
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

アルマーニ ホテル ミラノ カールトン ホテル バリオーニ

エクセルシオール ホテル ガリア グランド ドゥオモ

ザ ブルガリ ホテル ミラノ グランド ホテル エ デ ミラン

タウンハウス ガレリア ザ ウェスティン パレス ミラノ

パーク ハイアット ミラノ ボスコロ ミラノ

フォー シーズンズ ホテル ミラノ メリア ミラノ　　

ホテル プリンチペ ディ サボイア ロイヤル ガーデン ホテル

IH ホテル ミラノ ロレンテッジョ B＆B ホテル ミラノ サン シーロ

NH グランド ホテル ベルディ IH ホテルズ ミラノ ジョイア

ＮＨ コレクション ミラノ プレジデント NH ミラノ ドゥエ

NH マキアベッリ アート ホテル ナビーリ

NH ミラン ツーリング レオナルド ダ ヴィンチ

アタホテル エクスポ フィエラ アタホテル クアルク ドゥエ レジデンス

ラディソン ブル ホテル ミラノ アタホテル フィエラミラノ

アタホテル コンテッサ ジョランダ アンタレス ホテル アカデミア

アタホテル　ザ　ビッグ アンタレス ホテル ルーベンス

アップタウン パレス アンバシャトーリ

ウーナ ホテル スカンディナビア イデア ホテル ミラノ サン シーロ

ウーナホテル センチュリー イビス カ グランダ

ウナ クサーニ イビス ミラノ マルペンサ アエロポルト ホテル

カーライル ブレラ ウィンザー ホテル ミラノ

カブール ウナ ホテル マルペンサ

クラウン プラザ ミラノ シティ ウナ ホテル メディテラネオ

クラウン プラザ ミラノ マルペンサ エアポート エクセル　3

クラウン プラザ ミラノ リナーテ ゴールデン チューリップ クリヴィス

グランド ビスコンティ パレス コルテ デル ナヴィッリオ

グランド ホテル バローネ ディ サッシ スターホテル ツーリスト

グランドホテル ドゥカ ディ マントヴァ ソペルガ

ザ ハブ ノボテル ミラノ リナーテ アエロポルト

シェラトン ディアナ マジェスティック ヒルトン ガーデンイン マルペンサ(空港)

シェラトン ミラノ マルペンサ エアポート ホテル ＆ コンフェレンス センター ベスト ウェスタン シティ

スターホテル アンダーソン ベスト ウエスタン ホテル ゴールデンマイル ミラノ

スターホテル エコー ベストウエスタン アンタレス ホテル コンコルデ ミラノ

スターホテル ビジネス パレス ホテル イビス チェントロ

スターホテル リッツ ホテル コムトゥール

スターホテル ローザ グランド ホテル ディ カバリエリ

セント ジョン ホテル ナスコ

ダブルツリー バイ ヒルトンホテル ミラノ ホテル ノボテル ミラノ ノルド カ グランダ

ドーリア グランド ホテル ホテル ベルナ　　

ヒルトン ミラノ　 ホテル メディオラヌム

フォー ポインツ バイ シェラトン ミラノ センター ホテルNHミラノ コンコルディア

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

スーペリア スタンダード

イタリア共和国

ミラノ

ラグジュアリー デラックス



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ブルネッレスキ　　 ミルトン

ベスト ウェスタン ホテル ガッレス レオナルド ダ ヴィンチ

ベストウェスタン ホテル カバリエリ デッラ コロナ リッター

ホテル サンピ ミラノ リパモンティレジデンス　

ホテル デ ラ ビレ レ モーラン

ホテル ノボテル ミラノ マルペンサ エアポート レオナルド ダ ヴィンチ

ホテル ル ロビニエ ゴルフ イン ゴルフ

ポリツィアーノ フィエラ

ホリデイ イン ガリバルディ

ミケランジェロ　　

レオナルド・シティセンター

ミラノ マリオット ホテル

アダム ホテル

エクスプレス バイ ホリデイ イン

クリスタッロ

サン カルロ

チェントロ アルベルギエロ オルナート

ミニ　アオスタ

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 メリア ジェノバ

NH コレクション ジェノバ マリーナ コロンブス シー ホテル

クラリオン コレクション ホテル アストリア ジェノバ ノボテル ジェノバ シティ

グランドホテル サボイア ジェノバ ベスト ウェスタン シティ ホール

スターホテル プレジデント

タワー ジェノバ エアポート ホテル＆コンフェレンス センター

ブリストル パレス

ホテル コンチネンタル

ホリディ イン ジェノバ シティ

ホテルＮＨジェノバ チェントロ

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 グリッティ パレス、ア ラグジュアリー コレクション、ベニス JW マリオット ベニス リゾート＆スパ

