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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

グランド ハイライ ホテル (漢来大飯店) ハワードプラザ ホテル カオション (高雄福華大飯店)

シンジューワンホテル　ラブリバー館（西子湾大飯店　愛河館）

HOTEL WO(窩飯店) エバーグリーン ホテル(松柏大飯店)
水京棧國際酒店 グランド ホテル カオシュン (高雄圓山大飯店)
ホテル インディゴ高雄セントラル パーク シャトー デ シン ホテル高雄(翰品酒店高雄)
ホテルコッツィ 高雄中山館 ハンシェン インターナショナル ホテル (寒軒国際大飯店)
君鴻国際酒店スカイタワーホテル(君鴻国際酒店)(旧85 スカイタワー ホテル) ホリデイ ガーデン ホテル (華園大飯店)
高雄アンバサダー ホテル (國賓大飯店) リーズホテル（高雄麗尊酒店）
ジャストスリープ 高雄駅前館（捷絲旅 高雄站前館） キングシップ ホテル (漢王洲際飯店)
ジャストスリープ 高雄中正館（捷絲旅 高雄中正館）
ホテル キングダム (華王大飯店)

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ウェイ ヤット トン マオ グランド ホテル (維悦統茂酒店)
シャングリ ラ ファーイースタンプラザ ホテル 台南（香格里拉台南遠東國際大飯店）

シルクスプレイス台南（台南晶英酒店）

ダイオク ランディス タイナン（台南大億麗緻酒店）

コッツイ台南ホテル(和逸台南西門館)

ホテル・ロイヤル・台南（台南老爺行旅）

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

オークラ プレステージ台北 (大倉久和大飯店) W 台北（台北W飯店）

マンダリン オリエンタル 台北(台北文華東方酒店) ザ グランド ホテル (圓山大飯店)

リージェント台北 (台北晶華酒店) グランドビューリゾート (北投麗禧温泉酒店)

グランド ハイアット タイペイ (台北君悦酒店) グランドメイフルホテル台北（台北美福大飯店)

シェラトン グランド タイペイ ホテル (台北喜來登大飯店) ザ ウェスティン タイペイ (台北威斯汀六福皇宮)
シャングリ ラ ファー イースタン プラザ ホテル タイペイ (香格里拉台北遠東国際大飯店) ハワード プラザ ホテル タイペイ (福華大飯店台北)

台北マリオット・ホテル (台北萬豪酒店) ハンブルハウス台北（台北寒舍艾麗酒店）

日勝生加賀屋国際温泉旅館 シーザーパーク板橋（板橋凱撒大飯店）

ホテル ロイヤル・ニッコー・ タイペイ (台北老爺大酒店) サンワールド ダイナスティ ホテル台北(台北王朝大酒店)

ザ・シャーウッド台北 (台北西華飯店) ル メリディアン タイペイ （台北寒舍艾美酒店）

インペリアルホテル台北 (華国大飯店)

エバーグリーン ローレル タイペイ (長榮桂冠酒店台北)

台北アンバサダー ホテル（台北國賓大飯店） FX ホテル(富驛時尚酒店-台北南京東路館)

キャピタルホテル（台北首都大飯店） U HOTEL（台北有園飯店）

コートヤード・バイ・マリオット台北 (台北六福萬怡酒店) アロフト台北北投(台北北投雅樂軒酒店)

ザ グランド ホテル (圓山大飯店) アンバ台北松山

サンワン レジデンス 台北(神旺商務酒店) アンバ台北西門町(台北西門町意舎)

シーザーパークホテル台北 (台北凱撒大飯店) アンバ台北中山(台北中山意舍酒店)

タイペイ ガーデン ホテル (台北花園大酒店) ブラザーホテル（兄弟大飯店）

パレ デ シン ホテル(君品酒店) ガーラ ホテル (慶泰大飯店)

グロリアプリンスホテル台北（台北華泰王子大飯店） キャピタルホテル松山(首都大飯店松山館)

OAK TOUR

／ゆとり旅 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 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

ラグジュアリー

＜海外ホテルリスト＞

高雄（カオション）

台南（タイナン）

台北（タイペイ）

スーペリア スタンダード

デラックス

台湾

ラグジュアリー デラックス

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

フーロンホテル サンイン (福容大飯店 三鶯) グランド ヴィクトリア ホテル(維多麗亜酒店)

