナ パーク ●ラマダ バイ ウィドハム ナポリ
●ルネッサンス メディテラネオ ●ロイヤル コンチネンタル

●B&Bホテルナポリ ●LHP ナポリ パレス&スパ ●アメリカン ●イデアル
●イビス スタイルズ ナポリ ガリバルディ ●ヴァンヴィデッリ ●エグゼクティブ
●ガーデン ●カナダ ●カブール ●クアドリフォリオ ●グランド エウローパ
●サン ジョルジョ ●サンパオロ ●スプレンディド ●デル レアル オルト ボ
タニコ ●ドームス フレグレア ビリア ●ベストウェスタン サンジェルマーノ
●ベストウェスタン ホテル プラザ ●ベストウエスタン シグネチャー コレクショ
ンホテル パラディソ ●ベストウェスタンJFK ●ベルベデーレ ●ホテル ク
リスティーナ ●レオパルディ

ローマ
宿泊税
3.0～7.0
ユーロ

その他

ポメツィア

ナポリ
宿泊税
2.0 ～ 5.0ユーロ

ソレント
宿泊税
1.0 ～ 4.0ユーロ

宿泊税
1.0 ～ 2.0ユーロ
●グランド サンタ ルチア ●グランド パ
ーカーズ ●グランド ホテル ヴェスヴィオ
●ユーロスターズ エクセルシオール
●ロメオ

●グランドホテル エクセルシオールヴィット ●グランドベスビオ ●グランドホテル カポディモンテ
リア ●グランドホテル ラ パーチェ
●グランドホテル プレジデント ●パルコ ディ プリンチピ
●ヒルトン ソレントパレス
●ブリストル ●ベルビューシレーネ ●ミケランジェロ

●アミンタ ●インペリアルトラモンターノ ●ヴィラ ガーデン ●ヴィラ ディ
ソレント ●カールトン インターナショナル ●グランドドゥ ゴルフ ●コンチ
ネンタル ●ジ テレサ ●ジョアンナパーク ●チェザーレアウグスト ●パノ
ラマパレス

利用ホテル一覧
都市名

A（デラックス）クラス

アルベロベッロ

イタリア

宿泊税
0.8 ～ 1.0ユーロ

サレルノ

●ライト ●ロイズ バイア

宿泊税
2.0 ～ 4.0ユーロ

C（スタンダード）クラス

●グランドホテル サレルノ ●ノボテル サレルノ エスト アレキ
●メディテラネオ

●ドゥカディ アオスタ

●エクスプレス ●オステルリー デュ シュヴァル ブラン ●ノルデンパレス
●ミアージュ

●インターコンチネンタル マドリード
●ヴィリャ レアル ●ウェスティンパレス
市内 ●ウエリントン ●バルセロ エンペラトリス
●プリンセサプラザ マドリード ●ホテル
中心部 フェニックス グラン メリア ●マンダリン
(グランビア オリエンタルリッツ ●ミゲルアンヘル
から半径
3㎞以内)

●AC カールトン ●NH コレクション マドリード グランビア
●RIUプラザエスパーニャ ●アイレ グラン オテル コロン
●アグマール ●エンペラドール ●クアトロ プエルタ デル
ソル ●グランカナリアス ●シエテ イスラス ●セナトール
グラン ヴィア 70 スパ ●セルコテルグランホテルコンデデ
ュケ ●トリップ アトーチャ ●トリップ シベレス ●ノボテル
マドリッドセンター ●パセオデルアルテ メンバーオブラディソ
ンインディヴィデュアルズ ●パラシオ デ ロス デュケ グラン
メリア ●メリア マドリード プリンセサ ●メルキュール マドリ
ード サンドミンゴ ●ラファエル ホテル アトーチャ

●アストリアス ●アベニダグランビア ●ガニベット ●クラリッジ ●シティ
ハウスフロリダノルテ ●プエルタ デトレド ●フランシスコ プリメロ ●ホリ
デイイン ピラミデス ●マドリード グランビア 25 ●マドリード プラザ デ エス
パーニャマネージド バイ メリア ●マヨラスゴ ●レジーナ ●レックス
●レヘンテ

●ハイアットリージェンシー エスペリア マド
リード ●ヒルトン マドリード エアポート
●プエルタアメリカ ●ユーロスターズ ス
イーツ ミラシエラ

●AC アベニーダ アメリカ ●アクサー バラハス ●アバ マ
ドリード ●アルティエム マドリッド ●イルニオン アルカラ
ノルテ ●ヴィア カステラーニャ ●オクシデンタル カスティ
ーリャ ノルテ ●オクシデンタル マドリッド エスト ●オスナ
フェリアマドリード ●クラウンプラザ マドリッド エアポート
●セナトールバラハス ●チャマルティン ザ ワン ●プチパ
レスプレジデントカスティーリャ ●プラガ ●ホテル イルニ
オン スイーツ マドリード ●ホリデイ イン マドリード ベルナベウ
●ホリデイ イン マドリード ラスタブラス ●マドリードエアポー
トスイートアフィリアテッド バイ メリア ●マドリード・マリオット・
オーディ
トリウムホテル＆カンファレスセンター ●メリア カス
ティーヤ ●メルカデール ●ユーロビルディング２

●B&Bホテル マドリードエアポート・T1・T2・T3 ●アクサー フェリア ●イル
ニオン アトリウム ●エクスプレス バイ ホリデイイン・マドリード・ロス レイエス
●グラン アトランタ ●コンポステラ スイート ●シルケントーレ ガーデン
●セナトール カステリャーナ ●セルコテルトグマール ●トラベロッジトーレラ
グーナ ●トリップ チャマルティン ●トリップ レガネス ●ヌエボ ボストン
●ノボテル プエンテドラパス ●ビースマート アルブフェラ ●プチ・パレス・
アルトゥロ・ソリア ●ラファエル ホテル ベンタス

●オーシャンドライブバルセロナ ●クラリス
●グランド マリーナ ●コンデス デ バルセ
ロナ ●パレス ●ホテル アーツ バル
セロナ ●マジェスティック ●メリア
バルセロナ ●ル メリディアン ●ルネッ
サンス バルセロナ ●ロジェー・デ・ジュリア

●H10 イタカ ●H10 マリーナ ●アバサンツ ●アベニ
ーダ パレス ●イベロスター パセオ デ グラシア ●エアー
カスペ ●エアー グランビア ●エキスポ ●エベニア ロ
セッロ ●カタロニア エイサンプル1864 ●カタロニア デ
ィアゴナル セントロ ●カタロニア バルセロナ プラザ
●カタロニア プラサ カタルーニャ ●カタロニア ラ ペドレーラ
●ギャラリー ●クラウン プラザ フィラセンター ●グラン ハ
バナ ●グランドセントラル ●グラントレ カタルーニャ
●クリスタル パレス ●ゴティコ ●コロン ●ザ ゲーツ デ
ィアゴナルバルセロナ ●シルケンランブラス ●セルス リ
ヴォリ ランブラ ●セント モリッツ ●ダービー ●ホテル バ
ルセロナ アポロ アフィリアテッド バイ メリア ●バルシノ
●バルセロ サンツ ホテル ●ラディソンブル 1882 ホテル
サグラダ ファミリア ●バルセロナ ユニバーサル ●ベスト
ウエスタンレジーナ ●ペレ クアルト ●ライエタナ パレス
●レジェンテ ●ロイヤル ランブラス

●HCC タベール ●HCC モンブラン ●アストリア ●アバ ランブラ
●アラネア ●ヴィアアウグスタ ●ヴィンチマエ ●オアシス ●オートオガ
ール ●オリエンテ アティラム ●ガウディ ●カタロニア サグラダファミリア
●カタロニア ローマ ●カタロニア・ポルタル デル アンヘル ●カタロニア・
ボルン ●カレドニアン ●コンコルディア ●スイソ ●デルマール
●パラレル ●バルメス ●バルモラール ●フォーポインツ バイ シェラトン
バルセロナ ディアゴナル ●ベストウェスタン・プレミアホテル ダンテ
●ホリデイ イン エクスプレス CITY22 ●メディナセリ ●ランブラス
●リアルト ●レオナルド・バルセロナ・グラン・ヴィア ●レオナルド・ホテル・
ラ・ランブラス ●レジェンシア コロン

●AC ビクトリアスイーツ ●Wホテル
●グランフロリダ ●ソフィア ●ヒルトン
ディアゴナル マール ●ヒルトン バルセロナ
●フェアモント レイファン カルロスⅠ

●H10 カサノバ ●アティッカ21 バルセロナ マール
●アバ ガーデン ●イルニオン・バルセロナ ●オクシデン
タル アテネ アマール ●カタロニア バルセロナ 505
●クアトロ バルセロナ ●セナトール ●トリップ バルセロ
ナ アエロプエルト ●フィランコングレス ●フロント エアー
コングレス ●フロント マリティム ●ペスターナアーナ バル
セロナ ●ベル アート ●ホテル バルセロナ コンダル マー
ル バイ メリア ●ポルタ フィラ ●マダニス ●ユーロホテ
ル グランヴィア フィラ ●ユーロホテル ディアゴナル ポルト
●リージェント ●ルネッサンスエアポート

●NHバルセロナサンフスト ●アテネア カラブリア ●アリマラ ●アレキ
サンドラ・キュリオ・コレクション・バイ・ヒルトン ●イビス バルセロナ メリディアナ
●カタロニア アテナス ●カタロニア パーク グエル ●カタロニア パルク プ
セット ●カタロニア ミカド ●カタロニアカステッノウ ●サレス・ホテル・シウ
タット・デル・プラット ●サンジョアン

アオスタ

マドリード

宿泊税
0.2 ～ 3.0ユーロ

その他

市内
中心部

バルセロナ

B（スーペリア）クラス

●グランド オリンボ ●グランド ホテル ラ キウーザ ディ キエ ●アイローネ ●アストリア ●アルベルゴダ ミニエーロ ●ヴィクター カント
ートリ ●ディトゥルッリ ●ランツィロッタ
リー ●クォールディ プーリア ●コッレ デル ソーレ ●サンアントニオ
●ソヴラーノ ●ドナテッロ ●ヒス マジェスティ ●ラマベンドゥーラ ●レジ
デンス ラッジョ ディソーレ

(カスターニャ
広場から半
径3㎞以内)

スペイン

宿泊税
0.75 ～
6.88
ユーロ

その他

カラフェル

●ミラマール カラフェル

カレーラ

●ベルナⅡ

グラノジェルス
サバデル
サンタ・スサンナ
シッチェス
テラッサ

●アウグスタバルセロナヴァレス
カタルーニャ州
宿泊税
0.66 ～ 3.3
ユーロ

●アパルト ホテル バジェス
●アクアホテルオナブラバスパ
●イベルソルアンテマーレ ●カリポリス

●メリア シッチェス

●ドン・カンディド

バレベラ・デル・バレ

●カンパニーレ

モリンズ・デ・レイ

●エクスプレスバイホリデイインモリンズ・デ・レイ
●ACホテル ブルゴス ●HQ ラ ガレリア ●NHコレクショ ●ウサ アルランソン ●カビルド ●マリア ルイサ ●レイ アルトゥーロ
ン パラシオ デ ブルゴス ●アバ ブルゴス ●ヴェラダ ブル
ゴス ●シルケン グラン テアトロ ●クリソル アルミランテ
ボニファス ●セルコテル コロナ デ カスティーリャ ●プエ
ルタ デ ブルゴス ●ホテル ライス ●メリア ブティック フェ
ルナン ゴンサレスリセ

ブルゴス

●バルセロ レナシミエント

セビリア

●ホリデイイン エクスプレス バルセロナモントメロ

●EXEグラン ソルカール ●EXEセビージャ パルメラ ●YIT ●MAセビージャ コングレソス ●TRHラ モティージャ ●アメリカ ●サン パ
ヴィア セビージャ マイレナ ●アイレセビリア ●イルニオン ア ブロ ●デルビー ●ドン パコ ●ベラビスタ ●マシア セビージャ クブ
ルコラ セビリア ●エグゼ・イスラ・カルトゥーハ ●シルケン ア
ンダレス パレス ●ヒルトン ガーデンイン セビリア ●ヘスペリ
ア セビリア ●ベルティス アルファラフェ ●ベルティス セビリア
●ホテル セビリア マカレナ ●メリア レブレロス ●レベラ デ
トリアナ

※2022年11月15日発効

都市名

グラナダ

A（デラックス）クラス

B（スーペリア）クラス

●アルハンブラパレス ●パラシオ デ サ ●MAプリンセサ アナ ●アーバンドリーム グラナダ
ンタパウラ オートグラグ コレクション
●アバデスネバダパレス ●アリサレス ●アレグロ・グラナダ
●バルセロ グラナダ コングレス
●アンダルシアセンター ●ヴィンチ アルバイシン ●オテルス
サン アントン ●グラナダパレス ●サライ ●セルコテル グラ
ンホテル ルナ ●センター ●バルセロ・カルメン ●ポルセル
サビカホテル ●マシア コンドール ●マシア リアルデ ラ アル
ハンブラ ●メリア グラナダ ●レオナルド ホテル グラナダ
●ロス アンヘルス

C（スタンダード）クラス
●B&Bホテル グラナダ エスタシオン ●MAルナ アラビアル ●アベンウメヤ
●アメリカ ●イビス グラナダ ●オキシデンタル グラナダ ●カミノデ グラ
ナダ ●サユル ●ダウロ ●トリップ アルカーノ ●ドンファン ●ナヴァス
●マシア モナステリオ デ ロス バシィリオス ●ユーロスターズ プエルタ レアル

L
（ラグジュアリー）
クラス ●パラドール・デ・グラナダ

●ACコルドバ ●EXEシルダッド デ コルドバ ●NHコレク
ション アミスタッド ●アイレ ホテル コルドバ ●エスペリア
コルドバ ●トリップ コルドバ ●パラドール デ コルドバ
●メシア アルファロス ●ユーロスターズ コンキスタドール

●EXEラス アデルファス ●NH カリファ ●アベロエス ●オアシス
●コルドバ センター ●セラーノ ●セル ●トリップ コルドバ ●パラス デ
ミラドール ●ユーロスターズ マイモニデス ●ラ カサ グランデ ●ロスオメ
ヤス

バレンシア

●アストリア パレス ●アルブフェラ ●イルニオン・アクア・
クアトロ ●イルニオン バレンシア 4 ●ヴィンチ リス
●ウサ ディマール ●オリンピア バレンシア ●シルケン プ
エルタ ●セナトール パルケ セントラル ●セルコテル アク
テオン ●セルコテル ソロージャ パレス ●チェックイン・バ
レンシア ●トゥリア ●バルセロ バレンシア ●ホリディイ
ン エクスプレス バレンシア ●マス カマレナ ●メリア バレ
ンシア ●メリア プラザ ●ワンショット・レイナ・ビクトリア

●ACホテル バレンシア ●B AND B バレンシア ●SHイングレス ●イビ
ス バレンシア パラシオ デ コングレソス ●イビス バレンシア ボナイレ エアポ
ート ●イルニオン アクア 3 ●エキスポ ●カタロニア エクセルシオール
●コンケリドール ●チェックイン バレンシア アラカス ●バレンシア オセア
ニック ●バレンシアセンター ●ポサーダ デ エスパーニャ パテルナ ●ホリ
デイイン エクスプレス バレンシア ボナイレ ●ポルト アサファータ バレンシア
●メディウム バレンシア ●ユーロスターズ レイドン ハイメ ●ラマダ・バイ・ウ
ィンダム・バレンシア・アルムサフェス

