
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）

国貿大酒店（シャングリラチャイナワールドサミットウイング) 歌華開元大酒店 愛華大厦 温特莱酒店

東方君悦大酒店(グランドハイアット) 建国飯店 永興花園飯店 内蒙古賓館

北京ＪＷ万豪酒店（ＪＷマリオット） 国家会議中心大酒店（ＣＮＣＣグランド）　 江西大酒店 香山飯店

北京王府井希爾頓酒店（ヒルトン北京王府井) 昆泰嘉華酒店 河南大厦 空港世紀商務酒店

北京王府半島酒店（ペニンシュラ） 首都大酒店　 北方佳苑飯店 空港花園酒店

北京貴賓楼飯店 釣魚台大酒店 京倫飯店(日航ホテルズ) 呼家楼賓館

北京金融街洲際酒店 遠通維景国際大酒店 金都假日飯店(ホリディインダウンタウン) 首都機場賓館

  （インターコンチネンタル北京フィナンシャルストリート） 中関村皇冠假日酒店 広州大厦 瑞成大酒店

北京長城飯店（旧名：北京喜来登長城飯店） 西苑飯店　 国誼賓館 崇文門飯店

北京四季酒店（フォーシーズンズ北京） 西国貿大酒店 国都大飯店（シノスイスホテル） 旅居華僑飯店

北京瑞吉酒店(セントレジス) 美泉宮飯店 昆泰大酒店 燕山大酒店

北京華貿中心麗思卡爾頓酒店 北京海航大厦万豪酒店（北京マリオット・ホテル・ノースイースト） 薩爾利兹国際酒店 北京中谷酒店

  （リッツカールトン　セントラルプレイス） 北京開元名都大酒店　 新大都飯店 中苑賓館

北京盤古七星酒店 北京新世界酒店 新紫陽假日酒店 中土大厦

北京嘉里大酒店(ケリーホテル北京） 北京中奥馬哥孛羅大酒店（マルコポーロ・パークサイド） 新悦宏国際酒店 宣武門商務酒店

北京華彬費爾蒙酒店(フェアモント北京) 北京朝陽悠唐皇冠假日酒店 翠明荘賓館 東交民巷飯店　　

北京希爾頓酒店（ヒルトン) 北京希爾頓逸林酒店（ダブルツリーヒルトン北京) 諾富特三元酒店（ノボテル三元） 富豪賓館（Ｂ座）

北京千禧大酒店（グランドミレニアム） 北京興基鉑爾曼飯店 天壇飯店 北京建設大厦

北京怡亨酒店（ホテルエクラット北京 ） 北京極桟酒店 徳宝飯店 北京展覧館賓館

万達索菲特大飯店（ソフィテルワンダ） 北京新聞大厦酒店 中成天壇假日酒店 北京侶松園賓館

瑜舎（オッポジットハウス） 北京帝景豪生大酒店 錦華商務酒店 ホリディインエクスプレス北京天壇

北京飯店諾金（旧名：ラッフルズ北京飯店） 北京天倫王朝飯店（ダイナスティ）　 東方花園飯店 ホリディインエクスプレス北京東直門

燕莎中心凱賓斯基飯店（ケンピンスキー） 北京富豪賓館（A座） 広電国際酒店 紫玉飯店

京東方美爵酒店（グランドメルキュール） 北京麗景湾国際酒店 広西大厦 恵僑飯店

三里屯通盈中心洲際酒店 名人国際大酒店 北京亜太花園酒店 裕龍大酒店

  （インターコンチネンタル北京三里屯） 北京華僑大厦睿世酒店 北京貝尓特酒店 和平里賓館

首都機場希爾頓酒店 華膳園温泉飯店 北京共済国際酒店 奥加飯店

  （ヒルトン北京キャピタルエアポート) 雅詩閣酒店式公寓 北京五洲大酒店 金府銀街大酒店-迎賓楼

首都機場朗豪酒店 凱迪克格蘭雲天大酒店（グランドスカイライトカティックホテル） 北京五環大酒店 護国寺宾館

中国大飯店（シャングリラチャイナワールド） 漁陽飯店 北京西単美爵酒店（グランドメルキュール） 好園賓館

長富宮飯店（ニューオータニ） 京都信苑飯店 北京皇家大飯店(ラディソンＳＡＳ) 三元橋宜必思酒店（イビス 三元）

釣魚台国賓館 工大建国飯店 北京諾富特和平賓館(ノボテルピース) 上園飯店

柏悦酒店（パークハイアット） 国際藝苑皇冠假日酒店（クラウンプラザ） 北京長峰假日酒店(ホリディイン) 新僑飯店<本館>

北京王府井励駿酒店 世紀金源大飯店 北京中環假日酒店(ホリディインセントラルプラザ) 清澤酒店

北京華爾道夫酒店 大悦城酒店公寓 北京広安門維景国際大酒店 大宝飯店

北京金隅喜来登酒店（シェラトン北京東城) 中康国際飯店 北京麗都維景酒店 竹園賓館

北京金茂万麗酒店（ルネッサンス北京王府井ホテル） 東隅北京酒店 北京前門建国飯店 東方飯店

