
カテゴリー 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）

ＪＷマリオットザ・ルソームスコカリゾート＆スパ コンフォートインハンツビル

シャーウッドイン シャムロックベイリゾート

タブームスコカリゾート＆ゴルフ レッドメープルイン＆スイーツ

ディアハーストリゾート ハワードジョンソンイングレーブンハースト

ムスコカグランビューリゾート ヒドゥンバレーリゾートムスコカ

レジデンスイングレイブンハーストムスコカワーフ ベストウエスタンプラスムスコカイン

ロッキークレストゴルフリゾート ホリディインエクスプレスハンツビル

クオリティイン　ブレイスブリッジ

ロードウェイインキングウィリアム

クオリティインアーンプライア

ブラッチフォードレイクロッジ エクスプローラ キャピタル スイーツ イエローナイフ

クオリティイン & スイーツ イエローナイフ スーパー8イエローナイフ

シャトーノバ ディスカバリーイン

スタントン スイーツ ホテル イエローナイフ

ノバ イン イエローナイフ

シャトーブロモン エストリモンスイーツ＆スパ

デルタホテルズシャーブルック オーベルジュ＆スパ ウエストブローム

マノワセントサーブル コンフォートインシャーブルック

ホテルウエリントン

ホテルシェリボーグ

ウェスティンリゾート＆スパ ウィスラー サミットロッジブティックホテル AAVA ウイスラーホテル タンタラスリゾートロッジ

パンパシフィックウィスラー マウンテンサイド サンディアルブティックホテル ウィスラーヴィレッジインプラス スイーツ ピナクルホテルウィスラー

パンパシフィックウィスラービレッジセンター デルタホテルズバイマリオットウィスラービレッジスイーツ クリスタルロッジ アンド スイーツ ウィスラー ホテル ブラッコムスプリングススイーツ

