◎このホテルリストは、旅行業法で定める取引条件説明書面の一部または旅行契約が締結された際の契約書面の一部となります。

アメリカ

※当社のホテルグレ－ドは、当該都市（地域）内での評価に基づき分別しております。その為、同じグレ－ドのホテルでも他の都市（地域）とサ－ビスや設備等が必ずしも同等ではありません。
※当該都市（地域）において大型博覧会、スポーツ大会、コンベンション、⾒本市等の開催、世界遺産に登録されており中⼼市街地の開発が制限されている場合など特有の事情がある場合、
2018年10月1日～2019年3月31日出発分

都市名

予めパンフレットに記載された代替都市のホテルを手配させていただく場合がございます。

ラグジュアリー（ＬＬ）

スーパーデラックス（Ｌ）

デラックス（Ｓ）
ザ ウェスティンアーリントンゲートウェイ
キーブリッジマリオット
シェラトンペンタゴンシティ

アーリントン

アイダホフォールズ
ザ ウエスティンバックヘッドアトランタ
ザ ウエスティンアトランタエアポート
アトランタ ヒルトンホテル
ハイアットリージェンシーアトランタ
エンバシースイーツ バイ ヒルトン アトランタ アット センティニアル オリンピックパーク

ザ ウエスティン ピーチツリープラザ アトランタ
グランドハイアットアトランタ イン バックヘッド
シェラトンアトランタホテル
アトランタマリオットバックヘッド ホテルアンドカンファレンスセンター
ヒルトン アトランタ エアポート
トュエルブセンテニアルパーク
シェラトンアトランタエアポート

アトランタ

アトランティックシティ

ディズニーグランドカリフォルニアンホテルアンドスパ

ディズニーズ パラダイスピア ホテル
ディズニーランドホテル

ヒルトンアナハイム
アナハイムマリオット
シェラトンパークホテル・アトザアナハイムリゾート
デルタアナハイムガーデングローブ
エンバシースィートバイヒルトンアナハイムサウス
エンバシースイートアナハイムノース
スプリングヒル スイーツ アナハイム メインゲート

アナハイム

スーペリア(Ａ）

スタンダード（Ｂ）

ヒルトンアーリントン

ホリディインアーリントン アットボールストン
ヒルトンクリスタルシティ アットワシントン レーガンナショナルエアポート コンフォートイン
ウェスティンクリスタルシティー（旧：シェラトンクリスタルシティー） ホリデーインロスリン アット キーブリッジ
ルメリディアン アーリントン
ホリデーインナショナルエアポートクリスタルシティー
コートヤードアーリントンクリスタルシティー レーガン ナショナルエアポート
ルネッサンスアーリントン キャピタルビューホテル
クリスタルゲートウェイ マリオット
クリスタルシティマリオット アットレーガン ナショナルエアポート
クラリオンコレクションホテルアーリントンコートスイート
ダブルツリーバイヒルトンホテルワシントンDCクリスタルシティ
コートヤードアーリントンロスリン
コンフォートイン
シャイロイン
ハンプトンインアイダホフォールアットザモール
フェアフィールドイン ＆スイーツ アイダホホールズ
ベストウエスタンプラスコットンツリーイン
ルネッサンス アトランタ ウェーバリーホテル アンド コンベンションセンター インアットザピーチツリーズ アン アセンド ホテルコレクションメンバー
ダブリューアトランタ バックヘッド
ホリディインエクスプレス&スイーツアトランタ
クラウンプラザホテルアトランタ プレミア アット ラビニア
ハンプトンイン アトランタ エアポート
バークレーホテルアトランタダウンタウン（旧クオリティホテルダウンタウンアトランタ）
ヒルトンガーデンインアトランタ ダウンタウン
ヒルトンガーデンインアトランタミッドタウン
トラベロッジ フォレストパークアトランタ サウス
コートヤードアトランタ
ラマダプラザアトランタ キャピタルパークホテル
ダブルツリー バイヒルトン ホテルアトランタ マリエッタ
ホリディインエキスプレスアトランタエアポート カレッジパーク
クラウンプラザ アトランタ ミッドタウン
ベストウエスタンプラスアトランタエアポート イースト
ダブルツリーバイヒルトン ホテル アトランタ・ノースドイット ヒルズ エモリーエリア ハイアットプレイス アトランタ バッグヘッド
ダブルツリー バイヒルトンホテル アトランタ・バッグヘッド
ホリディイン アトランタエアポートノース
ダブルツリーバイヒルトンアトランタダウンタウン
クオリティスイートバックヘッドビレッジ
リージェンシースイートホテル
ハンプトンインアトランタジョージアテックダウンタウン
ホテルインディゴアトランタダウンタウン
アロフトアトランタダウンタウン
ダブルツリースイートバイヒルトンアトランタギャレリア
カントリーイン・アンド・スイート バイカールソン アブセコン ニュージャージー
バリーズ アトランティックシティー
ベイモントイン・アンド・スイート アトランティックシティー マディソンホテル
ハラーズ リゾート アトランティックシティー
シーザーズ アトランティックシティー
コンフォートイン・アンド・スイート
ゴールデンナゲット アトランティックシティー
レッドルーフ イン アンド スイート アトランティックシティー
シェラトンアトランティックシティコンベンションセンターホテル
トロピカーナ カジノ＆リゾートアトランティックシティー
フラトンマリオット アット カリフォルニアステートユニバーシティ
レジデンス イン バイマリオット アナハイム メインゲート
ナッツベリーファームホテル
ホームウッドスイーツバイヒルトンアナハイム メインゲートエリア
ダブルツリーバイヒルトンアナハイムオレンジカウンティー
シェラトンガーデングローブ アナハイムサウス
ダブルツリーバイヒルトンアナハイムリゾートコンベンションセンター
ヒルトンガーデンインアナハイム/ガーデングローブ
アナハイムマジェスティックガーデンホテル
ホテルメナージ
アナベラホテル
ラディソンスイートホテルアナハイムブエナパーク
ダブルツリーバイヒルトンウィッティアーロサンゼルス（旧ラディソンホテルウィッティアー）

ホテル インディゴ アナハイム
コルトーナ イン ＆スイーツ アナハイム リゾート
ハイアットハウス アットアナハイム リゾートコンベンションセンター

ラキンタインアンドスイーツアナハイム
ホリディインアナハイム リゾートエリア
ハワードジョンソンアナハイムホテル&ウォータプレイグラウンド
クラリオンホテルアナハイムリゾート
ホリディインラミラダ
ザ アナハイム ホテル
ベストウエスタンプラスストーバルイン
ラマダプラザ バイウィンダム ガーデングローブ アハナイムサウス
レッドライオンホテルアナハイム リゾート
ラマダ バイウィンダム アナハイムメインゲート ノース
ハンプトンイン＆スイートバイヒルトンアナハイムガーデングローブ
ホリデーインホテル＆スイートアナハイム
クォリティーイン＆スイートアナハイムアットザパーク
ホリディインブエナパーク
ホリデーインアナハイムリゾートエリア
スーパー8 アナハイム ニア ディズニーランド

スプリングヒル スイーツ アナハイム リゾートエリア コンベンションセンター

アラモサ

アルバニーマリオット
コートヤードアルバニーエアポート
ラディソンホテルアルバニー

アルバニー

ヒルトン アレクサンドリア オールドタウン
ヒルトン アレクサンドリア マークセンター
シェラトン スイーツ オールドタウン アレクサンドリア
ザ ウェスティン アレクサンドリア
モヒガンサン

アレキサンドリア
アンキャスビル

コートヤード アレクサンドリア オールドタウン/サウスウエスト
コートヤード アレクサンドリア ペンタゴン サウス
ヒルトンガーデンイン アレクサンドリア オールドタウン キングストリートメトロ

ホリディインエクスプレス アンド スイーツ
ハンプトンインアラモサ
ベストウェスタンアラモサイン
コンフォートイン アンド スイーツアラモサ
スーパーエイトアラモサ
デイズインアラモサ
ヒルトンガーデンイン アルバニーメディカルセンター
コンフォートイン＆スイーツ イーストグリーンブッシュ
ベストウエスタン ソブリン ホテル
ラマダ プラザ アルバニー
ハンプトンイン＆スイーツ アルバニーエアポート
ハンプトンイン＆スイーツ アルバニーダウンタウン
ホリデイイン エクスプレス アルバニー ダウンタウン
ハンプトンインアレキサンドリア オールドタウン
ホリディインアレキサンドリア カーライル
コンフォートイン＆スイーツ
ベストウエスタン マウントバーノン/フォートベルボア

グラントビレッジ（イエローストーン国立公園内）
キャニオンロッジ（イエローストーン国立公園内）
マンモスホットスプリングスホテル（イエローストーン国立公園内）
オールドフェイスフルイン（イエローストーン国立公園内）

イエローストーンロッジ
ホリディインウエストイエローストーン
ステージコーチイン
ケリーインウエストイエローストーンホテル
レイクイエローストーンホテル＆キャビン（イエローストーン国立公園内） ベストウェスタンデザートイン
ベストウェスタンウエストンイン
ディズイン バイウィンダム ウエストイエローストーン
グレイウルフイン＆スィート
イエローストーンパークホテル
イエﾛーストーンウェストゲートホテル
クラブハウスイン ウェストイエローストーン

イエローストーン地区

ベストウエスタンプラスインオブウイリアムズ
ラマダウィリアムズ グランドキャニオンエリア
ハワードジョンソンエクスプレスインウィリアムス
グランドキャニオンレイルウェイホテル
デイズインウィリアムス
マウンテンサイドイン
コンフォートイン ニア グランドキャニオン
グランドキャニオンイン
クオリティ イン ニア グランドキャニオン
トラベロッジ ウィリアムズ グランドキャニオン
スーパー8ウィリアムズイースト
ホリデイインエクスプレススイートウィリアムス
ラキンタインアンドスイートウィリアムスグランドキャニオンエリア
モーテル6 ウィリアムスイースト
モーテル6ウィリアムスウェスト

ウイリアムス

ブランドディン アイロン イン
ワールドマーク ウェスト イエローストーン
スリーベアーロッジ
ホワイト バッファロー ホテル
レインボーホテル
ザレッドガーデンホテルアンドカジノ
ザウエンドーバーナゲットホテルアンドカジノ
クオリティインステートライン
スーパーエイトウエンドーバー
モンテゴベイリゾート
ナイトインウエンドーバー

ウエストイエローストーン

ウェンドーバー

クラウンプラザボストンウォーバーン
コートヤードボストンウォーバーン
ヒルトンボストンウォーバーン

ウォーバーン
ディズニーズ グランドフロリディアンリゾート＆スパ

ウォルトディズニーワールド地区

ディズニーズ ボードウォーク ヴィラ
ディズニーズ ヨットクラブリゾート
ディズニーズ ビーチクラブ ヴィラ
ディズニーズ アニマルキングダム ロッジ
ディズニーズ ポリネシアン ビレッジ リゾート
ウォルトディズニー ワールド スワン＆ドルフィン リゾート
ディズニーズ コンテンポラリーリゾート
ヒルトン オーランド レイクブエナビスタ ディズニースプリングスエリア

ディズニーズ ウィルダネスロッジ
ディズニーズ サラトガスプリングス リゾートアンドスパ
ザキャンプサイト アットディズニーズ フォートウィルダネス
ヒルトンオーランドブエナビスタパレス ディズニースプリングスエリア
ディズニーズ オールドキーウエストリゾート
ディズニーズ ポートオーリンズリゾート リバーサイド
ディズニーズ コロナドスプリングスリゾート
ディズニーズ カリビアンビーチリゾート

ディズニーズ オールスター スポーツ リゾート
ディズニーズ ポップセンチュリーリゾート
Bリゾート＆スパ レイク ブエナ ビスタ
ウィンダムレイクブエナビスタ ディズニースプリングスリゾートエリア
ベストウエスタンレイクブエナビスタ ディズニースプリングスリゾートエリア