北京金茂威斯汀大飯店（ウェスティン北京チャオヤン) 伯豪瑞庭酒店 北京碧雲天国際酒店 二十一世紀飯店

北京金融街威斯汀大酒店（ウエスティン北京） 北京亜洲大酒店 保利大厦 格林豪泰酒店北京市首都机场第二店

北京金融街麗思卡爾頓酒店 北京維景国際酒店 港湾国際商務酒店 北京太极戴斯酒店（デイズイン太極北京）

  （ザ・リッツカールトン北京フィナンシャルストリート） 北京華爾頓酒店 明都飯店 北京大方飯店

北京康莱徳酒店（コンラッド） 北京海淀福朋喜来登酒店（フォーポイントバイシェラトン海淀） 融金中財大酒店 北京中欣戴斯酒店（デイズイン）

北京香格里拉飯店（シャングリラ） 北京京儀大酒店 友誼賓館

北京新青海喜来登酒店（シェラトン北京麗沢ホテル） 北京金霖酒店 龍泉賓館　

北京諾金酒店 北京君頤潤華酒店 麗亭華苑酒店

北京長安街W酒店（Ｗホテル） 北京国際飯店 華騰美居酒店

北京日出東方凱賓斯基酒店（サンライズ・ケンペンスキー） 北京昆泰酒店 海淀雅楽軒酒店（ｱﾛｰﾄ　北京　海淀）

北京富力万麗酒店（ルネサンス北京キャピタルホテル） 北京新雲南皇冠假日酒店（クラウンプラザ新雲南） 凱富酒店                            

北京北辰洲際酒店（インターコンチネンタル北京ベイチャン） 北京新世紀日航飯店 強強国際北京商務酒店

北京璞邸酒店 北京泰山飯店 金輝国際商務会議大酒店

北京麗晶酒店（リージェントホテル） 北京中航泊悦酒天 金龍建国温泉酒店

北京泛太平洋酒店（パンパシフィック北京）   （旧名：北京国航万麗酒店(ルネッサンス）） 銀楓戴斯商務酒店(デイズインビジネスプレイス銀楓)

頤和安縵(アマンサマーパレス北京） 北京飯店 香江戴斯酒店

東方美高美国際酒店（オリエントＭＧＭ） 北京福地凰城酒店 紫金麗亭酒店（パークプラザウエスト）

北京楽多港万豪酒店（マリオット昌平） 北京北辰五洲皇冠国際洒店 昌平商務会館

  （旧名：北京五洲皇冠假日酒店） 大雨奥斯特飯店

北京富力万達嘉嘉酒店 中奥華美達大酒店（ラマダパークサイド北京）

北京臨空皇冠假日酒店 天倫松鶴大飯店

  （クラウンプラザインターナショナルエアポート北京） 徳勝門華宇假日酒店（ホリディイン徳勝門)

北京麗維賽徳酒店 内蒙古大厦

友誼賓館貴賓楼 派頓酒店

裕龍国際酒店 富邦国際酒店

北京龙城温德姆酒店 宝辰飯店（ハワードジョンソン北京）

遼寧大厦 方恒中心假日酒店

崑崙飯店 北京海潤愛麗華酒店及服務式公寓

北京人衛酒店   （原诺富特中关村海润酒店）

国賓酒店 北京凱富国際全套房酒店　　

北京5L飯店 北京金龍潭大飯店

金山嶺長城悦苑酒店 北京上東今旅酒店（旧名：北京上東商貿飯店）

北京銀保建国酒店 北京人済万怡酒店（ｺｰﾄﾔｰﾄﾞ北京　ﾉｰｽｲｰｽﾄ)

北京日壇賓館 北京諾富特新僑飯店<新館>（ノボテル新僑）

（工事中）北京港澳中心瑞士酒店（スイスホテル） 北京天方飯店

（工事中）兆龍飯店 北京唐拉雅秀酒店

北京木棉花酒店 北京東方文化酒店　　　　　　　

首北兆龍飯店 北京東煌酒店

北京飛天大厦

北京文華大厦

北京万斯酒店

北京万商花園酒店

北京明豪戴斯酒店

  （デイズホテル北京ニューエキシビジョンセンター）

北京龍城華美達酒店（ラマダノース）

北京臨空假日酒店

北京麗亭酒店（パークプラザホテル）

北京雍景台酒店

亮馬河大厦（ランドマークタワーズ）

和喬麗致酒店

賽特飯店

北京福永御龍酒店

日昇昌酒店

金宝花園酒店

北京国门戴斯国际酒店

唐山大厦

長城脚下的公社凱賓斯基飯店 

エドガーホテル

古北水鎮古北之光温泉度假酒店

古北水鎮大酒店

望京楼精品酒店

  2023年4月1日～2023年9月30日出発分

北京

八達嶺

司馬台

中国

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。
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上海柏悦酒店（パークハイアット） 上海科雅大酒店 浦東机場華美達大酒店(ﾗﾏﾀﾞ 浦東ｴｱﾎﾟｰﾄ　上海ﾎﾃﾙ) 江天賓館