フェアモントシャトーウィスラー ヒルトンウィスラー リゾート ＆スパ グレイシャーロッジ & スイーツ マーケットパビリオン

フォーシーズンズリゾート アンド レジデンス ウィスラー マーキース ブラッコムロッジ マーケットプレイスロッジ

ル・シャモア リステルホテルウィスラー

プリンスオブウェールズホテル

ザウェスティンエドモントン コーストエドモントンプラザ キャンパスタワースイートホテル

サットンプレイスホテルエドモントン シャトーラッコムホテル サンドマンホテルエドモントンウエスト

デルタホテルズエドモントンサウス トラベロッジエドモントンサウス

デルタホテルズエドモントンセンタースウィート ハワードジョンソンホテルエドモントン

ファンタジーランドホテル ベストウェスタンシダーパークイン

フェアモントホテルマクドナルド ラディソンホテルエドモントンサウス

エドモントンイン＆コンファレンスセンター

フェアモントシャトーローリエ アンダーズオタワバイワードマーケット アルクザホテルオタワ アルバート アット ベイスイートホテル

ウェスティンオタワ クラウンプラザガティーノオタワ カルティエプレーススイートホテル

オタワマリオットホテル ダブルツリーバイヒルトンガティーノオタワ キャピタルヒルホテル

シェラトンオタワ デルタホテルズオタワシティーセンター クオリティイン＆スイーツガティーノ

ヒルトンラックレミー ノボテルオタワ コートヤードオタワダウンタウン

ブルックストリート フォーポイントシェラトンガティノーオタワ コンフォートインオタワイースト

ホームウッドスイーツバイヒルトンオタワカナタ ホリディイン ＆ スイーツ オタワ カナタ コンフォートインガティーノ

ホリディインオタワイースト ヒルトンガーデンインオタワエアポート

ホリディインオタワダウンタウンパーラメントヒル ベストウェスタンプラスオタワダウンタウンスィーツ

メットカルフホテル ベストウエスタンプラスガティーノオタワホテル

レスイートホテルオタワ ザカールトンスイーツホテルオタワ

ロードエルギン

ポーメロイカナナスキスマウンテンロッジ クロスウォーターリゾート　カナナスキス

ストーニーナコダリゾート＆カジノ

マウントキッドマナーカナナスキス

サンピークスグランドホテル＆カンファレンスセンター コーストカムループスホテル＆コンファレンスセンター アクセントインカムループス

サンドマンシグニチャーカムプールズホテル コンフォートイン & スイーツ

ダブルツリーバイヒルトンホテルカムループス サンドマンイン＆スイーツ カムループス

デルタホテルズバイマリオットカムループス パシフィックイン＆スイーツ

トンプソンホテルアンドコンフェレンスセンター ハンプトンインバイヒルトン

ベストウェスタンプレミアアバディーンカムループス

ベストウエスタンプラスカムループス

ホリディインエキスプレスカムループス

ホリディイン＆スイーツカムループス

ラマダバイウィンダムカムループス

フェアモントパリサー ウェスティンカルガリー グレーイーグルリゾートアンドカジノ アクレイムホテルカルガリーエアポート

カルガリーエアポート・マリオット・インターミナル デルタホテルズカルガリーエアポートインターミナル ウィンダムガーデンカルガリーエアポート

カルガリーマリオットダウンタウンホテル デルタホテルズカルガリーサウス ロイヤルホテルカルガリー

シェラトンカバリアーカルガリーホテル ヒルトンカーデンインカルガリーエアポート   トレードマークコレクションバイウィンダム

シェラトンスイーツカルガリーオークレアホテル ラディソン サンドマンカルガリーウェスト

デルタホテルズカルガリーダウンタウン   ホテルアンドコンフェレンスセンターカルガリーエアポート サンドマンカルガリーエアポート

ハイアットリージェンシーカルガリー サンドマンカルガリーサウス

サンドマンシグニチャーカルガリーダウンタウンホテル

ディズインカルガリーサウス

ハンプトンイン＆スィーツ 

  バイ ヒルトン カルガリーエアポート

ハンプトン イン＆スイーツ 

  バイ ヒルトン カルガリー ユニバーシティ 

フォーポイントバイシェラトンカルガリーウエスト

ベストウェスタンプレミア

  カルガリープラザ ホテルアンドコンフェレンスセンター

ベストウエスタンプレミアフリーポートイン＆スイート

ホームウッドスィートカルガリーエアポート

ホリディインエキスプレス＆スイーツ カルガリー

ホリディインカルガリーエアポート

ホリディイン カルガリー - マックレオド トレイル サウス

ラマダホテルダウンタウンカルガリー

キャベンディッシュメモツリーリゾート

キャベンディッシュモーテル

  （旧リゾート アット キャベンディッシュ コーナー ）

キンドレッドスピリッツカントリーイン＆コテージ

アルゴンキン

公園地区

アーンプライヤー

イエローナイフ

イースタンタウンシップス

ウィスラー

ウォータートンレイク

国立公園

エドモントン

オタワ

カナナスキス

カムループス

カルガリー

キャベンディッシュ

  2023年4月1日～2023年9月30日出発分

カナダ

ホテルリスト

◎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。
※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、

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。

1 株式会社阪急交通社



カテゴリー 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）

  2023年4月1日～2023年9月30日出発分

カナダ

ホテルリスト

◎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。
※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、

