
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

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 クラウン プラザ ウエスト ハノイ

インターコンチネンタル ハノイ ウエストレイク グランドプラザハノイ

パンパシフィックハノイ シェラトン ハノイ

ヒルトン ハノイ オペラ ソフィテル レジェンド メトロポール ハノイ

ロッテホテルハノイ ハノイ デウー ホテル

プルマン ハノイ

ホテル ニッコー ハノイ

メリアハノイ

VMQホテル BOSSホテル

アーミーホテル アニスホテル

キャピタル ガーデン ホテル ギャラクシーホテル

ザン チュー ホテル ザーバオグランドホテル

サンウェイ ホテル ザーバオパレスホテル

シルクパス サンタバーバラホテル

バオソン インターナショナル ホテル スターキュー

ハノイ インペリアル タンロイホテル

ハノイ ヘリテージ ホテル テイエンタイ

ハノイ ホテル デマントイドⅡホテル

ヒルトンガーデンイン デマントイドホテル

フォーチュナー ホテル ハノイ フラワーホテル

フラワーガーデン ホテル ホアビン

ムンタン　ハノイ ラベルビュー

メリキュール ハノイ ラ ガール

モーベンピック ホテル ハノイ

レイク サイド ホテル

レイク サイド ホテル

アーミー ゲスト ハウス ATSホテル

アセアン インターナショナル ホテル

サニーホテル3

スーパーホテル ハノイ

ナムハイ1 ホテル

ホテル呉竹荘トーニュム84 ハノイ

モン リージェンシー

ロザリザ

グレード ホテル名 グレード ホテル名

フォーシーズンズリゾート　ザ　ナムハイ　ホイアン ホテル ロイヤル ホイアン - Ｍギャラリー バイ ソフィテル

アナンタラ ホイアン リゾート

アレグロ・ホイアン

サンライズプレミアムリゾートホイアン

スイス・ベルホテル・ゴールデンサンドリゾート

パーム ガーデン リゾート ホイ アン

ビクトリア ホイアン ビーチ リゾート ＆ スパ

OAK TOUR

／ゆとり旅

＜海外ホテルリスト＞

ラグジュアリー デラックス

ベトナム社会主義共和国

ハノイ

ホイアン

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

ル・ベラミー・ホイアンリゾート

ホテルアレグロ

ホテル・ロイヤル・ホイアン・Ｍギャラリー・コレクション

ヴィンフン・リゾート

アルマニティ　ホイアン トゥイズオン・ホテル

エンシェント ハウス リゾート ランタン・ホテル

グリーン・ヘブン・ホイアン・リゾート＆スパ

ムオンタンホリデーホイアン

ゴールデン サンド リゾート ＆ スパホイアンベトナム

シルク・マリーナ

タンビン・リバーサイド

ビンフン・エメラルド・リゾート

ビンフン・リバーサイド・ホテル

フーティン ブティック　リゾート＆スパ

ブティック ホイアン リゾート

ホイ アン ヒストリック ホテル

ホイアン グローリー ホテル ＆ スパ

ホイアン・トレイル・リゾート

ホイアン・ビーチリゾート

ホイアン・リバーサイド

ホイアンヒストリック

ムオンタン・ホイアン

メルキュール ホイアン ロイヤル

リトルホイアン・セントラルブティックホテル＆スパ

ロイヤル リバーサイドホイ アンホテル

キムアンホテル

ハイ イェン ホテル

ビン フン 2 ホテル

グレード ホテル名 グレード ホテル名

アナ マンダラ フエ リゾート

インペリアルホテル フエ

インドシンパレス

ラ レジデンス ホテル ＆ スパ

ピルグリミッジ ビレッジ ブティック リゾート＆スパ

センチュリー リバーサイド ホテル フエ

パークビュー ホテル

フェスティバル フエ ホテル

フォン ジャン ホテル リゾート＆スパ

ランドシンヌ (ドン ズオン ホテル)