上海金茂君悦酒店(グランドハイアット) 粤海酒店 王宝和大酒店 華晶麗呈睿軒上海北外灘酒店

上海宏安瑞士大酒店（スイスホテル） 錦江飯店（貴賓楼、錦北楼、錦楠楼） 海神諾富特大酒店(ノボテルアトランティス) 白玉蘭酒店（上海新天地店）

上海国家会展中心州際大酒店（インターコンチネンタル上海） 衡山北郊賓館 国際飯店（パーク　ホテル） 錦江都城酒店（上海徐家匯南華亭賓館）

上海康莱德酒店(CONRAD SHANGHAI） 上海千禧海鴎大酒店（ミレニアム上海） 上海浦東假日酒店（ホリディイン浦東) 宜必思酒店（上海聯洋店）

上海明天廣場ＪＷ万豪酒店 上海大酒店 上海江蘇飯店 雲亭假日酒店

　(ＪＷマリオットホテルトゥモロースクエア) 上海帝盛酒店 上海国際貴都大飯店(エクアトリアル) 三湘大厦

上海虹橋元一希爾頓酒店（ヒルトン上海虹橋） 上海久事衡山大酒店 上海広場長城麗柏酒店 上海金橋智選假日酒店（ホリディインエクスプレス金橋）

  →上海虹橋祥源希爾頓酒店 上海虹橋温徳姆酒店 上海賓館 美豪麗致酒店（上海徐家匯衡山路旗艦店）

上海虹口三至喜来登酒店（シェラトン虹口） 上海虹橋美爵酒店（グランドメルキュール虹橋） 上海美豪酒店（マンダリンホテル） 上海有巢公館酒店公寓

崇明金茂凱悦酒店(ハイアットリージェンシー崇明) 上海復旦皇冠假日酒店（上海復旦クラウンプラザ） 上海同済君禧大酒店 上海中電大酒店

浦東香格里拉大酒店(浦東シャングリラ) 上海豫園万麗酒店（ルネッサンス豫園） 虹橋郁錦香賓館 上海北方智選假日酒店（ホリディインエクスプレス閘北）

喜来登由由酒店（シェラトン上海ホテルアンドレジデンス浦東） 上海龍之夢万麗酒店（ルネッサンス中山公園） 東怡大酒店（パークビューホテル） 上海緑地普陀智選假日酒店（ホリディインエクスプレス普陀）

五角場凱悦大酒店（ハイアットリージェンシー上海五角場） 上海索菲特海崙酒店(ソフィテル・ハイランド) 古井假日酒店（ホリディイン　ビスタ上海) 上海外灘郁錦香新亜酒店(旧新亜大酒店）

上海卓美亜喜拡拉雅酒店（ジュメイラヒマラヤホテル上海） 淳大万麗酒店（ルネッサンス上海浦東） 古北湾大酒店 錦江都城経典上海新城外灘酒店

上海阿納迪酒店（ザ アナンディ ホテル アンド スパ上海） 上海凱賓斯基大酒店 上海吉臣維景酒店 新東亜酒店

上海安達仕酒店（アンダース上海） 新錦江大酒店 安安亭別墅酒店 明珠大飯店

上海浦西洲際酒店（インターコンチネンタル浦西) 東方商旅飯店（レ・スイート・オリエント外灘上海） 上海外灘豫園美居酒店 和頤賓館　

  →上海静安洲際酒店 東方濱江大酒店（オリエンタルリバーサイド）　 園林格蘭雲天大酒店 魅泊・悦酒店（上海枌武寧路地鉄站店）

上海浦東四季酒店（ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞ浦東上海） 虹橋迎賓館6号館 上海外灘豫園美居酒店 上海沪南華美達安可酒店