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。

ウィンドタワーロッジ＆スイーツ デイズインキャンモア

クオリティリゾートシャトーキャンモア ポカテライン＆ウォータースライド

グランデ ロッキーズ リゾート キャンモアイン＆スイーツ

グランド カナディアン リゾートオブロッキーズ

コーストキャンモアホテル＆コンフェレンスセンター

コッパーストーンリゾート

ホリディインキャンモア

アンバサダーホテルアンドコンフェレンスセンター

コートヤードキングストンハイウェイ401

メープルクレストイン

デルタキングストンウォーターフロントホテル

ハワードジョンソンバイウィンダムキングストン

フォーポイント バイ シェラトン キングストン

ホリディインエクスプレス＆スイーツキングストンセントラル

ホリディインキングストンウォーターフロント

ラマダホテルアンドカンファレンスセンター

レジデンスインキングストンウォーターエッジ

クラレンビルイン

フェアモントシャトーフロンテナック ケベックシティマリオットダウンタウン ホテルシャートーローリエケベック クオリティスイーツケベック

デルタホテルズバイマリオットケベック ダブルツリーバイヒルトンケベックリゾート ケベックイン

パレスロイヤル ホテルクラレンドン シャトーベルビュ

ホテル プラザ ケベック ホテルポートロイヤル トラベロッジバイウィンダム

ホテルケベック マノワービクトリア   ホテル＆コンベンションセンターケベックシティ

ピュールケベック

ベストウェスタンプラスシティーセンター

ホテル アンバサダー 

ホテル ユニバーサル

ホテルカルティエ

ホテルクラシック

ホテルマスト

ホテルロイヤルウィリアム

デルタホテルズグランドオカナガンリゾート コーストカプリホテル アクセントインケローナ

ペンティクトンレイクサイドリゾート＆コンファレンスセンター フォーポインツバイシェラトンケローナエアポート コンフォートスイーツケローナ

マンテオリゾートウォーターフロントホテル プレステージビーチハウス サンドマンホテルケローナ

レイクオカナガンリゾート デイズインケローナ

フェアフィールドイン＆スイートケローナ

ベストウエスタンプラスケローナ

ベストウェスタンプラスワインカントリーホテル＆スイート

ダブルツリーバイヒルトンケロウナ

カナタケローナホテル＆カンフェレンスセンター

ラマダケローナホテル＆カンフェレンスセンター

グレーシャービューロッジ

ホテルサカコミ

ロイヤリストカントリーイン＆カンファレンスセンター

クオリティ ホテル サントル ドゥ コングレ

ホリディインエクスプレスサンジャンシュルリシュリュー

フェアモントジャスパーパークロッジ（湖側のお部屋） フェアモントジャスパーパークロッジ クリムゾンジャスパー ウィスラーズイン

シャトージャスパー ジャスパーイン＆スイーツ

フォレストパークホテル トンキンイン

ピラミッドレイクリゾート マーモットロッジ

マウントロブソンイン

マリーンロッジ

ロブスティックロッジ

デルタホテルズバイマリオットプリンスエドワード グレートジョージ カナダズ ベストバリューイン＆スイート

ロッド・シャーロットタウンホテル ダンディーアームズイン クオリティイン＆スイーツダウンタウン

ロッドクロウブッシュ ホルマングランドホテル シャーロットタウンイン＆コンファレンスセンター

ロッドブルデネルリバー ホテルオンパウナル

ホリディインエキスプレスシャーロットタウン

ロッドロイヤルティ

デルタホテルズ セントジョンズ＆カンファレンスセンター

ホリディイン エクスプレス ディアレイク

オーロライン

ダウンタウンホテル

ザ オムニ キング エドワード ホテル インターコンチネンタルトロントセンター クラウンプラザトロントエアポート アンドレハウス

シャングリラホテルトロント ヨークビルロイヤルソネスタホテル シェラトンゲートウェイホテルトロントエアポート エドワードホテルマークハム

セントリージストロント ウェスティンハーバーキャッスル シェラトン エンバシースイーツバイヒルトントロントエアポート

フォーシーズンズ パンパシフィックトロント   トロントエアポートホテル&カンファレンスセンター フォーポイントバイシェラトントロントエアポートイースト

リッツカールトン シェラトンセンター ダブルツリーバイヒルトントロントダウンタウン コートヤードトロントダウンタウン

チェルシーホテル デルタトロントイースト サンドマンシグネチャートロントエアポート

デルタホテルズトロント トロントエアポートマリオット スーパー８ ダウンタウントロント

トロントマリオットシティセンター ヒルトンスイートマークハム ストラスコナ

ハイアットリージェンシートロント ヒルトントロントエアポート タウン イン スイーツ トロント

ヒルトントロント ダブルツリーバイヒルトントロントエアポート

フェアモントロイヤルヨーク ダブルツリーバイヒルトントロントエアポートウエスト

マリオットダウンタウンイートンセンター ダンダス アパートメンツ & スイーツ 

デルタトロントエアポートホテル＆コンファレンスセンター

トロントドンバレーホテル＆スィート

ヒルトンガーデンイントロントエアポート

ヒルトンミシサガメドーベル

ベストウエスタン プラス トロントエアポート ホテル

ホテル カーリング ビュー トロント エアポート

ホリディイン トロントダウンタウンセンター

ホリディインエキスプレストロントダウンタウン

キャンモア

キングストン

ケベック

ケローナ

クラレンビル

ディアレイク

ドーソンシティ

トロント

シャーロットタウン

セントジョンズ

コロンビア

大氷原

サカコミ

サマーサイド

サン・ジャン・

シュル・リシュリュー

ジャスパー
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カテゴリー 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）

  2023年4月1日～2023年9月30日出発分

カナダ

ホテルリスト

◎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。
※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、