アリカンテ

●アルバイア ●ポート アリカンテ

●B&Bホテル アリカンテ ●カスティリア ●マヤ

●イントゥール・カスティリョン

●ユーロホテル カステリョン

コルドバ
●ウェスティン バレンシア

スペイン

カスティリョンプラナ
マッサルファッサール
トレド

●フロラザール
●ウジェニード モンティジョ オートグラフ ●ACシウダッド デ トレド ●サン フアン デ ロス レイエス ●EXEレイオス ゴルフ ●YIT コンキスタデトレド ●カルロスⅤ ●セルコ
コレクション ●ユーロスターズ パラシオ ●セルコテル ピントール エル グレコ ●ベアトリッツ オーディ テル アルフォンソⅥ ●ツェントラル マヨラル ●マリア クリスティーナ
ブエナビスタ
トリアム アンド スパ ●ユーロスタートレド

ロンダ

●パラドール デ ロンダ ●マエストランサ

●エルバ エステ ポーナ グラン タラソ スパ ●MSアマラグア（トレモリノス） ●ROCホテル・コスタパーク ●ソル・
ドン・ペドロ
（トレモリノス）
コスタ・デル・ソル （エステポナ） ●グランホテル グアダル （トレモリノス） ●グラン セルバンテス バイ ブルーシー
（トレ
ピン
バヌース
（プエル
トバヌース）
モリ
ノス）
●フ
ェルテ
マルベー
ジ
ャ
（マルベー
ジ
ャ）
●メ
リ
地方
ア・コスタ・デル・ソル（トレモリノス）
●アーセー マラガ パラシオ ●ヴィンチ マラガ ●エメエセ
マエストランサ ●パラドール マラガ ヒブラルファロ ●バル
セロ マラガ ●ヒルトン ガーデン イン マラガ ●プティ パレ
ス プラザ ●マラガ セントロ ●ユーロスターズ マラガ
●ルームメイト ローラ

マラガ

サン・セバスチャン

ビルバオ

●アタラサナス マラガ ●イビス マラガ セントロ シウダッド ●イビスバジェッ
ト マラガ アエロプエルト アベニーダ ベラスケス ●カンパニール マラガ エア
ポート ●ソーホー ラスベガス ●ソル グアダルマール ●トリップ アラメダ
アエロプエルト ●ドン クーロ ●ポサーダ デ エスパーニャ ●ホリデイ イン
エクスプレス エアポート

●ヴィラ ソーロ ●マリア クリスティーナ ●NHコレクション アランサス ●アストリア7 ●アリマ
●アヴェニーダ
●シルケンアマラ プラザ ●トリップ オルリー ●パラシオ
デ アイエテ ●バルセロ コスタ バスカ ●ホテルサン セバ
スチャン ●メルキュールモンテ イゲルド ●ロンドレス エ イ
ングラテッラ
●ホテル カールトン

●アバンド ●エルシーリャ ●グランビルバオ ●シルケン ●イルニオン ビルバオ ●セルコテル アレナル ビルバオ ●バルセロ ビル
インダウチュ ●ホリデイイン エクスプレス ビルバオ ●ミロ バオ ネルビオン ●ビルバオ ジャルジン ●プチ パレス アラナ
●メリアビルバオ ●ロペスデアロ

●パラシオ デル カルメン オートグラフ コ ●NHエスペリア サンティアゴ ペレグリーノ ●NHコレクショ ●EXEアレア セントラル ●ウィンザー ●ウササンチャゴアポストル

サンティアゴ・デ・コン レクション ●パラドール デ サンティアゴ ン サンティアゴデコンポステー ●コングレッソ ●コンポス ●グランホテル ロス アベトス ●シウダッド デ コンポステーラ ●シティハウ
デコンポステーラ
テーラ ●サンフランチェスコ・モニュメント ●トリップ サンテ ス ロス ティロス ●ヘルミレッツ ●ユーロスターズサンラザーロ
ポステーラ
ィアゴ ●プエルタ・デ・カミーノ ●ユーロスターズ アラグア
ネイ ●ユーロスターズ グランホテル サンティアゴ

リスボン
宿泊税
2.0ユーロ

●アヴェニーダ・パレス ●アルティス グ
ランド ホテル ●アルティスホテル
●インターコンチネンタル ●ヴィップ・グ
ランド・リスボア ●オリシッポラパパレス
●コリンシア･リスボア ●シェラトン＆スパ
●ティボリアベニダリベルダデ ●ドン・ペ
ドロリスボア ●フォーシーズンズリッツ
●ペスターナパレスリスボア ●ポサーダ
･デ･リスボア ●マリオット ●ユーロス
タース・ダス・レトラス ●レアルパラシオ

●3K マドリッド ●3Kバルセロナ ●HFフェニックス ●アヴ ●アマゾニア ●ヴィップ・イン・ベルナ ●ヴィップエグゼクティブ スリーク
ァニ アヴェニダ リベルダーデ ●アコレス ●アマゾニア ジャ ●ナショナル ●ホリデイ イン エクスプレス リスボン エアポート ●ホリデイ・
モア ●ヴィップ エグゼクティブ エントレカンポス ホテル
イン・コンチネンタル ●ローマ
●ヴィップ・エグゼクティブ・アーツ ●ヴィップエグゼクティブエデ
ンアパートホテル ●ヴィップ・エグゼクティブ・ディプロマティコ
●ヴィップ・エグゼクティブ・マルケス・アパートホテル ●サナ・パ
ーク・マルホア ●サナメトロポリタン ●ソフィテルリスボンリベ
ルダデ ●ティボリオリエンテ ●ノボテル ●ムンディアル
●メリアリスボアオリエンテ ●メルキュール･リスボア･アルマダ
●ラディソン・ブル ●ラマダリスボン ●ルテシアスマート デザ
イン

●HFイパネマ・パーク ●インファンテ・
デ・サグレス ●クラウン・プラザ・ポルト
●シェラトン・ポルト&スパ ●ティボリア
ベニダリベルダデ ●ペスタナ パラシオ
ド フレイショ ●ポルトパラシオコングレス
アンドスパ

●HFイパネマ ●HFフェニックスポルト ●アクシス ポルト ビ ●HFトゥエラ・ポルト ●パークホテルアエロポルト ●ベスト・ウェスタン・インカ
ジネス＆スパ ●ヴィラ ガレ ポルト ●カリス リベイラ ●クリ ●ホリデイ・イン・エクスプレス・ポルト・エクスポノ―ル ●レジェンダリー ポル
ップホテル ●ゴールデン チューリップ ポルト ガイア ●スター
イン ●トリップ・ポルト・エキスポ ●ドン・エンリケ ●ベタ
●ベッサホテルボアビスタ ●ホリデイイン ポルト ガイア
●ポルトゥスカレ ●ポルトベイテアトロ ●メルキュール ポルト
セントロ ●メルキュール・ガイア ●ユーロスター ポルト セントロ
●ユーロスター・ダス・アート

モンティージョ

ポルトガル

ポルト
宿泊税
2.0ユーロ

エスピーニョ
ヴィーラ・ドコンデ
エヴォラ
ナザレ
ファティマ
コインブラ

●トリップ・モンティージョ・パルケ

●プライアゴルフェ
●ヴィラ C ブティックホテル ●サンタナホテル&スパ
●アルベルガリアド カルバリオ ●ヴィットリアストーン
●イビス エヴォラ ●サンタクラーラエヴォラチェントロ ●ドン フェルナンド
●エヴォラ ●ポサーダコンベントエヴォラ ●マール デ ア ●リヴィエラ
ル ムラルハス
●プライア ●ミラマール ●ミラマール スール

●ダナザレ ●マーレ

●アウレアファティマコングレスアンドスパ ●エストレーラデ
ファティマ ●サンタマリア ●シンクエンテナリオ ●ステ
イラー ファティマ ホテル コングレス＆スパ ●ドンゴンサーロ
●ファティマ ●レジーナ
●クィンタダスラグリマス ●トリップ・コインブラ

●Dルイス ●アストリア ●アルメディナ ●イビス ●オスロ ●ティボリ・
コインブラ ●ドン・イネス ●ブラガンサ

利用ホテル一覧
都市名

A（デラックス）クラス

B（スーペリア）クラス

C（スタンダード）クラス

●Mソーシャル ホテル パリ オペラ
●カスティーユ ●カスティリオーネ ●サンジェームズアル ●アカディア オペラ ●オペラ カデ ●グラン ホテル デュ アーヴル
パリ
●ソフィテル ル スクリーブ パリ オペラ
バニー ●ドゥミニー ヴァンドーム ●ノルマンディー ●ベス ●ベストウェスタン ロンセレー オペラ
20区内 ●ヒルトン パリ オペラ ●マリオット オ トウェスタン プレミア オペラ フォーブル ●メルキュール オペ
オペラ地区 ペラ アンバサダー ●レジーナ
ラ ガルニエ ●レシキエ オペラ パリ Mギャラリー バイ ソフィ
テル ●ロワイヤル サントレ
(オペラ座か
ら半径1.5㎞
●インターコンチネンタル パリ ルグラン ●ウェスティン パリ ●ウェストミンスター ●クリヨン ●ドゥヴァンドーム
L
（ラグジュアリー）
クラス
以内)
●パーク ハイアット ヴァンドーム ●ブリストル ●リッツ ●ル ムーリス

パリ
20区内
宿泊税 オペラ地区
1.13〜5.0
以外

パリ

●ケーケーホテル ケイレ ●ノボテル パ
リ サントルトゥール エッフェル ●ハイア
ットリージェンシー パリ エトワール ●プル
マン パリ サントレ ベルシー ●プルマン
パリトゥールエッフェル ●プルマン パリ
モンパルナス ●マリオット シャンゼリゼ
●ル メリディアン エトワール ●レ ジャ
ルダン デュ マレ ●ワーウィック

●25アワーズホテル テルミヌス ノルド ●オセアニア
●カルフォルニア ●クラウンプラザ レピュブリック ●コン
コルド モンパルナス ●シャトー フロントナック ●ナポレオン
●マリオット リヴ ゴシュ ●メルキュール パリ ガールド リヨン
●メルキュール パリ サントルトゥール エッフェル ●メルキュ
ール パリ モンマルトル サクレクール ●メルキュール モンパ
ルナス ●メルキュール19フィルハーモニー ラヴィレット
●ロシェスタ シャンゼリゼ

ユーロ

L
（ラグジュアリー）
クラス

パリ
20 区外

●アンバサドゥール ●イビス アレジア モンパルナス14TH ●イビス スタイ
ル パリ ベルシー ●イビス スタイルズ パリ ガルドゥ レスト シャトー ランドン
●イビス スタイルズ パリ マッセナ オリンピアデス ●イビス スタイルズ パリ
メテーオール アヴニュ ディタリー ●イビス パリ 17 クリシー バティニョル
●イビス パリモンマルトル18エム ●イビス ポルトド モントルイユ ●イビス
ラ ヴィレット ●カンパニール パリ19 ラ ヴィレット ●カンパニール ベルシー
ヴィレッジ ●キリアド・パリ・エスト・ポワ・
ド・ヴァンセンヌ ●ザ リミックス
●トライブ パリ バティニョール ●ノボテルスイート パリモントレイユ ●ノボ
テル パリ ヴォージラール モンパルナス ●B&B ホテル パリ 17 バティニョル
●ホリディイン パリ サンジェルマン デ プレ ●ミリフィック ●メルキュール・パ
リ・オステルリッツ・ビブリオテーク ●メディアン パリ コングレ ●メディアン ポ
ルトド ベルサイユ ●メルキュール パリ ヴォージラール ポルトド ヴェルサイユ
●ル・パティオ・バスティーユ ●ル・パリシストゥール エッフェル ●ロイヤル
サンジェルマン

●サンレジス ●プラザアテネ ●プリンスドガル ●ラファエル

●Mギャラリー ネスト パリ ラ デファンス
●エバーグリーン ローレル ●ノボテル・パリ・ラ・デファンス・
●ヒルトン パリ ラ デファンス ●プルマ エスプラネード ●ホリディイン ポルトド クリシー ●メルキ
ン ラ デファンス
ュール・パリ・イヴリー・ケ・デュ・セーヌ ●ラディソン ブリュ ブ
ーローニュ ●ルネッサンス ラ デファンス ●レジドーム ラデ
ファンス

イブリースル セーヌ

●アリーナ ラデファンス ●イビス ポルトド イタリー ●イビス ポルトド オル
レアン ●イビス ポルトド バニョレ ●イビスパリラデファンスサントル
●イビスポルトド ベルシー ●カンパニール パリ エスト パンタン ●カンパニ
ール パリ スッド ポルトド イタリー ●カンパニーレ パリ エスト ポルトドゥ パニ
ョレ ●キリヤード パリノール ポルトド サントゥアン ●コートヤード・バイ・マリ
オット・パリ・ブローニュ ●コンフォート パリ ポルト ディヴリー ●ザ オリジナル
ズ ナンテール ラ デファンス） ●ノボテル エスト ●ノボテル ポン デュ セー
ブル ●パヴィヨン イタリー ●パリ・ブローニュ ●メルキュール パリ イヴリ
ー キード セーヌ ●メルキュール パリ ブローニュ ホテル ●メルキュール パ
リ ポルトド ヴェルサイユ エクスポ ●メルキュール ポルトド オルレアン
●メルキュール ポルトド パンタン ●メルキュールラデファンス
●アポジア ●メルキュール パリ イヴリーケド ゥセーヌ

フォントネー・スー・ボワー

●イビス スタイル フォントネー ●メルキュール パリ ヴァル デ フォントネー

ムードン

●フォレストヒルムードン

ルブランメニル

●メルキュール パリ ル ブルジェ

マニールオングル

●ラディソンブル マルヌラヴァレ

キャリエール シュル セーヌ

●レジドーム キャリエール ラ デフェンス
●コートヤード パリロワシー シャルルドゴール ●シェラトン パ ●イビス スタイル パリ ロワシー ●カンパニール ロワシー ●キリアド ロワシー
リ エアポート ホテル シャルドゴール ●スタンディングホテル ●コンフォートホテル エアポート シャルルドゴール ●ベストウェスタン ロワシー
スイート ●ノボテル スイート パリ シャルルドゴール エアポー ●メルキュール シャルルド ゴール エアポート ●レジドーム ロワシーパーク
ト ヴィルパント ●ハイアット リージェンシー パリ シャルルドゴ
ール ●プルマン シャルルドゴール エアポート ●ホリデイイ
ンパリ シャルルドゴール ●ミレニアム パリ シャルルドゴール

ロワシー

フランス

宿泊税
1.13〜2.68
ユーロ

サンマロ

モン・
サン・
ミッシェル

対岸
島内

ポントルソン

宿泊税
0.99〜1.35
ユーロ

宿泊税
0.69 ～ 1.5
ユーロ

●グランド ホテル テルメ サンマロ ●バリエール ルグラン ●アレキサンドラ ●アンティネア ●イビス プラーグ ●イビス ラ マドレーヌ
●エスカール オセアニア ●オセアニア ●キリアド サンマロ ディナール
●ラ レーヌ オルタンス
●グランド クールトワヴィレ ●シテ ●デュ ルーヴル ●フランス エ シャトー
ブリアン ●メルキュール フロントドゥメーハ ●ラメゾン デ ザルマトゥール
●ルボーフォルト
●ルレ サン ミッシェル