  →上海浦東麗晶酒店 虹橋迎賓館７号館 格林東方酒店 全季酒店（上海浦東机場城南路店）

上海浦東文華東方酒店（マンダリンオリエンタル浦東上海） 花園飯店(オークラ) 金外灘賓館 上海Ａ８商旅酒店（上海国家会展中心七宝店）

上海浦東麗思卡爾頓酒店　ザ・リッツカールトン上海浦東 華亭賓館 金水湾大酒店 上海星之悦酒店

上海外灘悦榕荘(バンヤンツリー上海オン・ザ・バンド) 福朋喜来登由由酒店（フォーポインツ・バイ・シェラトン上海浦東） 金門大酒店 上海南浦瑞峰酒店

上海外灘華爾道夫酒店 南新雅大酒店（マジェスティプラザ） 建国賓館

  （ウォルドルフアストリア上海オンザバンド） 浦東緑地鉑驪酒店 衡山賓館

上海外灘中心威斯汀大飯店(ウェスティン） 遠洋賓館 上海浦西万怡酒店（コートヤード上海浦西）

上海外灘茂悦大酒店（ハイアット・オン・ザ・バンド） 上海諾閣雅公寓（上海嘉匯広場店） 上海浦東麗晟假日酒店（ホリディイン上海浦東南浦）

上海環球港凱悦酒店（ハイアットリージェンシー） 外高橋皇冠假日酒店（クラウンプラザ浦東） 上海悦隆酒店

上海紅塔豪華精選酒店(ア・ラグジュアリーコレクション上海) 外灘英迪格酒店（ホテルインディゴ上海オンザバンド） 上海嘉豪淮海国际豪生酒店

上海衡山路十二号豪華精選酒店 玩具総動員酒店（トイ・ストーリー・ホテル） 上海夏陽湖皇冠假日酒店

  （ラグジュアリーコレクションホテル） 興栄温徳姆大酒店（ウインダムバンドイースト上海） 上海華凱華美達広場酒店（ﾗﾏﾀﾞﾌﾟﾗｻﾞ　ｼﾉﾍﾞｲ）

上海新天地朗廷酒店（ザ・ランガム新天地） 上海興国賓館麗笙精選 上海打浦橋日月光亜朶上海華美達広場和平大酒店

上海新発展亜太JW万豪酒店（JWマリオット長風公園） 上海金陵紫金山大酒店  （ラマダプラザピース）

上海世博洲際酒店（インターコンチネンタル上海エキスポ) 上海世紀皇冠假日酒店（クラウンプラザセンチュリーパーク） 上海貝爾特酒店（ペンタホテル）

上海静安香格里拉大酒店（静安シャングリラ上海）   →上海世紀洲順酒店 上海外灘中南海濱酒店

上海静安瑞吉酒店（セントレジス上海静安） 上海浦東星河湾酒店 上海柏思特酒店（ベストブティックホテル）

上海静安鉑爾曼酒店（プルマン上海ジンアンホテル） 上海浦東嘉里大酒店（ケリーホテル上海浦東） 上海客莱福諾富特酒店

上海虹橋新華聯索菲特大酒店（ソフィテル） 上海悦華大酒店 上海康橋凱莱酒店（グロリア プラザ ホテル カンチャオ 上海）

上海波特曼麗思卡爾頓酒店(ポートマンリッツカールトン) 上海奥克伍德華庭服務公寓 上海金倉永華大酒店

上海半島酒店（ペニンシュラ） 上海嘉定喜来登酒店（シェラトン） 上海薩維尓金爵　鹿安酒店

上海宝華万豪酒店（シャンハイマリオットホテルパークビュー） 上海雅居楽万豪酒店（マリオットホテルシティセンター） 上海静安賓館

上海龍之夢大酒店（ザ・ロンジモント上海）　 上海外高橋喜来登酒店（シェラトン上海外高橋ホテル） 上海斉魯万怡大酒店(コートヤード上海浦東)