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。

ホリディイントロントインターナショナルエアーポート

キンプトンセントジョージホテル

ボンドプレース

ラディソンホテルトロントイースト

ラマダ プラザ トロント ダウンタウン

ロイヤル オーク イン

エンバシースイート（滝側のお部屋） エンバシースイート ウィンダムガーデンナイアガラフォールズ オールドストーンイン

シェラトンフォールズビュー（滝側のお部屋） シェラトンフォールズビュー オークスホテルオーバールッキングザフォールズ ウィンダムガーデンナイアガラフォールズフォールズビュー

ヒルトンナイアガラ（滝側のお部屋） 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 クラウン プラザ ホテル ナイアガラフォールズ   （旧ベストウエスタンフォールズビュー）

マリオットオンザフォールズ（滝側の部屋） ナイアガラフォールズビューカジノリゾート コートヤードバイマリオット クオリティ ホテル & スイーツ アット ザ フォールズ

マリオットフォールズビュー ヒルトンナイアガラ ラディソンホテル＆スイートフォールズビュー クオリティホテルフォールズビューカスケード

フォーポインツバイシェラトン・ナイアガラフォールズ
 ラマダホテルナイアガラフォールズ クリフトンビクトリアインアットザフォールス

マリオットオンザフォールズ コンフォートインフォールズビュー

スーパー 8 ナイアガラ フォールズ ノース 

スカイラインホテル＆ウォーターパーク

デイズイン＆スィーツ

  ナイアガラフォールズセンターストリートバイザフォールズ

デイズインナイアガラフォールズ 二アザフォールズ

デイスインバイウィンダム

  ナイアガラフォールズランディーズレーン

トラべロッジナイアガラフォールズアットザフォールズ

トラベロッジバイザフォールズ

フォールズホテルアンドイン

ホリディイン ナイアガラ フォールズ バイ ザ フォールズ 

ラマダ ナイアガラ フォールズ ニアー ザ フォールズ

ラマダ ナイアガラ フォールズ バイ ザ リバー

スパークリングヒルリゾート＆スパ

ウェスティンノバスコシア デルタホテルズバイマリオットダートマス アトランティカ ホテル

ザバーリントンホテル ハンプトンインバイヒルトンハリファックスダウンタウン ホリディイン

ハリファックスマリオットハーバーフロント ヒルトンガーデンインハリファックスエアポート   エクスプレス＆スイーツハリファックス-ベッドフォード

ホテルハリファクス プリンスジョージホテル ハンプトンイン＆スイートバイヒルトンダートマス

ホームウッドスィーツバイヒルトンハリファックスダウンタウン フォーポイントバイシェラトンハリファックス

ホリスハリファックス ダブルツリーバイヒルトン フューチャーインハリファックス

ロードネルソン

ホリディイン バリーホテル

JWマリオットパルクバンクーバー ウエスティンウォールセンターバンクーバーエアーポート GEC グランビル スイーツ アクセントインバーナビー

ザ ダグラス オートグラフ コレクション ヒルトンバンクーバーダウンタウン イン アット ザ キー アクセントインバンクーバーエアポート

シャングリラホテルバンクーバー   （旧ウェスティングランド） エグゼクティブホテル ビンテージパーク イングリッシュ ベイ ホテル

フェアモントパシフィックリム ウェスティンベイショア カルマナプラザ ザ バラード

ローズウッド ホテル ジョージア サットンプレイス コーストコールハーバーホテル バイ アパ サンドマンスイーツオンデイビー

シェラトンウォールセンター サンドマンシグネチャーバンクーバーエアポート サンドマンホテルシティセンター

デルタホテルズバンクーバースイート シェラトンバンクーバーエアポートホテル サンドマンホテルバンクーバーエアポート

ハイアットリージェンシーバンクーバー センチュリープラザホテル＆スパ デイズ イン バンクーバー ダウンタウン

パシフィックゲートウェイホテル デルタホテルズ パークイン&スイーツ・バイ・ラディソン

  バーナビーホテルアンドコンフェレンスセンター バークレーホテル

  アト バンクーバーエアポート バンクーバーエアポートマリオットホテル ベストウェスタン プラス サンズ