ホテル クォート台北(闊旅館) グロリア プリンス ホテル タイペイ (華泰王子大飯店)

ホテル コッツィ 台北忠孝館（和逸飯店-台北忠孝館） ゴールデン チャイナ ホテル (康華大飯店)

ホテル コッツィ 台北民生館（和逸飯店-台北民生館） コスモスホテル台北 (台北天成大飯店)

ホテル プロバーブズ タイペイ（賦樂旅居） サントス ホテル (三徳大飯店)

マディソン台北(台北慕軒) 力麗哲園商旅-台北（リーリーガーデンホテル-台北）

ミラマーガーデン台北 (美麗信花園酒店) シーザーメトロ・台北(凱達大飯店・台北)

ランディス タイペイ ホテル (亞都麗緻大飯店) シティー スイート ナンシ（城市商旅-台北南西館）

ランディス チャイナ ホテル (陽明山中国麗緻大飯店) シティー スイート ナントウ(城市商旅-台北南東館)

レ スイーツ タイペイ チンチェン (台北商旅慶城館) タイペイ フラトン ホテル イースト (台北馥敦飯店南京館)

レオフーレジデンス （六福居） タイペイ ユナイテッド ホテル (國聯大飯店)

華泰瑞舍（グロリアレジデンス） タイペイシティーホテル（台北城大飯店）

チャム チャム ホテル台北（趣淘漫旅-台北）

パーク タイペイ ホテル (台北美侖大飯店)

ホーム ホテル

ホーム・ホテル・ダーアン（逸寬文旅大安館）

ホテルイントレンディー(麗京棧酒店)

リビエラホテル (台北歐華酒店)

ロイヤルシーズンズホテル タイペイ (皇家季節酒店 台北)

太平洋商務ホテル(太平洋商旅)

台北・ソンネン・ホテル（台北松ねん酒店）

W5 ベストホテル (台北立多精品旅館) VIPホテル (上賓大飯店)

エンペラーホテル（国王大飯店） サンスイ ホテル (山水閣大飯店)

シティー レイク ホテル (麗湖大飯店) シティ ホテル タイペイ (北城大飯店)

ジャストスリープ 台北西門館 (捷絲旅 西門館) ファースト ホテル (第一大飯店)

ジャストスリープ林森館（捷絲旅 林森館） フローラホテル (花華大飯店)

ニューコンチネンタルホテル タイペイ（中源大飯店） メドウ ホテル (蜜都大飯店)

ビーハウス（蜂巣） リライトホテル（儷?商旅）

ホテル サンルート タイペイ (燦路都飯店) レオフーホテル（六福客桟）

ホテル リバービュー タイペイ (豪景大酒店) ワンテルホテル (一楽園大飯店)

メトロホテル（豪爵大飯店） 国光大飯店

ユナイトホテル（統一大飯店） 富順大飯店

リンクワールドホテル (台北世聯商旅) 碧瑶飯店

ロイヤル イン タイペイナンシ(老爺會館　台北南西）

ロイヤルイン 台北林森（老爺會館台北林森）
福泰オレンジビジネスホテル 開封店（福泰桔子商務旅館-開封店）

福泰オレンジビジネスホテル 館前店（福泰桔子商務旅館-館前店）

福泰オレンジビジネスホテル 林森店（福泰桔子商務旅館-林森店）

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ランディス台中ホテル(亜緻大飯店）

ザ スプレンダー タイチュン(台中金典酒店)

台中ウィンザーホテル (裕元花園酒店)

ナショナル ホテル (全国大飯店) アイカサホテル(天成文旅　回行旅)

エバーグリーンローレンホテル台中（長栄桂冠酒店） シティー スイート 台中五権館(城市商旅-台中五権館)

テンパスホテル 台中 (台中永豐棧酒店) タイチュン メゾン デ シンホテル (台中兆品酒店)

プラザ インターナショナル ホテル

パークシティーホテル 台中民権 （成旅晶贊飯店　台中民權）

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

台中（タイチョン）

ラグジュアリー デラックス

台北（タイペイ）

スーペリア スタンダード