ムンタン ホリデー　フエ

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

パーク ハイアット サイゴン イースティン グランド ホテル サイゴン

インターコンチネンタル サイゴン エクアトリアル

カラベル ホテル ニューワールド　 サイゴン　ホテル

ザ　レヴェリー　サイゴン ホテル ニッコー サイゴン

シェラトン サイゴン ホテル ＆ タワーズ ホテル マジェスティック

ソフィテル サイゴン プラザ モーベンピックサイゴン

ル メリディアン サイゴン ルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴン

ロッテレジェンド ホテル サイゴン ウィンザー プラザ ホテル　サイゴン

デラックス

デラックス

カジュアル

スーペリア スタンダード

ラグジュアリー デラックス

スタンダード

エコノミー

フエ

ホーチミン

ラグジュアリー

スーペリア

ラグジュアリー

ホイアン



グレード ホテル名 グレード ホテル名

アクアリ　ホテル アジアン ホテル

アジアンルビー アルクアンシェル

ロイヤル ホテル サイゴン エリオス ホテル

オスカーサイゴン エンプレス ホテル ホーチミン

グランド ホテル サイゴン オーラック 2 ホテル

コンチネンタル ホテル オーラック ホテル

サイゴンプリンスホテル サイゴン スター ホテル

ザオーシャンビラ シルバーランドイン

センヴィエット ダイ ナム ホテル

タンソンニャット タンハイロン 3

ニューパシフィック タンロンタン ホテル

ノーザンホテル チャンセリー サイゴン オール スイート ホテル

ノーフォーク ホテル ドンカーン ホテル

ノボテルサイゴン ニューエポック ホテル

パークホテル ハイロンホテル

パステル イン サイゴン バンブーグリーンリバーサイド

パラゴンサイゴンホテル ビクトリー ホテル

パレス ホテル フンセン ホテル

ヒルトンガーデンイン ホーセン ホテル

フュージョン スイーツ サイゴン ボン セン アネックス

プルクラ ボン セン ホテル

プルマンサイゴンセンター メイ ホテル

ベイ ホテル ラ ジョリー ホテル アンド スパ

ラマナ ホテル サイゴン ランラン 1 ホテル

レックス ホテル ランラン 2 ホテル

リバーサイド ホテル

リバティ 4

サイゴン ホテル

サオ ホテル

リバティ 2

リバティ 3

アウラクホテル

ユニバース

ティエンタオ

ホアンガン　ホテル

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ビンパール ハロンベイ リゾート アウラック

ウィンダムレジェンド

サイゴン ハロン ホテル

ノボテル ハロン ベイ

パラダイススイーツ

ハロン プラザ ホテル

ムオンタイン

ムオンタンクアンニン

ロイヤルインターナショナルホテル ＆ ビラズ

ロイヤルロータス

エメロード号

オウコー号

ゴールデンクルーズ号

バーヤ号

パラダイス号

ラ・ヴェラ・プレミアム

デラックス

スーペリア スタンダード

ハロン湾

ホーチミン

カジュアル

ラグジュアリー

エコノミー



グレード ホテル名 グレード ホテル名

スターシティ・ハロンベイ・ホテル アセアン・ハロン

ハロン・ドリーム グランドハロン

ハロン・パールホテル ハロン１

ハロン・ベイ ハロン３

ハロン・ロイヤル バイトー号

ヘリテージ

ミスリン

イメージハロン号

ハイロン・ジャンク船

エコノミー BMC カジュアル

ダナン

グレード ホテル名 グレード ホテル名

インターコンチネンタルダナン　サンペニンシュラ　リゾート

フュージョンマイア ダナン　リゾート

グランヴィリオ オーシャン リゾート

フォーポイントバイシェラトン ダナン

フラマヴィラズダナン

プレミアビレッジ

ヴィンパールコンドテル リバーフロント ダナン アラカルト ダナン ビーチ

クラウンプラザ ダナン ヴァンダホテル

メリアダナン オララニ リゾート＆コンドテル

グランドメルキュールダナンホテル(旧メルキュールダナン) グランドトゥーラン

ザオーシャンビラ サイゴン トゥーラン

シェラトン グランド ダナン リゾート サムディホテル

ナマンリトリート ステイホテル(旧ノーザン ホテル ダ ナン)

ノボテル ダナン プレミア ハンリバー センタラ サンデービーチリゾート ダナン

ハイアット リージェンシー ダナン リゾート アンド スパ ダイヤモンド　シー

ビンパール ラグジュアリーダナン(旧ビンパール ダナンリゾート

＆ヴィラ)
バク ダン ホテル

ホテルグランビリオシティ バンブー グリーン セントラル ホテル

フラマ リゾート ダナン フォーポイントバイシェラトン ダナン

プルクラリゾートダナン フォン ドン ホテル (オリエント ホテル)

プルマン　ダナン　ビーチリゾート フュージョンスイーツダナンビーチ

ベルメゾン パロサント　ダナン

ホリデイビーチダナン

ムンタン グランド ダナン ホテル

ムンタン ラグジュアリーダナン

ライズマウント リゾート

ロイヤル ホテル

ロイヤル ロータス ホテル

カイホテル

グランド サンライズ 3

ザ・ブロッサム・シティ・ホテル

サンリバーホテル

シーキャッスル2ホテル(旧サンDC)