パンパシフィック ピナクルホテル バンクーバーハーバーフロント ベストウエスタンプレミア

フェアモントウォーターフロント ヒルトンバンクーバーメトロタウン   シャトーグランビルホテル＆スイーツ

フェアモントバンクーバーエアポート ヒルトンバンクーバーエアポート ホリディインエクスプレスバンクーバーメトロタウン

フェアモントホテルバンクーバー フォーポイントバイシェラトンバンクーバーエアポート ホリディインバンクーバーセンター

マリオットピナクルダウンタウンバンクーバー ブルーホライズンホテル ラマダ バンクーバー ダウンタウン

ホリディインバンクーバーダウンタウン ラマダ リミテッド バンクーバー ダウンタウン

メトロポリタンホテルバンクーバー リステルバンクーバー

ラディソンホテルバンクーバーエアポート ワイダブリューシーエーホテルバンクーバー

リバーロックカジノリゾート

レジデンス イン バイ マリオット バンクーバー ダウンタウン

ローズデールオンロブソンスイートホテル

フェアモントバンフスプリングス（谷側のお部屋） ザ・フォックスホテル＆スイート アーウィンズアマウンテンイン ジュニパーホテル & ビストロ

リムロックリゾート(プレミアム） バンフパークロッジ エルクアベニューホテル ダグラスファーリゾート

フェアモントバンフスプリングス カナルタロッジ チャールトンズリゾート

ムースホテル＆スィーツ サンシャインマウンテンロッジ トンネルマウンテンリゾート

リムロックリゾート ターミガンイン ドロシーモーテル（旧バンパースイン）

ロイヤルカナディアンロッジ ハイカントリーイン バンフアスペンロッジ

 （旧デルタホテルズバンフロイヤルカナディアンロッジ） バンフイン バンフセンター

バンフカリブーロッジ ベストウェスタンプラスサイディング29ロッジ

バンフロッキーマウンテンリゾート ボイジャーイン

ヒドゥンリッジリゾート

ブリュースターマウンテンロッジ

マウントロイヤルホテル

ランドルストーンロッジ

フェアモントエンプレス イン アット ローレルポイント クオリティインダウンタウン インナーハーバー アクセントインビクトリア

ウエスティンベアーマウンテンゴルフリゾート＆スパ シャトービクトリア アンド スイーツ エンバシーイン

オークベイビーチホテル ダブルツリー サンドマンホテルビクトリア

コーストビクトリアホテルアンドマリーナバイアパ   バイ ヒルトン ホテル アンド スイーツ ビクトリア ハワードジョンソンホテル

シドニービアホテル ＆スパ ビクトリアリージェント ハンティングドン マナー

デルタホテルズビクトリアオーシャンポイント   ウォーターフロントホテルアンドスイーツ トラベロッジバイウィンダムビクトリアエアポートシドニー

パークサイドホテル ＆スパ フォーポインツ バイ シェラトン ビクトリア ゲートウェイ ベストウェスタンプラスインナーハーバー

ビクトリア マリオットインナーハーバー ベストウェスタンプラスカールトンプラザ

プレステージオーシャンフロントリゾート ホリディイン

ホテルグランドパシフィック   エクスプレスアンドスィーツ ビクトリア-コルウッド

トラベロッジバイウィンダムビクトリア

レッドライオンイン＆スィーツビクトリア

インオンザ ハーバー プリンスルパート

クレストホテル

プレステージホテルプリンスルパート

ウエスティントゥリムハウスブルーマウンテン ウェイダーロッジ ブルーマウンテンイン

グランドジョージアン

シーズンズアットブルー

バリー地区

バンクーバー

プリンスルパート

バンフ

ビクトリア

ブルーマウンテン

トロント

（続き）

ナイアガラ

バーノン

ハリファックス
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カテゴリー 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）

  2023年4月1日～2023年9月30日出発分

カナダ

ホテルリスト

◎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。
※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、