●サン ピエール ●テラス プラール ●メールプラール ●ル ムートン ブラン
●ベストウェスタン モンゴメリー

宿泊税 0.83ユーロ

ディナール

●バリエール・ルグラン ●ラ レーヌ オルタンス

宿泊税
0.85〜1.15
ユーロ
●オセアニア ルニベール ●シャトーベルモント

トゥール
宿泊税
0.99〜3.3
ユーロ

ブロワ

宿泊税
0.8〜3.3
ユーロ

●イビス バジェット アンボワーズ ●ノボテル

宿泊税 1.5ユーロ
●シャトーダルティニー
（モンバゾン） ●シャトード ロシュコット
（サン パトリス） ●シャトードゥラメノディエール（モントリシャール）
●シャトードゥロブリエール（トゥール） ●シャトードシセ（シセ）
●シャトードセットトゥール（トゥール） ●シャトー ベルモント バ
イ ザ クレスト コレクション
（トゥール） ●シャトーボーボワ
（リュ
イーヌ） ●ル ショワルーズ（アンボワーズ） ●ルレ デトロワ
（クル＝シヴェルニ）

宿泊税
0.99〜3.3
ユーロ

ストラスブール

●イビス スタイルズトゥール スッド ●イビス スタイルトゥール サントル
●キリアドトゥール サントル ●キリアドトゥール スッド ●キリヤド ジュエレト
ゥール ●グランホテルドゥトゥール ●コンフォート ●ノボテルトゥール セン
トル ガール ●ベストウエスタン セントラル ●ベストウェスタンプラス ラーテ
ィスト ●ホテル インデザイントゥール ●メルキュール サントル ガール
●メルキュール スッド ●メルキュール ノール ●ルレ サント ロワ
●イビス ●ビッラ ベラッジオ ブロワ ●メルキュール サントル

ロワール地方

アルル

●キリアド サンマロ ディナール
●アパートシティレンヌ ボールガール ●アンヌドゥ ブルターニュ ●イビス
サントル ガール スッド ●イビス スタイル サントル ガール ノール ●エスカー
ル オセアニア カップ マロ ●オセアニア ●カンパニーレ エスト ●カンパ
ニーレ ウェスト ●セヴィーニュ ●ノボテル アルマ ●メルキュール サントル
ガール ●メルキュール セントル パーリメント ●メルキュール プラスドゥ ブル
ターニュ

レンヌ

アンボワーズ

●ヴェール ●オーベルジュド ラ ベ ●ガブリエル ●サントベール
●ホテル ボーヴォワール ●メルキュール モンサンミッシェル ●ラ ディーグ
●ルレ デゥロワ

宿泊税
1.0〜3.3ユーロ

●ジュール セザール ●ダーラタン ●ベストウェスタン アト ●アルルプラザ ●イビス アルル ●イビス スタイルズ アルル パル デ コン
リウム
グレ ●キリアド ●マスドゥラ フニエール

●リージェント プティット フランス アンド スパ ●シャトードゥリル ●ソフィテル ストラスブール グランドイル
●ヒルトン ストラスブール ●ベストウェスタン プラス モノポ
ール メトロポール ●メゾン ルージュ ●リージェント コンタード
●ル ジャン セバスチャン バッハ レジデンス

●7ホテル＆フィットネス イルキルシュ ●イビス サントル イストリーク ●イビス サ
ントル ガール ●イビス ストラスブール サントル プティットフランス ●カテドラル
●カンパニーレ ストラスブール アエロポルト リンゴスハイム ●キリアド パレ デ コ
ングレ シルティゲイム ●ザオリジナル ブリストル ストラスブール セントル ガール
●ノボテル サントル アール ●バウクール ●バックス ●ハノン ●ベストウェ
スタンプラス ヴィッラエスト ●ホリデイ イン エクスプレス ストラスブール サントル
●ホリデイ イン エクスプレス ストラスブール シュッド ●ホリデイイン ストラスブー
ル ノルド ●メルキュール ストラスブール セントル プティットフランス ●メルキュ
ール ストラスブール エアポート ●メルキュール ストラスブール ガール サントラル
●メルキュール セントラル ●ルグラン ホテル ストラスブール ●ル パルク ホ
テル オベルナイ

※2022年11月15日発効

都市名

A（デラックス）クラス

B（スーペリア）クラス

コルマール

C（スタンダード）クラス
●ベストウェスタン ラスタット

ラスタット
宿泊税
0.85〜1.65
ユーロ

●オダリス ラローズ ダルジャン ●キャトルズ ●ジェームス ●イビス コルマール オーブール ウィール ●イビス スタイルズ コルマールノール
ブティック ●ベストウエスタングランドブリストル ●メルキュ ●イビス センター ●ノボテル スイート コルマール セントル ●ユーロップ
ール コルマールセンターウンターリンデン ●メルキュールシャ
ンデマール ●ル マレシャル

●アストン ラスカラ ●アポリネール ニース ●AC ホテル ニース ●NHニース ●ウェストミンスター
●ウエストエンド ●スプレンディッド ホテ ●ハイパーク バイアダージオ ニース ●アヴィニョングランド
ルアンド スパ ニース ●ボーリバージュ
●ベストウェスタン プラス マセーナ
●ラディソン ブリュ ニース ●ラペルーズ

ニース
宿泊税
0.8〜3.0
ユーロ

フランス

●アイリ ●アズレア ●アズール リビエラ ●アポジア ●アルベルト プ
ルミエール ●アンバサダー ●イージーホテル パレ デ コングレー オールドタ
ウン ●イビス サントル ノートルダム ●イビス スタイル アエロポルト アレナ
●イビス スタイル ヴューポート ●イビス スタイル サントル ガール ●イビス
バジェット アエロポルト プロムナード デザングレ ●ヴィッラ オレロ ●ヴッラ
リボリ ●オリジナルズ シティ ホテル ギャラクシー ニース アエロポール
●カンパニル アクロポリス ●カンパニル エアポート ●キリヤド ニース スタ
ッド ●グノー ●コンテドゥニース ●ソコ バイ ハッピーカルチャー ●デュ
パン ●ドゥ ベルン ●ナウティカ ●ノボテル ニース アレナ アエロポルト
●ノボテル ニース アエロポルト ャップ 3000 ●ノボテル ニース サントル ヴ
ューニース ●バスビー ●ベストウェスタン アルバ ●ベストウェスタン ニュ
ーヨーク ●ベストウェスタン プレミエール ルーズベルト ●メルキュール サン
トル ノートルダム ●メルキュール サントル グリマルディ ●メルキュール プロ
ムナード デザングレ ●ラディソン ホテル ニース エアポート
●ル ノアイユ ニース ガール ●ルレ ダクロポリス

L
（ラグジュアリー）
クラス ●ネグレスコ ●ハイアッ
トリージェンシー ニースパレドゥ ラ メディテラネオ ●ルメリディアン ニース

エズ

●テラッセ エズ

グラース

●ホテルドパルファン

ヴァンス

●ルレカントメルル

アンティーブ

宿泊税
0.9〜3.0
ユーロ

●ノボテル ソフィア アンティポリス ●メルキュール アンティーブ ソフィア アン
ティポリス

カンヌ

宿泊税
1.5〜2.2
ユーロ

●アブリアルカンヌセンター ●アマラント ●イビススタイルカンヌルカネ
●ゴールデンチューリップカンヌドパリ ●コレット ●デオランジェ ●ベスト
ウェスタンプラスカンヌリビエラアンドスパ ●ボーセジュール ●メルキュール
カンヌ マンダリュー
●アヴィニョン グランド ●オーベルジュド カッサーニュ
●クロワトル サン ルイ ●ノボテル アヴィニョン サントル
●メルキュール セントル パレ デパープ ●メルキュール ポン
ダビニョン セントル ●ラ ミランデ ●ユーローパ ●レジド
ホテル ゴルフ グランド ●レ フレネ オステリエ

アヴィニョン
宿泊税
0.99〜3.3
ユーロ

●アルバートプルミエ ●アルピナ エクレクティック ●エク ●エルミタージュ ●グランモンテ ●クロア ブランシュ ●ドゥ・ボア
セルシオール ●エリオピック ●グランドホテル デ アルプ ●パークスイスアンドスパ ●メルキュール・シャモニー・レボソン ●ラングレー
●サボイ ●プリウレ ●メルキュール・シャモニー・センター ホテルグスタビア
●モルガン ●モンブラン ●ル レフュージ デ ゼイグロン

シャモニー
宿泊税
0.9〜3.0ユーロ

イギリス

ロンドン

●アングルテール ●イビス アヴィニョン スッド ●イビス サントル ガール ●イビ
ス スタイル アヴィニョン スッド ●イビス センター ポン デ ヨーロッパ ●イビス バ
ジェット アビニョン サントル ●オーベルジュ デ ノヴ ●キリヤド アビニョン パレ デ
パープ ●ダニエリ ●デュ オルロージュ ●デュ バレ デ パペ ●デュ ミディ
●ノボテル サントル ●ノボテル ノール●ブリストル ●メルキュール アヴィニョン
ガール TGV ●ル プリウール ●ル マニャン

●エム バイ マントカーム ショレディッチ
●キャベンディッシュ ●キンプトン・フィッ
ツロイ・ロンドン ●クレルモン チャリング・
クロス ●コートハウス ロンドン ●ザ メ
リルボーン ●ザ・ケンジントン ●ザ・
トラ
ファルガー ●ザ・ブルームズベリー
●ザ ベイリーズ ホテル ロンドン ●シス
ル・マーブル・アーチ ●セント ジェームス
コート ア タージ ホテル ロンドン ●ダブ
ルツリー・バイ・ヒルトン・ケンジントン
●ディクソン・タワーブリッジ ●ノブ・ロン
ドン・ポートマン・スクエア ●パーク・プラ
ザ・ヴィクトリア ●パーク・プラザ・ウェスト
ミンスター・ブリッジ ●パーク・プラザ・カウ
ンティホール ●パーク・プラザ・リバーバ
ンク ●ハードロックホテルロンドン
●ヒルトン ロンドン バンクサイド ●ヒル
トン・パディントン ●ヒルトン・メトロポール
（スーペリアルーム） ●フォーシーズンズ
ホテル ロンドン アット パークレーン
●ホームズ・ホテル・ロンドン ●マリオッ
ト・ケンジントン ●ミレニアム ナイツブリ
ッジ ●ミレニアム・グロスター ●ビルト
モア・メイフェア ●メリア ホワイト ハウス
●ラディソンブル・エドワーディアン・ブルー
ムスバリー・ストリート ●ランカスター・ロン
ドン ●ワシントン メイフェアホテル

●H10 ロンドンウォータールー ●K＋Kジョージ ●NHハリ
ントン・ホール ●NHOW ロンドン ●アンバサダー・ブルー
ムスベリー ●イビス ロンドン カニング タウン ●ウェストブ
リッジ ●エドワーディアン ●クラウン・プラザ・
ドックランズ
●クラウンプラザ・ロンドン・キングスクロス ●クリフトン
●クレイトンクラウンホテル ●グレッシャム ●クレルモン ロ
ンドン・ビクトリア ●ケイ ウェスト ●ケンジントン・パーク
●コーラス・ハイドパーク ●コプソーン・タラ ●ザ・タワーホ
テル ●シェラトン・ヒースローエアポート ●シスル・ホルボーン
●シスル・ウェストミンスター ●シスル・ユーストン
●シスルケンジントンパーク ●シスルハイドパーク ●シス
ルピカデリー ●シャフツベリースイーツマーブルアーチ
●シャフツベリーノッティングヒル ●シャフツベリーハイドバー
クインターナショナル ●シャフツベリーベイズウォーター
●シャフツベリーメトロポロリスハイドパーク ●セント・アーミ
ンズ ●ダブルツリー・バイ・ヒルトン・エンジェル・キングス・ク
ロス ●ダブルツリーバイヒルトン ロンドン ヴィクトリア
●ダブルツリー バイ ヒルトン ロンドンドングランズ ●ダブル
ツリー・バイ・ヒルトンウエストエンド ●チェスター・フィールド
●チズウィック・モラン ●ノボテル・ロンドン・ウェンブリー
●ノボテル・ロンドン・エクセル ●ノボテル・ロンドンウェスト
●パーク インターナショナル ホテル ●パーク・プラザ・ロンド
ン・パーク・ロイヤル ●パークレーン・ミューズ ●バーナーズ
●バンダービルト ●ハンプトン・バイ・ヒルトン・ロンドン・パー
ク・ロイヤル ●ヒルトン・イズリントン ●ヒルトン・ウェンブリー
●ヒルトン・オリンピア ●ヒルトン・カナリーウォーフ
●ヒルトン・グリーンパーク ●ヒルトン・ケンジントン ●ヒル
トン・タワーブリッジ ●ヒルトン・ハイドーパーク ●ヒルトン・メ
トロポール（スタンダードルーム） ●ヒルトン・ユーストン
●ブリタニア・インターナショナル ●プルマンロンドンセント
パンクラス ●フレミングス・メイフェア ●ベスト・ウエスタン・
パーム ●ホリデイ・イン・オックスフォードサーカス ●ホリデ
イ・イン・ストラットフォードシティ ●ホリデイ・イン・ハムステッド
●ホリデイ・イン・ヒースローM4JCT4 ●ホリデイ・イン・ブル
ームズベリー ●ホリデイ・イン・ブレントフォード・ロック
●ホリデイ・イン・ホワイトチャペル ●ホリデイ・イン・リージェ
ンツ・パーク ●ホリデイ・イン・ロンドン・ウェンブリー ●ホリ
デイ・イン・ロンドン・ヒースロー・バース・ロード ●マイホテル
チェルシー ●マイホテル ブルームズベリ ●マリオット・マー
ブルアーチ ●マンデヴィル ●ミレニアム・コプソーンタラ・
チェルシービレッジ ●モンタギュー ●ラディソンブル・エドワ
ーディアン バークシャーホテル ●ラマダプラザ ●ルーベン
ス・アット・ザ・パレス ●ルネッサンス・ロンドン・ヒースロー
●ロンドン・マリオット・カナリーワーフ ●ロンドン・マリオット・
ホテル・グロブナースクエア ●ロンドン・マリオット・ホテル・パ
ークレーン ●ロンドン マリオット ホテル リージェンツ パーク
●ロンドン・マリオット・ホテル・
トゥイッケナム ●ロンドン マリ
オット メイダ ヴェール

●1 レクサム ガーデンズ ●Kホテル ケンジントン ●アンバサダーアールズ
コート ●イビス スタイルズ エクセル ●イビス ロンドン エクセルドックランズ
●イビス ロンドン グリニッジ ●イビス・ロンドン・アールズコート●インペリアル
●ウェンブリーインターナショナル ●ウォータールー・ハブ・ホテル・アンド・スイ
ーツ ●エクスプレス バイ ホリディイン アールズ・コート
●エクスプレス バイ ホリディイン サザーク ●エクスプレス バイ ホリディイン
ライムハウス ●カムデンエンタープライズ●グランドロイヤルロンドンハイドパ
ーク ●コンフォートイン・ヴィクトリア ●コンフォート・イン・ケンジントン
●コンフォートイン・ハイドパーク ●ザ ピルグリム ●シスル シティ バービガン
●シスル・ブルームベリーパーク ●セントジャイルヒースロー ●セントラル・パ
ークホテル ●ダビストック ●ダブルツリーバイヒルトン・ハイドパーク
●ダブルツリーバイヒルトンロンドン・イーリング ●ダブルツリーバイヒルトンロ
ンドン・チェルシー ●トラベロッジ・キングスクロス・ロイヤルスコット ●トラベ
ロッジ・バタシー ●トラベロッジ・ファリンドン ●トラベロッジ・ロンドンシティ
・エ
アポート ●トラベロッジ・ロンドンシティ
・ガトウィック・エアポート ●トラベロッ
ジ・ロンドンシティ
・
ドックランド ●ノーフォークプラザ ●バーン ●ブリタニ
ア・ハンプステッド ●プレジデント●ベイズウォーター・イン ●ベスト ウエス
タン PLUS エッピング フォレスト ●ベッドフォード ●ホリデイイン・エクスプレ
ス・ウィンブルドンサウス ●ホリデイイン・エクスプレス ハマースミス ●ホリデ
イイン・エクスプレス ニューブリーパーク ●ホリデイイン・エクスプレス・ロンド
ン・シティー ●ホリデイイン・エクスプレス・ロンドン・シンフォード ●ホリデイイ
ン・エクスプレス・ロンドン・スイスコテージ ●ホリデイイン・エクスプレス・ロンド
ン・パークロイヤル ●ホリデイイン・エクスプレス・ロンドン・ルートン エアポート
●ホリデイイン・エクセル ●ホリデイインロンドンケンジントン ●ホリデイイ
ン ロンドンシティー ●ラディソン ブルー エドワーディアン ケニルワース
●ラ レゼルヴ ●ロイヤル・ナショナル ●ロンドンブリッジ・ホテル