ディズニーズ アートオブアニメーションリゾート

ダブルツリースイーツ バイヒルトンホテル オーランド ディズニースプリングスエリア

スタンリーホテル
エステスパーク

エステスパークリゾート
ホテルエステス
シルバームーンイン
ボールダーブルックオンフォールリバー
メリーズレイクロッジ

ザ リッツカールトン オーランド グランデレイクス
ＪＷマリオット オーランド グランデレイクス

ハイアットリージェンシーグランドサイプレス
ロウズポートフィノベイホテル アットユニバーサルオーランド

オーランドワールドセンターマリオット
ルネッサンスオーランド アットシーワールド
カリブロイヤル オールスイート ホテルアンドコンベンション センター
ハイアットプレイス オーランド ユニバーサル
ハイアットリージェンシー オーランド インターナショナルエアポート
ロウズロイヤルパシフィックリゾート アットユニバーサルオーランド
ハードロックホテル オーランド

シェラトンレイクブエナビスタ リゾート
ダブルツリーバイヒルトン ホテルオーランドアット シーワールド
シェラトンビスタナ リゾート ビラ レイク ブエナビスタオーランド
クラウンプラザオーランド ダウンタウン

ベストウエスタンプラスベイサイドホテル
デイズホテル オークランドエアポートコリシアム
クオリティイン
コンフォートイン＆スイーツ
クラリオン イン レイクブエナビスタ
ホリディインエクスプレス アンドスイーツオーランド インターナショナルドライブ

ハンプトンインオーランドレイクブエナビスタ
デルタ オーランド ホテル バイ マリオット レイク ブエナ ビスタ
エンバシースイーツバイヒルトン オーランド レイクブエナビスタ リゾート コートヤード オーランド レイクブエナビスタ インザマリオットビレッジ
エンバシースイーツバイヒルトン ダウンタウン
ホリディイン リゾートオーランド レイクブエナビスタ
フォーポインツバイシェラトン オーランド インターナショナルドライブ ホリディインエクスプレスアンドスイーツ 二アレストユニバーサル
ダブルツリーバイヒルトン ホテルアットザエントランス トウ ユニバーサルオーランド ホリディインエクスプレスアンドスイーツ アクロスフロム ユニバーサル オーランド

クラウンプラザ オーランドユニバーサル
ハイアットプレイス オーランド レイク ブエナ ビスタ
ユニバーサル・カバナ・ベイ・ビーチ・リゾート
ウィンダムリゾート オーランドリゾート
ローゼン イン アット ポワント オーランド
ローゼン プラザ ホテル
カイエンタ

カナブ

キーウェスト

ヒルトンオークランドエアポート
ホリデイインエクスプレス アンドスイーツ オークランドエアポート
ホリデイインホテル&スイーツ オークランドエアポート
オークランドエアポートエクゼクティブホテル（旧レッド ライオン ホテル オークランド インターナショナル エアポート）

オークランド

オーランド

ベストウェスタンプラス・シルバーサドル イン
クオリティーイン
ザ リッジライン ホテル
ロードウェイイン

ハンプトン イン クローセストトウー ユニバーサル オーランド
セレブレーション スイーツ
ハワード ジョンソン エクスプレス イン & スイーツ レイクフロント パーク キシミー

カイエンタモニュメントバレーイン
ウェザーリルイン
ハンプトンインカイエンタ
デイズインアンドスィート カナブ
ホリディインエクスプレス ホテルアンドスイーツ カナブ
ベストウェスタンレッドヒルズ
クオリティイン
アイケンズロッジ
ロードウェイイン
コンフォートスイーツ
ハンプトン イン カナブ

オーシャンズ エッジ キー ウェスト リゾート ホテル & マリーナ
1
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予めパンフレットに記載された代替都市のホテルを手配させていただく場合がございます。

ラグジュアリー（ＬＬ）

スーパーデラックス（Ｌ）

デラックス（Ｓ）

スーペリア(Ａ）

キャメロン

ラマダ キングマン
コンフォートイン キングマン
ハンプトン イン アンド スイーツ キングマン
ベスト ウェスタン プラス キングス イン & スイーツ
ホリデイ・イン エクスプレス ホテル ＆ スイーツ キングマン
ベストウェスタン プラス ウェイファーラーズ イン アンド スイーツ
ラキンタ イン アンド スイーツ

キングマン

ボストンマリオットクインシー（クインシー）
ハイアットプレイスボストン ブレインツリー

クインシー
エルトバーホテル（旧：エルトバロッジ）
グランドキャニオン地区

マスウィックロッジ
カチーナロッジ
ヤバパイロッジ
ブライトエンジェルロッジ
サンダーバードロッジ

グリーンリバー

ベストウェスタン アダムス イン クインシーボストン
コンフォート イン
ラマダボストン
グランドキャニオン プラザ ホテル
ホリデイインエクスプレス＆スイーツ グランドキャニオン
ザ グランド ホテル アット ザ グランド キャニオン
ベストウエスタンプレミア グランドキャニオンスクエアイン
レッドフェザーロッジアットグランドキャニオン
リバーテラスイン グリーンリバー
コンフォートイン
ホリデイイン エキスプレス グリーンリバー

クラウンプラザウィリミントンノース

クレイモント
ボストンマリオットケンブリッジ
ロヤルソネスタボストン
ハイアットリージェンシーケンブリッジ オーバールッキングボストン
シェラトンコマンダーホテル
エーシーホテル ボストン ケンブリッジ
ザ チャールズ ホテル

ケンブリッジ

ダブルツリースイーツバイヒルトンホテルボストン ケンブリッジ

コートヤードボストンケンブリッジ
ホリデイインエクスプレス＆スイーツボストン ケンブリッジ
ハンプトンインボストンケンブリッジ

ザ コーディ ホテル

ホリディイン コーディー アット バッファロービル ビレッジ
コンフォートイン アット バッファロービル ビレッジリゾート
バッファロービルビレッジ （キャビン）
ベストウェスタンプレミアイビーイン アンドスイーツ
ベストウエスタンサンセットイン
コーディーカウボーイビレッジ
スーパー８ バイウィンダム コーディ
ロードウェイイン

フェアビューロッジ

ベイモントインアンドスイーツコーテス
ベストウェスタンターコイズイン＆スイーツ
ホリディインエクスプレスメサベルデ コーテス
コージーイン
デイズインコーテス
エコノロッジ

コーディ

コーテス

コルチェスター
ホテルエレガンテ カンファレンス アンド イベントセンター
ダブルツリーバイヒルトンコロラドスプリングス
コートヤードコロラドスプリングスサウス
ヒルトン ガーデン イン コロラドスプリングス
ザマイニングエクチェンジ ウィンダムグランドホテル＆スパ
ラディソンホテル コロラドスプリングス エアポート
エンバシースイーツ バイ ヒルトン コロラドスプリングス

コロラドスプリングス

フェアフィールドイン コンコルド
コンコルド
サンアントニオマリオットリバーセンター
クラウンプラザサンアントニオエアポート
オムニサンアントニオホテル アット ザ コロナド
ダブルツリーサンアントニオ

サンアントニオ

サンタフェ

インターコンチネンタル・マークホプキンスサンフランシスコ
リッツカールトンサンフランシスコ
フォーシーズンズサンフランシスコ
ロウズリージェンシーサンフランシスコ
スタンフォードコート
フェアモントサンフランシスコ

エルドラドホテル & スパ サンタフェ
ホテルセントフランシス
インオブザガーバナーズ
ヒルトンサンタフェヒストリックプラザ
ザロッジアットサンタフェ
ホテルサンタフェハシエンダ&スパ
インアンドスパアットロレット
ラフォンダオンザプラザ
イン アット ザ サンタフェ
ホリディインエクスプレスサンディエゴダウンタウン
フォーポイント バイ シェラトン サンディエゴ ダウンタウン
ベストウェスタンプラスハシエンダホテルオールドタウン
ウィンダムサンディエゴベイサイド（旧ホリデイインオンザベイ）
ダブルツリー バイヒルトンホテル サンディエゴ ミッションバレー
ダブルツリー バイヒルトンホテル サンディエゴ ホテルサークル
ダブルツリー バイヒルトンホテル サンディエゴ ダウンタウン
ヒルトンサンディエゴエアポートハーバーアイランド
シェラトン サンディエゴ ホテル＆マリーナ
ウィンダムガーデン サンディエゴ ニアー シーワールド
エンバシースイート バイヒルトン サンディエゴベイ ダウンタウン
ベストウエスタンプラスアイランドパームスホテル＆マリーナ―
ザダナオンミッションベイベストウエスタンプレミアコレクション
クラウンプラザサンディエゴミッションバレー
ヒルトンガーデンインサンディゴオールドタウン/シーワールドエリア
フォーポイントバイシェラトンサンディエゴシーワールド
フォーポイントバイシェラトンサンディエゴ

クオリティインコルチェスター バーモント
デイズインコルチェスターバーリントン
ハンプトンイン バーリントン
ベストウエスタン エグゼクティブイン＆スイーツ
クオリティーインアンドスイーツガーデンオブゴッド
ホリデイイン エスクプレスアンドスイーツ コロラドスプリングスセントラル
ラキンタイン アンドスイーツ コロラドスプリングス ノース
コンフォートイン ノース エアフォースアカデミーエリア

ホリデイインコンコルドダウンタウン
ベストウエスタンコンコルドインアンドスイーツ
コートヤードコンコルド
ハンプトンイン コンコルド/ボウ
コンフォートイン
ホリディインエクスプレス サンアントニオ N リバーウォーク エリア
サンアントニオマリオットリバーウォーク
ハンプトンインサンアントニオダウンタウン (リバーウォーク)
ベストウェスタンプラス サンセットスイーツ・リバーウォーク
ホリディインサンアントニオリバーウォーク
ホリディインサンアントニオダウンタウン
エルトロピカーノリバーウォーク
ラキンタインアンドスイーツサンアントニオリバーウォーク
コートヤード バイマリオット サンタフェ
ハンプトンインサンタフェ
オールドサンタフェイン
ホリディインエクスプレスサンタフェ セリロス
モーテル６サンタフェプラザ ダウンタウン
コンフォートスイートサンタフェ
ベストウエスタンプラスインオブサンタフェ
ギャレットデザートイン

オムニサンディエゴ ホテル
ウェスティン サンディエゴ ガスランプクオーター
マンチェスターグランドハイヤット サンディエゴ

シェラトン ミッションバレー サンディエゴ ホテル
ヒルトンサンディエゴリゾート＆スパ
ザUSグラント ア ラクジュアリー コレクションホテル サンディエゴ
マリオットマーキースサンディエゴマリナ
サンディエゴ マリオット ガスランプクオーター
ヒルトンサンディエゴミッションバレー
サンディエゴ マリオットミッションバレー

グランドハイアットサンフランシスコ
ＪＷマリオットサンフランシスコユニオンスクエア
パレスホテル アラグジュアリーコレクションホテル サンフランシスコ
ル・メリディアンサンフランシスコ
ザパークセントラルサンフランシスコ
クリフトサンフランシスコ

ニッコーサンフランシスコ
オムニサンフランシスコ
ヒルトンサンフランシスコユニオンスクエア
サンフランシスコマリオットマーキース
パーク55 サンフランシスコ ア ヒルトンホテル
サンフランシスコマリオットユニオンスクエア
シェラトンフィッシャーマンズワーフ
サンフランシスコマリオットフィッシャーマンズワーフ
ザウェスティンセントフランシスサンフランシスコオンユニオンスクエア
ヒルトンサンフランシスコファイナンシャルディストリクト
ピア2620フィッシャーマンズワーフ
ハイアットリージェンシーサンフランシスコエアポート
ウェスティン・サンフランシスコエアポート