バウアー パラッツォ オリオン

ベルモンドホテル チプリアーニ ザ ウエスティン エウローパ エ レジーナ

ホテル ダニエリ　 サン クレメンテ パレス ケンピンスキー ベニス

センチュリオン パレス

バウアー パラディオ ホテル ＆ スパ

パラッツォ サンタンジェロ

バリオーニホテル ルナ

ヒルトン モリノ スタッキー ベニス

ボスコロ ベネチア

メトロポール ホテル

ＮＨ コレクション ベネチア パラッツォ バロッチ BW プレミア コレクション CHC コンチネンタル

アイモーリ ドリエンテ アルベルゴ ガバレット＆ドージェ オルセオ

ウナ ホテル ベネチア クラウン プラザ ベニス イースト クアルト ダルティーノ

カナル グランデ パラディオ

スターホテル スプレンディド ベニス パンタロン ホテル

ドゥオード パレス ホテル ベストウェスタン ホテル オリンピア

パレス ボンベッキアーティ ホテル アルレッキーノ

ミラノ

スーペリア スタンダード

スーペリア スタンダード

ヴェネツィア

エコノミー カジュアル

スーペリア スタンダード

ジェノバ

デラックスラグジュアリー



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ベスト ウエスタン プレミア サントエレナ ホテル アンティーケ フィグーレ

ベスト ウエスタン ホテル ボローニャ ホテル ウニベルソ ＆ ノルド

ボスコロ ホテル ベッリーニ ホテル カプリ

ホテル ア ラ コッメディア ホテル ガブリエッリ

ホテル アマデウス ホテル ケッテ

ホテル カ ピサーニ ホテル コンコルディア

ホテル カールトン オン ザ グランド カナル ホテル ジョルジョーネ

ホテル コロンビーナ ホテル パナダ

ホテル サトゥルニア ＆ インターナショナル ホテル ビザンツィオ

ホテル サボイア エ ヨランダ ホテル メアリー

ホテル パパドーポリ ベネチア Mギャラリー バイ ソフィテル ホテル メルキュールベネチア マルゲラ

ホテル パラッツォ ジョバネッリ ＆ グランカナル ホテル モンテカルロ

ホテル プリンチペ ホテル リアルト　

ホテル ベッラ ベネチア マリブラン

ホテル モナコ エ グランド カナル ラ フェニーチェ エ デ アルティステ

ホテル ロンドラ パレス ラ フォルコラ

ホテルアッランジェロ ラックス

ボンベッキアーティ

ロイヤル サン マルコ

ロロロージョ　　　

チューリップ イン スカンジナビア

ホテル アル ソーレ パレス
ホテル トリノ

グレード ホテル名 グレード ホテル名

グランド ホテル サンタ ルチア

グランド ホテル パーカーズ

グランド ホテル ベスビオ

ホテル エクセルシオール

H2C B&Bホテル ナポリ

ウナホテル ナポリ アメリカン ホテル

グランド ホテル オリエンテ アルベルゴ サン ジョルジョ

サンタンジェロ カラバッジョ

スターホテル テルミヌス グランド ホテル ヨーロッパ

ティベリオ パレス サン パオロ

ベスト ウエスタン パラディーソ セリウス ホテル スパ ＆ ビューティ

ホテル マジェスティック ティエンポ

ホテルNHナポリ アンバサダー ベスト ウェスタン スイート & レジデンス ホテル

ルネッサンス ナポリ ホテル メディテラネオ ベスト ウエスタン プラザ

ロイヤル コンチネンタル ホテル ブリタニーク

ホリデイ イン ナポリ

マグリス　ホテル

メルキュール ガリバルディ

メルキュール ナポリ アンジョイーノ チェントロ

モンテスピーナ パーク ホテル

ラマダナポリ

イデアル

イル カドリフォリオ

パレス

ホテル ヌオボ レベッキーノ

ヴェネツィア

スーペリア スタンダード

ナポリ

スーペリア スタンダード

エコノミー カジュアル

ラグジュアリー デラックス

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 セント レジス ローマ アルドロバンディ ビラ ボルゲーゼ