ダナンペトロホテル

バンブーグリーンリバーサイド

スタンダード

スタンダード

ハロン湾

スーペリア

ラグジュア

リー
デラックス

スーペリア

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

アマンサラ アナンタラアンコールリゾート＆スパ

アンコール パレス リゾート＆スパ パシフィック ホテル&スパ

ソフィテル アンコール ポキットラー ゴルフ ＆ スパ リゾート アンコール センチュリー リゾート ＆ スパ

ソカ アンコール リゾート アンコール ミラクル リゾート ＆ スパ

ル メリディアン アンコール ホテル ロータスリゾート＆スパ

ラッフルズ グランド ホテルダンコール プーム バイタン

ホテル ドゥ ラ ぺ

プリンス ドゥ アンコール

シンタマニ シャック アンコール

ソカライ　アンコール　ヴィラ　リゾート

ロイヤル アンコール リゾート

ビクトリア アンコール ホテル アンコール パラダイス ホテル

パークハイアット　シェムリアップ アンコール ホテル

ボレイ アンコール リゾート ＆ スパ エンプレス アンコール ホテル

ラ レジデンス ドゥ アンコール カサ アンコールホテル

パークハイアット　シェムリアップ ケマラ アンコール ホテル

ゴルディアナ アンコール

シティ アンコール ホテル

アンコールホリデー　ホテル

ストゥン シェムリアップ ホテル

ソマデヴィ アンコール ホテル ＆ スパ

タラ アンコールホテル

プリヤカーン

ロイヤル ベイ イン アンコール リゾート

アンコール ウェイ ホテル クロマー ヤマト ゲスト ハウス

モノリーチ アンコール ホテル

サリナ ホテル

シティ リバー ホテル

タ プローム ホテル

トレジャー・オアシス・ホテル

フリーダム ホテル

プルム バイヨン ホテル

ボパ アンコール

ロイヤルエンパイア　ホテル

モノリーチ アンコール ホテル

ラグジュアリー

スーペリア

エコノミー カジュアル

カンボジア王国

シェムリアップ

デラックス

スタンダード



グレード ホテル名 グレード ホテル名

アナンタラ サイアム バンコク ホテル JW マリオット ホテル バンコク

ザ スコータイ バンコク W バンコク ホテル

ザ セントレジス バンコク イースターン アンド オリエンタル エキスプレス

ザ・ペニンシュラバンコク アナンタラ バンコク サトーン

サイアム ケンピンスキー ホテル バンコク エンポリアム スイート

シャングリ ラ ホテル バンコク アナンタラ バンコク リバーサイド リゾート ＆ スパ

マンダリン オリエンタル バンコク クラウンプラザ バンコク ルンピニパーク

インターコンチネンタル バンコク コンラッド バンコク

ザ ウェスティン グランデ スクンビット ザ アテネホテル

オークラ プレステージ バンコク センタラ グランド アット セントラル ワールド

グランド ハイアット エラワン バンコク ソ ソフィテル バンコク

シェラトン グランデ スクンビット ソフィテル・バンコク・スクンビット

シャングリ ラ ホテル バンコク デュシタニ　バンコク

バンコク　マリオット　ホテル　スクンビット

ハンサーバンコク

バンヤンツリー・バンコク

フア　チャーン　ヘリテージ　ホテル

メイフェアー バンコク - マリオット エグゼクティブ アパートメント

メトロポリタン バンコク

ロイヤル オーキッド シェラトン ホテル アンド タワーズ

レンブラントホテル

S31 スクンビット ホテル V レジデンス ホテル アンド サービス アパートメント

アスコット　サートン　バンコク アヴァニ アトリウム バンコク

アデルフィ グランデ バンコク アヴァニ リバーサイド バンコク ホテル

アデルフィ　スイート　バンコク アノーマ　ホテル　バンコク

アナンタラ バーン ラチャプラソン サービス スイート アマラバンコクホテル

スイスホテル ナイラートパークバンコク アマリ ブールバード ホテル

スイソテル ル コンコルド バンコク アマンタ ホテルズ アンド レジデンス ラチャダ

アマリ ウォーターゲイト ホテル アリストン　ホテル　バンコク

アマリ ドン ムアン エアポート ホテル アロフト　バンコク　スクンビット11

アマリ　レジデンス　バンコク イースティン グランドホテル サトーン

イエロー リボン ヒルズ イースティン ホテル マッカサン バンコク

ヴィ　ホテル　バンコク インドラ リージェント ホテル

エバーグリーン プレイス バンコク ザ フォー ウィングス ホテル バンコク

エバーグリーン ローレル ホテル エイタス・バンコク

オークウッド　アパートメント　トリリアント　スクンビット18　バンコク エイタス・ルンピニ

オークウッド　レジデンス　スクンビット　トンロ―　バンコク エイタス・レジデンス

オムニタワー エフエックス ホテル マッカサン

ウィンザー スイーツ＆コンベンション ギャレリア 10 ホテル バンコク

グランデ センター ポイント スクンビット 55 キングストン　スイーツ

グランド センターポイント ラチャダムリ グランド イン カム ホテル

グランド プレジデント グランド スクンビット ホテル バンコク

ケープハウス サービス アパートメント グランド センター ポイント ホテル プルンチット 

コートヤード バイ マリオット バンコク グランド　ダイアモンド　スイート

ゴールデン チューリップ ソヴェリン ホテル バンコク グランド　タワーイン　スクンビット55

ゴールデン チューリップ マンディソン スイート グランド チャイナ プリンセス ホテル バンコク

ザ グランド アユタヤ ホテル バンコク グランド メルキュール バンコク アソーク レジデンス

ザ デイビス バンコク グランド メルキュール フォーチュン バンコク

ザ ユージニア グランドセンターポイント ホテル　ターミナル２１

ザ ランドマーク バンコク ザ エメラルド ホテル

ザ リット バンコク ホテル ザ スコソン バンコク

シリ　サートン　ア　ビューフォート　サービス　レジデンス ザ ゼニス スクンビット ホテル

ザ ツイン タワーズ ホテル バンコク

タイ王国

スーペリア スタンダード

デラックスラグジュアリー

バンコク