ホリディインゴールデンゲートウェイ
ホリディインエクスプレス＆スイーツ フィッシャーマンズワーフ
ホリデイインサンフランシスコシビックセンター
ホテルウィットコムサンフランシスコ
キンプトンブキャナンサンフランシスコ
ホリディインサンフランシスコエアポート
コンフォートインバイザベイ
ラ キンタ イン サンフランシスコ エアポート ノース
エンバシー スイーツ バイヒルトン サンフランシスコ エアポートウォーターフロント クラウンプラザサンフランシスコエアポート
ア ロフト サンフランシスコ エアポート
ベスト ウエスタン プラス グロブナー エアポート ホテル
エグゼクティブホテルビンテージコートサンフランシスコ
レッドルーフインサンフランシスコエアポート
ダブルツリーﾊﾞｲヒルトンサンフランシスコエアポートノース
アメリカニア（旧ベストウエスタンプラスアメリカニア）
ヒルトンガーデンインサンフランシスコエアポートバーリンゲート
ホリディインアンドスイーツサンマテオエアポート
フォーポイントバイシェラトンホテル＆スイートサンフランシスコエアポート ハンプトンインサンフランシスコエアポート
コヴァホテル
クラウンプラザフォスターシティサンマテオ
ホリデイインエクスプレスサンフランシスコエアポｰﾄサウス
ベストウェスタンプラスエルランチョイン
ラマダリミテッドサンフランシスコエアポートノース
サンマテオマリオットサンフランシスコエアポート
コンフォートイン＆スイートサンフランシスコエアポートノース
コンフォートイン＆スイートサンフランシスコエアポートウエスト
クオリティイン＆スイート

フェアモントオリンピックホテル シアトル
グランドハイアットシアトル

ウエスティンシアトル
メイフラワーパークホテルシアトル
シェラトンシアトルホテル
ダブリューシアトルホテル
ハイアット アット オリーブ8 シアトル

モティーフシアトル
クラウンプラザシアトルダウンタウン
ルネッサンスシアトル
ダブルツリーバイヒルトンホテルシアトルエアポート
ヒルトンシアトル
ヒルトンシアトルエアポートホテル＆カンファレンスセンター
クラリオンホテルシアトルエアポート
クラウンプラザシアトルエアポート
シアトルエアポートマリオット
コートヤードシアトルダウンタウンパイオニアスクエア
レジデンスイン バイマリオット シアトルダウンタウン/レイクユニオン
コートヤードバイマリオットシアトルダウンタウン/レークユニオン

サンディエゴ

サンフランシスコ

シアトル

シェリダン

フェアモントシカゴ ミレニアムパーク

シェラトン グランド シカゴ（旧：シェラトンシカゴホテルタワーズ）
ハイアットリージェンシー シカゴ
ハイアットリージェンシーマコーミックプレイス
シカゴマリオット ダウンタウン マグニフィセント マイル
ザ ウエスティン シカゴリバーノース
ザ ウエスティンミシガンアベニュー シカゴ
キンプトンホテルアレグロ

ベストウエスタンサンディエゴミラマー
ホリデイインサンディエゴベイサイド
ベストウェスタンセブンシーズ
ホリデイインエクスプレスサンディエゴエアポートオールドタウン
ホリデイインエクスプレス サンディエゴ シーワールドエリア
ラキンタイン＆スイーツ サンディエゴ ミッションベイ
デイズインサンディエゴホテルサークルニアーシーワールド
ハンドラリーホテル サンディエゴ
ベストウエスタンプラスベイサイドイン
ラキンタイン アンド スイート サンディエゴ シーワールド/ズー エリア
ベストウェスタンミッションベイ
ベストウエスタンヨットハーバーホテル
ハンプトンインサンディエゴダウンタウン
ホリデイインエキスプレスアンドスイートサンディエゴ ミッションバレー
ホリディインエクスプレスミラメサ サンディエゴ
コンフォートスイーツサンディエゴミラマー

ホテルカブキ
コートヤードバイマリオット ダウンタウン
ホテル ゼファー
ホリデイインサンフランシスコフィッシャーマンズワーフ
サンフランシスコ・エアポート・マリオット・ウォーターフロント
ダブルツリーバイヒルトンホテルサンフランシスコエアポート
ハンドラリーユニオンスクエア
ヒルトンサンフランシスコエアポートベイフロント

フェアフィールドイン＆スイーツ バイマリオット シェリダン

シカゴ

スタンダード（Ｂ）
キャメロントレーディングポスト

パーマーハウス ア ヒルトン ホテル
ヒルトンシカゴ
ヒルトンシカゴオヘア エアポート
スイソテルシカゴ
エンバシースイーツ バイヒルトン シカゴダウンタウン
ヒルトンガーデンイン シカゴ ノースループ
クラウンプラザシカゴ ウェストループ
ベストウエスタンプラスホーソンテラスホテル
ハンプトンイン シカゴダウンタウンNループ ミシガンアベニュー

ハンプトンイン＆スィートシアトルダウンタウン
ホテルファイブシアトル
ベストウェスタンプラスパイオニアスクエア（旧ベストウエスタンパイオニアスクエア）

ベストウエスタンエグゼクティブイン
ハンプトンイン シアトル/サウスセンター
エグゼクティブホテル パシフィック シアトル
ザルーズベルトホテル
ベストウェスタン シアトルエアポート
ラディソンホテルシアトルシアトルエアポート
ホリディインシアトルダウンタウン
ホリデイインエキスプレスアンドスイートシティセンター
ホリデイインエクスプレスアンドスイーツ シアトルシータックエアポート
レッドライオンホテルシアトルエアポート
ハンプトンインシェリダン
ホリデーインシェリダン コンベンションセンター
キャンドルウッドスイートシェリダン
コンフォート イン＆スイーツ シェリダン
デイズインシェリダン
ベストウエスタンシェリダンセンター
スーパー8シェリダン
ロードウエィイン＆スイーツ シェリダン
クオリティーインシェリダン
アメリカズベストバリューイン
ミル イン
ベストウェスタン アット オヘア
ダブルツリーバイヒルトンホテルシカゴーマグニフィセントマイル
ベストウェスタングランドパークホテル
コングレスプラザ
ホリデイインシカゴマートプラザリバーノース
クオリティインオヘア エアポート
シカゴズ エセックスイン
ベストウェスタンリバーノースホテル
ダブルツリー・バイ・ヒルトンホテル シカゴアーリントンハイツ
ホテルキャス・ア・ホリデーインエクスプレス・アット・マグニフィセントマイル

ホリデーインホテル＆スイーツシカゴオヘアロズモント
ハンプトンインシャイアン
デイズインシャイアン
クオリティイン
リトルアメリカホテルアンドリゾート シャイアン
ベストウェスタンプラスフロンティアイン
コンフォートインアンドスィート

シャイアン
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◎このホテルリストは、旅行業法で定める取引条件説明書面の一部または旅行契約が締結された際の契約書面の一部となります。

アメリカ

※当社のホテルグレ－ドは、当該都市（地域）内での評価に基づき分別しております。その為、同じグレ－ドのホテルでも他の都市（地域）とサ－ビスや設備等が必ずしも同等ではありません。
※当該都市（地域）において大型博覧会、スポーツ大会、コンベンション、⾒本市等の開催、世界遺産に登録されており中⼼市街地の開発が制限されている場合など特有の事情がある場合、
2018年10月1日～2019年3月31日出発分

都市名

予めパンフレットに記載された代替都市のホテルを手配させていただく場合がございます。

ラグジュアリー（ＬＬ）

スーパーデラックス（Ｌ）

デラックス（Ｓ）
フォーシーズンズリゾート ジャクソンホール
ホテルテラジャクソンホール
ラスティックイン アット ジャクソンホール
ザ ウォートホテル
ホテル ジャクソン

スーペリア(Ａ）
ワイオミングインオブジャクソンホール
スノーキングリゾート ジャクソンホール
ザ ホワイト バッファロー クラブ
スプリングヒル スイートジャクソンホール
グランドビューロッジ ジャクソンホール

ジャクソン

スタンダード（Ｂ）
マウンテンモダンモーテル
ロッジアットジャクソンホール
アントラーイン
ハンプトンイン ジャクソンホール
49ＥＲ イン アンド スイーツ
ザ インアットジャクソンホール
ザレキシントンアットジャクソンホール ホテル＆スイーツ
ホームウッドスイーツジャクソン
エルクカントリーイン
モーテル6
ジャクソンホールロッジ
スーパー８ ジャクソンホール
カウボーイ ビレッジ リゾート

ベイモントイン・アンド・スイート ジャクソン
ハンプトンイン ジャクソン
コンフォートイン・アンド・スイート
フェアフィールドイン アンド スイート バイ マリオット ジャクソン
ホリデイイン ジャクソン NW エアポートロード

ジャクソン
（ミシガン州）
シェラトンスーフォールズコンベンションセンター

コートヤードスーフォールズ

ベストウェスタン プラス ラムコタ ホテル
ハンプトンイン スーフォールズ
ホリディイン スーフォールズ シティセンター
クラブハウスホテル＆スィート
ホリディインエクスプレス アンドスイーツ スーフォールズアットエンパイアモール

スーフォールズ

ホリディインエクスプレス アンドスイーツ スーフォールズサウスウェスト
クオリティーイン アンドスイーツ
コンフォートインアンドスイート
スリープインエアポート
JWマリオットリゾート スコッツデール キャメルバックイン リゾートアンドスパ ザ マコーミック スコッツデール

ヒルトンスコッツデールリゾート＆ビラ
フェアモントスコッツデールプリンセス

スコッツデール

スコッツデールマリオットスィートオールドタウン
スコッツデールマリオット・アト・マックデュエルマウンテン

ハイアットリージェンシースコッツデールリゾート＆スパ アット ゲイニーランチ

ザ フェニシアン スコッツデール ザ ラグジュアリーコレクション
ウエスティンキアランドリゾート＆スパ
フォーシーズンズ リゾート スコッツデール アット トルーンノース

ラキンタイン＆スィートフェニックススコッツデール
ヒルトンガーデンインスコッツデールオールドタウン
ダブルツリーリゾート バイヒルトンホテル バラダイスバレー スコッツデール（旧：ダブルツリーバラダイスバレーリゾート）

ストウ マウンテンロッジ
トラップファミリー ロッジ

ゴールデン イーグル リゾート
フェアフィールドイン ウォーターバリー ストウ

ヴァイスロイ スノーマス
ウェスティンスノーマスリゾート

ザ クレストウッド コンドミニアム
ローレルウッド デスティネーションレジデンス
トップ オブ ザ ビレッジ コンドミニアム
ティンバーライン コンドミニアム

ポコディアブロリゾート
ヒルトンセドナリゾートアットベルロック
セドナリアル･イン･アンド･スイーツ
サウスウェストインアットセドナ

ベストウエスタンプラスインオブセドナ
ジ オーチャード イン オブ セドナ
ハンプトンインセドナ

ストウ

スノーマス

エンチャントメントリゾート

ロスアブリガドスリゾート＆スパ
ルオーベルジュドゥセドナ
アマラリゾート＆スパ ア キンプトンホテル

セドナ

ハンプトンイン アンドスイーツ フェニックス スコッツデール

コートヤード スコッツデールオールドタウン（旧：コートヤードバイマリオットスコッツデールオールドタウン）

イン アット ザ マウンテン アンド コンドミニアム
コモドアーズ イン
グリーン マウンテン イン
ベストウェスタンプラスウォーターベリーストウ
ザ ストウ イン
ノーザンライツ ロッジ
ストーンブリッジイン
スノーマスマウンテンシャレー
ポコロディロッジ
スノーマスイン
ワイルドウッドスノーマス

アラベラホテルセドナ
グリーンツリーインセドナ
ベストウエスタンコットンウッドイン
ベストウエスタン プラス アロヨ ローブル ホテルアンドクリークサイドヴィラズ ワイルドフラワーイン
コートヤードバイマリオットセドナ
クオリティーインコットンウッド
ホリデイインエクスプレスセドナ－オーククリーク（旧：セドナ オーククリークイン）