上海閔行寶龍艾美酒店（ルメリディアン上海閔行） 上海外灘浦華大酒店 上海滴水湖皇冠假日酒店

費爾蒙酒店和平飯店（フェアモントピースホテル） 静安崑崙大酒店（ザ・クンルンジンアン） 上海財富智軒大酒店

璞麗酒店（ザ・プリ　ホテルアンドスパ） 上海興栄温徳姆至尊豪廷酒店 上海富豪会展公寓酒店（リーガルプラザ）

颖奕皇冠假日酒店（クラウンプラザ上海安亭）   （ウィンダムグランドプラザロイヤルオリエンタル） 上海富豪金豊酒店（リーガル金豊）

上海錦江湯臣洲際大酒店(インターコンチネンタル浦東) 上海銀星皇冠假日酒店(クラウンプラザ上海銀星) 上海宝安大酒店

上海建業里嘉佩楽酒店 上海白厦Pagoda君亭設計酒店 上海外灘雅致酒店

上海嘉定凱悦酒店（ハイアットリージェンシー上海嘉定） 上海客莱福諾富特酒店 上海宝豊聯大酒店

上海康橋万豪酒店（マリオット康橋） 上海皇廷国際大酒店(ロイヤルインターナショナルホテル上海) 上海立詩頓酒店

上海南翔希爾頓逸林酒店（ダブルツリーバイヒルトン南翔） 上海国展宝龍麗筠酒店 上海龍柏飯店

上海金橋紅楓万豪酒店（マリオット ホテル 浦東 イースト） 上海財大豪生大酒店（ハワードジョンソン財大プラザ上海） 上海瀚海明玉大酒店

上海佘山世茂洲際酒店 上海斯格威鉑爾曼大酒店（プルマン上海スカイウェイ） 上海陜西商務酒店

  （インターコンチネンタル上海佘山世茂） 上海中谷小南国花園酒店 城市酒店

上海虹橋英迪格酒店（ホテルインディゴ上海） 上海証大美爵酒店 通茂大酒店

上海静安希爾頓逸林酒店（ダブルツリーバイヒルトン上海静安） 上海新世界麗笙大酒店（ラディソンブリュ上海ニューワールド） 華美国際酒店

ラディソン上海虹橋西郊荘園 上海佘山茂御臻品之選酒店 美豪多倫酒店（マンダリンホテル）

シェラトン上海奉賢（上海宝華喜来登酒店） 上海西郊賓館 上海美麗園大酒店

上海中優城市万豪酒店（マリオット上海浦東サウス） 上海大寧福朋喜来登酒店(フォーポインツ・バイ・シェラトン大寧) 全季酒店（上海北外灘周家嘴店）

上海松江広富林希尓頓酒店（ヒルトン） 上海大厦 緑地九龍賓館

上海中航虹橋機場泊悦酒店 万信酒店（上海国際旅游度假区周浦万達地鉄站店）

上海中油陽光大酒店 上海林隠芸術酒店

上海天禧嘉福璞緹客酒店（スカイフォーチュンブティックホテル） 上海天誠大酒店

上海日航飯店（ホテルニッコー上海） 上海嘉瑞酒店（グリーンガーデンホテル）

上海宝隆賓館

  （旧名：上海宝隆美爵酒店（グランドメルキュール宝隆））

上海万豪虹橋大酒店(マリオット虹橋)

上海万信R酒店

上海馨楽庭陸家嘴公寓酒店

上海揚子江万麗酒店(ルネッサンス揚子江)

上海利園国際大酒店

  （LEE GARDENS HOTEL SHANGHAI）

上海緑地万豪酒店（マリオット上海廬湾）

上海揚子精品酒店

神旺大酒店

中環国際酒店

東錦江希爾頓逸林酒店（ダブルツリーバイヒルトン上海浦東）

上海南新雅大酒店

虹橋錦江大酒店

（旧名：虹橋喜来登上海太平洋大飯店（シェラトン虹橋太平洋上海））

明捷万麗酒店（ルネッサンス普陀）

裕景大飯店（イートンホテル）

上海新虹橋凱悦嘉軒酒店（ハイアットプレイス上海新虹橋）

上海国際旅游度假区万怡酒店

  （コートヤードバイマリオット上海）

上海虹橋国展中心希尓頓歓朋酒店

  （ハンプトンバイヒルトン上海）

上海新虹橋国家会展中心燦輝希尓頓花園酒店

上海卓越鉑尓曼大酒店（プルマン上海）

上海漕河涇万麗酒店

上海虹橋西郊荘園麗笙大酒店（ラディソンブル虹橋西郊）

上海宝山徳爾塔酒店

  （デルタホテルバイマリオットホテル上海宝山）

上海鲁能JW万豪侯爵酒店

  （JW マリオット マーキス ホテル 上海 浦東）

ホテル プルマン上海サウス (上海中星铂尔曼大酒店)

上海虹橋維持景酒店

上海
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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。