グレード ホテル名 グレード ホテル名

センター ポイント プラトゥーナム ザ モンティエン ホテル バンコク

センタラ グランド アット セントラルプラザ ラプラオ バンコク サートン グレイス サービス レジデンス

タワー クラブ アット ルブア サイアム アット サイアム デザイン ホテル ＆ スパ

チャトリウム ホテル リバーサイド サイアム ソシエティ ホテル アンド リゾート

チャトリウム レジデンス サトーン バンコク サマーセット スクンビット トンロー バンコク

デュシタニ　バンコク サマーセット パーク スアンプルー バンコク

デュシット プリンセス シーナカリン サマーセット レイク ポイント バンコク

テンフェイス バンコク ホテル シー サン サンド リゾート ＆ スパ

ノースゲート　ラチャヨーティン　サービスアパートメント シーロム　セリーン

バンコク マリオット マーキス クイーンズ パーク シタディン スクンビット11

ヒルトン スクンビット バンコク シタディン スクンビット16

プルマン バンコク キング パワー シタディン スクンビット23

プルマン バンコク グランデ スクンビット シタディン バンコク スクンビット8

プルマン バンコク ホテル ジー シバテル　バンコク

フレザー スイート スクンビット ジャスミン シティ ホテル

フレザー　プレイス　ランスアン シャトー デ バンコク

ホテル ミューズ バンコク ラングスアン シャンハイ マンション バンコク ホテル

ホリデイ イン シーロム バンコク シルク　バンコク

マリオット エグゼクティブ アパートメント スクンビット パーク センター ポイント サラデーン

ミラクル グランド コンベンション ホテル センター ポイント シーロム

ミレニアム ヒルトン バンコク センター ポイント スクンビット ソイ10

ラディソン・ブルー・プラザ・ホテル・バンコク センターポイント スクンビット トンロ―

ラマダ　ホテル　スイート センターポイントホテル チットロム

ル メリディアン バンコク センチュリー パーク ホテル

ルネッサンス バンコク ラチャプラソン ホテル タイパン ホテル バンコク

ルメリディアン・スワンナプーム，バンコク ゴルフリゾート＆スパ タンタワン プレイス

チャオプラヤー パーク ホテル

トリプル トゥー シーロム

ナチュラル ビレ エグゼクティブ レジデンス

ナライ ホテル

ノボテル スワンナプーム エアポート

ノボテル　バンコク　インパクト

ノボテル バンコク オン サイアム スクエア

ノボテル　バンコク　バンナー

ノボテル　バンコク　フェニックス　シーロム

ノボテル　バンコク　フェニックス　プロンチット

ノボテル　バンコク　プラチナム

パーク　プラザ　スクンビット　ホテル

パーク　プラザ　バンコク　ソイ18

バイヨーク スカイ ホテル

バディ ロッジ

パトゥムワン プリンセス ホテル

バンコク　ホテル　ロータス　スクンビット

バンコク マリオット マーキス クイーンズ パーク

バンダラスイートシーロム・バンコク

パンパシフィック サービス スィート

ビバ ガーデン バイ ブリストン

フォーポイント バイ シェラトン バンコク スクンビット15

フラマ エクスクルーシブ アソーク

フラマ シーロム

フラマエクスクルーシブ サートン

フラマエクスクルーシブ スクンビット

プリンストン バンコク

プレジデント　ソリテア

プレジデント パーク サービス アパートメント

プレジデント　パレス　ホテル

ブレス レジデンス

バンコク

スタンダードスーペリア



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ベストウエスタン　プラス　アット　20　スクンビット

ベストウエスタン プレミア アマランス スワンナブーム

ベル　エアープリンセス

ホープランド エグゼクティブ サービスアパートメント

ホテル マンハッタン バンコク

ホリデイ イン エクスプレス サイアム

ホリデイ イン バンコク

マ ドゥ ジ ホテル

マジェスティック グランデ スクンビット

マジェスティック　スイート

マルコ　ホテル

メルキュールバンコクスクンビット11

モード サトーン ホテル

モンティエン リバーサイド ホテル バンコク

ラックス XL

ラディソン　スイート　バンコク　スクンビット

ラマ ガーデンズ ホテル バンコク

ラマダ ディマ ホテル バンコク

リージェンシー パーク

リッチモンド　スタイリッシュ　コンベンションホテル

リバーフロント　レジデンズ　サービスアパートメント

レガシー エクスプレス

ロイヤル プレジデント

BSプレミア　エアポートホテル CH ホテル

S15 スクンビット ホテル アステラ　サートン

S33 スクンビット ホテル ウイン　ロング　プレイス　ホテル　アンド　サービスアパートメント

ＴＫ パレス ホテル アンド コンベンション ウォール ストリート イン バンコク

アイ　レジデンス　ホテル　サートン ウォラブリ スクンビット ホテル アンド リゾート

アイビス バンコク サートン エリザベス ホテル

アイビス　バンコク　ナナ クイーンズ ガーデン リゾート

アイビス　バンコク　リバーサイド グランデ ヴィレ ホテル バンコク

アジア ホテル グレート レジデンス ホテル

アンバサダー ホテル バンコク ザ セントリック ラッチャダー

イム フュージョン スクンビット ザ ヘリテージ ホテル サートン

ヴィエンタイ ホテル ザ ヘリテ－ジ バーン シーロム

ウェル　ホテル　バンコク ザ ユーロ グランデ ホテル

オール　シーズンズ　ゴールド　オーキッド　バンコク ザ ユニコ エクスプレス アット スクンビット

オール　シーズンズ　バンコク　サイアム ザ レジデンス ホテル

オール　シーズンズ　バンコク　ホアマーク サワデー ウエルカム イン

オン8 スクンビット ホテル サワデー カオサン イン

グランド　タワーイン　ラマ6 サワデー スクンビット イン

グランド ピナクル サワデー スクンビット ソイ8

グロウ トリニティ シーロム サワデー スマイル イン

ザ エコテル バンコク サワデー バンコク イン

ザ グランド ビジネス イン サワデー バンランプー イン