ハスラー ローマ　 アレフ ローマ

ホテル エデン ローマ カバリエリ ザ ウォルドルフ アストリア コレクション

ホテル デ ルッシー グラン メリア ローマ ビッラ アグリッピーナ

グランド ホテル ビア ベネト

グランドホテル デ ラ ミネルバ

ザ ウェスティン エクセルシオール ローマ

スプレンディド ロイヤル

パラッツォ モンテマルティーニ

バリオーニ ホテル レジーナ(

パルコ ディ プリンチピ グランド ホテル ＆ スパ

ポートレート ローマ

ボスコロ エクセードラ ローマ

ホテル ディンギルテッラ

ホテル ベルニーニ ブリストル

ホテル マジェスティック

ホテル ロード バイロン

H10 ローマ チッタ アダージョ シティ アパートホテル ローマ ガーデン

ＩＨ ホテル ローマ Ｚ３ アダージョ シティ アパートホテル ローマ デホン

ＮＨ コレクション ローマ ジュスチニアーノ アメリカン パレス エウル

NH コレクション ローマ チェントロ アリス ガーデン

ＮＨ コレクション ローマ ビットリオ ベネト アルス ホテル　　

アウグスタ ルチッラ パレス アンティコ パラッツォ ロスピリオーズィ

アカデミア アントネーラ(ポメッツア)