利用ホテル一覧
●ホテルクラスのグレード分け



グレードの高い方から
「L（ラグジュアリー）→A（デラックス）
→B（スーペリア）→C（スタンダード）
」
となります。この分
類は、
ミシュランホテルガイドや各種ガイドブックなどの資
料に基づき、
かつご参加いただいたお客様のアンケートや
添乗員のレポート、現地支店からの情報などを参考に、当
社独自の調査結果により定めております。
※ホテルの名称はホテルの都合により変更となる場合が
あります。※下記掲載ホテルリストの各クラスは当該都市
内での評価となります。そのため、同クラスのホテルでも
ほかの都市と設備・サービスが必ずしも同等でない場合
があります。


各都市の宿泊は見本市期間にあたる場合、

 下記の代替宿泊都市に変更となる場合があります。

●お部屋割

お部屋割はチェックイン当日の利用状況により、ホテル側
が決定するため同一ホテル内でも客室によって広さ、設備
などが異なる場合があります。お部屋の優劣に関しまして
は、公平を期すように添乗員が努力いたします。また、
グル
ープやご家族参加で2部屋以上をご利用いただく場合、ホ
テル側の事情によりお隣、
もしくは同じ階のお部屋をご用
意できない場合があります。予めご了承ください。

●代替都市に関して
宿泊都市によってはホテル数も少なく、
また時期により休
業することがあり、
また見本市や音楽祭の開催により近郊
の代替都市にご宿泊いただく場合があります。各コース
の日程表中に記載されている都市から代替都市宿泊都市
への距離および移動時間の目安に関しては、下記表をご
覧ください。
●その他
※ホテルの名称は、ホテル側の都合により変更となる場
合があります。※ご宿泊いただくホテルのお部屋が、ホテ
ルの事情により浴室のないシャワーのみとなる場合があり
ます。

※宿泊都市によって宿泊する旅行者を対象に「宿泊税」が課されます。下記利用ホテル一覧掲載の「宿泊税」をチェックアウト時に別途お支払いいただきます。掲載の金額はお1人様1泊あたりです。金額・条件
は予告なく変更されることがあります。現地にてお支払いいただく金額は、最終旅行日程表にてご案内させていただきます。表示されている情報は2022年11月15日現在のものです。

都市名

A（デラックス）クラス

B（スーペリア）クラス

C（スタンダード）クラス

●ウェスティン・グランド・ミュンヘン
●ケーニヒスホフ ●バイエリッシャーホフ
●ヒルトンミュンヘンエアポート ●フィ
ヤー ヤーレスツァイテン ケンピンスキー
●ル メリディアン

●エクセルシオール ●エデン ヴォルフ ●ノボテル メッセ
●ヒルトン シティー ●ヒルトン パーク ●フォーポインツ
バイシェラトンアラベラパーク ●フォー ポインツ バイ シェ
ラトン セントラル ●プルマン ●ベストウエスタン アトリ
ウム ●ホリデイイン シティー センター●マリオット
●マリオット エアポート ●マリティムミュンヘン ●リー
ジェント ●レオナルドミュンヘンシティオリンピアパーク

●K＋K アム ハラス ●NHコレクション ミュンヘン バヴァリア ●NHミュンヘン オ
スト カンファレンスセンター ●NHミュンヘン シティ ズート ●NHミュンヘン メッセ
●アコーム ミュンヘン ハーム ●アートホテル ANA イム オリンピアパーク ●アジ
ムットホテル ミュンヘン ●イビススタイル ミュンヘン イースト ●キングスセンタ
●ゲルマニア ●コンフォート アム メディエンパーク ●ザ センタールームホテル&
アパートメン ●チューリップ イン ミュンヘン メッセ ●ドライ ローヴェン ●パークイ
ンバイラディソン フランクフルター リング ●フェリンガ パーク ●ベストウエスタン
ミュンヘン エアポート ●ホリディ イン エクスプレス ミュンヘンシティウエスト
●ホリデイイン エクスプレス ミュンヘン メッセ ●ホリデイイ イン シティ サウス
●ミュンヘンシティセンターアフィリアテッドバイメリア ●メルキュール シティ センター
●メルキュール シュバービング ●メルキュール ミュンヘン オスト メッセ ●メルキュー
ル ミュンヘン ズート メッセ ●メルキュール ミュンヘン ノイッペラッハーズド ●リラノ
24/7 ミュンヘン シティ ●レオナルド ホテル＆レジデンス ●レオナルド ミュンヘ
ン アラベラ パーク

ミュンヘン

フュッセン

宿泊税
1.1〜2.2 ユーロ

●シュロスクローネ
スホテルフュッセン

●ゾンネ ●ベストウエスタン プラ ●アムホッペンゼー ●ヒルシュ ●ホテルルートヴィッヒ ●ルヒティス
●ルイトポルトパーク
●イザール ●バエリッシャーホフ ●ムーベンピックミュンヘンエアポート ●メルキュー
ル ミュンヘン エアポート フライジング

フライジング
●アイゼンフット ●アルテス ブラウハウス ●ゴティシェ
スハウ ●ディラー ●ティルマン リーメンシュナイダープ
リンツ ●ブルクホテル ●ライヒス クーヘンマイスター
●ロマンティックホテル マルクストゥルム

●アム ヴァイセントゥルム
●ウール ●クロイツァーホフ ガルニ ●クロスター
スチューブレ ●グロッケ ●ゲルバーハウス ●ゴルデネス ラム ●ゴルドナーグ
リフェン ●ゴルドナーヒルシュ ●シュピーツウェグ ●シュランネ ●シュワルツェ
ン アドラー ●ツールゾンネ ●ブルガルテンパレ ●ローターハーン

●インターコンチネンタル ●ザ ウェス
ティン グランド フランクフルト ●JWマ
リオットホテルフランクフルト ●シュタ
イゲンベルガー フランクフルター ホーフ
●ヒルトン ●マリオット ●マリティム
●リンドナー ホテル＆レジデンス マイン
プラザ ●ル メリディアン フランクフルト

●H4ホテル フランクフルト メッセ ●NHコレクショ フラ
ンクフルト シティ ●インターシティフランクフルトハウプト
バーンホフズード ●クラウンプラザ フランクフルト コング
レス ●シュタイゲンベルガー エアポート ●スカンディッ
ク フランクフルト ムーゼウムズウーファー ●ドリント フラ
ンクフルト ニーダーラート ●ヒルトンガーデンイン フラン
クフルト エアポート ●ファボレッド ホテルドミシル フラン
クフルト ●ファボレッド ホテル プラ ●フレミングス フラ
ンクフルト メイン リバーサイド ●ベストウェスタンプラス
ウェルカムホテルフランクフルト ●ホリデイイン アルテ
オパー ●メトロポリタンホテル バイ フレミングス
●ラディソン ブル ●ラマダ フランクフルトメッセ
●レオナルド ロイヤル フランクフルト

●TOYOKO INNフランクフルトセントラルステーション ●イビス フランクフルト セ
ントラム ●イビス メッセ ●インターシティフランクフルト エアポート ●エクセル
シオール ●サヴォイ ●セントロ ナショナル ●トリップバイウィンダム フランクフ
ルト ●ネスター ●ノヴム コンチネンタル フランクフルト ●バラディンズ スーペ
リア イザベラ ●ベストウェスタン フランクフルト エアポート ノイイーゼンブルク
●フレミングスエクスプレスホテル ●メルキュール フランクフルト エッシュボーン オ
スト ●メルキュール レジデンス ●モノポール ●リンドナー コングレス ●レオ
ナルド フランクフルト シティ サウス ●レオナルド ホテル フランクフルト シティ

●ヴァッサートゥルム・クリオコレクション
バイヒルトン ●エクセルシオール エル
ンスト ●ドリント アム ホイマルクト ケ
ルン ●ハイアット リージェンシー ケルン

●NHコレクション ケルン メディアパーク ●アジムットホ
テル ケルン ●マリティム ●メルキュールウェスト
●モンディアル アムドム Ｍギャラリー ●リントナードー
ム レジデンス ●レオナルド ケルン ボンエアポート
●レオナルド ホテル ケルン

●NH ケルン アルトシュタット ●イビス ケルン アムドーム ●イビス ケルン セント
ラム ●イビス メッセアリーナ ●ウィンダム ケルン ●シティクラス オイローパ ア
ムドーム ●シティクラス カプリース アムドーム ●シティクラス レジデンス アムドーム
●シュタインベルガー ケルン ●セントロホテル アユン デラックス ●セントロホテ
ル コンティ ●トリップバイウィンダム ケルン シティセンター ●ドリント ケルン ユン
カースドルフ ●ノヴムホテル レオネット ●ノボテル ケルン シティ ●パークイイ
ンバイラディソン ケルン シティウェスト ●ブティック009ケルン シティ ●フランド
リッシャー・ホフ ●プレミアイン ケルン シティ ズード ●ホリデイインエクスプレスミュー
ルハイム ●ホリデイインケルンボンエアポート ●マークホテル オイロ ガルデン
●メルキュール ケルン シティフリーゼンシュトラーセ ●メルキュール ケルン ベルフォー
トストラッセ ●メルキュールゼフェリンスホーフ ●ラディソンブル ●レオナルド ケ
ルン ボンエアポート ●レオナルドロイヤル ケルン アム シュタッドヴァルト

ローテンブルグ
城壁内

フランクフルト

ドイツ

宿泊税
2.0ユーロ

ケルン

アーヘン

●ノボテルシティ ●レオナルド アーヘン

トロイスドルフ
レーバークーゼン

デュッセルドルフ

ボン
リューデスハイム

●イビススタイルズ アーヘン シティ●ブッシュハウゼン
●ホリディイン エクスプレス ケルントロイスドルフ

●ベストウェスタンレオソレーバークーゼン
●ケーニヒスアレー59 ●シュタイゲン ●インサイド デュッセルドルフ デーレンドルフ ●インディ
ベルガー パークホテル ●ニッコー
ゴ デュッセルドルフ ヴィクトリアプラッツ ●コードヤード
●ヒルトン デュッセルドルフ
バイ マリオット ハーフェン ●シェラトン エアポート ●ステー
ジ47 ●ノボテル デュッセルドルフ シティウェスト
●メルキュール デュッセルドルフ シティセンター ●ラディ
ソンブルカンファレンス ●ラディソン ブル メディア ハー
バー ●リントナー コングレス ●ルネッサンス デュッセ
ルドルフ ●レオナルド ブティック ●レオナルドホテル
デュッセルドルフシティーセンター ●レオナルド ロイヤル
ケーニヒスアレー
●セントロホテル ブリストル ボン●ヒルトンボン

●HKホテルデュッセルドルフ シティー ●NH デュッセルドルフ シティー ●NH
デュッセルドルフ シティノルド ●アサヒ ●イビス デュッセルドルフ シティ ●イビ
ス ハウプトバーンホフ ●インターシティー ホテル デュッセルドルフ ●インペリアル
●ウィンダムガーデンデュッセルドルフ メットマン ●コートヤード デュッセルドルフ ゼー
シュテルン ●シュタット ミュンヘン ●デュッセルドルフシティ バイ チューリップイン
●デュッセルドルフ ミッテ ●ノーヴムホテル エクセルシオール デュッセルドルフ
●ベスト ウェスタン アンバサダー ホリデイイン エクスプレス デュッセルドルフ シティ
ノース ●ホリデイイン デュッセルドルフ ハーフェン ●ホリデイイン ネウス デュッセ
ルドルフ ●モノポール ●メルキュール シティノルド ●メルキュール デュッセルド
ルフ ネウス ●レオナルド デュッセルドルフ エアポート ラーティンゲン ●レジデンツ
●アコラ●セントロホテル レジデンス●プレジデント ●メルキュールハルトベルク

●ブロイアーズ リューデスハイマー シュロス ●ヤークトシュ ●セントラル ●フェルゼンゲラー ●ホテルトラウベ リューデスハイム ●リューデ
ロス・ニーダバルト
スハイム シュロス ●リンデンヴァルト

※2022年11月15日発効

都市名

ロンドン

イギリス

A（デラックス）クラス

B（スーペリア）クラス

C（スタンダード）クラス

●エム バイ マントカーム ショレディッチ
●キャベンディッシュ ●キンプトン・フィッ
ツロイ・ロンドン ●クレルモン チャリン
グ・クロス ●コートハウス ロンドン
●ザ メリルボーン ●ザ・ケンジントン
●ザ・
トラファルガー ●ザ・ブルームズ
ベリー ●ザ ベイリーズ ホテル ロンドン
●シスル・マーブル・アーチ ●セント ジェー
ムス コート ア タージ ホテル ロンドン
●ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ケンジン
トン ●ディクソン・タワーブリッジ
●ノブ・ロンドン・ポートマン・スクエア
●パーク・プラザ・ヴィクトリア ●パー
ク・プラザ・ウェストミンスター・ブリッジ
●パーク・プラザ・カウンティホール
●パーク・プラザ・リバーバンク ●ハー
ドロックホテルロンドン ●ヒルトン ロン
ドン バンクサイド ●ヒルトン・パディン
トン ●ヒルトン・メトロポール（スーペリ
アルーム） ●フォーシーズンズ ホテル
ロンドン アット パークレーン ●ホーム
ズ・ホテル・ロンドン ●マリオット・ケン
ジントン ●ミレニアム ナイツブリッジ
●ミレニアム・グロスター ●ビルトモア・
メイフェア ●メリア ホワイト ハウス
●ラディソンブル・エドワーディアン・ブルー
ムスバリー・ストリート ●ランカスター・ロ
ンドン ●ワシントン メイフェアホテル