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。

オテルシャトーブロモン

ル サン マルタン ブロモン ホテル & スイーツ

アルカンモーターイン

カントリーイン＆スイーツバイラディソンベルビル

コンフォートインベルビル

ベストウェスタンベルビル

ホリディインエクスプレス＆スイーツベルビル

ラマダ バイ ウィンダム ベルヴィル ハーバービュー

   カンファレンス セントレ（旧トラべロッジﾞホテルベルビル）

コンフォートインペンブローク

ベストウェスタンペンブロークイン

ホリディインエクスプレスペンブローグ

インオンザレイク

スターンウィーラーホテル＆コンフェレンスセンター

  （旧ウエストマークホワイトホース）

エッジウォーターホテル

コーストハイカントリーイン

クオリティーイン＆スイーツ ホワイトホース

ベストウエスタンゴールドラッシュイン

クオーターデッキイン＆マリーナリゾート

グレン リオン イン

テラノバゴルフリゾート

デルタホテルズバイマリオット

  モンサンタンリゾート＆コンベンションセンター

フェアモントシャトーモンテベロ

リッツカールトン インターコンチネンタル アロフトモントリオールエアーポート エスプレッソモントリオールダウンタウン

ウェスティンモントリオール クラウンプラザホテルモントリオールエアポート エンパイアスイーツ

エンバシースイーツバイヒルトンモントリオールエアポート シェラトンモントリオールエアポート クオリティホテルドーバル

エンバシースィートバイヒルトンモントリオール シェラトンラバール クオリティホテルモントリオールイースト

ソフィテルモントリオールゴールデンマイル スプリングヒルスイーツオールドモントリオール コートヤードバイマリオットモントリオールダウンタウン

ダブルツリーバイヒルトンモントリオール ノボテルモントリ―ルセンター コートヤードモントリオールエアポート

デルタホテルズモントリオール ヒルトンガーデンインモントリオールセンタービル コンフォートインスイートサンジェローム

フェアモントクィーンエリザベスホテル ヒルトンラバール サンドマンホテルロングイル

ホテルオムニモンロワイヤル 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 デイズインモントリオールイースト

ホテルボナバンチュールモントリオール ハイアットプレイスモントリオール トラベロッジモントリオールエアポート

マリオットシャトーシャンプラン ホテルユニバーサルモントリオール ハンプトンイン＆スィーツ バイ ヒルトン ラヴォル

モントリオールエアポートマリオットインターミナルホテル ホリディイン＆スイーツ ハンプトンイン＆スィーツモントリオールドーバル

ルセンターシェラトン   ポイントクレアモントリオールエアポート ベストウェスタンビルマリー

ルネッサンスモントリオールダウンタウン レジデンスインバイマリオットモントリオールダウンタウン ベストウェスタン

レジデンスインモントリオールウェストモント   プラスモントリオールダウンタウンホテルヨーロッパ

ボーグホテルモントリオールダウンタウン ベストウェスタンプラスラヴォルモントリオール

ホテルオーベルジュロイヤルベルサイユ

ホテルキャントリースイート

ホテルクロム

ホリディインモントリオールセンタービルダウンタウン

ホリディインモントリオールロンゲール

ホリディインラバール

ラマダプラザモントリオール

マノアードゥラックドラージュ

コーストホテル＆コンベンションセンターラングレーシティ サンドマン スイーツサーレーギルドフォード

コンフォートイン＆スイーツサーレーホテル サンドマンシグニチャーラングレーホテル

シェラトンバンクーバーギルフォードホテル サンドマンホテルラングレー

ハンプトンイン＆スイーツバイヒルトンラングレイサーレー

ホリディイン＆スイーツサーレーイーストクローバーデール

ラマダバイウィンダムサーレー／ラングレー

サットンプレイスレベルストークマウンテンリゾート コーストヒルクエスト レベルストーク

サンドマン レベルストーク

スーパー8レベルストーク

デイズイン&スイーツレベルストーク

ベストウエスタン プラス レベルストーク

デイズインバイウィンダム

  レンフリューコンフェレンスセンター

フェアモントシャトーレイクルイーズ（湖側のお部屋） エメラルドレイクロッジ ディアロッジ クロッシングリゾート

フェアモントシャトーレイクルイーズ レイクルイーズイン ベイカークリークマウンテンリゾート

ポストホテル＆スパ マウンテニアロッジ

モレーンレイクロッジ

ウェスティンリゾートトレンブラント エルミタージュデュラック プラスサンベルナルド アックスホテルモントレンブラン

フェアモントトレンブランホテル キャップトレンブラン ホリディインエキスプレス＆スイート   （旧コンフォートイン＆スイーツモントレンブラン）

ホテルクインテセンス ホームウッドスイートバイヒルトンモントレンブラン ラツールドボヤジュール ホテルモンガブリエル

ホテルデュ ラック ロッジデュラモンターニュ マノワサンソベール

マリオットレジデンスインモントレンブランマノワーラベル

ルグランドロッジ

ルシャンテクレア

ルソメデネージュ

エステレルリゾート

ローレンシャン

ブロモント

ベルビル

ポートハーディー

ポート

ブランドフォード

モンテベロ

モンサンタン

モントリオール

ラックドラージュ

ラングレー地区

レベルストーク

レンフリュー

レイクルイーズ

ヘインズジャクション

ペンブローク

ホワイトホース
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