ザ サイアム ヘリテージ スイス パーク ホテル

ザ タワナ バンコク チャリーナ プリンセス ホテル

ザ パラッソ ホテル バンコク トンタラ リバービュー ホテル

ザ　リージェント　シーロム バイヨーク ブティック

サチャズ ホテル ウノ パトラ プレイス

サミット パビリオン バンコク バンコク センター ホテル

サリル　ホテル　スクンビット　ソイ　トンロ―1 バンコク パレス ホテル

サリル ホテル スクンビット ソイ8 ビマン イン

シーロム シティ ホテル ファースト ハウス バンコク

スワナ バンコク ホテル フォーラム パーク ホテル バンコク

スーペリア スタンダード

カジュアル

バンコク

エコノミー



グレード ホテル名 グレード ホテル名

セント ジェームス ホテル フローラル　シャイア　リゾート

セントラ　セントラル　ステーション ホワイト パレス バンコク

ダブルツリー・バイ・ヒルトン・スクンビット・バンコク マノーラ ホテル

トラン ホテル ラチャダー リゾート アンド スパ ホテル

ナサ ベガス ホテル ラックス

ナリー ナナ バンコク ラップ ディー バンコク サイアム

ナワラット リゾート ＆ サービス アパートメント ラップ ディー バンコク シーロム

ニュー ワールド シティ ホテル レージェント　スワナプーム　ホテル

バイヨーク スイート ホテル ロイヤル アイボリー ナナ4

バンコク　チャダ　ホテル ロイヤル アジア ロッジ ホテル バンコク

ヒップホテル　バンコク ロイヤル パシフィック ホテル

フォーチュナ　ホテル

プリンス パレス ホテル

ベストウエスタン　メイフェア　スイーツ

ホリデイ イン バンコク スクンビット 22

マイトリアホテル・スクンビット18

マックス ホテル アット ラマ 9 ロード

マンダリン ホテル マネージド バイ センター ポイント

ミスステック プレイス バンコク

メルキュール　バンコク　マッカサン

ラマダプラザ メナム リバーサイド バンコク

ル　フェニックス　スクンビット

レンブラント ホテル

ロイヤル シティ ホテル

ロイヤル ベンジャ ホテル

ロイヤル ホテル バンコク

ロハス レジデンス

グレード ホテル名 グレード ホテル名

137 ピラーズ ハウス アナンタラ チェンマイ　リゾート　アンド　スパ

ダラ デヴィ チェンマイ チェンマイ グランド ビュー

フォーシーズンズ リゾート チェンマイ デュシットD2 ホテル チェンマイ

シャングリ ラ ホテル チェンマイ プリプン ベイビー グランド ブティック ホテル

パンヴィマン チェンマイ スパ リゾート ラチャマンカ ホテル

ラティランナー リバーサイド スパ リゾート チェンマイ

ル メリディアン チェンマイ

U チェンマイ エンプレス ホテル チェンマイ

アウェイ スアンサワン チェンマイ カンタリーヒルズ チェンマイ

アキラ マナー チェンマイ モーベンピック　スリウォン　ホテル

アヤタナ ハムレット アンド スパ チェンマイ フラマ チェンマイ

クンパヤ リゾート ＆ スパ チェンマイ センタラブティックコレクション ポーンピン タワー ホテル チェンマイ

ザ リム チェンマイ ホテル ホリデイ イン チェンマイ

タマリンド ビレッジ ホリデイ ガーデン ホテル アンド リゾート

チェンマイ オーキッド ホテル メルキュール チェンマイ

チェンマイ プラザ ホテル

デナガ　ホテル

デュシット プリンセス チェンマイ

ラリンジンダ ウェルネス スパ リゾート

ドゥアンタワン ホテル チェンマイ

ベランダ チェンマイ ザ ハイ リゾート

ベル ビラ リゾート

カジュアル

チェンマイ

エコノミー

ラグジュアリー デラックス

スーペリア スタンダード

バンコク



グレード ホテル名 グレード ホテル名

アモラ ホテル チェンマイ ザ スモール ホテル

インペリアル メー ピン ホテル スター ホテル チェンマイ

オール シーズンズ チェンマイ ホテル タリン ホテル

ザ パーク ホテル

チェンマイ ヒル 2000 ホテル

ランナー パレス 2004 ホテル

ロータス ホテル パンスアンケーオ

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

ウォラブリ アヨタヤ コンベンション リゾート アユタヤ グランド ホテル

クルンシー リバー ホテル

カンタリー ホテル アユタヤ

ウトン イン

アヨタヤ ホテル

グレード ホテル名 グレード ホテル名

アマヌサ W リトリート ＆ スパ バリ - スミニャック

アマンキラ アナンタラ スミニャック リゾート ＆ スパ バリ

アヤナリゾート＆スパ バリ アヤナリゾート＆スパ バリ

アリラ ヴィラズ ウルワツ アラムヴィラ

カユマニス ヌサドゥア アリラスミニャックバリ

ザ セントレジス バリ リゾート アヨディア リゾート　バリ

ザ バレ オーシャンブルー ホテル

ザ ムリア カムエラ ビラス スミニャック

ザ レギャン バリ カユマニス プライベート エステート アット ジンバラン

ザ・クラブアットザ・レギャン グランド　ニッコー バリ

ザヴィラズアットアヤナリゾートバリ グランドハイアットバリ

ジ オベロイ バリ コンラッド バリ

ティルタ ルフール ウルワツ ザ クンジャ ヴィラ スパ

フォーシーズンズ リゾート バリ アット ジンバラン ベイ ザ サマヤ スミニャック

ブルガリリゾート バリ
ザ ラグーナ ラグジュアリー コレクション リゾート＆スパ ヌサ

ドゥア

ムリア ヴィラス ムリア リゾート

インターコンチネンタル バリ リゾート レジャルダンブティックヴィラ

ザ リッツカールトン バリ レジャルダンブティックヴィラ

ザ　ロイヤル　サントリアン ザ・バリカーマ　ア・ビーチ　リゾート＆スパ

ザ ロイヤル ビーチ スミニャック バリ サン アイランド ビラズ＆ スパ スミニャック

ジ ウリン ヴィラス アンド スパ

ジ エリシアン

スーリーバリ

セントサ プライベートヴィラ アンド スパ バリ

ソフィテル バリ ヌサドゥア ビーチ リゾート

パンパシフィック ニルワナ バリ リゾート

バンヤン ツリー ウンガサン

ヒルトンバリリゾート

フェアモント・サヌールビーチ　バリ　(旧リージェント・サヌー

ル)