セントジョージ

ザ グランドアメリカ ホテル

ソルトレイクシティー

アロヨ ピニオン ホテル アン アセンド コレクション メンバー
アンダンテインオブセドナ
コートヤードバイマリオットセントジョージ
ベストウエスタンプラスアビーイン
ヒルトンガーデンインセントジョージ
ベストウエスタンコーラルヒルズ
ラマダセントジョージ
レッドライオンホテルアンドカンファレンスセンターセントジョージ
フェアフィールドイン バイマリオット セントジョージ
ハンプトンインセントジョージ
ディズインセントジョージ
クリスタル イン ホテル & スイーツ セント ジョージ
コンフォートインアットコンベンションセンター
キンプトン ホテル モナコ ソルトレイクシティー
ラディソンホテル ソルトレイクシティ エアポート
ソルトレイクプラザホテル アット テンプルスクエア
ソルトレイクシティー マリオットシティセンター
ホームウッドスイート バイヒルトン ソルトレイクシティ ダウンタウン ホリディインエクスプレスソルトレイクシティ ダウンタウン
リトルアメリカ ホテル ソルトレイクシティー
レジデンスイン バイ マリオット ソルトレイクシティ ダウンタウン
ホテルRL バイ レッドライオン ソルトレイクシティ
ソルトレークマリオットダウンタウン アットシティークリーク
コートヤードソルトレイクシティー エアポート
クリスタルイン ソルトレイクシティ ホテルアンドスイーツ
ホリディイン ホテルアンドスイーツ ソルトレイクシティ エアポート ウェスト
ソルトレイクシティー マリオットユニバーシティパーク
コートヤード ソルトレイクシティ ダウンタウン
ヒルトン ソルトレイクシティ センター
スプリングヒル バイ マリオット ソルトレークシティ ダウンタウン
ラマダ バイ ウィンダム ソルトレイクシティ エアポート
フォーポインツバイシェラトンソルトレイクエアポート（旧ロードウェイインソルトレイクシティエアポート）
ラディソン ソルトレイクシティー ダウンタウン
ハイアット プレース ソルト レイク シティ エアポート
ダブルツリースイーツ バイヒルトンホテル ソルトレイクシティーダウンタウン ダブルツリー バイ ヒルトン ホテル ソルト レイク シティ エアポート
ハンプトンイン ソルトレイクシティ ダウンタウン
フェアフィールドインアンドスーツ バイ マリオット ソルトレイクシティ ダウンタウン ハンプトンインアンドスイーツ ソルトレイクシティエアポート
ダブルツリーバイヒルトン ソルトレイクシティー エアポート
シェラトンソルトレイクシティ
ハイアットハウス ソルトレークシティーダウンタウン
エアポートイン ホテル
コンフォートイン ダウンタウン
ベストウエスタンプラスコットンツリーイン
ベストウエスタンプラスエアポートイン＆スイーツ
ホリデイ・イン エクスプレス ホテル & スイーツ ソルト レイク シティ エアポート イースト

ラ キンタ イン アンド スイーツ ソルト レイク シティ エアポート
ヒルトン マクリーン タイソンズコーナー
ダブルツリーバイヒルトンマクレーンタイソンズ（旧クラウンプラザタイソンズコーナー マクリーン）

タイソンズコーナー

シェラトン DFW エアポートホテル
ハイアットリージェンシーDFW インターナショナル エアポート

コートヤードタイソンズコーナー フェアファックス
タイソンズコーナー マリオット
シェラトンタイソンズ ホテル
ザ ウェスティンタイソンズコーナー
シェラトンレストン
ウエスティンレストンハイツ
ハイアットリージェンシー タイソンズコーナーセンター
コートヤードダラスセントラルエクスプレスウェイ
ダブルツリー バイヒルトン ホテルダラス DFW エアポートノース

ダラス

デイズイン バイ ウィンダム アービング グレープバインDFW エアポートノース

ベストウェスタンプラスダラス ホテルアンドカンファレンスセンター
ラマダ バイ ウィンダム ダラス ラブ フィールド
ホリデイインエクスプレス&スイーツ ダラス
コンフォートイン アンドスイーツ ラブフィールドダラス マーケットセンター

ザミルズハウスウィンダムグランド
ダブルツリーバイヒルトンホテル＆スイーツ チャールストン ヒストリック ディストリクト

チャールストン

エンバシースイーツ バイヒルトン チャールストン ヒストリック ディストリクト

デイズイン サンディエゴ チュラビスタ サウスベイ

チュラビスタ
エンバシースィート バイヒルトン デモインダウンタウン

ベストウェスタン プラス デモイン ウェストインアンドスイーツ
ハンプトンイン デモイン エアポート
ホリディイン デモイン ダウンタウン マーシーエリア
ホリディイン デモイン エアポート カンファ（レンス）センター
フェアフィールドイン＆スィート デモイン アーバンデール
ホリディインエクスプレス アットデュレークユニバーシティ
クオリティイン＆スィート
コンフォートイン アンドスイーツ イベントセンター

デモイン

グランドハイアットデンバー
ハイアットリージェンシーデンバーアットコンベンションセンター

デンバー

シェラトンミュージックシティホテル
ゲイロード オプリーランド リゾート&コンベンションセンター

ナッシュビル

ニーハム
ザ ルーズベルトニューオリンズ
インターコンチネンタル ニューオーリンズ
ロイヤルソネスタ ニューオーリンズ
ザ リッツカールトン ニューオーリンズ
ウィンザーコート
ニューオリンズ

ウィンゲート バイ ウィンダム ダラス ラブフィールド

ニューオリンズマリオット
ヒルトン ニューオーリンズ リバーサイド
ＪＷマリオット ニューオリンズ
シェラトンニューオリンズ ホテル
ザ ウェスティンニューオリンズキャナルプレイス
オムニロイヤル オーリンズ
ハイアットリージェンシー ニューオーリンズ
ダブリュー ニューオーリンズ フレンチクオーター
ホテルモンテレオーネ ニューオーリンズ
オムニリバーフロントホテル（旧：ウィンダムリバーフロント）

ダブルツリーバイヒルトンデンバーステープルトンノース（旧レッドライオンホテルデンバー）

ダブルツリーバイヒルトンデンバー
ワーウィック デンバー
レジデンス イン バイ マリオット デンバー シティセンター
シェラトン デンバー ダウンタウン
マグノリア ホテル デンバー
クラウン プラザ ダウンタウン デンバー
ホテル インディゴ デンバー ダウンタウン

ナッシュビルエアポートマリオット
ナシュビルマリオットアットバンダービルユニバーシティー
ヒルトンナッショルビルダウンタウン
ミレニアムマックスウェルハウス ナッシュビル
スプリングヒルスイートナッシュビル エアポート
エンバシースイートナッシュビルエアポート
フォーポイントバイシェラトンナッシュビルエアポート
ラディソンナッシュビルエアポート
ホテルインディゴ
ハイアットプレイス ナッシュビルダウンタウン

シェラトンニーダムホテル
レジデンスインボストンニーハム
ダブルツリーバイヒルトン ニューオリンズ
ハイアットセントリックフレンチクォーター ニューオーリンズ
ウィンダムニューオリンズフレンチクォーター
コートヤード ニューオーリンズ ダウンタウン
ルネッサンスニューオリンズ ペアマーケットフレンチクォーター ホテル
ルネッサンス ニューオーリンズ アーツウエアハウスディストリクトホテル
アスタークラウンプラザ ニューオーリンズフレンチクオーター
ホリディイン フレンチクオーター シャトーレイモン
AC ホテル ニューオリンズ バーボン フレンチクォーター エリア
ホテル インディゴ ニューオリンズ ガーデン ディストリクト
シェラトン メタリー ニューオリンズホテル

ホリディイン デンバーイースト ステープルトン
ホリデイイン エクスプレス デンバー ダウンタウン
ベストウェスタン デンバーサウスウェスト
ハンプトンイン＆スイーツ デンバーダウンタウン
ベイモント バイ ウィンダム デンバー インターナショナル エアポート
ラマダ バイ ウィンダム デンバー ダウンタウン
ベストウェスタン プラス デンバー インターナショナル エアポート イン & スイーツ

ハンプトン イン アンド スイーツ デンバー テク センター
クオリティー イン デンバーセントラル
ラ キンタ イン デンバー チェリー クリーク
ハンプトン イン デンバー インターナショナル エアポート
コンフォートイン セントラル
クオリティスイーツナッシュビルエアポート
ハンプトンイン＆スイーツ ナッシュビルダウンタウン
フェアフィールドイン＆スイーツ バイマリオット ナッシュビル ダウンタウン ザ ガルチ

ホリディインエクスプレス ナッシュビルダウンタウン
コンフォートスイーツ エアポート
ベストウエスタンプラスミュージックロウ
コンフォートイン ナッシュビル
ホリデイインナッシュビルバンダービルト
ベストウエスタンスイーツニアオプリーランド
ハイアットプレイスナッシュビル ダウンタウン
ダブルツリーバイヒルトン ホテルナッシュビルダウンタウン
ホリデーインエキスプレスナッシュビルエアポート
ベストウエスタンプラスナッシュビルエアポート
ヒルトン ガーデン イン ナッシュビル ヴァンダービルト
クラリオン ホテル ナッシュビル ダウンタウン スタジアム
ハンプトン スイーツ ナッシュビル アット オプリーランド
ジ アレクシス イン & スイーツ - ナッシュビル エアポート
ベストウェスタンプラスベルミードインアンドスイート
キャピトルホテルダウンタウンナッシュビル
ホリデイインエクスプレス ニューオーリンズ ダウンタウン
ホリデイインエクスプレス ニューオーリンズ イースト
フォーポインツ バイシェラトン フレンチクオーター
バーボンオーリンズ ホテル
ザオールド No. 77 ホテル& チャンドラー（旧：アンバサダー）
ハンプトンイン アンドスイーツ ニューオリンズダウンタウン フレンチクオーターエリア

ハンプトンイン アンドスイーツ ニューオリンズコンベンションセンター
コンフォートスイーツ
クラリオン ホテル グランド ブティック
ベストウエスタンプラスシャルメットホテル
ベストウエスタンプラスウエストバンク
ホリデイインニューオリンズ ダウンタウン スーパードーム
ラ キンタ イン ニューオリンズ ウエスト バンク グレトナ
ベストウエスタンプラスフレンチクォーターランドマークホテル
ホリデイインメタリーニューオリンズエアポート

シェラトン ウィリミントン サウス

ニューキャッスル

クラウンプラザボストン ニュートン
ボストンマリオットニュートン

ニュートン
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◎このホテルリストは、旅行業法で定める取引条件説明書面の一部または旅行契約が締結された際の契約書面の一部となります。

アメリカ

※当社のホテルグレ－ドは、当該都市（地域）内での評価に基づき分別しております。その為、同じグレ－ドのホテルでも他の都市（地域）とサ－ビスや設備等が必ずしも同等ではありません。
※当該都市（地域）において大型博覧会、スポーツ大会、コンベンション、⾒本市等の開催、世界遺産に登録されており中⼼市街地の開発が制限されている場合など特有の事情がある場合、
2018年10月1日～2019年3月31日出発分

都市名

予めパンフレットに記載された代替都市のホテルを手配させていただく場合がございます。

ラグジュアリー（ＬＬ）
ザ リッツカールトン ニューヨークセントラルパーク
ザ ロンドンニューヨークシティ （NYC)
ザ・ピエール ア タージ ホテル ニューヨーク
フォーシーズンズ ホテル ニューヨーク
マンダリンオリエンタル ニューヨーク
ザペニンシュラ ニューヨーク
ロッテ ニューヨークパレス
ザ カールライル ア ローズウッドホテル

ニューヨーク（マンハッタン）

スーパーデラックス（Ｌ）
インターコンチネンタルニューヨークバークレー
ニューヨークマリオットマーキース
ザ ウエスティンニューヨーク アット タイムズスクエア
パーカーニューヨーク（旧ル パーカーメリディアン ニューヨーク）
ザ セントレジス ニューヨーク
ザキタノ ニューヨーク