●H10 ロンドンウォータールー ●K＋Kジョージ ●NH
ハリントン・ホール ●NHOW ロンドン ●アンバサダー・
ブルームスベリー ●イビス ロンドン カニング タウン
●ウェストブリッジ ●エドワーディアン ●クラウン・プラ
ザ・
ドックランズ ●クラウンプラザ・ロンドン・キングスクロス
●クリフトン ●クレイトンクラウンホテル ●グレッシャム
●クレルモン ロンドン・ビクトリア ●ケイ ウェスト
●ケンジントン・パーク ●コーラス・ハイドパーク ●コプ
ソーン・タラ ●ザ・タワーホテル ●シェラトン・ヒースロー
エアポート ●シスル・ホルボーン ●シスル・ウェストミン
スター ●シスル・ユーストン ●シスルケンジントンパーク
●シスルハイドパーク ●シスルピカデリー ●シャフツベ
リースイーツマーブルアーチ ●シャフツベリーノッティング
ヒル ●シャフツベリーハイドバークインターナショナル
●シャフツベリーベイズウォーター ●シャフツベリーメトロ
ポロリスハイドパーク ●セント・アーミンズ ●ダブルツリ
ー・バイ・ヒルトン・エンジェル・キングス・クロス ●ダブルツ
リーバイヒルトン ロンドン ヴィクトリア ●ダブルツリー バ
イ ヒルトン ロンドンドングランズ ●ダブルツリー・バイ・ヒ
ルトンウエストエンド ●チェスター・フィールド ●チズウィ
ック・モラン ●ノボテル・ロンドン・ウェンブリー ●ノボテ
ル・ロンドン・エクセル ●ノボテル・ロンドンウェスト
●パーク インターナショナル ホテル ●パーク・プラザ・ロ
ンドン・パーク・ロイヤル ●パークレーン・ミューズ ●バー
ナーズ ●バンダービルト ●ハンプトン・バイ・ヒルトン・ロ
ンドン・パーク・ロイヤル ●ヒルトン・イズリントン ●ヒルト
ン・ウェンブリー ●ヒルトン・オリンピア ●ヒルトン・カナ
リーウォーフ ●ヒルトン・グリーンパーク ●ヒルトン・ケン
ジントン ●ヒルトン・タワーブリッジ ●ヒルトン・ハイドー
パーク ●ヒルトン・メトロポール（スタンダードルーム）
●ヒルトン・ユーストン ●ブリタニア・インターナショナル
●プルマンロンドンセントパンクラス ●フレミングス・メイ
フェア ●ベスト・ウエスタン・パーム ●ホリデイ・イン・オ
ックスフォードサーカス ●ホリデイ・イン・ストラットフォード
シティ ●ホリデイ・イン・ハムステッド ●ホリデイ・イン・
ヒースローM4JCT4 ●ホリデイ・イン・ブルームズベリー
●ホリデイ・イン・ブレントフォード・ロック ●ホリデイ・イン・
ホワイトチャペル ●ホリデイ・イン・リージェンツ・パーク
●ホリデイ・イン・ロンドン・ウェンブリー ●ホリデイ・イン・
ロンドン・ヒースロー・バース・ロード ●マイホテル チェルシー
●マイホテル ブルームズベリ ●マリオット・マーブルアーチ
●マンデヴィル ●ミレニアム・コプソーンタラ・チェルシー
ビレッジ ●モンタギュー ●ラディソンブル・エドワーディ
アン バークシャーホテル ●ラマダプラザ ●ルーベンス・
アット・ザ・パレス ●ルネッサンス・ロンドン・ヒースロー
●ロンドン・マリオット・カナリーワーフ ●ロンドン・マリオッ
ト・ホテル・グロブナースクエア ●ロンドン・マリオット・ホテ
ル・パークレーン ●ロンドン マリオット ホテル リージェンツ
パーク ●ロンドン・マリオット・ホテル・
トゥイッケナム
●ロンドン マリオット メイダ ヴェール

●1 レクサム ガーデンズ ●Kホテル ケンジントン ●アンバサダーアールズコート
●イビス スタイルズ エクセル ●イビス ロンドン エクセルドックランズ ●イビス ロ
ンドン グリニッジ ●イビス・ロンドン・アールズコート●インペリアル ●ウェンブリー
インターナショナル ●ウォータールー・ハブ・ホテル・アンド・スイーツ ●エクスプレ
ス バイ ホリディイン アールズ・コート ●エクスプレス バイ ホリディイン サザーク ●
エクスプレス バイ ホリディイン ライムハウス ●カムデンエンタープライズ●グランド
ロイヤルロンドンハイドパーク ●コンフォートイン・ヴィクトリア ●コンフォート・イン・
ケンジントン ●コンフォートイン・ハイドパーク
●ザ ピルグリム ●シスル シティ バービガン ●シスル・ブルームベリーパーク
●セントジャイルヒースロー ●セントラル・パークホテル ●ダビストック ●ダブル
ツリーバイヒルトン・ハイドパーク ●ダブルツリーバイヒルトンロンドン・イーリング
●ダブルツリーバイヒルトンロンドン・チェルシー ●トラベロッジ・キングスクロス・ロイ
ヤルスコット ●トラベロッジ・バタシー ●トラベロッジ・ファリンドン ●トラベロッジ・
ロンドンシティ
・エアポート ●トラベロッジ・ロンドンシティ
・ガトウィック・エアポート
●トラベロッジ・ロンドンシティ
・
ドックランド ●ノーフォークプラザ ●バーン ●ブリ
タニア・ハンプステッド ●プレジデント ●ベイズウォーター・イン ●ベスト ウエス
タン PLUS エッピング フォレスト ●ベッドフォード ●ホリデイイン・エクスプレス・ウィ
ンブルドンサウス ●ホリデイイン・エクスプレス ハマースミス ●ホリデイイン・エク
スプレス ニューブリーパーク ●ホリデイイン・エクスプレス・ロンドン・シティー
●ホリデイイン・エクスプレス・ロンドン・シンフォード ●ホリデイイン・エクスプレス・ロ
ンドン・スイスコテージ ●ホリデイイン・エクスプレス・ロンドン・パークロイヤル
●ホリデイイン・エクスプレス・ロンドン・ルートン エアポート ●ホリデイイン・エクセル
●ホリデイインロンドンケンジントン ●ホリデイイン ロンドンシティー ●ラディソン
ブルー エドワーディアン ケニルワース ●ラ レゼルヴ ●ロイヤル・ナショナル
●ロンドンブリッジ・ホテル

●インサイド・リバプール ●クラウン プラザ ジョンレノン
エアポート ●クラウン プラザ ●スイーツ・ノーズリー
●タイタニック ●ノボテル・リバプール ●ヒルトン リバ
プール シティセンター ●ホリディ
・イン・リヴァプール・シティ
・
センター ●マリオット ●メルキュールリバプール・アトラ
ンティックタワー

●イビス・リバプール・シティ
・センター ●ヴィレッジリバプール ●ジュリーズイン リ
バプール ●チェスターコート ●チェスタータウンハウス ●ディーン ●デボンシャ
イアー・ハウス ●パーク ●ハードデイズナイトホテル ●ハンプトン・バイ・ヒルト
ン・リバプール・シティ
・センター ●ヒルクレスト ●ブリタニアホテル・アデルフィ
●ホリデイインエクスプレス・アルバートドック ●ホリディインエクスプレスノウズリー
●リバプール・イン シュア・ホテル・バイ・ベストウェスタン

リヴァプール

●オールダリー エッジ ホテル ●グロブナー プルフォード ホテル アンド カルマ スパ
●コンフォート イン チェスター ●ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ホテル・アンド・スパ
●チェスター・ステーション、
シュア・ホテル・コレクション・バイ・ベストウェスタン
●ブルック・モンリントン・バナスター ●プレミアインチェスタ—シティセンタ—
●プレミアインチェスタ—セントラル（サウスイ—スト） ●プレミアインチェスタ—セン
トラル（ノ—ス） ●ベルグレ—ブ ●ホリディインA55チェスタ—ウェスト ●ホリディ
インエクスプレスアットチェスタ—レ—スコース ●ホリディインチェスタ—サウス
●マクドナルドクラクストンウッド ●マクドナルドニューブロッサムズホテル ●ミル
ホテル アンド スパ デスティネイション ●メルキュ—ルチェスターノ—スウッディハウス
●レクサム リリンディルホールBWシグネチャーコレクションバイベストウェスタン

チェスター

マンチェスター

●ACホテル・マンチェスター・サルフォード・キーズ ●イビ
ススタイルマンチェスターポートランド ●クラウン プラザ
マンチェスター エアポート ●クラウン プラザ マンチェス
ター シティー センター ●コプソーンマンチェスター
●ザ ミッドランド ●ノボテル マンチェスター シティー センター
●ヒルトン マンチェスター エアポート ●ヒルトン マンチェ
スター ディーンズゲート ●ベストウェスタン・プラス・パイ
ンウッド・ウィルムズロー ●ホリデイイン・マンチェスター・
シティー・センター ●マクドナルド マンチェスター ●マリ
オット ヴィクトリア アンド アルバート ●マリオット ワースレ
イ パークホテル アンド カントリークラブ ●ルネッサンスマ
ンチェスターシティーセンター

●インサイド・マンチェスター ●ウィローバンクホテル ●クレイトン・ホテル・マンチェ
スター・エアポート ●ジュリーズ イン ●ノボテル ウェスト ●ブリタニア ●プリン
シパルマンチェスター ●ホリデイインエクスプレスシティーセンターアリーナ ●ホリ
デイ イン マンチェスター ウエスト ●ホリデイ イン マンチェスター エアポート
●ホリデイ イン マンチェスター セントラル パーク ●メルキュール マンチェスター ピカ
デリー

バーミンガム

●カンファレンス・アストン ●クラウンプラザ・ソリフル
●クラウンプラザ バーミンガム NEC ●スタウアーポート
マナー・シュア・ホテル・コレクション ●パーク・レジス
●バーミンガム・ストラトハラン ベストウェスタン・シグネチャー・
コレクション ●ヒルトン・ガーデン・イン・ブリンドレイ・プレ
イス ●ラマダバーミンガムソリハル

●アーデンホテル＆レジャークラブ ●アポロ ●カンパニーレ バーミンガム
●キャッスルブロムウィッチホール ●ノボテル・バーミンガム・センター ●ハンプト
ン・バイ・ヒルトン・ブロード・ストリート ●ブリタニア ●ホリデイ・イン バーミンガム エ
アポート ●ホリデイ・イン・エクスプレス・バーミンガム・シティ
・センター ●ホリデイ・
イン・バーミンガム・シティ ●ホリデイ・イン・バーミンガムM6J7 ●メルキュール・バ
ーミンガム･ウェスト ●ロートン

●エディントン・パーク

ストラットフォード・
アポン・エイボン

●アルデン ●アルベストン・マナー ●ウェルコム・ベス ●インディゴストラットフォード・アポン・エイボン ●シャルルコート・フェザン ●デイ
トウェスタン・プレミア・コレクション ●ウォールトン・ホール ズ イン ワーウィック ノースバウンド M40 ●プレミア・イン・ストラットフォード・アポン・
ホテル＆スパ ●クラウンプラザ・ストラットフォード・アポン・ エイボン ●ベスト ウェスタン ザ グロブナー ●ホワイト・スワン
エイボン ●ザ・ストラットフォード ●ザ・ストラットフォード・
マナー ●スワンズ ネスト ●ダブルツリーストラットフォー
ド・アポン・エイボン ●ビルスリー・マナー ●メルキュー
ル・シェイクスピア

コべントリー

●ダブルツリーバイヒルトンコヴェントリー ●ブランドン・ ●シトラスホテルコヴェントリー ●チェイス・ホテル ●ブリタニア ●プレミア・イ
ン・コヴェントリー・サウス・A45 ●ロイヤルコート
ホール ●ベストウェスタン・プラス・マナー・メリディアン
●ホリデイイン・コヴェントリーM6 J2

ウォーウィック

●クオリティー ●コーラス・ホテル ●チェスフォード・グラジェホテル ●デルタ・テ
ルズ・マリオット・ワーウィック ●ベストウェスタン・ロイヤル・レミントン・ホテル
●ロクソール・アビー・ホテル

グロスター

●イビスグロスター ●グロスター・ロビンスウッド ●ハザレーマナーホテル
●ホリデイ・イン・グロスター・サウスM5 ●ホリデイ・イン・グロスター・チェルトナム
●メルキュール・グロスター・ボーデンホール

チョーリー

●ラマダチョーリーサウス

利用ホテル一覧
都市名

A（デラックス）クラス

B（スーペリア）クラス

C（スタンダード）クラス
●プレミア・イン・ランカスター ●ホリデイ・イン ●ランカスターハウス ●ロイヤ
ル キングス アームズ

ランカスター
●カレドニアンウォルドルフアストリア
●シェラトン・グランド・ホテル＆スパ
●バーモラル ●ラディソンブルコレク
ション・ロイヤルマイル

イギリス

エディンバラ

●ヴォコ・エディンバラ・ヘイマーケット ●エイペックス ウォー
タールー プレイス ●エイペックス・グラスマーケット
●エイペックス・シティ ●エイペックス・ヘイマーケット
●オールド・ウェバリー ●キンプトン・シャーロットスクエア
●クラウン･プラザ ●コートヤード エジンバラ ウェスト
●コートヤード・バイ・マリオット・エディンバラ ●シスル・エ
ディンバラ ●ダルマホイ・ホテル＆カントリークラブ
●ノボテル・エディンバラ・センター ●ノボテル･エディン
バラ・パーク ●ヒルトンエジンバラ・カールトン ●エディ
ンバラ・グロブナー ●ブリタニア・エディンバラ ●プリン
シパルエジンバラ ●プレストンフィールド・ハウス
●ポイントホテル ●ホーリールッド ●ホリデイインエジ
ンバラ・シティウエスト ●マリオット・エディンバラ ●モー
ドエジンバラ ●ラディソンブル・エジンバラ・シティセンター
●レジデンスイン

●アジェンダ ●アリソンハウス ●イビス・センター・サウス・ブリッジ ●イビス・セ
ンター ●エレースリー・ハウスホテル ●ベストウェスタン・キングスマナー ●ダブ
ルツリーバイヒルトン・クイーンズフェリー ●ジュリーズ・イン・エディンバラ ●スコッ
ツマン ●ステイセントラル ●ダブルツリー バイ ヒルトン エジンバラ エアポート
●ィーン ●トラベルロッジ・エジンバラ・ムッセルバラ ●トラベロッジエジンバラ・リ
アモンス ●パーラメント・ハウス ●ハイストリートホステル ●フレデリックハウス
●プレミアイン・エジンバラウェスト ●プレミアイン・インバーレスク ●プレミアイン・
エジンバラ・サウスクイーンズフェリー ●プレミアイン・エジンバラ・A1ニュークレイグ
ホール ●プレミアイン・エジンバラ・リース・ウォータフロント ●プレミアイン・エジン
バラ・セントラル・ローリストンプレイス ●ヘラルド・ハウス ●ポラックホール
●ホリデイ・イン・エディンバラ ●ホリデイ・イン・エディンバラ・シティ
・ウェスト
●ホリデイイン・エクスプレス・エジンバラ・ウォーターフロント ●ホリデイイン・エクス
プレス・エジンバラエアポート ●ホリデイイン・エキスプレス・エジンバラ・シティセンター
●マクドナルド ●マクドナルド・ホーリールード ●マリーフィールド ●メルキュー
ル・エディンバラ・シティー・プリンセスストリート ●リッツ ●レオナルドエジンバラ・
ムレイフィールド

ブリストル

●アズテックホテル＆スパ ●ヒルトンガーデンインブリス ●Ｐ・ホリディインブリストルフィルトン ●ダブルツリーバイヒルトンブリストルノース
トルシティーセンター ●メルキュールブリストルグランド
●ラマダブリストル・ウェスト ●ハンプトンバイヒルトンブリストルシティセンター
●ホリディインブリストルエアポート ●ホリディインブリストルシティセンター