プラダ ヴィラ スミニャック

デンパサール（バリ島）

デラックス

インドネシア共和国

チェンマイ

アユタヤ

ラグジュア

リー

エコノミー カジュアル

エコノミー カジュアル

スーペリア スタンダード



グレード ホテル名 グレード ホテル名

アウトリガー オーシャン バリ アイズ・スミニャック

アナンタラ バリ ウルワツ リゾート＆スパ アストン クタ ホテル ＆ レジデンス

アベル・ヴィラス(旧ザ・アラデア・ヴィラス) アンナヤリゾーツクタ

ル メリディアン バリ ジンバラン インナ グランド バリ ビーチ

アラヤデダウンクタ ウォーターマーク ホテル & スパ バリ

アルテミス ヴィラ＆ホテル クタ パラディソ

ヴィラ アイル バリ ブティック リゾート＆スパ クラブ バリ ミラージュ

ヴィラ スミニャック エステート スパ クラブ メッド

ウェスティン リゾート ヌサドゥア バリ コートヤード バイ マリオット バリ ヌサドゥア

カタママ ザ ヘイブン スミニャック バリ

グッドウェイ ホテルズ＆リゾート ヌサドゥア サヌール パラダイス プラザ ホテル

グランド　アストン バリ ビーチ リゾート ＆ スパ(旧アストン

バリ ビーチ リゾート ＆ スパ)
サヌール パラダイス プラザ ホテル＆ スイート

グランド バリサニ スイート サントリアン ビーチ

グランド ミラージュ リゾート バリ スイス ベルリゾート　ワトゥ　ジンバー サヌール

ザ アマラ スイスベルホテル セガラ

ザ ヴィラス バリ ホテル＆スパ ダッシュ　ホテル　スミニャック

ザ カヤナ バリ ダイナスティ リゾート

ザ サンディー パラ(旧クプクプ バロン ビーチ リゾート) バリ トロピック リゾート ＆ スパ

ザ・ジャバナ(旧シルク プライベートレジデンス クロボカン バ

リ)
バリ マンディラ ビーチリゾート ＆ スパ

サヌール ビーチ ビー ヴィラ

ジ アヒムサ ビーチ ホテル サンティカビーチ バリ

シェラトン バリ クタ リゾート ホリデイ イン リゾート バルーナ バリ

ジンバラン プリ バリ ホリデーイン リゾート バリ べノア

ディシニ ラグジュアリー・スパ・ヴィラス マラ リバー サファリ ロッジ

デサムダ ビレッジ メルキュール クタ バリ

ヌサドゥア ビーチ ホテル ＆ スパ ラマダ ビンタン バリ リゾート

ノボテル バリ ヌサドゥア ラマダ リゾート チャマキラ バリ

ノボテル バリ ベノア ラマダ リゾート ベノア バリ

ハード ロック ホテル バリ リサタ バリ リゾート ＆ スパ

パドマ リゾート レギャン レギャン ビーチ ホテル
パトラ　ジャサ　バリ　リゾート＆ヴィラス(旧ザ パトラ バリ リゾート ＆ ヴィラ)

バリ ハイアット

プルマン　バリ　レギャン　ビーチ

ホテルインディゴバリスミニャックビーチ

マカ ヴィラス ＆ スパ

マヤ サヌール リゾート＆スパ

マヤ サヤン プール ビラ ＆ バー

メリア バリ インドネシア(旧メリア・バリ・ヴィラ＆スパ　リゾー

ト)