デラックス（Ｓ）

スーペリア(Ａ）

コートヤードバイマリオット ニューヨーク マンハッタン タイムズスクエア
ニューヨークヒルトンミッドタウン（旧ヒルトンニューヨーク＆タワーズ） ザ レキシントンニューヨークシティ オートグラフコレクション
グランドハイアット ニューヨーク
パークセントラル ホテル ニューヨーク
ニューヨークマリオットダウンタウン
ザ ルーズベルトホテル ニューヨーク
ニューヨークマリオットイーストサイド
ダブルツリーバイヒルトンホテル メトロポリタン ニューヨークシティー
ヒルトンガーデンインタイムズスクエア
ザ ウェスティン ニューヨークグランドセントラル
JWマリオット エセックスハウスニューヨーク（旧ジュメイラ・エセックスハウス) ヒルトンタイムズスクエア
ミレニアムブロードウェイ ホテル ニューヨーク
ルネッサンスニューヨークタイムズスクエア
ヒルトンガーデンイン ニューヨーク ウェスト 35thストリート
インターコンチネンタルニューヨークタイムズスクエア
パークレーンホテルニューヨーク
クラウンプラザインタイムズスクエアマンハッタン
コートヤード ニューヨーク マンハッタン アッパーイーストサイド
ランガムプレイスニューヨークフィフスアヴェニュー
ルネッサンスニューヨーク ホテル 57
コートヤード ニューヨーク マンハッタン ミッドタウンイースト
ダブルツリー スイーツ バイヒルトンホテル ニューヨークシティー タイムズスクエア
スチュワートホテル ニューヨーク
ザ ミレニアムヒルトン ニューヨーク ダウンタウン
ワーウィック ニューヨーク ホテル
アンダーズ フィフス アベニュー
ヒルトンガーデンイン ニューヨーク マンハッタン チェルシー
アンダーズ ウォールストリート
ザホテルアットタイムズスクエア
ハイアット セントリック タイムズスクエア ニューヨーク
ラマダ ニューヨーク イーストサイド
Wニューヨーク
ウィンダムガーデンチャイナタウン
W ニューヨーク タイムズスクエア
ホリデーインエクスプレス（マンハッタン）タイムズスクエアサウス
ワトソンホテル（旧ホリディイン
ニューヨークシティー ミッドタウン５７thストリート）
W ニューヨーク ユニオンスクエア
W ニューヨーク ダウンタウン
ウェリントン ホテル ニューヨークシティー
ミレニアムヒルトンニューヨークワンUNプラザ
ラディソン マルティニーク オン ブロードウェイ
ザ ノマドホテル
ザ エンパイアホテル
パークハイアット ニューヨーク
ホリディインエクスプレス マンハッタン ミッドタウン ウエスト
リファイナリーホテル
ダブルツリーバイヒルトン ホテルニューヨーク タイムズスクエアサウス
ダブルツリーバイヒルトン ニューヨークシティー フィナンシャルディストリクト
シェラトントライベッカニューヨーク
コンラッドニューヨーク
コートヤード マリオット マンハッタン タイムズスクエアウエスト
ノボテル ニューヨーク タイムズスクエア
ハンプトンインマンハッタングランドセントラル
ザ スタンダード ハイライン（旧：ザ スタンダード ホテル ニューヨーク）
1 ホテル セントラル パーク
ノボテル ニューヨーク タイムズスクエア
ザ クィン
1 ホテル セントラル パーク
エース（ACE）ホテル ニューヨーク
ザ マンハッタン アット タイムズスクエア ホテル
ヒルトンガーデンインニューヨークミッドタウンパークアベニュー
コートヤードﾊﾞｲマリオットチェルシー
シェラトンニューヨークタイムズスクエア（旧シェラトンニューヨークホテル＆タワーズ）

スタンダード（Ｂ）
ザ スカイラインホテル
ホテルペンシルバニア
ザニューヨーカー ア ウィンダムホテル
ホテルスタンフォードニューヨーク
ハンプトンインマンハッタンタイムズスクエアサウス
ハンプトンインマンハッタンタイムズスクエアノース
ハンプトンイン マンハッタンチェルシー
ハンプトンインマンハッタンマディソンスクエアガーデンエリア
フィフティ ニューヨーク アン アフィニア ホテル
フェアフィールドインアンドスイーツ バイマリオットニューヨークブルックリン
ザ トラベルイン ホテル
ホリデイインエクスプレス ニューヨークシティータイムズスクエア
ホテルセントラル フィフスアベニュー
ホリデイイン マンハッタン シックスアベニュー チェルシー
ザ パークウェストホテル（旧アスターオンザパーク）
コンフォートインミッドタウンウエスト
ホリデイインNYC ロウアーイーストサイド
ザ ホテルニュートン
デイズイン ホテル ニューヨークシティー ブロードウェイ
ホテル エジソン
ロジャースミス
ハンプトンインマンハッタン35番ストリートエンパイヤステートビルディング

ハンプトンインマディソンスクエアガーデン
チェルシー サボイ ホテル
ベルノルド ホテル
オーチャード ストリート ホテル
ソールズベリー
ホリデーインマンハッタンフィナンシャルディストリクト

ヒルトン ガーデン イン ニューヨーク / セントラル パーク サウスミッドタウン ウエスト

ハドソン ニューヨーク
カッサ ホテル フォーティフィフス ストリート
ホリデイ・イン ニューヨーク シティ - タイムズ スクエア
グレゴリーホテル
ローニューヨーク
コートヤード バイ マリオット ニューヨーク マンハッタン / セントラル パーク

ヒルトンガーデンインタイムズスクエアサウス
ザ エクセルシオールホテル
ダブルツリーバイヒルトンニューヨークタイムズスクエアウェスト

ハイアットリージェンシージャージーシティオンザハドソン
ザウェスティンジャージーシティニューポート
ダブルホーボーケン

ラマダ バイウィンダム ジャージーシティー
ダブルツリーバイヒルトンホテルアンドスイーツジャージーシティ
コートヤードジャージシティニューポート
ダブルツリーバイヒルトンホテルニューアークエアポート（旧：ダブル
ダブルツリーバイヒルトンホテルフォートリー ジョージワシントンブリッ
ハイアットプレースシコーカス／メドーランド
ヒルトンガーデンインシコーカス／メドーランド
ヒルトンハスブロックハイツ／メドーランド
クラウンプラザイングルウッド
ホテルエグゼクティブスイート
ニューアークリバティインターナショナルエアポートマリオット
ルネッサンスニューアークエアポートホテル
ヒルトンニューワークペンステーション
ヒルトンニューアークエアポート
エンバシースイートバイヒルトンニューアークエアポート
ティーネックマリオットアトグレインポイント
マリオットサドルブルック
シェラトンリンカーンハーバーホテル
クラウンプラザエディソン
ラマダプラザニューアークリバティーインターナショナルエアポート

ウエストチェスターマリオット

ルネッサンスウエストチェスターホテル
ラディソンホテルニューロシェル

ニューヨーク・マンハッタン対岸西エリア
【ニュージャージー州】（イングルウッド、フォート
リー、ジャージーシティ、ホーボケン、シコーカス、
ハスブロックハイツ、ニューアーク、ティーネック、
メドーランド、ウィーハウゲン、エディソン、バーゲ
ン）

ニューヨーク・マンハッタン対岸北エリア
（ホワイトプレーンズ）

ニューヨークマリオットアトザブルックリンブリッジ
シェラトンブルックリンニューヨークホテル
アロフトニューヨークブルックリン

ニューヨーク・マンハッタン対岸東エリア
（ブルックリン、クィーンズ、ＪＦＫ空港）

ベストウエスタンプラスニューアークエアポートウエスト
ホリデイインニューアークエアポート
ホリデーインGwブリッジ フォートリーニューヨークシティエリア
ラキンタイン＆スイーツ シコーカス メドーランド
ホリデイインハスブロックハイツ メドーランド
ウィンダムガーデンニューアークエアポート
ガーデンプラザ ホテル（旧ホリデイインサドルブルック）
ホリデイインエクスプレスノースバーゲン リンカーントンネル

ホリディインエクスプレス ニューヨーク ブルックリン
ヒルトンニューヨークJFKエアポート
ハンプトンインNY JFK
シェラトンJFKエアポートホテル
ベストウエスタンJFKエアポート
ホーム2スイートバイヒルトンマンハッタンビューロングアイランドシティ デイズインジャマイカＪＦＫエアポート
ヒルトンガーデンインニューヨークロングアイランド クイーンズボロー ブリッジ ホリデイインエキスプレスニューヨークJFKエアポートエリア
フォーポイントバイシェラトンロングアイランドシティ クイーンズボローブリッジ ホテル インディゴ ブルックリン
ホリデーインマンハッタンビュー
フェアフィールドインアンドスイーツバイマリオットニューヨークブルックリ
ラガーディアプラザホテル
ラ キンタ イン クイーンズ
ウィンダムガーデンロングアイランドシティ
レッド ライオン イン & スイーツ ロング アイランド シティ（旧コン
コートヤードバイマリオットロングアイランドシティ ニューヨークマンハッタンビュー ラマダ バイ ウィンダム ロングアイランドシティ
フェアフィールドイン＆スイートニューヨーク クイーンズ/クイーンズボロ・ブリッジ ハワードジョンソン バイ ウィンダム ロングアイランドシティ
デイズ イン バイ ウィンダム ロング アイランド シティ
ブルックリン ウェイ ベストウェスタン プレミア コレクション

ニューロンドン
エアーズホテル バースト

バーストー

クラリオン イン ニューロンドン ミスティック
ホリデイ・イン ニューロンドン - ミスティック エリア
ベストウェスタン デザート ヴィラ イン
ラマダバーストー
クオリティイン オン ヒストリック ルート66
ハンプトンイン＆スイートバーストー
コンフォートスイートバーストー
ホリディイン エクスプレス ホテル & スイート バーストーアウトレットセンター

デイズインサウスレンウッド
ハイアット パーム スプリングス
ヒルトン パーム スプリングス

ダブルツリー バイ ヒルトン ゴルフ リゾート パーム スプリング エリア ベイモントインアンドスイーツ

パームスプリングス
ディズインパームスプリングス
ベストウェスタンインアットパームスプリングス
ベストウエスタン ラス ブリサス
バガボンド イン パーム スプリングス
クオリティ イン-パームスプリングス

パームスプリングス

ベストウェスタンインアットバッファローエアポート
クオリティインバッファローエアポート
デイズホテル バイウィンダム バッファローエアポート
コンフォートスイーツバッファローエアポート
スリープイン＆スイーツ バッファローエアポート
ラキンタインバッファローエアポート
ハンプトンイン＆スイーツバッファローエアポート
ハンプトンイン＆スイーツバッファローエアポート/ガレリアモール
ミレニアムバッファロー

バッファロー

ボストンマリオットピーボディー
ハンプトンインボストンピーボディ
ホリディインホテル&スイートボストンピーボディ
ベストウェスタンプラスノース ショア ホテル
スプリングヒルスイーツボストンピーボディー
ホームウッドスィートバイヒルトンボストンポーボディ
コートヤード ボストンダンバーズ
フォー ポインツ バイ シェラトン ウェイクフィールド ボストン ホテル &
バガボンドイン ビショップ
トラべロッジビショップ
ホリディインエクスプレス アンドスイーツ ビショップ
ベストウェスタン ビショップ ロッジ
コンフォートインビショップ
デイズインビショップ

ピーボディー

ビショップ

バークシャープラザホテル（旧クラウンプラザピッツフィールドバークシャー）

ピッツフィールド
ウェスティン ギャラリア
シェラトン スイーツ ヒューストン ギャラリア

コートヤード バイマリオット ヒューストンノース
ホリディインヒューストンインターコンチネンタルエアポート

ベストウェスタン プラス バークシャー＆ヒルズイン＆スイート
ザ イン アット レノックスビュー
エコノロッジ
ハンプトンイン＆スイーツバークシャーズレノックス
ハンプトンイン アンドスイーツ ヒューストン ブッシュ インターナショナル エアポート
ホリデーインエキスプレス スイーツ ヒューストン インターコンチネンタル エアポート