アヴィモア

●コイラムブリッジ ●マクドナルド アヴィモア ●マクド ●マクドナルド ストラスペイ
ナルド ハイランズ ●マクドナルド モリッチ

アムステルダム
宿泊税
1.5〜3.0
ユーロ

アムステルダム
（空港周辺）
宿泊税
1.5〜3.0
ユーロ

オランダ

●INKホテル アムステルダム エムギャラリー バイソフィテル
●NHアムステルダムザウド ●NHアムステルダムセンター
●NHアムステルダム ノルド ●NHコレクションドーレン
●NHコレクション フラワーマーケット ●NHスキラー ●
NHミュージアムクオーター ●アポロホテル アムステル
ダム ●アメリカンホテル アムステルダム ●アルフレッ
ド ●インテル・アムステルダム・センター ●ウェストコード・
アムステルダム・ファッション ●カレッジ ●キンプトン デ
ィウィット ●コレンドン シティ ●サボイ ●スイソテル
●ダッチデザイン アルテミス ●ディ
・ポートヴァン・クレー
ブ ●ノボテル アムステルダム シティ ●パーク ●
パーク・プラザ・ヴィクトリア ●ビルダーベルグ・ヤン・ルイ
ケン ●ホリデイ・イン・アムステルダム ●ホリデイイン ア
リーナ タワーズ ●モーペンピックアムステルダムシティセ
ンター ●レオナルドホテル・アムステルダム・レンブラント

●GR8ホテル アムステルダム リバーサイド ●NHカランサ ●NHシティー・センター
●XOホテルズ パーク ウェスト ●XOホテルズ ブルースクエア ●XOホテルズ ブ
ルータワー ●アベニュー ●アリーナ ●イビス・アムステルダム・センター
●イビス アムステルダム センター ストペラ ●イビス・シティ
・ウェスト ●イビススタ
イルズ・アムステルダムシティ ●イビス スタイルズ セントラル ステーション ●イン
テル・アムステルダム・ザーンダム ●ウェストコードアートホテル アムステルダム 3
スターズ ●ウェストコード シティセンター アムステルダム ●エデンホテル アムス
テルダム ●オメガホテル ●カサ
●クラウンプラザアムステルダムサウス ●ザ イーディ ●シタデル ●シンゲル
●トローペン ●ナディア ●パーク・プラザ・フォンデルパーク ●バスティオン・ア
ムステル ●バスティオン アムステルダム ツィドヴェスト ●バスティオン・ノールド
●ベストウェスタン アムステルダム ●ベストウェスタン デルフィ ●ボーテル ●
ホックストン ●メルキュール アムステルダムシティ ●ランカスター ●レオナルド
アムステルダム シティセンター

●クラウン・プラザ・スキポール ●ラデ ●NHスキポール ●ヴァンデルバルクA4スキポール ●
ィソンBLU アムステルダム エアポート コートヤード・バイ・マリオット・エアポート ●コレンドン・ヴィ
スキポール
レッジ ●シェラトン・エアポート ●シュタイゲン・ベルガ
ー・エアポート ●ノボテル アムステルダム スキポール ●
ハイアット プレイス アムステルダム エアポート ●ヒルト
ン・スキポール・エアポート ●ホリデイイン・エキスプレス・
アムステルダム・スキポール ●ラマダバイウィンダム ア
ムステルダム エアポート

●イビス スキポール アムステルダム エアポート ●パーク イン バイ ラディソン ア
ムステルダム エアポート ●パークプラザ アムステルダム エアポート ●バスティ
オン・スキポール・ホーフドロープ ●ベストウェスタン・アムステルダム・エアポート
●メルキュール アムステルダム ウェスト

●NHコレクション グランド クラスナポ
ルスキー ●NHコレクション バルビゾ
ン パレス ●インターコンチネンタル
●オークラ ●グランドホテル・アマラス
●ザ･ディラン ●ソフィテル レジェンド
ザ グランド アムステルダム ●ドゥルー
ロップ ●ピューリッツァー ●ビルダ
ーバーグガーデン ●ヒルトン ●マリ
オット ●ラディソンBLU ●ルネッサ
ンス

ノールトバイク
ユトレヒト

●NHレーヴェンホルスト
宿泊税
1.0〜3.0ユーロ

ハーレム
ハーグ
宿泊税
4.6〜5.35
ユーロ

マーストリヒト
宿泊税
3.6〜5.96
ユーロ

ロッテルダム
宿泊税
0.8〜2.5
ユーロ

アペルドールン

ベルギー

宿泊税
4.25〜10.0
ユーロ

ブルージュ
宿泊税
3.0ユーロ

●イビス・ユトレヒト ●バスティオン

●ファンデルファルクハームムザイド
●イビス・センター ●ノボテル・センター ●メルキュール・セントラム
●グランドホテル アムラスクアハウスホ ●NHアトランタ ●NHズーテルメール ●NHハーグ
●NHアトランティックデンハーグ ●カールトン・アンバ
テル
サダー ●レオナルドロイヤルプロムナード ●グランド
ウィンストン ●ホリディインハーグ・フォールブルグ
●ノボテル・ワールド・フォーラム ●パーク ●ハーグマリ
オット ●バビロンホテルデンハーグ ●フレッチャー ス
タッツホテル デン ハーグ
●クルーシュレンホテル マーストリヒト
●セレクト・ホテル・マーストリヒト

●NHマーストリヒト ●アムラスグランホテル・
ドゥ・レス
ペルー ●クラウンプラザ ●デザインホテルマーストリ
ヒト ●ノボテルマーストリヒト ●マビ・シティセンター
●モナステル

●ヒルトンロッテルダム ●マリオット
●ロッテルダムマリオット

●NHアトランタロッテルダム ●NHカペル ●ヴァンダ ●カンパニールロッテルダムオースト ●グランドセントラル ●チューリップイン ロッ
ーバーク ロッテルダム ブリッジドープ ●ナアウロッテルダム テルダム ●ユーロホテル セントラル
●サヴォイホテルロッテルダム ●モナステレ マーストリヒト

●デ エコプット

●ビルダーバーグ ホテル デ カイザースクローン ●ファン
デル ファルク ホテル アペルドールン ●ファン デル ファ
ルク ホテル アペルドールン デ カンサレル

宿泊税
2.54ユーロ

ブリュッセル

●NHユトレヒト ●パークプラザ

●アミーゴ ●ザ・ホテル・ブリュッセル
●シュタイゲンベルガー ウィルチャーズ
●スタンホープホテル ブリュッセル バイ
トーンホテルズ ●ビーマノス ●ヒル
トン ブリュッセル グランプラス
●ブリュッセル マリオット グランドプラス
●ユーロスターズ モンゴメリー
●ラディソンBLUロイヤル ●ル・プラザ
●ワーウィックブリュッセル

●9ホテルセントラル ●NHエアポート ●NHカルフー
ルドゥ ルロップ ●NHグランパレス・アーレンベルク
●NHコレクション グランド サブロン ●NH コレクション
センター ●NHステファニー ●NHブリュッセルEUバー
レイモント ●NHブリュッセルブルーム ●NHルイーズ
●イザン・アベニュー・ルイーズ ●インディゴ ブリュッセル
シティ ●カタロニア グランプラス ●クラウンプラザ・エ
アポート ●クラウンプラザ・ブリュッセル・ルパレス
●コリンシア・グランド・ホテル・アストリア ●ザドミニカン
●ザ プレジデント ブリュッセル ●シェラトン・ブリュッセル・
エアポート ●ソフィテル・ヨーロッパ ●トーン ブリュッセ
ル シティセンター ●トーン ホテル EU ●トーンホテル
ブリストルステファニー ●ノボテル･オフ・グランプラス
●ノボテル ブリュッセル シティセンター ●プルマン
ブリュッセル サントル ミディ ●ベストウエスタンホテル
ロイヤルセンター ●ベッドフォード ●ホテル ユベールグ
ラン プラス ●ホリデイ・イン・エアポート ●マーティンズ
ブリュッセル EU ●メルキュール ホテル ブリュッセル サ
ントル ミディ ●ラマダ ブリュッセル ウォルウェ ●ルネッサンス

●アライアンス・ホリデイイン・エアポート ●イビス･エアポート ●イビス･エラスムス
●イビス･オフ・グランプラス ●イビス ブリュッセル シティ センター ●イビス ブリュッ
セル サントル ガール ミディ ●ヴァン デア ヴォーク ブリュッセル エアポート ●ヴァ
ン・ベル ●ヴィラ・ロイヤル ●カタロニア ブリュッセル ●クィーン・アン ●グレ
シャム・ベルソン ●ズーム ホテル ●スリナ ホテル ブリュッセル ●チャオ・チャウ
パレス ●チャンボール ●デ・コロニ ●トーン ブリュッセル エアポート ●ノボテ
ル・エアポート ●ヒルトン ガーデンイン ブリュッセル シティセンター ●フロリス・ア
ルカカン・グランプラス ●フロリス・ユステル・ミディ ●ブリュッセル ●ベストウェ
スタン・シティセンター ●ベストウェスタン・ブリュッセルサウス ●ホリデーイン・シュー
マン ●マックスホテル ●マリボー

●ホテル デュークス パレス ブルージュ ●NHブルージュ ●アカデミー ●アラゴン ●クラウ ●イビス・セントラム ●ポルティナリ ●グリーンパーク ホテル ブルージュ
ン・プラザ・ブルージュ ●グランドカッセルバーグ ●ゴー
ルデン チューリップ ホテル デメディチ ●ディ
・スワニー
●ドゥ・オランジェリー ●ドゥ・チュイルリーエン ●ノボテ
ル・セントラム ●パークホテル ●ハンス・メムリンク
●フロリス・カロス ●ベスト ウェスタン プレミア ヴェイネ
ブルージュ ホテル ●ホテル・ザ・ペラート ●マーティン
ズ・ブルージュ ●ローゼンブルグ

※2022年11月15日発効

都市名
アントワープ

ベルギー

宿泊税
2.25〜2.97
ユーロ

A（デラックス）クラス

B（スーペリア）クラス

C（スタンダード）クラス

●ヒルトン アントワープ オールドタウン
●ラディソンBLUパークレーン

●クラウンプラザ ●シアター ●デ カイザー ●ファン
デルファルク アントワープ ●プラザ ●メルキュール・シ
ティー・サウス ●ラディソンBLU アストリッド ホテル
●リンダーホテル＆シティラウンジ アントワープ ●レオポ
ルド ホテル アントワープ

●アストリア ●アンバサダー スイーツ アントワープ ●イビス スタイルズ アントウェ
ルペン シティセンター ●イビス・アントワープ・セントラム ●センチュリー ●チュー
リップ・イン・アントワープ ●ノボテル・アントワープ ●パークイン・バイラディソン・
アントワープ ●ホリデイ イン エクスプレス アントワープ シティノース
●メルキュール・アントウェルペン・セントラム・オペラ ●レオナルド

ルクセンブルク

ゲンバル

●シャトードゥラック

ナミュール

宿泊税
1.5ユーロ

ルクセンブルク

●シャトー デ ナミュール

●ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ルクセン ●ホテルNHルクセンブルク ●ソフィテル・ルクセンブル ●アルビッセパーク ●イビス スタイルズ ルクセンブルク サントル ガール ●イビ
ブルク ●ホテル・ロワイヤル
ク・ヨーロッパ ●メルキュール・ルクセンブルク・キクオカ・ ス ルクセンブルク エアポート ●イビス ルクセンブルク スッド ●ノボテル・キルヒ
ゴルフ＆スパ
ベルク ●ノボテル・センター ●パルク・プラザ ●パルク・ベルエア ●パルク・
ベルビュー ●ベストウェスタン・インターナショナル

●インターコンチネンタル ●インペリ
アル ●ウィーンヒルトン ●グランドホ
テルウィーン ●ザッハー ●ヒルトン
プラザ ●ブリストル ●マリオット
●リング ●ルメリディアン

ウィーン
宿泊税
0.5〜3.0
ユーロ

オーストリア
ザルツブルク
宿泊税
1.5〜1.7
ユーロ

ハルシュタット
リンツ

ハンガリー

ブダペスト

プラハ

チェコ

宿泊税
21.0
チェココルナ

●K&Kマリアテレジア ●K＋Kパレ ●NHエアポートカ
ンファレンスセンター ●NHダニューブシティ ●アストリア
●アムパークリング ●アンバサダーウィーン ●インペリ
アルライディングスクール ●オーストリアトレンド オイロ
ーパ ウィーン ●カイザーホフ ●カイゼリンエリザベート
●コートヤードウィーンメッセ ●コートヤード・バイ・マリオッ
ト・ウィーン・プラーター/メッセ ●スターライトスウィーテン
ザルツグリース ●スターライトスウィーテンレンガッセ
●ドゥ・フランス ●トレンドシュロスヴィルヘルミネンブルグ
●トレンドドッピオ ●トレンドホテルアナナス ●トレンド
ホテルサボイエン ●ネストロイウィーン ●ヒルトンウィ
ーンドナウウォーターフロント ●ベストウェスタンアメディ
ア ウィーン ●ペンタホテルウィーン ●ホテル アム コン
ツェルトハウスMギャラリー ●ホテル ヨゼフスホフ アム
ラートハウス ●ホテル ラートハウスパークィーン ●ホリ
ディインシティウィーン ●メルキュールグランドホテルビッ
ダーマイヤー ●メルキュールセセッション ●ラディソン
ブルパークロイヤルパレス ●ルネッサンス ●レイナース
●ゴールデナー ヒルシュ ●ザッハー ●H+ ホテル ザルツブルク ●アマデオ ホテル シャッフェ
●シュロス メンヒシュタイン ●ブリスト ンラス ●アルコテルカステラーニ ●ウィンダムグランド
ル ザルツブルク ●ラディソン ブル ア ザルツブルグコンファレンスセンター ●ウィンダム・グラン
ド・ザルツブルク ●オーストリアトレンド オイローパ
ルトシュタット
●オーストリアトレンドホテル ザルツブルグ ミッテ ●イム
ラウアー ●ゴールドネスシアター ●シェラトン ●シャ
ッフェンラート ●セント バージル ●ノイトール ●ホリ
デイ・イン・ザルツブルグ・シティ
●グリューナー・バウム ●ヘリテージ・ホテル
宿泊税
3.0ユーロ

●アールデコインペリアル ●アールヌー
ボーパレス ●アルクロン ホテル プラ
ハ ●アンバサダー ●インターコンチ
ネンタル ●NHコレクション プラハ カ
ルロⅣ ●キングスコート ●グランド
ボヘミア ●ゴールデンプラハバイフェ
アモント ●パリス ●ヒルトン
●ヒルトン プラハオールド タウン
●フォーシーズンズ ホテル プラハ
●プレジデント ●ホフマイスターホテ
ル＆スパ ●マリオット ●ラディソン
ブル ホテル プラハ ●リンドナーホテ
ルプラハキャッスル ●ル パレ アート

チェスキー・
クルムロフ

チューリッヒ

スイス

宿泊税
2.5
スイスフラン

ヴェンゲン

●アルデン・ラグジュアリー・スイートシュ
プリーゲンシュロス ●ウィダーホテル
●エデン・オゥ・ラック ●カメハ・グランド
●サボイ・ボーアンヴィル ●ドルダーグ
ランド ●パークハイアット ●バゥア・
オゥ・ラック ●ヒルトンエアポート
●マリオット ●ムーベンピック・エアポート
●ラディソン・ブル・エアポート ●ルネッ
サンス・タワー

宿泊税
2.8〜4.3スイスフラン

●NH ザルツブルク ●アムミラベルプラッツ ●アルトシュタット ヴォルフ ディート
リッヒ ●イビス ザルツブルグ ノルド ●イムラウアー＆ブロイ ●ヴィラ カールトン
●スターインエアポート ●スターインゼントラム ●スター イン ホテル ザルツブル
ク ツェントルム バイ コンフォート ●ドリントシティホテル ザルツブルグ ●フィア ヤー
レスツァイテン ●フォーサイドホテルザルツブルク ●ベルグホフグラムル ●メル
キュール ザルツブルグ シティ