メリア ベノア オール インクルーシブ リゾート バリ

モーベンピックリゾート＆スパジンバランバリ

リンバ ジンバラン バリ by アヤナ

アストンチャングービーチリゾート アマリス ホテル バイ サンティカ

アディ ダルマ コテージ クタ ビーチ クラブ

アディ ダルマ ホテル クタ ラグーン リゾート ＆ プールヴィラ

イビス　スタイルズ　バリ　ベノア グランドマスホテルズ アット スミニャック

オール シーズンズ リゾート レギャン バリ ザ　ベネ　クタ　バリ

クエスト ホテル クタ バイ アストン サリ スガラ リゾート ビラ ＆ スパ

クタ シービュー ブティック リゾート＆スパ(旧クタ シービュー コテージ) パームビーチ ホテル

グランド クタ ホテル ＆ レジデンス バリ バンガロー

ザ ONE レギャンバリ バリサニ パドマ ホテル

ザ グランド イスタナ ラマ ホテル バリマタハリホテル

ジ オアシス ブティック ビーチ リゾート ブノア ビラリシ ホテル ＆ レストラン

ジャヤカルタ バリ フェイブホテル ウマラス バリ

スイスべルイン　レギャン フェイブホテル サンセット スミニャック

カジュアル エコノミー

デンパサール（バリ島）

スーペリア スタンダード



グレード ホテル名 グレード ホテル名

スイスベルホテル　トゥバン　クタ フェイブホテルクタ・カルティカプラザ

スイスベルホテル　ペティテンゲット フォーティーン ローゼス ビーチ ホテル

ネオスミニャックペテイテンゲットホテル プリメラ ホテル スミニャック

ネオプラス　クタ　レギャン-バリ マタハリ バンガロー

ハーパークタバリ レギャン ヴィレッジ ホテル

バリ ラニ ホテル

バリガーデン ビーチ リゾート

ハリス リゾート クタ バリ

ヒルトンガーデンイン

プルマタクタホテル　バイ　プラサンティ

メルキュール バリ レギャン

メルキュールバリ ヌサドゥア

ラマ ビーチ リゾート ＆ ビラ

ラマヤナ リゾート ＆ スパ

レギャン パラディソ

グレード ホテル名 グレード ホテル名

アマンジウォ シェラトン・ムスティカ・ジョグジャカルタ・リゾート&スパ

ハイアット リージェンシー ジョグジャカルタ メリア プロサニ ホテル

グランド クオリティ ホテル ジョグジャカルタ アンバルクモ パレス ホテル

サラスワティ ボロブドゥール インナ ガルーダ

グランド アストン ジョクジャカルタ ホテル＆コンベンションセン

ター

ザ フェニックス ホテル ジョグジャカルタ

ジョグジャカルタ プラザ ホテル

ノボテル ジョグジャカルタ

イビス マリオボロ ジョグジャカルタ

ザ1O1ジョグジャカルタトゥグ

ジャヤカルタ ジョグジャカルタ

ホテル サヒド ラヤ ジョクジャカルタ

ホテル サフィール ジョグジャカルタ

ホテル マリオボロ ムティアラ ジョグジャカルタ

カジュアル エコノミー

フェイブ　ホテル　クスマネガラ　ジョクジャカルタ

ジョグジャカルタ

スーペリア スタンダード

カジュアル エコノミー

ラグジュア

リー
デラックス

デンパサール（バリ島）



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ガバナーズ レジデンス セドナ ホテル ヤンゴン

ザ　ストランド　ホテル ノボテルホテル&リゾート　ヤンゴン　マックス

パークロイヤルホテル ヤンゴン

ホテル　シュエピーター

メリア ヤンゴン

ロッテホテル ヤンゴン

スーレー シャングリ ラ ホテル ヤンゴン

セドナ ホテル ヤンゴン

チャトリウム ホテル ロイヤル レイク ヤンゴン

パンパシフィック　ヤンゴン

スカイスター イビススタイルズ　ヤンゴンスタジアム

インヤ レイク ホテル セントラル ホテル

ビンテージ　ラグジュアリー　ヨット ホテル エレガント ピータヤーホテル

ローズガーデン カディアウンホテル

サミット パークビュー ホテル ザ ナワラット ホテル

サマーダ ホテル

トーウィンガーデンホテル

シーズンズオブヤンゴンホテル

タジンガーデン

ベストウエスタン グリーンヒル　ホテル

ミヤ エク ニョ ロイヤル ホテル

ユザナ ガーデン ホテル

リノホテル

フローラルブリーズホテル

アルファ ホテル

グランドユナイテッド 21ダウンタウン

グランドユナイテッドホテル　アーローン

クローバーシティーセンターホテル

ニューエイヤー　ホテル

パノラマホテル

ホテルヤンゴン

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

チャイトー ホテル（山頂）

ヨーヨーレイホテル（山頂）

ゴールデン ロック ホテル

マウンテン トップ ホテル（山頂）

エタ二ティホテル

スーペリア スタンダード

カジュアル エコノミー

チャイティーヨー

ミャンマー連邦共和国(旧ビルマ連邦)

ヤンゴン

ラグジュアリー デラックス

スーペリア スタンダード

カジュアル エコノミー



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ザ フラトン ベイ ホテル シンガポール インターコンチネンタル シンガポール

ザ フラトン ホテル シンガポール グランド コプソーン ウォーターフロント シンガポール

ザ リッツ カールトン ミレニア シンガポール ホテルジェンオーチャードゲートウェイシンガポール

シャングリ ラ ホテル シンガポール グランドパークオーチャード

フォーシーズンズホテル シンガポール コンコルド ホテル シンガポール

ラッフルズ シンガポール スイソテル ザ スタンフォード

グッドウッド パーク ホテル シンガポール マンダリン オーチャード シンガポール

セント レジス シンガポール(旧セント レジス ホテル ＆ レジデンス) コンラッド センテニアル シンガポール

JWマリオットホテル・シンガポール・サウスビーチ リージェント シンガポール ア フォーシーズンズ ホテル

エクアリアスホテル M ホテル シンガポール

ザ　ウェスティン　シンガポール マンダリン オリエンタル シンガポール

ザ サウスビーチ マリーナベイ・サンズ

ソフィテル　シンガポール　シティセンター シャングリ ラ ホテル シンガポール

マリーナ マンダリン シンガポール アマラ シンガポール

アンダーズ　シンガポール オアシア ホテル ダウンタウン

ロイヤル プラザ オン スコッツ
オーチャード ランデブー ホテル シンガポール(旧オーチャード パレー

ド ホテル シンガポール)

オアシア ホテル シンガポール カールトン ホテル シンガポール

オーチャード ホテル シンガポール カールトンシティホテルシンガポール

クラウンプラザ ホテル チャンギエアポート グランドパーク シティホール

シャングリラ ラサ セントーサ リゾート シンガポール コートヤード　バイ　マリオット　シンガポール ノベナ

パン パシフィック オーチャード ザ エリザベス シンガポール

パン パシフィック シンガポール スイスホテル マーチャントコート

ヒルトン シンガポール チャンギ ビレッジ ホテル

スタークルーズ ヴァーゴ ドーセットシンガポール

スタークルーズ リブラ ノボテル クラーク キー シンガポール

フェアモント シンガポール パークロイヤル オン キッチナーロード

パークロイヤル オン ビーチ ロード

ビレッジホテル ブギス

フォーポインツ バイ シェラトン シンガポール リバービュー(旧リバー

ビュー ホテル シンガポール)