ロマニコ パレス ホテル イビス ローマ フィエラ

アテネオ ガーデン パレス エアポート パレス

アルディアティナ パーク ホテル エルジフ パレスホテル

アンバシャトーリ パレス キャンプス X

アンブラ パレス ホテル グランド ホテル エルミタージュ

インターナツィオナーレ グランド ホテル フレミング

インペリアーレ クリストフォロ コロンボ

ウナ ホテル ローマ ザ チャーチ パレス

エンパイヤ パレス ホテル ザ　チャーチ　ビレッジ

カーディナル セント ピーターズ サミット ローマ

クラウン プラザ ローマ セントピーターズ サン レモ　　　　

グランド ホテル ティベリオ サンタ コスタンツァ

グランド ホテル パラティーノ ジオット　　　　　

グランド ホテル パレス ローマ スムース ホテル ローマ テルミニ

グランド ホテル プラザ ダニエラ

グランド ホテル リッツ デ ペトリス　　　

クレリア パレス ホテル デッレ ナツィオーニ

コートヤード ローマ セントラル パーク ノバ ドムスホテル＆スイート

コロンナ パレス ホテル ノボテル ローマ エスト

ザ デューク ホテル パーク ホテル デイ マッシミ

ザ テレグラフ スイーツ パラカビッキ

シェラトン パルコ デ メディチ ローマ ホテル パルク ホテル ジネブラ

シェラトン ローマ ホテル ＆ コンフェレンス センター パルコ ティレノ レジデンス

シャンパーニュ パレス バルセロ アラン パーク

ジョベルティ アート ホテル ベスト ウェスタン ウニベルソ

スターホテル ミケランジェロ ベスト ウエスタン カナダ

スターホテル メトロポール ベスト ウエスタン プレミア ホテル ロイヤル サンティーナ

ソフィテル ローマ ヴィラ ボルゲーゼ ベスト ウエスタン ホテル グローブス ローマ

チチェローネ ホテル ベスト ウェスタン ホテル プレジデント

パーク ホテル ビラ グラッツィオーリ ベスト ウェスタン ローマ トル ベルガータ

スーペリア

ラグジュアリー デラックス

スタンダード

ローマ



グレード ホテル名 グレード ホテル名

パーク ホテル ローマ カシア ペトラ ホテル ＆ レジデンス

パピッロ ホテル ベランブリアーナ　ホテル

ビスコンティ パレス ホテル アトランティコ

ヒルトン ガーデン イン ローマ エアポート ホテル アリストン

ヒルトン ガーデンイン ローマ クラリッジ ホテル アルドブランデスキ

ヒルトン ローマ エアポート ホテル アングロ アメリカーノ

ヒルトンエアポート ホテル カパンネッレ

フォーラム ホテル ガレス

ベスト ウェスタン アールデコ ホテル キング

ベネチア パレス ホテル クラブ ハウス ローマ

ホテル アルテミデ ホテル コロンブス

ホテル アルバーニ ホテル サン マルコ

ホテル ヴィクトリア ローマ ホテル ジェノバ　

ホテル カポ ダフリカ ホテル セレネ ローマ

ホテル サボイ　　 ホテル センター 1

ホテル ジョベルティ ホテル センター 2

ホテル ディ メッリーニ ホテル センター 3

ホテル ディアナ ローマ ルーフ ガーデン ホテル ドミデア

ホテル バルベリーニ ホテル ナポレオン

ホテル バロッコ ホテル ニッツァ　

ホテル ビバリー ヒルズ ホテル ノルド ヌオーバ ローマ

ホテル フィウメ ホテル パトリア

ローマ ミダス ホテル ピネタ パレス

ホテル マッシモ ダゼリオ ホテル プリツェル

ローマ マリオット パーク ホテル ワルムトテル 

ホテル メディテラネオ ホテル プレジデント

ホテル レックス　 ホテル ベネト パレス

ホテル ローマ アウレリア アンティーカ ホテル ポルタ マッジョーレ

ホテルNHローマ ビッラ カルペーニャ ホテル マディソン

ホテルクイリナーレ ホテル ラニエリ

マスカーニ ホテル ホテル リージェンシー

マリオット グランド ホテル フローラ ホテル リージェント

メチェナーテ パルス ホテル ロアシー

メルキュール ローマ ウエスト ホテルインペーロ　

メルキュール ローマ デルタ コロッセオ ホテルエウローパ　

ユーロスター インターナショナル パレス ホリデイ イン ローマ アウレリア

ラ グリッフェ ラグジュアリー ホテル ホリデイ イン ローマ ピサーナ

ラチナム ホリデイ イン ローマ-エウロ パルコ ディ メディチ

ラディソン ブル エス ホテル ローマ マルク アウレリオ

ルードヴィシ パレス ホテル モルガナ　　　　　

ローズ ガーデン パレス リパ ホテル

ロカンダ

エクスプレス バイ ホリデイ イン イースト

コロット

コロナ

ジアダ

セレクト

セレナ

パリオ ビアンコ スイート

バルティック

フラワー ガーデン

エコノミー カジュアル

スタンダードスーペリア

ローマ



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ブレッド

ホテル パレス2000

ミラーニ

モンテカルロ

ラウラ

ルージュ エ ノアール

ロムルス

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ハイアット リージェンシー ニース パレ ド ラ メディテラネ