ダブルツリー バイヒルトン ヒューストンインターコンチネンタルエアポート ベストウエスタンプラス インターコンチネンタル エアポートイン

ヒューストン エアポート マリオット アット ジョージ ブッシュ インターナショナル ラキンタ＆スイーツヒューストンブッシュIAHサウス
シェラトン ノース ヒューストン アット ジョージ ブッシュ インターコンチネンタル

ヒューストン

ウィンダム ヒューストン - メディカル センター ホテル アンド スイーツ
ハイアット プレイス ヒューストン / ブッシュ エアポート
スプリングヒル スイーツ バイマリオット ヒューストン インターコンチネンタル エアポート

リッツカールトンフィラデルフィア

シェラトンフィラデルフィアダウンタウン
ウエスティンフィラデルフィア
シェラトンソサエティヒルホテル
シェラトンユニバーサルシティホテル
フィラデルフィアマリオット ダウンタウン
ヒルトンフィラデルフィア ペンズ ランディング
ウェスティンマウントローレル
ロウズ フィラデルフィア ホテル
ソフィテル フィラデルフィア
ザ・リッテンハウス
ホテル モナコ フィラデルフィア ア キンプトン ホテル

フィラデルフィア

ヒルトンガーデンインフィラデルフィアセンターシティー
デイズ バイウィンダム インフィラデルフィア-ルーズベルトブルバード
ホリディインエクスプレスフィラデルフィア ミッドタウン
ウィンダムフィラデルフィアヒストリックディストリクト
ハンプトンイン フィラデルフィア センターシティー コンベンション センター

コートヤード フィラデルフィアエアポート
フォーポイントバイシェラトンフィラデルフィアエアポート

フェアファックスマリオット アットフェアオークス

フェアファックス
アリゾナグランドリゾート アンドスパ
アリゾナビルトモア
ロイヤルパームス リゾート＆スパ

フェニックス

ソネスタ フィラデルフィア ダウンタウン リッテンハウススクエア
クラウンプラザホテルフィラデルフィアチェリーヒル
ダブルツリーバイヒルトン ホテルフィラデルフィア センターシティ
ダブルツリーバイヒルトンフィラデルフィアエアポート
レジデンスイン フィラデルフィア センターシティー
コートヤードフィラデルフィアダウンタウン
エンバシースィート バイヒルトン フィラデルフィアセンターシティー
フォーポイント バイ シェラトン フィラデルフィア シティセンター
フィラデルフィアエアポートマリオット
フィラデルフィアマリオットウェスト
ザ ワーウィック ホテル リッテンハウススクエア フィラデルフィア
ハイアットアットザベルビュー
ルネッサンスフィラデルフィアエアポート
シェラトンスイーツフィラデルフィアエアポート
ウィンザースイーツフィラデルフィア

ハイアットリージェンシーフェニックス
シェラトン・クレッセント ホテル
エンバシースイーツ バイヒルトン フェニックス ダウンタウンノース
エンバシースィーツ バイヒルトン フェニックスビルトモア
ポイントヒルトン スコーピーク リゾート
ポイントヒルトン タパティオクリフス リゾート
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ラキンタインフェニックスノース
シェラトン グランド アット ワイルドホースパス
コートヤード フェニックス キャメルバック
ホームウッドスィートフェニックスメトロセンター
フォーポインツバイシェラトン フェニックス ノース
ホリディインフェニックス ウェスト
コートヤード フェニックスウエスト アボンデール
ダブルツリースイーツバイヒルトンフェニックス
ラディソン ホテル フェニックス エアポート
ウィンダム ガーデン フェニックス ミッドタウン
クラウンプラザフェニックス エアポート

ハンプトンイン フェニックス ミッドタウン ダウンタウンエリア
ラキンタインフェニックス トーマスロード
ベストウェスタン イン スーツ フェニックス ホテル アンド スーツ
ハンプトンインアンドスーツフェニックスノースハッピーバレイ
ハンプトンイン フェニックス ビルトモア
コンフォートスイーツフェニックスノース
ハイアット プレイス フェニックスノース
コンフォートスイートユニバーシティオブフェニックススタジアムエリア
ホリデーインノースフェニックス

株式会社阪急交通社

◎このホテルリストは、旅行業法で定める取引条件説明書面の一部または旅行契約が締結された際の契約書面の一部となります。

アメリカ

※当社のホテルグレ－ドは、当該都市（地域）内での評価に基づき分別しております。その為、同じグレ－ドのホテルでも他の都市（地域）とサ－ビスや設備等が必ずしも同等ではありません。
※当該都市（地域）において大型博覧会、スポーツ大会、コンベンション、⾒本市等の開催、世界遺産に登録されており中⼼市街地の開発が制限されている場合など特有の事情がある場合、
2018年10月1日～2019年3月31日出発分

都市名

予めパンフレットに記載された代替都市のホテルを手配させていただく場合がございます。

ラグジュアリー（ＬＬ）

スーパーデラックス（Ｌ）

デラックス（Ｓ）

スーペリア(Ａ）

スタンダード（Ｂ）
ハンプトンインフォートストックトン
ラキンタインフォートストックトン
スリープイン＆スイーツ
コンフォートスィート
クオリティーイン
ベストウェスタンプラスフォートストックトン ホテル

フォートストックトン

ザ リッツカールトン フォートローダーデール

ザディプロマット ビーチリゾート ハリウッド クリオコレクションバイヒルトン ヒルトン フォートローダーデール ビーチリゾート

フォートローダーデール マリオットハーバービーチリゾート＆スパ
ルネッサンスフォートローダーデール クルーズポートホテル

フォートローダーデール

クラウンプラザ フォートローダーデールエアポート クルーズ
ヒルトンガーデンインフォートローダーデール
コートヤード フォートローダーデール エアポート クルーズポート

ハンプトンイン フォートローダーデール エアポート ノースクルーズポート
ホリディイン エキスプレス アンド スーツ フォートローダーデール エアポート

ホリディインエクスプレス フォートローダーデール クルーズ エアポート

エンバシースィートバイヒルトン フォートローダーデール 17ＴＨ ストリート スプリングヒル スイーツフォートローダーデール エアポート クルーズポート コンフォートスイーツ フォートローダーデール エアポート サウス＆クルーズポート
ヒルトンガーデンイン ホテル フォートローダーデールエアポート クルーズポート フェアフィールドイン＆スイーツ フォートローダーデール エアポート クルーズポート ベストウェスタンプラス フォートローダーデール エアポート サウスイン＆スイーツ

フォールズチャーチマリオットフェアビューパーク

フォールスチャーチ

ブライスキャニオンロッジ

ベストウエスタンプラスルビーズイン
ブライスビューロッジ
ブライスキャニオンリゾート
ブライスキャニオンパインズ
フォスターズモーテル
ベストウエスタンプラスブライスキャニオングランドホテル
アメリカスベストバリューイン＆スィート ブライスキャニオン
クオリティインブライスキャニオン
ロードウエィブライスキャニオン

リトルアメリカ ホテル フラッグスタッフ
スプリングヒル スイーツ バイマリオット フラッグスタッフ
エンバシースイーツ バイヒルトン フラッグスタッフ
コードヤード バイマリオット フラッグスタッフ

ハンプトンイン アンドスイーツ フラッグスタッフ
ヒルトンガーデンイン フラッグスタッフ
ベストウエスタンポニーソルジャーイン＆スィート
クオリテイィン
コンフォートイン I-17 & I-40
ベイモントインアンドスィート フラッグスタッフ
ラキンタイン＆スィート フラッグスタッフ
ホリディインエクスプレス フラッグスタッフ
デイズホテル バイウィンダム フラッグスタッフ

ブライスキャニオン地区

フラッグスタッフ

シェラトンフラミンガムホテル＆コンフェレンスセンター
クラウンプラザボストン ナティック
ハンプトンインボストンナティック
コートヤードボストンブルックライン

フラミンハム
ブルックライン

ラキンタイン＆スイーツ フォートローダーデール エアポート
ラマダフォートローダーデールエアポート クルーズポート

ホリデイインボストン ブルックライン

ホームウッド スイーツ バイ ヒルトン ボストン ブルックライン - ロングウッド メディカル

ダブルツリー バイ ヒルトン フレズノ コンヴェンション センター
コートヤード フレズノ
ハンプトンイン＆スイートフレズノ
スプリングヒルスイートフレズノ
ラディソンホテルフレズノカンファレンスセンター
フレズノ

マリオットホテル＆カンファレンスセンター

コートヤード・プロポ

レイクパウエルリゾート＆マリーナ

コートヤードペイジアットレイクパウエル

プロボ

ペイジ

クラリオンホテル
ヒルトンガーデンイン ベーカーズフィールド
ホームウッドスイーツ バイヒルトン ベーカーズフィールド

ベーカーズフィールド

ポートランド

リッツカールトンボストン
フォーシーズンズボストン

マリオットバケーションクラブポルスカスタム ハウスボストン
フェアモントコープレイプラザ
ボストンハーバーホテル
インターコンチネンタルボストン
ロウズボストンホテル（旧：ザ・バックベイホテル）

ボストン

キンプトンホテル ビンテージポートランド
ポートランドマリオット ダウンタウンウォーターフロント
ヒルトンポートランド＆エグゼクティブタワー
ポートランドマリオットシティセンター
クラウンプラザポートランドダウンタウンコンベンションセンター
ザ ベンソン コースト ホテル
ナインズラグジュアリーコレクションホテルポートランド
ボストンマリオットコープレイプレイス
ザウエスティンコープレイプレイス ボストン
ボストンマリオットロングワーフ
シェラトンボストンホテル
ヒルトンボストンバックベイ
オムニ・パーカーハウス
ザウエスティンボストンウォーターフロント
エンバシースイートバイヒルトンボストンアットローガンエアポート
ハイアットリージェンシーボストンハーバー
ハイアットリージェンシーボストン
ルネッサンスボストンウォーターフロント
ザランガムボストン
ザレノックス
Ｗ ボストン
コープリー スクエア ホテル

ホテルモデラ
エースホテル
コートヤードバイマリオットシティセンター
ザマークスペンサーホテル

ヒルトンボストンダウンタウン/ファニエルホール （旧ヒルトンファイナンシャルディストリクト）

ダブルツリーバイヒルトンホテルボストンダウンタウン
ボストンパークプラザ（旧：ボストンパークプラザホテル＆タワー
コートヤードボストン サウスボストン
ダブルツリークラブバイヒルトンホテルボストンベイサイド
ダブルツリースイートバイヒルトンホテルボストン ケンブリッジ
リベアホテル ボストンコモン
フォーポイントバイシェラトンボストンローガンエアポート
ヒルトンボストンローガンエアポート
コートヤードボストンダウンタウン(旧：コートヤードダウンタウントボ
コートヤードボストンコープレイスクエア
ボストンマリオットバーリントン
ヒルトンガーデンインボストン バーリントン
ホリデイインボストンバンカーヒルエリア
ザコロネイドホテル
シーポートボストンホテルアンドワールドトレードセンター
ハンプトンインボストン ローガンエアポート