●アルコテルニケ ●イビススタイルズ・リンツ ●コートヤード・バイ・マリオット
●シュピーツ ●トランスワールドホテル・
ドナウエレン ●ホテル シラーパーク

宿泊税
2.0ユーロ
●アクインカム ●アンドラシー
●インターコンチネンタル ●クラウン
プラザ ブダペスト ●ケンピンスキ− コ
ルビナス ●コリンシア ホテル ブダペ
スト ●ソフィテル ブダペストチェーンブ
リッジ ●アナンタラニューヨークパレス
●NHコレクション ブダペスト シティセン
ター ●ヒルトンブダペスト ●フォーシー
ズンズ グレシャム パレス ●マリオット
●ミレニアムコートマリオット アパートメント
●リッツカールトン

●NHウィーンシティ ●NHベルヴェデーレ ●アルテホテル ウィーン ●アジムッ
トホテル ウィーン ●イビスマリアヒルフ ●ヴィエンナートアムミュージアムクウォー
ター ●ウィルヘルムズホフ ●オーストリアトレンドアナトル ●オーストリアトレン
ドパークホテル シェーンブルン ィーン ●グラーベン ●セネター ホテル ●トレン
ドアナトール ●トレンドアルバトロス ●トレンドパークホテルシェーンブルン
●トレンドバイムテレジアヌム ●トレンドファボリータ ●トレンドボセイ ●トレンド
メッセ ●ノーヴムホテルカヴァリエ ●ノーヴムホテルプリンツオイゲン ●ハー
モニー ●フュルストメッテルニヒ ●ホテルアルトマン ●ホテル エンジアナ
ウィーン ●ボルツマン ●メーテディペンダンス ●メルキュールウィーンシティ
●メルキュールウェストバンホーフ ●メルキュールツェントラム ●モーツァルト
●ルチア ●レオナルド ●レジーナ ●ロイヤル ●ローゼンブルゲンランド3

●K+Kオペラ ●NH ブダペストシティ ●アルトテル
●ヴェルディグランド ●エンサナグランド マーガレットア
イランド ●コンチネンタル ブダペスト ●ダニュービス
ゲレルト ●ダニュービス ヘルススパリゾート へリア
●ダニュービスアストリアシティセンター ●ネムゼッティエ
ムギャラリー ●ノボテル セントラム ●ノボテル ダニュ
ーブ ●ノボテル ブダペスト ●パークイン・バイ・ラディソ
ン・ブダペスト ●ベスト ウェスタン パーラメント ●ホテ
ルプレジデント ●ミュージアムブダペスト ●メルキュー
ル コロナ ●メルキュール シティセンター ●メルキュー
ルブダペストキャッスルヒル ●ラディソンブル ベケ
●レオナルド
●K+Kセントラルホテル ●NHプラハシティ ●アーチ
ボルド シティ ●アドリア ●アリストン アンド アリストン
パティオ ●インターナショナル ●ウィーン ハウス アン
デルズ プラハ ●ウィーンハウスディプロマットプラハ
●エスプラナード ●エリート ●エルミタージュホテル プ
ラハ ●オクシデンタル プラハ ●オレアホテル アンジェ
ロ プラハ ●カールトン ●キンスキー ガーデン ●クラ
リオンコングレス ●グランディウム ●グランドマジェス
ティック プラハ ●クレメント ●ケー＆ケーフェニックス
●コートヤード マリオットプラハシティ ●コートヤード・エア
ポート ●コリンシア ●コンフォートホテルプラハシティ
イースト ●シーザーパレス ●センチュリーオールドタウン
●テアトリノ ●デュオ（シャワーのみ） ●ドン ジョバンニ
●ノボテル プラハ ウェンセスラス スクエア
●パウウィーンハウス ●パノラマ ●ホテルロイヤルプ
ラハ ●ホリデイ イン コングレス センター ●マキシミリ
アン ●マジェスティックパレス ●ブティックホテル ヤルタ
●ユーロスターズ タリア ●ユーロスターズ デイビッド
●レオナルド
●オールド イン ●グランド ●ゴールド ●コンヴィツェ
●ズラディアンデル ●ドゥヴォラーク ●ブティックホテ
ル ロマンティック ●ベルビュー ●ペレグリン ●ホテ
ル ガルニ ミッシーディーラ ●ホテル レオナルド ●ムリン
●ラトラン ●ルゼ
●H+ホテルチューリッヒ ●アスコット ●ウェルカムホー
ムズ ●ウェレンベルク ●エンギマットシティーアンドガー
デン ●オペラ ●クラウンプラザ ●グロッケンホフ
●ザンクトゴッタルド ●シェラトン・ノイエシュロスホテル
●シェラトンチューリッヒ ●シュヴァイツァーホフ ●スト
ルシェン ●スモールラグジュアリーホテルアンバサダーチュー
リッヒ ●セントラルプラザ ●ソレルホテル・ゼーフェルト
●ソレルホテル・チューリッヒベルク ●ドルダー・バルトハ
ウス ●ドルメロホテルチューリッヒ ●ノボテル・チューリッ
ヒエアポートメッセ ●ヒルトン ガーデン イン チューリッヒ
リンマタール ●フォーポインツバイシェラトン・シルシティー
●ベルビュー・オー・ラック ●ヘルムハウス ●ホテルク
ローネウンターストラス ●ホテルヨーロッパ ●ムーベン
ピック・レジェンズドール ●メルキュール・シュトラー ●レオ
ナルドブティックリギホフ
●カプリス ●サンスターアルピネウェンゲン ●シルバー
ホルン ●アレーナス リゾート ビクトリア ラウバーホルン
●ビューサイトパークホテル＆ユングフラウスパ ●レギーナ

●イビス スタイルズ ブダペスト シティ ●イビス ブダペスト シティー ●イビス ブダ
ペスト シティサウス ●イビススタイルブダペストセンター ●インパルソ ファッション
●ヴェンチュラ ●エリザベート ●カールトン ●ゴールデンパークホテル ●コル
ヴィン ●シティーイン ●シティービルヴァックス ●シティホテルウニオ ●ダニュー
ビスホテルアレナ ●トーマス ●バロス ●ハンガリアシティセンター ●ハンゲス
トミレニアム ●プラタナス ●ベルリン ●ルビン

●アイダ ●アクサ ●アポロ ●アメチスト ●アルタ ●アルビオン ●イビ
ス ヴァーツラフ スクエア ●イビス プラハ マーラ ストラーナ ●ウィーンハウスイー
ジーショパン ●ウェルネス ホテル ステップ ●ウノプラハ ●エキスポ ●エグゼ
シティパーク ●エスプリ ●エリゼ ●カバリール ●キャロル ●クラブ ホテル
プラハ ●クラリス ●クリスタル ●ゴルフ ●コンフォート ●サイフェルト
●ステップ ●スラビア ●スリークラウンズホテル ●テルミナスプラ ●トップ
プラハ ●パークイン ●ハーモニー ●プラザ ホテル ●ベストウェスタン シティ
モラン ●ベストウェスタンアメディアプラハ ●ベストウェスタンバウ ●ベルリン
●ベルヴェデーレ ●ペンタホテル ●ホワイトリオン ●ミラ ●メルクール
●ユニオン ●ラファエロ ●ルイス レ ジェール ●ローマ

●B&B ホテル チューリッヒ エアポート リュムランク ●アストール ●アドラー
●アレキサンダー ●アレグラ ●イビス・チューリッヒ・ウエスト ●イビス・チューリッ
ヒメッセ・エアポート ●ウェルカムイン・チューリッヒ・クローテン ●ゲストハウス
●コンフォーロホテルロイヤル ●ザンクトヨセフ ●シティ ●シューブル ●ソレ
ルホテル・アルテ ●ソレルホテルサイゼンホフ ●ヌーフェルド ●ノボテル・シティ
・
ウェスト ●ラディソンホテルチューリッヒエアポート●バジレア ●B&Bホテルチュー
リッヒエアポートリュムランク ●ブリストル ●ベストウエスタンホテル・チューリッヒャー
ドゥシアター ●ホリディイン・チューリッヒエアポート ●ホリディイ
ホフ ●ホテル・
ン・メッセ ●モンタナ ●リマトホフ ●レオネック ●レックス

●アルペンローズ ●ウェンゲナーホフ ●ショーネッグ ●ファルケン ●ベルグ
ハウスベンゲン ●ベルビュー ●ベルベデーレ ●ユングフラウブリック

利用ホテル一覧
都市名
グリンデルワルト
宿泊税
4.25
スイスフラン

A（デラックス）クラス

●アドニス ●アドミラル ●アトランタ ●アビアンス ●アリステッラスイスフレィラ
●アルバトロス ●アルペンブリック ●アルペンロイヤル ●アンティカ ●イエ
ガーホフ ●ウェルシェン ●エクセルシオール ●エミゼウス ●エリート ●カリーナ
●ガルニ・テスタ・グリジア ●クーロンネ ●クルムホテルゴルナーグラート
（ゴルナ
ーグラート/山岳ホテル） ●ゴルナーグラートドルフ ●コンチネンタル
●サラセナ ●ダービー ●ダニエラ ●チェザ・バレーゼ ●チュッゲ ●パルナス
●ビジョウ ●ブリストル ●ベストウェルタンホテル・バタフライ ●ボーリバージュ
●ホリディ ●マッターホルンブリック ●ヨーロッパ ●レックス

●ＮＨ レックス ●ＮＨジュネーブエアポート ●イーストウ
エスト ●エクセリオール ●エプソムマノテル ●オゥテ
ィール マノテル ●クラウンプラザ ジュネーブ ●グラン
プリ ●コルナバン ●ヒルトン ジュネーブ ホテル＆カン
ファレンスセンター ●センチュリー ●ダングルテール ジ
ュネーブ ●ティファニー ●ディプロマーテ ●ネイビー
マノテル ●ノボテルジュネーブセンター ●ブリストル
●ホテルロタリー ●モンブリラント ●ル ワーウィック
●ロイヤル マノテル
●カールトン ●クルム ●ケンピンス ●アートブティックホテル・モノポール ●クリスタル
キーグランド デ バン ●スフレッタハウス ●クレスタパレス
●バドルッツ パレス
●サンジアン ●シュバイツァーホフ ●ステファニー
●ベーレン ●ホテル レイネヴィクトリア
●ヨーロッパ ●ラウディネッラ

●アスコットマノテル ●アストリア ●アドミラル ●インターナショナル ＆ テルミ
ヌス ●エーデルワイスマノテル ●エクスプレス・バイ・ホリデーイン・エアポート
●エデン ●カールトン ●キップリング マノテル ●キャピタル ●クリスタル
●サジッタ ●ジェイド マノテル ●スイス ジュネーブ ●チャーチル ●ドレーク&
ロンシャン ●ナッシュエアポート ●パーク ●パーク＆スイート ●ベストウエスタ
ンストラスブール・ユニバース ●ベルニナ ●ホテル ストラスブール ●モン ルポ
●ラマダ アンコール ジュネーブ ●ル・ネイションズ

ツェルマット
宿泊税
3.0
スイスフラン

スイス

宿泊税
3.2〜3.5
スイスフラン

ジュネーブ
宿泊税
3.75
スイスフラン

サンモリッツ
宿泊税
3.05〜5.0
スイスフラン

ベルン

● リンドナーグランド ボーリバージュ
●ヴィクトリア ユングフラウ グランドホ
テル＆スパ

●インターコンチネンタル ●グランド・
ケンビンスキー ●スイスホテル メトロ
ポール ●ドゥ ラ ペ ●フォーシーズ
ンズホテル ベルグエス ●プレジデン
トウィルソン ●ボゥリバージュ ●マンダ
リン オリエンタル ●ムーベンピックホ
テル＆カジノ ●ラ レゼルブ ホテルア
ンドスパ●ル リッチモンド

●ベルビュパレス

宿泊税
5.3〜5.7
スイスフラン

ザンクトガレン

ポーランド

クラクフ

ワルシャワ

オパティア
宿泊税
10.0クーナ

スプリット
宿泊税
10.0クーナ

クロアチア

ドブロヴニク
宿泊税
10.0クーナ

ムリーニ
プリトヴィッツェ
ザグレブ
宿泊税
10.0クーナ

ザダル
宿泊税
10.0クーナ

C（スタンダード）クラス

●アストリア ●スイスアルピンアラリン ●アルバナレ
アル ●アルペンホフ ●アレックス ●アンタレス
●アンバサダー ●エデン ●クリスチャニア ●ジナベル
●シミ ●シュバイツァーホフ ●シュロスホテル ●モン
テ ローザ ●ゾンネ ●ナショナル ●ビューサイト パー
クホテル＆ヴィラ ●ベストウエスタン・アルペンリゾート
●ベルグホフ ●ポスト ●ポルックス ●ミラボー・アル
ペン・レジデンス・ウェルネス＆スパ ●メトロポール＆スパ
●ワリサーホフ ●サンスタースタイルツェルマット
●リッフェルハウス1853（リッフェルベルク/山岳ホテル）
●ロマンチックホテル・ユーレン
●インターラーケン ●クレブス ●ドゥ・ノルド ●メトロ
ポール ●ロイヤルセントジョージ

●グランドホテル・ツェルマッターホフ
●モンセルバンパレス

インターラーケン

B（スーペリア）クラス

●シュヴァイツァーホフ ●ベルベデーレ ●アイガーセルフネス ●キルヒビュール ●クロイツ＆ ●アイガーブリック ●アルテ・ポスト ●アルピナ ●アルペンホフ ●カプリス
ポスト ●サンスターアルピネグリンデルワルド ●シュピーネ ●グリンデルワルダーホフ ●グレッチャーガーデン ●シュタインボック ●ショーネッグ
●セントラルウォルター ●ダービー ●ヒルシェン ●フィッシャーブリック ●ベル
●ベルグヴェルト
ナーホフ ●ユングフラウロッジ ●ラウバーホルン ●レジデンス

宿泊税
4.0スイスフラン

●カールトンヨーロッパヴィンテージアダルツ ●クリスタル ●シティ
・オーバーランド
●スイスシャレー ●バイセスクロイツ ●ベルナーホフ ●メルクール

●エデン ガルニ ●コルヴァッチ ●セルビス ●ソルダネッラ ●ゾンネ
●ノルダ ●ハウザー ●ピッツ ●ランガード ●ランドリン ●ワルトハウス

●アンバサダー ●イネエレンゲ ●サボイ ●ノボテル
エキスポ ●ブリストル●ベーレンアムブンデスプラッツ
●ベルエポック ●ベストウェスタンプラス ホテルベルン
●ホリディインウェストサイド ●ベーレンアムブンデスプ
ラッツ ●ベストウェスタンプラスホテルベルソ ●スイス
ホテル クルザール ベルン
●アインシュタイン ●サンティスパーク ●ラディソン
BLU

