
ラグジュアリー その国、都市を代表する名門ホテル

デラックス 館内設備が充実し、快適な滞在ができるホテル

スーペリア 安心して宿泊できるコストパフォーマンスの高いホテル

スタンダード 施設や設備は標準的で経済的なホテル

エコノミー 価格を優先したサービス・施設内容のホテル

カジュアル サービス・施設内容は最低限のホテル

グレード ホテル名 グレード ホテル名

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 フォールズビュー 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(旧マリオット ゲートウェイ 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

オールド ストーン イン

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(旧スカイライン イン)

デイズ イン クリフトン ヒル カジノ
デイズ イン ナイアガラフォールズ　フォールズビュー(旧デイズ
イン フォールズビュー カジノ)

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

フォールズ プラザ ホテル

ホリデイ イン セレクト ナイアガラフォールズ

OAK TOUR ／ゆとり旅
＜海外ホテルリスト＞

弊社では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レポートなどをもとにグレード区別けを行い表示しております

カナダ

ナイアガラフォールズ

ラグジュアリー デラックス

スーペリア スタンダード

エコノミー カジュアル



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ザ リッツ カールトン モントリオール インターコンチネンタル モントリオール

フェアモント ザ クイーン エリザベス オテル ル セン ジェームズ

グランドプラザ モントリオール センターヴィル（クローズ）

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)
デルタ センター ヴィル(クローズ）(旧ラディソン ホテル モントリオール セン
ター)

デルタ ホテルズ バイ マリオット モントリオール(旧デルタ モントリオール)

ホテル オムニ モン ロワイヤル

ホテル ボナバンチュール モントリオール (旧ヒルトン　モントリオール　ボナ
バンチュール)
モントリオール マリオット シャトー シャンプラン(旧マリオット シャトー シャン
プラン)

ル ウェスティン　モントリオール

ル センター シェラトン モントリオール

スーペリア
クオリティ ホテル ダウンタウン（クローズ）(旧ジャーニーズ エン
ド)

スタンダード ラマダ ホテル モントリオール エアポート

クロム ホテル ダウンタウン モントリオール(旧デイズ イン モント
リオール センター ヴィル)

コートヤード マリオット モントリオール（クローズ）

サンドマン ホテル モントリオール ロングイユ

シャトー ベルサイユ（旧シャトー モントリオール）

ノボテル モントリオール センター

ヒルトン ガーデン イン モントリオール センターヴィル

ヒルトン モントリオール/ラバール
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)

フォーポインツ バイ シェラトン モントリオール センターヴィル

ベスト ウエスタン ビル マリー ホテル ＆ スイーツ モントリオール

ホテル エスプレッソ モントリオール(旧デイズ ホテル)

ホテル グーベナー イル シャロン

ホテル グーベルナール モントリオール

ホテル マリタイム プラザ（クローズ）
ホリデイ イン モントリオール センター ヴィル(旧ホリデイ イン セ
レクト モントリオール センター ヴィル)

ホリデイ イン モントリオール ロングイユ

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(旧ル ヌーベル ホテ
ル モントリオール)
ル メリディアン ベルサイユ モントリオール（旧ホテル ベルサイユ
パーク プラザ）

レジデンス イン モントリオール ダウンタウン

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ラグジュアリー デラックス

エクスプローラ ホテル ディスカバリー イン
シャトー　ノヴァ　イエローナイフ

デイズイン ＆ スイーツ イエローナイフ

エコノミー カジュアル

ラグジュアリー デラックス

モントリオール

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)

コースト フレイザー タワー(旧フレイザー タワー スイート ホテ
ル)

エコノミー カジュアル

スーペリア スタンダード

イエローナイフ



ラグジュアリー その国、都市を代表する名門ホテル

デラックス 館内設備が充実し、快適な滞在ができるホテル

スーペリア 安心して宿泊できるコストパフォーマンスの高いホテル

スタンダード 施設や設備は標準的で経済的なホテル

エコノミー 価格を優先したサービス・施設内容のホテル

カジュアル サービス・施設内容は最低限のホテル

グレード ホテル名 グレード ホテル名
JW マリオット イヒラニ リゾート ＆ スパ 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
アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ　コオリナ・ハワイ ヒルトン ハワイアン ビレッジ ワイキキ ビーチ リゾート
ザ カハラ ホテル ＆ リゾート 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
ザ ロイヤル ビーチ タワー　アット ザ　ロイヤル　ハワイアン シェラトン ワイキキ 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 アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾート
トランプ インターナショナル ホテル ワイキキ アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート
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

アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチ アストン ワイキキ ビーチ ホテル
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 アラモアナ ホテル バイ マントラ
ザ モダン ホノルル イリカイ・ホテル・アンド・ラグジュアリー・スイーツ
ザ・レジデンシズ・アット・ワイキキ・ビーチ・タワー ザ　レイロウ　オートグラフ コレクション
タートル ベイ リゾート シェラトン プリンセス カイウラニ ホテル
プライド オブ アメリカ ハイアット プレイス ワイキキ ビーチ
プリンス ワイキキ ヒルトン　ワイキキ　ビーチ
モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート ＆ スパ ルアナ・ワイキキ・ホテル・アンド・スイーツ
ワイキキ ビーチ マリオット リゾート ＆ スパ ロータス ホノルル アット　ダイヤモンド　ヘッド

ワイキキ パーク ホテル
ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー

ア・ジョイ・ホテル アクア アロハ サーフ　ワイキキ
アクア パシフィック モナーク アクア スカイライン アット アイランド コロニー
アストン アット ザ ワイキキ バニアン アクア パームス ワイキキ
アストン ワイキキ サンセット アクア バンブー ワイキキ
オハナ アイランダー ワイキキ アクア ワイキキ ウェーブ
オハナ ワイキキ イースト バイ アウトリガー アクア ワイキキ パール
オハナ ワイキキ マリア バイ　アウトリガー　 アクア・オヒア・ワイキキ
クイーン カピオラニ ホテル アストン ワイキキ サークル ホテル
コートヤード バイ マリオット ワイキキビーチ アストン ワイキキ ビーチサイド ホテル
ダブルツリー バイ　ヒルトン アラナ ワイキキビーチ アンバサダー ホテル ワイキキ
パーク ショア ワイキキ エバ ホテル ワイキキ
ハイアット・セントリック・ワイキキ・ビーチ オハナ ワイキキ ウェスト
ラマダ プラザ ワイキキ オハナ ワイキキ サーフ
ロイヤル ガーデン アット ワイキキ オハナ　ワイキキホブロン
ワイキキ ショア コンドミニアムズ ザ ブレーカーズホテル
ワイキキ リゾート ホテル ベスト ウェスタン プラス ココナッツ ワイキキ ホテル

ホリデイ・イン エクスプレス ワイキキ
ミラマー アット ワイキキ
ロイヤル　クヒオ
ワイキキ ゲートウェイ ホテル
ワイキキ サンド ビラ ホテル
ワイキキ　マリーナ タワー

OAK TOUR

／ゆとり旅

＜海外ホテルリスト＞

弊社では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レポートなどをもとにグレード区別けを行い表示しております

エコノミー カジュアル

ラグジュアリー デラックス

スーペリア スタンダード

ハワイ

ホノルル



グレード ホテル名 グレード ホテル名
ザ リッツ カールトン カパルア
ハイアット リージェンシー マウイ リゾート ＆ スパ
アストン　アット　ザ　ホエラー　オン　カアナパリ　ビーチ
アンダーズ マウイ アット ワイレア リゾート

アストン カアナパリ ショアーズ
ロイヤル ラハイナ リゾート

グレード ホテル名 グレード ホテル名
ラグジュアリー デラックス
スーペリア ヒロ ハワイアン ホテル スタンダード

グランド ナニロア ホテル・ア・ダブルトゥリー・バイ・ヒルトン
ボルケーノ ハウス

グレード ホテル名 グレード ホテル名

グランド ハイアット カウアイ リゾート ＆ スパ シェラトン カウアイ リゾート

ザ セント レジス プリンスヴィル リゾート カウアイ マリオット リゾート

スーペリア
コートヤード バイ マリオット カウアイ リゾート　アット ココ
ナッツ ビーチ
アクア カウアイ ビーチ リゾート

スタンダード
ヒルトン・ガーデン・イン・カウアイ・ワイルア・ベイ(旧アスト
ン・アロハ・ビーチ・ホテル)

キアフナ・プランテーション・リゾート・カウアイ by アウトリ
ガー (旧アウトリガー キアフナ プランテーション)

ホリディ・イン・サンスプリー・リゾート・カウアイ

カウアイ島

ラグジュア
リー

デラックス

エコノミー カジュアル

マウイ島

ハワイ島／ヒロ

ラグジュアリー デラックス

エコノミー カジュアル

スーペリア スタンダード

エコノミー カジュアル