ベストウェスタン ビレッジイン
ラキンタイン フレズノ ヨセミテ
ラマダフレズノノース
ホリディインエクスプレス＆スイート フレズノ ノースウェストハーンドン
ベストウエスタンプラスフレズノイン
ユニバーシティスクウェアホテル
クオリティーイン＆スイーツフレズノ（旧コンフォートイン フレズノ）
デイズインフレズノセントラル
ベストウェスタン プラス フレズノ エアポート
コンフォートスイーツ フレズノ リバー パーク
カントリーインアンドスイーツバイカールソンフレズノ
デイズインヨセミテエリア
ハンプトンイン プロボ
フェアフィールドイン プロボ
ベイモントイン アンドスイーツ プロボ リバー
コンフォートイン ＆スイーツ
スリープイン オブ プロボ
デイズイン プロボ
ラマダ プロボ
クラリオン イン ページ レイク パウエル
ベストウエスタンプラスアトレイクパウエル
ベストウェスタンビューオブレイクパウエル
ロードウェイイン
デイズインアンドスイーツページレイクパウェル
クオリティ イン アット レイク パウエル
トラベロッジ バイウィンダム ペイジ
コンフォートイン＆スイーツページ
スーパー8 バイウィンダム ペイジ・レイクパウエル
アメリカスベストバリューインペイジ
ホリデイインエクスプレスページレイクパウエルエリア
スリープインアンドスイーツ
ハンプトンイン＆スイーツペイジレイクパウエル
ラキンタインアンドスイーツペイジアットレイクパウエル
モーテル シックス ペイジ
ナイツ イン ペイジ
ベイモントインアンドスイーツペイジレイクパウエル
ハイアットプレイスペイジレイクパウエル
カントリーインアンドスイーツバイラディソン
ホリデイイン・エクスプレス ベーカーズフィールド
ハンプトンイン ベーカーズフィールド セントラル
ラマダリミテッドスイーツベーカーフィールドノース
ラマダリミテッドスイーツベーカーフィールドセントラル
ラ・キンタイン アンドスイート ベーカーズフィールドノース
ホテルローズ
ジュピターホテル
ソサイエティホテル
ホリディインエクスプレスアンドスイーツポートランドNWダウンタウン
ラキンタインアンドスイーツポートランドNW
レジデンスインポートランドダウンタウンリバープレイス
ウィンダムボストンビーコンヒル
ザミッドタウンホテル
ベストウエスタン プラス ボストンホテル
コートヤードボストンローガンエアポート
ザインアトロングウッドメディカル
ハンプトンインアンドスイーツ ボストンクロスタウンセンター
フリーポイントホテル ウェストケンブリッジ
コンフォートイン＆スイートボストンローガンインターナショナルエア
ホリデイインエクスプレスホテル＆スイートボストンガーデン
ホテル ボストン

クオリティーイン
ホリディイン エクスプレス ホテル & スイート マーセド - ヨセミテ 国立公園エリア

マーセド

マンダリンオリエンタル
フォーシーズンズ ホテル マイアミ
ザ リッツカールトンサウスビーチ
ザ リッツカールトンキー ビスケイン マイアミ
フィッシャーアイランドクラブホテル
ザ リッツカールトンココナッツグローブ マイアミ
マイアミ

フォンテンブロー マイアミビーチ
ロウズマイアミビーチ ホテル
コンラッドマイアミ
マリオット スタントン サウスビーチ
マレナスビーチリゾート
デラノ サウスビーチ
ソネスタ ココナッツグローブ マイアミホテル
ＪＷマリオット マイアミ

マイアミビーチリゾート
インターコンチネンタル マイアミ
ヒルトンマイアミエアポート
エンバシースイーツ バイ ヒルトン マイアミインターナショナルエアポート

ホリディインポートオブマイアミ ダウンタウン
コートヤード マイアミ ダウンタウン ブリッケルエリア
ドービルビーチリゾート マイアミ
フォーポインツバイシェラトン マイアミビーチ
シェラトンマイアミエアポートホテルアンドエクゼクティブミーティングセンター マイアミインターナショナルエアポート
キンプトン サーフコンバー ホテル
エセックスハウス
ダブルツリーバイヒルトングランドホテル ビスケインベイ
コートヤード マイアミエアポート
ハイアットリージェンシー マイアミ
コートヤードマイアミビーチサウス ビーチ
マイアミ マリオット ビスケインベイ
コートヤード キャディラックマイアミビーチオーシャンフロント
マイアミエアポートマリオット
レジデンスインマイアミエアポート
ハイアットリージェンシーコーラルゲーブルス
マイアミエアポートマリオット
ザ ビルトモアホテル （マイアミコーラルゲーブルズ）
クラウンプラザマイアミインターナショナルエアポート
ダブルツリー リゾート＆スパ バイ ヒルトン ホテル オーシャンポイント ノースマイアミビーチ ヒルトン ガーデン イン マイアミ エアポート ウェスト
プルマンマイアミエアポートホテル

コートヤード マーセド
ハンプトンイン＆スイート マーセド
ベストウエスタンイン
マーセドインアンドスイート
トラベロッジマーセドヨセミテ
アメリカズ ベスト バリューイン
ロードウェイイン
ラマダハイアリアマイアミエアポート
ホリディインマイアミビーチ オーシャンフロント
デイズイン＆スイーツ マイアミ/ノースビーチ オーシャンフロント
シーガルホテルマイアミビーチ
ホリディインマイアミインターナショナルエアポート
ハンプトンイン バイヒルトン マイアミココナッツグローブ コーラルゲーブルズ

ハンプトンインマイアミデイドランド
ハンプトンインアンドスイーツバイヒルトンマイアミエアポート サウスブルーラグーン

レッドルーフプラスマイアミエアーポート
リージェンシーホテル マイアミ

ステイブリッジ スイーツ タイソンズマクリーン

マクレーン
ザ ウエスティン モナーク リゾート マンモス

マンモスマウンテンイン
トラベロッジ マンモスレイクス
クオリティーイン ニアー マンモスマウンテン スキーリゾート
ベストウェスタン プラス ハイ シエラ ホテル
ラキンタイン ビショップ マンモスレイク
バージンリバーホテルアンドカジノ
ユーレカカジノリゾート
カサブランカリゾートカジノゴルフアンドスパ
ホリディ―インエクスプレスアンドスイートメスキート
ベストウエスタンメスキートイン
ライジングスタースポーツランチリゾート

マンモスレイク

メスキート

マリオットメンフィスイースト
ザ ゲストハウスアットグレースランド
ザ ピーポディーメンフィス
ウェスティン メンフィス ビールストリート

メンフィス

5

クラウンプラザメンフィスダウンタウン
ダブルツリーバイヒルトンメンフィス
エンバシースイーツ バイヒルトンメンフィス
シェラトンメンフィスダウンタウンホテル
ヒルトンメンフィス
フォーポイントバイシェラトンメンフィスイースト
クラウンプラザメンフィスイースト
ハイアットプレイスメンフィスプライマシーパークウェイ

フェアフィールドイン＆スイーツ
ホリデーインエクスプレスメンフィスイーストI-240
ホリディインエクスプレス
クオリティースイーツ イースト エアポートI-240
ベストウエスタンギャレリアインアンドスイーツ
ホリディイン メンフィス-ダウンタウン ビールストリート
エクステンディット ステイ メンフィスエアポート
ハイアットプレイスメンフィス プリマシー パークウェイ
ベストウェスタンプラスグッドマンイン＆スイーツ
コンフォートインダウンタウン
エルビスプレスリーズ ハートブレイクホテル
コートヤードバイマリオット
ベストウエスタンエグゼクティブイン
ベストウエスタンプラスジェンエックスイン
ホリデイインユニバーシティオブメンフィスオールスイート
エコノロッジダウンタウン
ハンプトンインアンドスイーツ メンフィス ビールストリート
ベイモントイン＆スイーツメンフィス イースト
デイズインメンフィスアットグレースランド

株式会社阪急交通社

◎このホテルリストは、旅行業法で定める取引条件説明書面の一部または旅行契約が締結された際の契約書面の一部となります。

アメリカ

※当社のホテルグレ－ドは、当該都市（地域）内での評価に基づき分別しております。その為、同じグレ－ドのホテルでも他の都市（地域）とサ－ビスや設備等が必ずしも同等ではありません。
※当該都市（地域）において大型博覧会、スポーツ大会、コンベンション、⾒本市等の開催、世界遺産に登録されており中⼼市街地の開発が制限されている場合など特有の事情がある場合、
2018年10月1日～2019年3月31日出発分

都市名

予めパンフレットに記載された代替都市のホテルを手配させていただく場合がございます。

ラグジュアリー（ＬＬ）

スーパーデラックス（Ｌ）

デラックス（Ｓ）

スーペリア(Ａ）

モアブバレーインアンドカンファレンスセンター
ベストウエスタンプラスキャニオンランズイン
ベストウエスタンプラスグリーンウェルイン
ホテル・モアブ・ダウンタウン（旧；ラマダインモアブダウンタウン）
クオリティスイーツモアブ
アーチウェイインモアブ
スリープイン
リバーキャニオンロッジ
ホリデイインエクスプレスホテル＆スイーツ
ラキンタインアンドスイーツモアブ
ビッグホーンロッジ
スーパー8モアブ
モーテル6
ハンプトンインモアブ
ディズインモアブ
コンフォートスイーツ

ヨセミテバレーロッジ
ヨセミテビューロッジ
ダブルツリーバイヒルトンホテルモデスト
クラリオン イン カンファレンス センター
マイクロテル インアンドスイーツ バイウィンダムモデスト セレス
フェアフィールドイン アンド スイーツ モデスト サリダ

ビッグ ツリーズ ロッジ（旧：ワウォナホテル）
ハーフドームビレッジ（旧：カリービレッジ）

モアブ

モニュメントバレー地区
マジェスティック ヨセミテ ホテル

グールディングス ロッジ
ザビューホテル
テナヤロッジアットヨセミテ

ヨセミテ国立公園地区

ラスベガス

マンダレイベイリゾートアンドカジノラスベガス
ベラージオラスベガス
ベネチアンラスベガス
フォーシーズンズホテルラスベガス
ウィン ラスベガス
アリアリゾートアンドカジノラスベガス
ザ パラッツォ ラスベガス
アンコール アット ウイン ラスベガス
トランプ インターナショナル ホテル ラスベガス
マンダリン オリエンタル ラスベガス
ザコスモポリタンオブラスベガス

ミラージュ ラスベガス
シーザスパレス ラスベガス
マンダレイベイ リゾートアンドカジノ ラスベガス
ヴィダラ ホテル & スパ アット アリア ラスベガス

スタンダード（Ｂ）

レッドクリフスロッジ
ハンプトンインモアブ
フェアフィールド イン & スイーツ バイ マリオット モアブ

パーク MGM（旧モンテカルロ ラスベガス リゾート アンド カジノ） バリーズ ラスベガス ホテル ＆ カジノ
フラミンゴラスベガス
ウェスティン ラスベガス ホテル - カジノ & スパ
ウエストゲート ラスベガス リゾート アンド カジノ
トロピカーナ ラスベガス カジノホテルリゾート
リオ オール スイート ホテル & カジノ
ゴールデン ナゲット ホテル & カジノ ラスベガス
プラネット ハリウッド リゾート & カジノ
エクスカリバー ホテル カジノ ラスベガス
ルクソール ラスベガス
ハラーズ ラスベガス ホテル アンド カジノ
ニューヨーク ニューヨーク ラスベガスホテル&カジノ
ザ リンク ホテルアンドカジノ
MGM グランド ラスベガスホテル アンド カジノ
エスエルエスラスベガス トリビュートポートフォリオリゾート
トレジャーアイランド ホテル アンド カジノ ラスベガス
ラッキー ドラゴン ホテルアンドカジノ ラスベガス
パリスラスベガス

アメリカズベストバリューインマリポサロッジ（旧ベストバリューイン・マリポサロッジ）

コンフォートインヨセミテバレーゲートウェイ
ベストウエスタンプラスヨセミテゲートウェイイン
シーダーロッジ
コンフォートインヨセミテエリア
アメリカズベストバリューインヨセミテサウスゲート
シャイロ インスイート（旧：ヨセミテシェライン）
ヨセミテサウスゲートホテルアンドスイーツ
コンフォートインモデスト
ホリデイインエクスプレスアンドスイーツモデストサリダ
デイズインモデスト
ベストウェスタンパームコートイン
ベストウエスタンプラスソノラオークスホテル＆カンファレンスセンター
マイクロテルイン＆スィーツバイウィンダム
ザ ストラトスフィア ラスベガス ホテル＆カジノ
サーカス サーカス ラスベガス ホテル & カジノ
フーターズカジノホテル
ゴールド コースト ホテル アンド カジノ ラスベガス
マルディグラ ホテル＆カジノ
フリーモント ホテル ＆ カジノ
プラザ ホテル＆カジノ
トスカニースイーツ＆カジノ ラスベガス
SLSラスベガスホテル＆カジノ
ザオーリンズホテルアンドカジノ