フラマ シティセンター シンガポール

フラマ リバーフロント シンガポール

ホテル ジェン タングリン　シンガポール バイ　シャングリラ

ホテル ランデブー シンガポール

ヨークホテル シンガポール

ラマダ バイ ウィンダム シンガポール アット ゾンシャンパーク（旧ラマ

ダ シンガポール アット ゾンシャンパーク）

Vホテル ラベンダー YWCA フォートカニングロッジ

イビスシンガポールベンクーレン コスタ サンズ リゾート

クオリティ ホテル マーロウ バリューホテル　トムソン

コプソーン オーキッド ホテル シンガポール ホテル 81 ディクソン

コプソーン キングス ホテル シンガポール

ザ シーケア ホテル

デイズ ホテル バイ ウィンダム シンガポール アット ゾンシャンパーク

ナウミ ホテル

ビレッジホテル アルバートコート

ビレッジホテル ブギス

ペニンシュラ エクセルシオール ホテル

ホテル イビス シンガポール オン ベンクーレン

ホテル グランド パシフィック

ホテル ミラマー シンガポール

ホテル ロイヤル

メルキュール シンガポール ブギス

ヨーテル　シンガポール

リンク ホテル

ラグジュアリー デラックス

スーペリア スタンダード

カジュアル エコノミー

シンガポール

シンガポール共和国



グレード ホテル名 グレード ホテル名

カルコサ スリ ネガラ　クアラルンプール JW マリオット ホテル クアラルンプール

グランド ハイアット クアラルンプール W　クアラルンプール

バンヤンツリー　クアラルンプール
インターコンチネンタル クアラルンプール(旧ニッコークアラル
ンプール)

フォーシーズンズ　ホテル　クアラルンプール クラウンプラザ ムティアラ クアラルンプール

マンダリン オリエンタル クアラルンプール ザ ウェスティン クアラルンプール

シャングリ ラ ホテル クアラルンプール
ザ クラブ サウジャナ リゾート(旧ザ サウジャナ ホテル クアラ
ルンプール)

パレス オフ ザ ゴールデン ホーセス ルマ　ホテル　アンド　レジデンシズ

ザ リッツ カールトン クアラルンプール
ザ・マジェスティック・ホテル・クアラルンプール、オートグラフ
コレクション

E ＆ Oレジデンス サンウェイ リゾート ホテル アンド スパ

シェラトン インペリアル クアラルンプール

セントレジス　クアラルンプール

ヒルトン クアラルンプール

ルネッサンス クアラルンプール ホテル

フレーザー　レジデンス　クアラルンプール アンバサダー ロウ サービス スイト バイー ランソン プレイス

Gタワーホテル オアシア　スィーツ　クアラルンプール

PNBペルダナ　ホテル＆スィーツ　オン　ザ　パーク クアラル
ンプール(旧ＰNB ダービー パーク クアラルンプール)

グランド シーズンズ ホテル クアラルンプール

アロフト ホテル クアラルンプール セントラル グランド ブルーウェーブ ホテル シャーアラム

インピアナ　ＫＬＣＣ　ホテル
コンコルド イン クアラルンプール インターナショナル エア
ポート

エレメント　クアラルンプール バイ　ウェスティン コンコルド ホテル クアラルンプール

グランド ドーセット スバン ホテル コンコルド ホテル シャーアラム

グランド ミレニアム クアラルンプール
ザ ロイヤル　チュラン ブキッ ビンタン(旧ザ　ロイヤルビンタ
ン　クアラルンプール)

ザ サウジャナ ホテル クアラルンプール シティテル ミッド バレー クアラルンプール

ザ ロイヤル チュラン クアラルンプール スイス ガーデン ホテル クアラルンプール

サマサマホテル, クアラルンプール　インターナショナル　エア
ポート(旧パン パシフィック ホテル クアラルンプール)

ドーセット　クアラルンプール(旧ドーセット　リージェンシー)

サンウェイ プトラ ホテル クアラルンプール ノボテル クアラルンプール シティ センター

スリ パシフィック クアラルンプール ブールバードホテル

ダブルツリー バイ ヒルトン クアラルンプール フラマ　ブキッビンタン

トレーダースホテル クアラルンプール　バイ　シャングリラ ホリデイ イン グレンマリー クアラルンプール

パーク ロイヤル クアラルンプール メリア クアラルンプール

パークロイヤル サービス スィート クアラルンプール

パビリオン ホテル　クアラルンプール　マネージド　バイ　バ
ンヤンツリー

ヒルトン ペタリン ジャヤ

プルマン　クアラルンプール　シティ　センター　ホテル＆レジ
デンス(旧プリンス　ホテル＆レジデンス)

ベルジャヤ タイムズ スクエア ホテル クアラルンプール

ホテル イスタナ クアラルンプール

ホテル　ストライプス　クアラルンプール、オートグラフ コレク
ション

ホテル バンギ プトラジャヤ(旧エクアトリアルバンギ)

マインズ ウェルネス リゾート

パール インターナショナル ホテル

マヤ ホテル クアラルンプール

ミカサ オール スィート ホテル

ル メリディアン クアラルンプール

ルネッサンス クアラルンプール ホテル

キャピトル ホテル クアラルンプール

クオリティ ホテル シティ センター

コーラス ホテル クアラルンプール

ザ フェデラル ホテル クアラルンプール

ダイナスティ ホテル クアラルンプール

ヒルトン ガーデン イン クアラルンプール ジャラン　トゥアンク
アブドルラーマン　サウス
ヒルトン ガーデン イン クアラルンプール ジャラン　トゥアンク
アブドルラーマン　ノース

ホテルソレイル(旧ラディウス インターナショナル)

ホテルロイヤルクアラルンプール

ホリデイイン エクスプレス　クアラルンプール　シティーセン
ター

ラグジュア
リー

デラックス

スーペリア スタンダード

カジュアル エコノミー ノバ ホテル クアラルンプール

マレーシア

クアラルンプール