ル ネグレスコ　　

ＡＣ ホテル ニース イビス スタイルズ ニース ビュー ポート

B4 パーク イビス ニース アエロポート プロムナード ホテル

B4 プラザ イビス バジェット ニース カルフォルニー レンヴァル

NH ニース　　　 ウニベール

スプレンディド ホテル カンパニール ニース アエロポール

ノボテル ニース サントル キリアッド ニース ガール

パーク イン バイ ラディソン ニース エアポート ホテル グノー

ボー リバージュ　 セルボテル

ボスコロ エクセドラ ニース ノボテル ニース エアポート アレナス

ホテル アストン ラ スカーラ ハイパーク ニース

ホテル ウエスト エンド バンドーム

ホテル ウエストミンスター ベスト ウェスタン ニューヨーク

ホテル エリントン ニース センター ホテル アポジア ニース

ホテル ラ ペルーズ ニース ホテル アルベール プルミエ

ホテル　エリントン　ニースセンター

ラディソン ブル ホテル ニース ホテル アンバサダー

ル メリディアン ニース ホテル デュミディ

メルキュールセンターノートルダム ホテル ニース リビエラ

ホテル ボレアル

ホテル マセナ

ホテル ル スクリーブ ニース

ホリデイ イン ニース

メルキュール ニース グリマルディ

メルキュール ニース サントル ノートルダム ホテル

メルキュール ニース ボーリュー シュル メール

メルキュール プロムナード デ ザングレ

レジドーム アパート　ホテル　ニース　プロムナード

イビス センター ノートルダム

エクセルシオール

キリヤード ニース ポート

コントゥ ド ニース

サン ゴタール

ホテル レジャンス

エコノミー カジュアル

ニース

フランス共和国

ラグジュアリー デラックス

ローマ

スーペリア スタンダード

エコノミー カジュアル



アビニヨン

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ド ユーロップ

ラ ミランド　　　

アビニョン グランド ホテル イビス アビニヨン スード

オーベルジュ ド カサーニュ イビス スタイルズ アビニヨン シュッド

オステルリー ル フェブス キリアッド パレ デ パップ

クロワトル サン ルイ ド ロルロージュ

ノボテル アビニヨン サントル ノボテル アビニヨン ノール ホテル

ベスト ウェスタン ラ マニヤナレ ブリストル ホテル

ル プリウレ ボーマニエール ブリット ホテル アビニヨン シュッド ル カランダル

レ ザガサン ベスト　ウエスタン パラドー

レ ボリー ＆ スパ ホテル カンパニル アビニヨン スッド モンファベ ラ クリストル

レジドテル グランド アビニヨン ホテル キリアッド アビニヨン カップ スッド

ノボテル アビニヨン ノール ホテル キリアッド アビニヨン クルティーヌ ガール

メルキュール アビニヨン サントルパレ デ パップ

メルキュール ポン ダビニョン

アコテル コンフォール(ル ポンテ)

イビス アビニヨン センター ガール

ベスト ウエスタン デュ ラバリン

グレード ホテル名 グレード ホテル名

W バルセロナ クラウン プラザ バルセロナ フィラ センター

エウロスターズ グラン マリーナ ホテル クラリス　　　　　

エル パレス ホテル バルセロナ グラン ホテル ラ フロリダ

カサ フステル　　 グランド ホテル セントラル

ホテル アーツ バルセロナ ヒルトン ディアゴナル マール バルセロナ

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

ホテル　オム

マジェスティック　

メリア バルセロナ サリア

メリア バルセロナ スカイ

ルネサンス バルセロナ ホテル

AC ソム　　　　 HCC レジェンテ

AC バルセロナ フォーラム ホテル NH ディアゴナル センター

AC ホテル サン クガット NH バルセロナ エンテンサ

H10 イタカ NH バルセロナ スタジアム

H10 カサノバ　 NH バルセロナ ポディウム

H10 マリーナ バルセロナ ＮＨ　バルセロナ レス　コルツ

HCC オープン NH ポルタ バルセロナ

Ｋ+Ｋ ホテル ピカソ NHベラグア

NH コレクション コンスタンサ アストリア

NH コレクション バルセロナ グラン ホテル カルデロン アパートホテル アテネ

NH サンツ バルセロナ イビス スタイルズ バルセロナ シティ ボガテル ホテル

NH バルセロナ サン ジュスト エクスプレス バイ ホリデイ イン モントメロ (グラノージェルス)

NH バルセロナ セントロ エクスポ バルセロナ

NH バルセロナ デル マール エスペリア サン ジョアン

U232 エスペリア メトロポール

アイレ ホテル カスペ オリエンテ アティラム ホテル

アイレ ホテル グラン ヴィア カタロニア アテナス

アイレ ホテル ロセリョ カタロニア サグラダ　ファミリア

アバ ガーデン カタロニア パーク プテキセット

アバ サンツ ガットラバル

スーペリア スタンダード

スペイン王国

バルセロナ

スーペリア スタンダード

エコノミー

ラグジュアリー デラックス

カジュアル

ラグジュアリー デラックス



グレード ホテル名 グレード ホテル名

アベニダ パレス　 カナル オリンピック

アメリカ カリポリス ヘスペリア (シッチェス)