ザ ラッシュモア ホテルアンドスイーツ(旧：アドバエコホテル）
ラシュモアプラザホリディインホテル＆コンベンションセンター
グランドゲートウェイホテル ラピッドシティー
フェアフィールドイン＆スイートラピッドシティ

ベストウェスタン ラムコタホテル ラピッドシティー
コンフォートイン＆スイーツ
ハンプトンイン ラピッドシティー
ラキンタイン＆スィートラピッドシティー
ホリディインエクスプレス＆スイーツ ラピッドシティー
ディズイン ラピッドシティー
ホリデイイン ラピッドシティ ラッシュモアプラザ
カントリーイン アンドスイーツ バイカールソン ラピッドシティー
ヒルトン ガーデン イン ラピッド シティ
ハワードジョンソン ラピッドシティー
アメリカベストバリューイン
マイクロ―テルイン＆スイートバイウィンダムラピッドシティ
エコノロッジ
デイズインウエストラピッドシティ
スリープイン＆スイーツ
スーパー８ラピッドシティ/ラクロスストリート
エンバシースイートバイヒルトン ラブランドホテルカンファレンスセンター＆スパ ハンプトンインバイヒルトンラブランド
ベストウェスタンプラス クロスローズイン＆カンファレンスセンター
フェアフィールドイン&スイーツ ラブランドフォートコリンズ
ホリデイイン・エキスプレス＆スイーツ ラブランド
コンフォートスイーツ ラブランド
アクエリアスカジノリゾート
ゴールデンナゲットラフリン
トロピカーナラフリン
ハラースラフリン
エッジウォーターカジノリゾート
コロラドベル
リバーサイドリゾートホテル＆カジノ

ラピッドシティー

ラブランド

ラフリン

ホリデイインエクスプレスアンドスイーツ リンカーンイースト ホワイトマウンテン

リンカーン

デイズインリンカーン
ハンプトンイン
フェアフィールドイン&スイートレイクチャールズサルファー
ホリデイインエクスプレス & レイク チャールズ
コンフォートスイーツ
リッチモンドスイートホテル
コンフォートイン
ラキンタイン＆レイクチャールズカジノエリア
ミヤコホテル
ザラインホテル
ビバリーヒルズマリオット
ザ メイフェアホテル
リュクスシティセンター
ハンプトン イン ＆ スイーツ LAX エルセグンド
ハリウッドルーズベルト
カワダホテル
ダブルツリーバイヒルトンホテル LAXエルセグンド
スポーツマンズロッジ
フォーポイントバイシェラトンロサンゼルスインターナショナルエアポート フィゲロアホテル
ハイアットリージェンシー ロサンゼルス インターナショナルエアポート ラマダコマース ロスアンゼルスエリア
ザ ガーランド
クオリティーイン＆スイーツ ロサンゼルスエアポート LAX
ラキンタイン＆スイーツLAX（旧ラキンタインロサンゼルスエアポート）
ホリディイン ロサンゼルス ゲートウェイ トーランス
ホリディインロサンゼルスエアポートホテル
ホリディインエクスプレスロサンゼルスエアポート
ニューガーデナホテル
ラマダ ホテル ホーソン LAX
ラディソンホテルロサンゼルスミッドタウンアットＵＳＣ
リダックゲートウェイホテル
ダブルツリーバイヒルトンホテルカーソン
エアーズホテル マンハッタンビーチ ホーソン
ダブルツリーバイヒルトンロサンゼルスコマース
ハンプトンイン＆スイートロサンゼルスグレンデール
ダブルツリーバイヒルトンロサンゼルスウエストサイド
ハンプトンインロサンゼルスインターナショナルエアポート/ホーソン
ダブルツリーバイヒルトンサンペドロポートロサンゼルス
ハンプトンインロサンゼルスカーソントーランス
ア・ロフト エルセグンドロサンゼルスエアポート
ベストウエスタンプラスガーディナイン＆スイート
ベストウエスタン+エグゼクティブイン
ベストウエスタンプラスアビータスイート
ヒルトンサンガブリエル
ベストウエスタンプラスサンペドロホテル＆スイート
ホリデイインエクスプレスアンドスイーツ ロサンゼルスエアポート ホーソーン
クラウンプラザロサンゼルスハーバーホテル
フェアフィールドイン アンド スイーツ バイ マリオット LAX
ベストウエスタンプラスサウスベイ
エアテルプラザホテル
ホテル インディゴ ロサンゼルス ダウンタウン
ベストウエスタンアウトローイン
ベイモントイン&スイーツ ロックスプリングス
ホリデーインロックスプリングス
クォリティーインロックスプリングス
デイズインロックスプリングス
ハンプトンインロックスプリングス
ハンプトンイン＆スイートグリーンリバー
スーパー8グリーンリバー
ル・オーベルジュデュラクカジノリゾート

レイクチャールズ

ビバリーヒルズ・ビバリーウィルシャー 、ア フォーシーズンホテル
フォーシーズンズ ロサンゼルス アット ビバリーヒルズ
フェアモントミラマーホテル&バンガローズ
JWマリオットサンタモニカ ル メリゴット
カサ・デル・マール・ホテルバイザシー
シャッターズ・オン･ｻﾞ･ビーチ

オムニロサンゼルスアットカリフォルニアプラザ（旧オムニロサンゼルス）
ビバリーヒルズホテル
ソフィテル ロサンゼルスアットビバリーヒルズ
インターコンチネンタルロサンゼルスセンチュリーシティー
ダブリュー ロサンゼルス ウェストビバリーヒルズ
ロウズサンタモニカビーチ
ヒルトンチェッカーズ
ＪＷマリオットロサンゼルスＬＡライブ

ロサンゼルス

ダブルツリーバイヒルトンロサンゼルスダウンタウン
ミレニアム・ビルトモア
シェラトングランドロサンゼルス（旧：シェラトンロサンゼルスダウンタウン）

ザ ウエスティンボナベンチャーホテルアンドスイート
ザ エルエーホテルダウンタウン
ロウズハリウッド
ザビバリーヒルトン
シェラトンユニバーサル
ヒルトン ロサンゼルス ユニバーサルシティー
トーランスマリオットレドンドビーチ
ダブルツリーバイヒルトン ホテルトーランスサウスベイ
ロサンゼルス エアポート マリオット
ヒルトンロサンゼルスエアポート
ザウェスティンロサンゼルスエアポート
シェラトンゲートウェイロサンゼルスホテル
クラウンプラザロサンゼルスエアポート
ミヤコハイブリットホテル
レジデンスイン ロサンゼルス レドンドビーチ
キンプトン エヴァリー ホテル

ロックスプリングス

ホリデーインエクスプレスホテル＆スイートロックスプリングスグリーンリバー

マディソンワシントンDC ヒルトンホテル（旧ルネッサンス ワシントンDC デュポンサークル ホテル）

ワシントン

アンカレッジ

ガードウッド

インターコンチネンタル ザ ウィラード ワシントンDC
フォーシーズンズ ワシントンDC
ザ セントレジス ワシントンDC
マンダリンオリエンタルワシントンＤＣ
ソフィテル ワシントンDC ラファイエットスクエア ホテル
ザ リッツカールトンワシントンDC
ザ リッツカールトンジョージタウン ワシントンDC

パークハイアット ワシントン
JWマリオット ワシントンDC
フェアモントワシントンDC ジョージタウン

キャピタルヒルトン
ハイアットリージェンシー ワシントン オン キャピタル ヒル
メイフラワーホテル オートグラフコレクション
ザウエスティン ジョージタウン ワシントンDC（旧：ウエスティングランド） ワシントン マリオットワードマンパーク
グランドハイアットワシントン
オムニショーハム ホテル
ワシントン マリオット アット メトロセンター
ワシントンコートホテル
ザ フェアファックスアットエンバシーロウ ワシントンDC
ハミルトン ホテル ワシントンＤＣ
エンバシースイーツ バイヒルトン ワシントンDC コンベンションセンター
ヘイアダムス
ワシントンマリオット ジョージタウン
シェラトンレストン ホテル
ザ ウェスティンレストンハイツ

ホテルキャプテンクック
ヒルトンアンカレッジ
シェラトンアンカレッジホテル アンドスパ
アンカレッジマリオットダウンタウン
ウエストマークアンカレッジ

カンフォートイン＆スイートロックスプリングス
ホームウッドスイーツ ロックスプリングス
ザ ウェスティンワシントンDC シティーセンター
ホリディイン ワシントン キャピタル
ルネッサンスワシントンＤＣダウンタウンホテル
ワシントンプラザ
ワシントン ヒルトン
ホリディインワシントンDC セントラル ホワイトハウス
クラウンプラザ ワシントン ナショナルエアポート
デイズイン バイウィンダム ワシントンDC コネティカットアベニュー
ザ エンバシーロウホテル
ハンプトンインワシントン ダウンタウン コンベンションセンター
キーブリッジマリオット
キャピタルスカイラインホテル
ワシントン ダレスエアポート マリオット（旧：マリオットダレスエアポート） ホリディイン ロスリン アット キーブリッジ
ザ ウィンク ホテル（旧ルネッサンス ワシントンDC デュポンサークル ホテル）

キンプトンホテル パロマー ワシントンDC（旧：パロマー）
コートヤード ワシントン キャピタルヒル ネイビーヤード
コートヤードワシントンDC USキャピタル
コートヤードワシントンDC デュポンサークル
ヒルトンワシントンダラスエアポート
ハイアット プレイス ワシントン DC /ナショナル モール
クラウンプラザ ワシントン ナショナル エアポート
コートヤードアンカレッジエアポート
クォリティースィート ヒストリックダウンタウン
クラリオンスィートダウンタウン
ザ レイクフロントアンカレッジ
スプリングヒルスイートアンカレッジユニバーシティレイク

ザ・ホテル・アリエスカ(旧ホテルアリエスカ）

カンティシュナロードハウス
デナリバックカントリーロッジ
キャンプデナリアンドノースフェイスロッジ

カンティシュナ
スワード
タルキートナ

スワードウィンドソングロッジ

ベストウエスタンプラスエッジウォーターホテル
ブリーズイン
スイスアラスカイン
ラチチュード６２モーテル

タルキートナアラスカンロッジ
マウントマッキンリープリンセスウィルダネスロッジ

チェナ

デナリ

チェナホットスプリングスリゾート（ムースロッジ)

チェナホットスプリングスリゾート

デナリパークビレッジ（旧マッキンリービレッジロッジ）
グランデデナリロッジ
マッキンリーシャレーリゾート
デナリブラッフスホテル
デナリグリズリーベアリゾート
デナリプリンセスウィルダネスロッジ

デナリキャビンズ
クロウズネストキャビンズ

ヒーリー

フェアバンクス

アビエイターホテルアンカレッジ
ゲストハウスイン アンドスイーツ アンカレッジ
インレットタワー ホテルアンドスイーツ
ザ ボヤジャーイン
エクステンディッドステイデラックスアンカレッジ
ラマダアンカレッジ

フェアバンクスプリンセスリバーサイドロッジ
ウエストマークフェアバンクスホテルアンドコンファレンスセンター
ソフィステーションスイーツ
スプリングヒルスィートフェアバンクス
ウェッジウッドリゾート
ラ キンタ イン＆スイーツ フェアバンクス エアポート
リバーズエッジリゾート
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ホリデイインエキスプレスホテルアンドスイーツフェアバンクス

モーテルノードヘヴン
デナリパークホテル
トーテムイン
リージェンシーフェアバンクスホテル
ブリッジウォーターホテル
エキステンデッドステイアメリカフェアバンクスオールドエアポートウェイ
ベストウエスタンプラスチナリバーロッジ

株式会社阪急交通社