●グランド ●コペルニクス ●シェラ ●アマデウス ●アンデルズバイウィーンハウスクラクフ
トン クラクフ
●イビスクラコフセントラム ●エスター ●オストヤ・パ
レス ●カンパニールクラクフ ●ギャラクシー ●キュー
バスクラコフ ●クラウン・ピアスト ●シンポシャム スパ
●ノボテル クラクフ シティウエスト ●ノボテル セントラム
●パークイン クラクフ ●ヒルトン・ガーデン・イン ●ベス
トウェスタン プレミアム クラクフ ●ポッド ローザ ●ホリ
デイ イン クラクフ ●メトロポリス デザイン ●ラディソ
ンブルクラクフ
●インターコンチネンタル ●ウェスティ ●コートヤードバイマリオットワルシャワエアポート
ン ワルシャワ ●シェラトンワルシャワ ●ゴールデンチューリップワルシャワ ●ノボテル セントラム
●ソフィテル ヴィクトリア ●ヒルトン ●ホリディインジョゼフォ― ●メルキュール・ワルシャワ・セ
ントラム ●ラディソンコレクション ●ラディソンブル ソ
●ブリストル ●ポロニア パレス
●マメゾン・ル・レジーナ ●マリオット ビエスキ
●リージェントワルシャワ
●モーレ ●レミセンスプレミアムヴィラ ●アガヴァ ●アストリア・デザイン ●アンバサダー
アンバサダ
●グランドF-オパティスカシヴィエタ ●グランドホテル・ア
ドリアティックⅠ ●サボイ ●ブリストル ●モーツァルト
●レミセンスホテルアドミラル

●Qホテルクラクフ ●RT リージェント ●アスコット ●アトリウム ●アレクサンダー
●アレクサンダー・Ⅱ ●イビス・クラクフ・スタレ・ミャスト ●ヴィスピアンスキ
●クオリティシステム ●クラシック ●コンラード ●ジャスティナ ●スイング
●デメル ●ベストウエスタン ガリシヤ ●ベストウェスタンプラスクラクフ・オールド
タウン ●ベストウェスタンエフェクトエクスプレス ●ホテル カンパニーレ ●ホテ
ル ポレスキ ●ホテルオリエントクラコフ ●マクシミリアン ●レジデント ●ロゴス
●ウィーンハウス・イージークラクフ
●MDMシティーセンター ●アトス ●イビスステアミアストオールドタウン ●イビ
スセントラム●イビスレドゥタ ●イビスワルシャワオストルブロムスカ ●カンパニー
ル ワルシャワ ●グロマダ ●ノボテル ワルシャワ エアポート ●ベスト ウエスタン
フェリックス ●ベストウェスタンポルトス ●ホリディイン・エクスプレス・ワルシャワエ
アポート ●マメゾン・レジデンス・ダイアナ ●メトロポール ●メルキュール グラン
ド ワルシャワ ●メルキュール フレデリック ショパン
●オパティア ●ガレブ ●グランドホテル・アドリアティックⅡ ●グランドホテルパ
レス ●スマートセレクションホテルイストラ ●スマートセレクションホテルインペリ
アル ●ベルベデーレ ●レミセンスピレミアムホテルカヴァネルオパティア
●レミセンスホテルクリスタル

●ホテルパーク ●ル・メリディアン・ラ ●アトリウム ●グローボ ●コルナロ ●サンアントニオ ●アス ●コンサル ●ドゥヤム ●ネバ ●ベストウエスタンアートホテル
●プレジデント ●ホテルオラ ●マルヴィー
ブ・スプリット
●ベルビュー
●マルモント ●モンド ●ラディソンブルリゾート＆スパ
●ヴァラマールドブロヴニクプレジデント
●ヴィラ・オルスラ ●ヴィラ・グラヴィック
●エクセルシオール ●グランドヴィラ
アルジェンティーナ ●ドブロヴニクパ
レス ●ヒルトンインペリアル ●プチ
チパレス ●ベルビュー ●ホテルミレ
ニイ ●リソス・リベルタス

●アドリア ホテル ●アリストン ●イベロスター・アル
バトロス ●ヴァラマールアルゴシー ●ヴィラマル・ラクロマ
●グランドホテルパーク ●クロアチア ●コンパス
●ラディソンブルリゾート＆スパドブロブニクサンガーデンズ

●アドリアティック ●イブカ ●イベロスター・チャフタット ●ヴァラマークラブ
●ヴィス ●ウヴァラ ●オルフェ ●コモドール ●スプレンディド ●ティリーナ
サニー ホテル バイ ヴァマー ●ネプチューン ●ペトカ ●ペルラ ●ラパド
●レロ

●シェラトンドブロヴニクリビエラ ●ブティック ホテル ム ●アスタレア
リーニ
●イエゼロ
●グラボヴァッチ ●ビッグハウスプリトヴィッツェ ●プリトヴィッツェ ●ベルビュー
●マコラ
●ウェスティン ●シェラトン ●リージェ ●キャノピーバイヒルトンザグレブシティセンター ●インター ●アリストス ●アントゥノビッチ ●セントラル ●フェニックス ●ベストウェスタ
ント・エスプラナーデ
ナショナル ●ドブロブニク ●パノラマ ザグレブ ホテル ンホテルステラ ●ホリデイ ●ラグーナ
●パレス ●ベストウェスタンプレミアホテルアストリア
●イアデラ

●アドリアナ ●コロバレ ●ディアドロ ●ピニヤ
●ドナット ●ポルト
●ファニメーション ●ファルケンシュタイナー クラブ フニ
メーション ボリック ●メディテラン

※2022年11月15日発効

都市名
ブレッド

A（デラックス）クラス
●ヴィラブレッド ●グランドトプリツェ

スロベニア

宿泊税
1.27〜3.13
ユーロ

B（スーペリア）クラス

C（スタンダード）クラス

●コンパス ●サヴィッツァガルニ ●パーク ●ベスト ●アストリア ●クリム ●スピック ●トルスト ●ブレッド ローズ ホテル ●ヤド
ウェスタンプレミアホテルロベック ●ホテル・
トリグラフ ラン
●リクリバランスホテル ●リブノ

ボスニア・ヘルツェゴビナ モンテ ネ グロ

ボーヒン

宿泊税
2.6〜3.13
ユーロ

●イエゼロ ●ボーヒンエコ

リュブリャーナ

宿泊税
1.27〜3.13
ユーロ

●Mホテル ●グランドユニオン ●グランドユニオンビ ●B&B リュブリャナパーク ●アンビエント ●ガルニホテルアズール ●シティ
ジネス ●トレンドリュブリャーナ ●ラディソン ブル プラザ ●リュブリャーナ リゾート
●フォーポインツバイシェラトンリュブリャーナモンス

ポストイナ

宿泊税
2.0ユーロ

●ポストイナ ケーブ ホテル ジャマ ●ホテル・クラシュ
●エデン ●シティ

モスタル

●ブリストル

●モスタル

宿泊税
2.0
ユーロ
●ホテル モゴルジェロ

チャプリナ
宿泊税
2.0
ユーロ

●ドリームハウス&スパ ●ビアンカリゾート&スパ ●フォーポインツ・バイ・シェラト
ン・コラシン ●モダン・マウンテン

コラシン
宿泊税
1.5
ユーロ
●ヒルトン ストランド

ヘルシンキ

フィンランド

ヘルシンキ
中央駅エリア

●カンプ ●クラウスK（デザインホテル）
●グロ クルーヴィ
（デザインホテル）
●ヘブン ●ラップランド ホテルズ ブル
ヴァルディ（デザインホテル） ●ラディソ
ンBLU プラザ（デザインホテル）
●ラディソンBLU ロイヤル（デザインホ
テル） ●リラロバーツ

●クラウンプラザ ヘルシンキ ヘスペリア ●クラリオンホ
テルヘルシンキ ●スカンディック グランドマリーナ
●スカンディック パーク ●スカンディック メイラハティ
●ヒルトン エアポート ●ヒルトン カラスタヤトルッパ
●ホテルカタヤノッカ ●ホリデイイン ヘルシンキ ウェスト
ルオホラハティ ●ホリデイイン ヘルシンキ エクスポ
●ラディソンBLUシーサイド
●オリジナル ソコス アルバート
（デザインホテル） ●オリ
ジナル ソコス ホテル ヴァークナー ●オリジナル ソコス
ホテル プレジデンティ ●グロ アート
（デザインホテル）
●スカンディック シモンケンタ（デザインホテル） ●スカ
ンディック マルスキ ●ソロ ソコス ヘルシンキ ●ソロ
ソコス ホテルトルニ ●ホリデイイン ヘルシンキ シティセ
ンター ●ラディソンBLUアレクサンテリ
（デザインホテル）

レヴィ
●アークティック ツリーハウスホテル ●アークティック ラ
イトホテル（デザインホテル） ●アプッカリゾート
●サンタズホテル サンタクロース ●スカンディック ポホ
ヤンホヴィ

ロバニエミ

サーリセルカ

ノルウェー

●グランドホテル ●コンチネンタル オ
スロ ●ブリストル オスロ ●ファース
トホテルグリムス グレンカ ●ラディソ
ンBLUスカンジナビア ●ラディソン
BLUプラザ

オスロ

スウェーデン

ストックホルム

ストックホルム
（デザインホテル）
コペンハーゲン

デンマーク
コペンハーゲン
（ザインホテル）

●ヴォクセンナッセン ●クオリティ33 ●クラリオン ザ
ハブ ●クラリオンコレクション ガベルシュス ●クラリオ
ンコレクションサボイ ●スカンディック アンバサダー
●スカンディックオスロシティ ●スカンディックソリ
●スカンディックヘルソフィア ●スカンディックホルメンコ
ーレンパーク ●トーン ギルデンロ ●トーンオスロフィヨ
ルド ●トーンオペラ ●トーンパノラマ ●パークイン・
バイラディソン・オスロ・エアポート ●ファースト ミレニウム
●ファーストノーブルハウス ●ベストウエスタン カールヨ
ハン ●ベストウエスタン カンペン ●ベストウェスタンカ
ールヨハン ●ラディソン ブル アルナ ●ラディソン ブ
ルニーダレン ●ラディソンBLUエアポート
●グランド ●シェラトン ●ヒルトン ス ●エリート プラザ ●エリートマリーナタワー ●クラリオ
ルッセン ●ラディソンBLUウォーター ン アマランテン ●クラリオン コレクション ウェリントン
フロント ●ラディソンコレクションストラ ●クラリオン コレクション タプト ●グランド ソルショバー
ンド ●ラディソンブルロイヤルバイキ デン ●クリスタルプラザ ●コートヤードバイマリオット ク
ングストックホルム
ングスホルム ●スカンディック アリアドネ ●スカンディッ
ク アルビック ●スカンディック アングレ ●スカンディック
インフラシティ ●スカンディック クララ ●スカンディック
コンチネンタル ●スカンディック ショーファーツ ホテレット
●スカンディック ノーラバントリエ ●スカンディック パーク
●スカンディック マルメン ●スカンディックガムラスタン
●スカンディックスター ソレンチューナ ●ディプロマット
●パークイン ハンマルビー ショースタッド ●ハッセルバッ
ケン ●ファースト ライゼン ●ベストウェスタン カーラプ
ラン ●ベストウェスタン タイム ●ラディソンBLUスカイ
シティ ●ラディソンBLUロイヤルパーク ●リヴァル
●クラリオン サイン
●クラリオン ストックホルム ●シーストックホルム
●スカンディックトーク ●ノルディック ライト
●クラリオン エアポート ●スカンディッ
ク コペンハーゲン ●ダングレテーレ
●チボリ ●マリオット ●ラディソン
BLUスカンジナビア

●71ニューハウン ●アドミラル ●クラウンプラザ コペ
ンハーゲンタワー ●グランド ●コペンハーゲン ストラン
ド ●コペンハーゲン プラザ ●コング アーサー ●コ
ンフォートヴェスタブロ ●サンクトアンネ ●スカンディッ
ク ウェーバーズ ●スカンディック シューハウネン ●スカ
ンディック スルーシュホルメン ●スカンディックフロント
●スカンディックパレス ●ファーストコングフレデリック
●ファーストホエルメイフェア ●フェニックス ●ラディソ
ンBLUファルコナー
●サンクトペトリ ●ラディソンBLUロイ ●インペリアル ●コペンハーゲン アイランド ●スクエア
●ファースト ホテル 27
ヤル

●エアポートホテル ピロティ ●オリジナル ソコス ヴァンター ●スカンディック ア
ヴィアコングレス ●スカンディック アヴィアポリス ●スカンディック カッリオ
●スカンディック ハカニエミ ●スカンディック パシラ ●フィンランディア パーク
●ボース ●ホステル スオメンリンナ ●ホテル ハガ セントラルパーク ●ホリデ
イイン ヴァンターエアポート ●ラディソンBLUエスポー
●アーサー ●スカンディック カイサニエミ ●ヘルカ
（デザインホテル） ●ホテル
カールトン

●Ｋ-5 ●ブレイク ソコス レヴィ ●ホテルフッルポロ ●ラップランドホテルズ シ
ルカンタハティ ●レヴィ パノラマ ●レヴィ ホテル スパ ●タヘティブイスト
●ヴァルケアヴァーデン
●アークティック シティホテル（デザインホテル） ●オリジナル ソコス ヴァークナー
●サンタズ ホテル ルドル ●スカンディック ポーラー ●スカンディック ロバニエミ
シティ ●ホテル アーケヌス ●ラップランド ホテルズ オウナスヴァーラ シャレー
●ラップランド ホテルズ スカイオウナスヴァーラ ●ラップランド ホテルズ ベアーズ
ロッジ
●サーリセルカ イン パニモ ●サーリセルカ イン パニモ
●サンタズホテルトゥントゥリ ●ホリデイ クラブ サーリセルカ ●ラップランドホテ
ル リエコンリンナ
●アンカー ●クオリティ ガルデモーエン ●コンフォート ボルスパルケン ●サガ
ホテルオス ●スカンディック アスカー ●スカンディック カール ヨハン ●スカン
ディック ショリスト ●スカンディック セントオラフプラス ●スカンディック ビポルテン
●スカンディック ホルベルク ●トーン アレーナ ●トーン ヴィカアトリウム ●トー
ン スペクトラム ●トーン テルミナス ●トーントリアーデン ●トーン ヨーロッパ
●トーンセシル ●トーンローゼンクランツオスロ ●パークイン ●ホテルボンデハ
イメン

●エスプラナーデ シュアホテル コレクション バイ ベストウェスタン ●オーデン
●クオリティ アーランダ ●クオリティグローべ ●クオリティ ネッカ ●グッドモー
ニング アーランダ ●グッドモーニング+ヘゲルステン ●コネクト ●コンフォート
●スカンディック ウプサラヴァスビー ●スカンディック グランド セントラル ●スカ
ンディック クンゲンスクルバ ●スカンディック スカルホルメン ●スカンディック タビー
●スカンディック ブロンマ ●スカンディック ヤルバクロッグ ●セントラル ●テグ
ネルルンデン ●パークイン ソルナ ●ベストウェスタン グスタフ バーサ ●ベスト
ウェスタン コム ●ベストウェスタン プラス パーク エアポート ホテル ●ベストウェ
スタン ベントレーズ ●ベストウェスタン ロイヤル スター ●マーラードロットニンゲン
●ラディソンBLUアーランディア ●レディ ハミルトン

●DGIビーン ●アクセルホテルグルスメデン ●アスコット ●アストリア
●アディナ アパートメント ●アブサロン ●アレキサンドラ ●イブセンス
●キャブイン シティ ●キャブイン スカンジナビア ●キャブイン メトロ ●クオリティ
エアポート ダン ●グッドモーニングシティースター●コペンハーゲン クラウン
●コペンハーゲンメルキュール ●サボイ ●スカンディック エルミタージュ ●スカ
ンディック グロストロップ ●スカンディック ビドブル ●ズリープホテルコペンハー
ゲンシティー ●ダンマーク ●デュ ノール ●パークイン エアポート ●ベストウェ
スタン へブロン ●ホテル オステルポート ●リッチモンド ●ロッシーニ