アレキサンドラ ホテル カンパニール　バルセロナ　シュッド　コルネリャー

イルニオン バルセロナ グラン ホテル レイ ドン ハイメ

エスペリア プレシデンテ コロン

オクシデンタル アテネア マール サノテル アストン

カタロニア アシャンプラ 1864 サノテル セントラル

カタロニア グラン ホテル ベルディー(サバテル) サレス ホテル ペレ ＩＶ

カタロニア ディアゴナル セントロ シルケン サン ジェルバシ ホテル

カタロニア バルセロナ 505 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

カタロニア バルセロナ プラザ ベスト・ウエスタン・ブレミア・ダンテ・ホテル

カタロニア プラザ カタルーニャ ホテル アボット

ギャラリー　　　　 ホテル アラネア バルセロナ

グラン ホテル トレ カタルーニャ ホテル アルファ ヴァジェス(グラノジェルス)

ザ　ゲーツ ディアゴナル バルセロナ ホテル アルファ エアポート

サンシ　ディプタシオ ホテル カレドニアン

シルケン グラン ハバナ ホテル グロリアス

セナトール バルセロナ スパ ホテル ホテル ゴティコ

セルコテル シウタ デ モンカダ ホテル サン タンジェロ

ダービー ホテル トラベロッジ ロスピタレット

トリップ バルセロナ アエロプエルト ホテル フロント マリティム

トリップ バルセロナ アポロ ホテル メディチ

ドン キャンディード (タラーサ) ホテル ロイヤル ランブラス

バルセロ サンツ　 ホテル・イルニオン・アウディトリ

バルセロナ ウニベルサル ホテル・イルニオン・アルミラン

バルセロナ ゲート ホテル・カンパニレ・バルセロナ

ビー ホテル ホリデイ イン エクスプレス バルセロナ サン クガット

ビンチ ビットホテル ホリデイ イン エクスプレス バルセロナ モリンス デ レイ

フロント エア コングレス バルセロナ ホリデイ イン エクスプレス バルセロナシティ 22

ペスターナ アレナ バルセロナ メルキュール バルセロナ コンドール

ホテル HCCサン モリッツ ユーロ ホテル バルセロナ

ホテル SB ディアゴナル セロ ユーロスター クリスタル パレス

ホテル アティカ21 バルセロナ マル ラバル ルームス

ホテル アリマラ　 リアルト

ホテル イカリア バルセロナ

ホテル カタロニア ランブラス

ホテル コンデス デ バルセロナ

ホテル シルケン ランブラス バルセロナ

ホテル トリップ コンダル マール

ホテル バルセロナ センター

ホテル・イルニオン・アート

ホテル・ソフィア・バルセロナ 

ポルタ フィラ

ユーロスター エグゼクティブ

ユーロスター バルベラ パーク

ラファエルホテル バダロナ

ル メリディアン バルセロナ

ＮＨ・バルセロナ・アシャンプラ

イビス バルセロナ メリディアナ

イビス バルセロナ モリンス デ レイ

ウィルソン ブティック ホテル バルセロナ

オアシス

バルセロナ

スーペリア

エコノミー

スタンダード

カジュアル



グレード ホテル名 グレード ホテル名

オスタル　ラミ

ガウディ

カタロニア パーク グエル

コンデスタブレ

バイア オーガスタ

ホテル アウト ホガー バルセロナ

レジデンシア アゴラ

レジデンス セントレ エスプライ

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 ロマンティック ホテル シュバイツァーホフ

アイガーブリック ホテル アルテ ポスト

サンスター ホテル グリンデルワルト アルペンホフ

パークホテル シェーネック サンスーシー

ホテル アイガー　 シャレー カプリス

ホテル クロイツ ウント ポスト シャレー ホテル グレッチャーガルテン

ホテル シュピーネ セントラル ホテル ウォルター

ホテル ベルベデーレ グリンデルワルト ダービー ホテル グリンデルワルト

ホテル＆アパートメント キルヒビュール レジデンス

ベルナーホフ

ホテル グリンデルワルダーホフ

ホテル グレイシャー

ホテル シュタインボック

ホテル ヒルヒェン

ボドミ

ユングフラウ　マウンテンロッジ

レジデンス

ホテル ベラリー

ラウバーホルン

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ラグジュアリー ビクトリア ユングフラウ グランド ホテル & スパ デラックス リンドナー グランド ホテル ボー リバージュ