同里湖大飯店 同里湖度假村

烏鎮枕水度假酒店 烏鎮黄金水岸君瀾度假酒店

烏鎮子夜酒店 烏鎮通安客桟 

伊甸園鉑金酒店 昭明書舎

枕水人家 桐郷国際大酒店

銭塘新世紀大酒店

水月周庄鉑尓曼大酒店（プルマン水月周庄）

青島威斯汀酒店 青島貴都国際大飯店 新東大酒店

青島海爾洲際酒店（インターコンチネンタル）　 遠洋大酒店 青島飯店

青島香格里拉大飯店(シャングリラ) 海情大酒店B館 致遠楼賓館

青島金沙灘希尓頓酒店 籃海大飯店 華僑国際飯店

青島宝龍福朋喜来登酒店（フォーポインツーシェラトン） 桟橋王子飯店 東暉国際大酒店

青島富力艾美酒店 広業錦江大酒店 陽光新地大酒店

青島康大豪生大酒店 復盛大酒店

匯泉王朝大飯店(ダイナスティ) 名都凱莱酒店

頤中皇冠假日酒店(クラウンプラザ) 山孚大酒店

海景花園大酒店 凱徳大酒店

海情大酒店A館 黄海飯店

海都大酒店 快通国際酒店

胶州緑城喜来登酒店 索菲亜（青島）国際大酒店

麗晶大酒店（グランドリージェンシー） 青島中心假日酒店

青島銀沙灘温徳姆至尊酒店 湛山花園酒店

青島景園假日酒店（ホリディイン） 北海賓館

青島徳宝湾海景大酒店 麗天大酒店

青島魯商凱悦酒店 泛海名人酒店

青島鑫江温徳姆酒店 銀座泉城大酒店

多元錦江大飯店（ジンジアンホテル） 金都大酒店

麒麟皇冠大酒店（最佳西方・ベストウエスタンプレミア） 山東良友富臨酒店

済南魯能貴和洲際酒店 華能大厦

済南富力凱悦酒店 貴友大酒店

索菲特銀座大飯店(ソフィテル) 玉泉森信大酒店

山東大厦 済南銀座佳悦酒店

済南喜来登酒店（シェラトン） 舜耕山荘

済南陽光壹佰雅高美爵酒店 新聞大厦

龍都国際大酒店 中豪大酒店

麗天大酒店

曲阜香格里拉大酒店（シャングリラ） 聖源酒店 曲阜国際飯店

銘座杏壇賓館(デラックス客室のみ） 銘座杏壇賓館

闕里賓舎

泰安東尊華美達大酒店（ラマダプラザ） 泰山賓館 東都賓館

泰安宝龍福朋喜来登酒店 肥城宝盛大酒店（肥城市）

泰安麗景広場酒店

泰山神憩賓館

藍海国際大飯店 栄華大酒店

臨沂魯商鉑爾曼酒店（プルマン 臨沂 ルシャン） 陶然居大酒店

銀座華美達大酒店 斉都大酒店

世紀大酒店 淄博飯店

万豪大酒店

淄博銀座華美達大酒店

晨鳴国際大酒店（寿光市） 維坊大酒店

富華大酒店 国際金融大厦

維坊華美達広場酒店 東方大酒店

金茂国際大酒店 鳶飛大酒店

濰坊中恒国際大酒店 富華大酒店新館

金海湾酒店 亜細亜大酒店 東源大酒店

煙台華美達広場大酒店 太平洋大酒店

煙台金沙灘喜来登度暇酒店 煙台静海大酒店

煙台昆侖国際大酒店 煙台中心大酒店

煙台南山皇冠假日酒店 煙台虹口大酒店

東方海天酒店 煙台碧海大厦

蓬莱三仙山大酒店 煙台民航空大厦

濱海国際酒店 蓬莱閣賓館

天津君隆威斯汀酒店（ウェスティン天津） 天津喜来登大酒店(シェラトン) 海河假日酒店 北方賓館

天津香格里拉大酒店（シャングリラ天津） 金皇大酒店　 金豪大酒店 天津遠洋賓館

天津瑞吉金融街酒店（セントレジス天津） 天津凱悦酒店(ハイアット) 財富豪為酒店 天津皇宮飯店

天津中心唐拉雅秀酒店（天津センタータングラホテル） 泰達国際酒店曁会館 瑞家晋浜大酒店 天津体育賓館

天津東凱悦酒店（ハイアットリージェンシー天津）（追加） 天津天誠麗笙世嘉酒店（ラディソンプラザホテル天津） 天津假日飯店(ホリディイン) 友諠賓館

天津薊県聖光万豪酒店（マリオット薊県ホテル） 天津万麗泰達酒店及会議中心（ルネッサンスＴＥＤＡ） 天津水晶宮飯店 華富宮飯店

天津濱海聖光皇冠假日酒店（クラウンプラザ天津濱海） 天津賓江 金禧大酒店

天津濱海喜来登酒店（シェラトン天津濱海） 美都大酒店 泰達国際会館

利順徳大飯店(ニューワールドアスター) 泰達中心酒店 天保大酒店

濱江万麗酒店（ルネッサンス） 舒泊花園酒店

天津京基皇冠暇日酒店

承徳行宮大酒店 承徳賓館 会龍大厦

承徳綺望楼賓館 天宝假日酒店 山荘賓館

雲山飯店 承徳大厦

普寧寺上客堂酒店

紅楼賓館（承徳郵電培訓中心）

盛夏景園大酒店

乾陽大酒店

錦江文冠飯店

盛華大酒店

潮明大酒店

露露大酒店

煙台

周庄

青島

済南

曲阜

泰安

同里

烏鎮

桐郷

天津

承徳

泰山

臨沂

淄博

濰坊
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河北世紀大飯店 石家荘亜太大酒店 中京大酒店

世貿広場酒店 河北賓館

河北陽光大厦

燕山大酒店

西美商務酒店

華北大厦

山西君宸大酒店 山西国貿大飯店 愉園大酒店 銀龍酒店

山西万獅京華（維景国際）大酒店 山西大酒店 迎西大厦　

山西雲頂国際酒店 政協賓館 山西華苑賓館

山西花園国際大酒店 楡次頤景国際大酒店 太原西山酒店

山西華康帝景大酒店 御花園假日酒店 山西三橋大厦

山西迎澤賓館 山西雲水国際酒店

山西晋商国際酒店 山西五洲大酒店

山西麗華大酒店 山西天瑞商務酒店

太原万達文華酒店 山西陽光大酒店

太原凯宾斯基飯店 山西濱河飯店

晉祠賓館 太原鉄道大厦

山西（大同）天貴国際飯店 雁北賓館 泰和春賓館

大同雲崗建国飯店 大同賓館 天貴国際酒店

大同貴賓楼假日酒店（ホリデイイン） 宏安国際大酒店

大同金地豪生酒店（ハワードジョンソン） 花園大飯店

大同国賓大酒店 大同王府至尊大酒店

大同五洲大酒店

大同晨光国際酒店

平遥国際金融家倶楽部 （ 雲錦成客桟） 平遥洪善驛民族賓館 中都賓館

平遥麒麟閣大飯店 雲錦成客桟 昌頤豊客桟

平遥麗澤苑国際酒店 徳盛楼客桟

平遥會館

峰岩建国飯店

五峰賓館(元の五台山賓館） 花卉山荘 五台山涼城山荘

五台山銀海山荘

華陽広場国際大飯店 牡丹城賓館 新友誼大酒店

金目都利豪大酒店　 洛陽牡丹大酒店 雅香国際（公寓）大酒店

東山賓館　 雅香金陵大饭店

航空城酒店

克里斯汀酒店

新天鵝国際大酒店

大為玖朝酒店＜洛陽新区支店＞

大為玖朝酒店<洛陽西工区店＞

楓葉国際大飯店

洛陽開元智選假日酒店

洛陽大酒店

洛陽友誼賓館

洛陽凯悦嘉轩酒店

鄭州希尔顿酒店（ヒルトン鄭州） 河南中州皇冠賓館（クラウンプラザ） 河南天地粤海酒店 東方粤海大酒店

鄭州建業艾美酒店（ルメリディアン鄭州） 河南永和伯爵国際酒店 新華中州国際酒店（旧新華建国酒店） 広州大酒店

鄭州美豪诺富特酒店（ノボテルホテル鄭州） 汇芸万怡酒店（旧会芸万怡酒店） 中原油田鄭州金橋賓館 海天大酒店

鄭州美盛喜来登酒店（シェラトンホテル鄭州） 五洲大酒店 河南中州假日賓館 紅珊瑚酒店

鄭州緑地ＪＷ万豪酒店（ＪＷマリホットホテル鄭州） 索菲特国際飯店 河南龍源大酒店 鄭州大酒店

裕達国貿飯店 思念果岭悦温泉酒店 雅楽轩酒店 天泉大酒店

正方元錦江国際飯店 海容大酒店

盛世民航大酒店 格瑞芙精品酒店

泰宏文森特国際酒店 光華大酒店

中州国際飯店 港区智选假日酒店

中油花園酒店 鄭州東方粤海大酒店

鄭州逸泉国際酒店 天鹅城国際飯店

鄭州建国飯店 豊楽園大酒店

鄭州華美達酒店（ラマダホテル鄭州） 未来康年大酒店

  （旧東方維景国際大酒店） 名人名家国際酒店

万達文華酒店 泓潤華厦大酒店

仟那尚院精品酒店（CBD芸術中心） 绿地怡思得酒店

  （旧仟那園説精品酒店（CBD芸術中心））

璞居酒店

錦鹏生態酒店 天中大酒店 豊源大酒店

中州華鼎国際飯店 少林国際大酒店

禅居大酒店

禅武大酒店

開元名都大酒店 中州国際飯店 金源大酒店

建業鉑爾曼大酒店

華強諾華廷酒店 安陽賓館 宜必思酒店

万達国際飯店 万汇大酒店

邯鄲趙都大酒店 邯鄲叢台大酒店 邯鄲迎賓国際飯店

趙王賓館 邯鄲新凱悦酒店

招商大酒店 邯鄲大酒店

邯鄲金源商務酒店 邯鄲賓館

邯鄲世紀皇冠大酒店 邯鄲冀南賓館

邯鄲星際美高酒店 邯鄲邯鋼賓館

邯鄲太陽花酒店

蘇州香格里拉大飯店（シャングリラ） 尼盛万麗酒店　(ルネッサンス蘇州） 胥城大厦 嘉怡酒店（イーセントラホテル）