シラー オーラック カールトン ヨーロッパ ホテル

ステラ インターラーケン シティ ホテル オーベルランド

ドリント ブリュームリスアルプ ベアテンベルク ゼーホテル・ボーニゲン ファミリエン ホーハームース ＆ ブッド

ホテル インターラーケン セントラル コンチネンタル

ホテル クレブス　 ツェントラム アルトス インターラーケン

ホテル デュ ノール ノイハウス ゴルフ ＆ シュトランドホテル

ホテル ロイヤル サン ジョルジュ ベスト ウェスタン ホテル ベルナーホーフ

ホテルメトロポール ホテル アルペンブリック

ホテル ヴァイセツ クロイツ

ホテル クリスタル

ホテル シャレー スイス

ホテル スプレンディッド

ホテル デュ ラック

ホテル トスカーナ

ホテル ヒルシェン

ホテル ベルビュー

ホテル ボー シット

ホテル メルクール

ランドホテル ゴルフ インターラーケン

インターラーケン

スイス連邦

バルセロナ

エコノミー

スーペリア 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

グリンデルワルト

カジュアル



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ホテル ゾンネ

マッテンホーフ リゾート

ツェルマット

グレード ホテル名 グレード ホテル名

グランドホテル ツェルマッターホーフ

ホテル ル プチ セルバン

モン セルバン パレス

リッフェルアルプ リゾート 2222M

アルバトロス　　　 アルテミス

アルペンホテル フルール ド ツェルマット アルプフーベル

アルペンホフ ホテル アンビアンス　　　

アンバサダー ツェルマット エクセルシオール

エデン オリオン

クリスチャニア ホテル アンド スパ カサ　バネッサ

ザイラー ホテルズ モンテ ローザ クルム ホテル ゴルナーグラート

シャレー ホテル ショーネッグ サンスター スタイル ホテル ツェルマット

シュロスホテル ツェルマット シェミネ

スイス アルパイン ホテル アラリン チェザ バレーゼ

タネンホフ パルナス

チュッゲ プリマヴェラ

パークホテル ボーシット ベスト ウエスタン ホテル バタフライ

ベスト ウェスタン アルペン リゾート ホテル ヘミセウス

ベルクホフ ペレン

ホテル アルバナ レアル ホテル アストリア

ホテル アレックス ホテル アドニス

ホテル アンタレス ホテル アドミラル

ホテル シュバイツァーホーフ ホテル アトランタ

ホテル バリッサーホーフ ホテル アリステラ

ホテル ラ ジナベル ホテル アルペンブリック

ホテル レックス ホテル アルペンロイヤル

ホテルアルカ ホテル アンティカ

ホテルゾンネ ツェルマット ホテル イエガーホフ

ホテルナショナル ツェルマット ホテル エリート

ポルックス　　　　 ホテル ガルニ ロマンチカ

ミラボーホテル ツェルマット ホテル　ゴルナーグラート ドーフ

ラ ペルル ホテル コンチネンタル

ホテル スィミ　　

ホテル ブリストル

ホテル ポスト ツェルマット

ホテル ホリデイ ツェルマット

ホテル マッターホルンブリック

ホテル ヨーロッパ スパ

ホテル ラ クロンヌ

ホテル レストラン ダービー

ホテルダニエラ

ホテルメトロポール & スパ

ロマンチック ホテル ユーレン ツェルマット

ホテル アルファ

ホテル カリーナ

インターラーケン

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

エコノミー カジュアル



シャモニー

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

アモー アルベール プルミエ オーベルジュ デュ マノワール ホテル

アルピナ ホテル オーベルジュ ド ラ クロワ ブランシュ

エルミタージュ エ パッカード ターミナル ネージュ レフュージ ドゥ モンタンヴェール

グランド ホテル デ アルプス パルク ホテル スイス

ブティックホテル ル モルガン ホテル グスタビア

ホテル レ ゼグロン ホテル グルメ ＆ イタリー

ホテルメルキュール シャモニー サントル リシュモン

モンブラン ホテル ホテル ラ バレ ブランシェ

ル プリウール ホテル メルキュール シャモニー レ ボッソン

レ バルコン デュ サヴォア

レリオピック ホテル スイート ＆スパ シャモニー

エコノミー カジュアル

スーペリア スタンダード