蘇州金鶏湖凱賓斯基大酒店（ケンピンスキー） 蘇州新城花園麗呈華廷酒店 冠雲大酒店 華僑飯店

蘇州万豪酒店（蘇州マリオットホテル） 蘇州中茵皇冠假日酒店（クラウンプラザ） 蘇州金澄大酒店 金龍大酒店

金鶏湖大酒店迎賓館→金鶏湖大酒店 蘇州茉莉花酒店 三元賓館 旅居姑蘇飯店

呉宮泛太平洋酒店（パンパシフィック） 東山賓館 蘇州雅戈爾富宮大酒店

蘇州ヒルトン逸林大酒店→蘇州ヒルトン 嘉盛麗廷国際酒店 蘇州在水一方大酒店

蘇州湾艾美酒店（ルメリディアン蘇州湾） 蘇州金陵雅都大酒店 蘇州観前平江美居酒店

蘇州阳澄湖瀾廷度假酒店 蘇州金鶏湖新羅酒店 蘇州金陵南林飯店

苏州凯悦酒店（ハイアット リージェンシー 蘇州） 蘇州南園賓館 園外楼賓館

蘇州知音温德姆酒店 昆山安亭汽車城美侖国際酒店 錦江之星風尚（蘇州観前街察院場地鉄站店）

蘇州太湖万豪酒店（蘇州マリオット　タイフーレイク） 昆山瑞士大酒店（スイスホテル昆山） 蘇州新城花園麗呈華廷酒店

シャングリ・ラ・ホテル蘇州園区 蘇州維景國際大酒店 停止営業 蘇苑飯店

蘇州維也納国際酒店 蘇州春申湖度假大酒店

蘇州

石家荘

太原

大同

開封

安陽

邯鄲

平遥

五台山

洛陽

鄭州

登封
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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

中国

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。

蘇州雅杰大酒店 蘇州新世紀大酒店　

蘇州呉江敏華希爾頓逸林酒店 中華園大飯店

蘇州王府金科大酒店 天平大酒店

蘇州観園琉蘇酒店 麗都大酒店

蘇州温德姆花園酒店

蘇州洲際酒店（インターコンチネンタル蘇州）

蘇州世豪国際大酒店

蘇州清山会議中心

蘇州日航酒店（ホテル・ニッコー蘇州）

蘇州福朋喜来登酒店

香雪海飯店

東恒盛国際大酒店

万怡酒店

蘇州呉江盛虹万麗酒店

蘇州博楽詩酒店式公寓

無錫太湖華邑酒店 無錫君来湖濱飯店 山明水秀大飯店 古羅馬大酒店

無錫城中皇冠假日酒店 太湖飯店 舜天碧波度假村

無錫希爾頓逸林酒店（ダブルツリー・バイ・ヒルトン無錫） 無錫君楽酒店（グランドパーク） 錦崙大酒店

無錫君来洲際酒店 無錫金陵大飯店 無錫国際飯店

無錫瑞廷西郊酒店（グランドキングタウン） 無錫日航飯店（ホテル・ニッコー無錫） 無錫大飯店

無錫蘇寧凱悦大酒店（ハイアット） 中威藍海御華大飯店 華美達安可酒店

無錫富力喜来登酒店 錫州花園酒店 錦侖大酒店（旧名：錦倫賓館）

無錫梁鴻湿地麗笙度假酒店（ラディソンホテル無錫） 無錫1881半島酒店 無錫魯能万怡酒店

無錫魯能万豪酒店 無錫凱莱大酒店 無錫万達頤華酒店

無錫千禧大酒店（ミレニアムホテル無錫） 星程酒店（無錫太湖広場茂業店）

無錫太湖皇冠假日酒店（クラウンプラザ）

無錫徳根飯店

無錫木棉花酒店 

無錫雷迪森広場酒店

無錫艾迪花園酒店

無錫太湖新澤假日酒店（ホリデイイン無錫太湖新澤）

杭州西子湖四季酒店（フォーシーズンズホテル杭州） 杭州瑞廷西郊酒店 馬可波羅假日酒店 美豪麗致酒店（杭州武林広場旗艦店）

杭州柏悦酒店（パークハイアット） 杭州天元大厦 杭州海華大酒店 杭州天豪大酒店

杭州西溪悦榕庄 全季酒店（杭州濱江東信大道店） 杭州友好飯店 杭州湾大酒店

杭州法雲安縵酒店（アマンファユンリゾートホテル杭州） 杭州香格里拉飯店(シャングリラ) 杭州皇冠大酒店 浙江金都賓館

杭州黄龍飯店 杭州星都賓館 中洲大酒店

杭州国大雷迪森広場酒店(ラディソンプラザ) 杭州華辰国際飯店 百合花飯店

杭州維景国際大酒店（グランドメトロパーク） 浙江大酒店 華僑飯店

杭州君悦酒店 浙江文華大酒店 書香世家酒店（杭州西湖武林広場浙大店）

索菲特西湖大酒店　（ソフィテル・ウエストレイク） 蝶来望湖賓館 杭州花家山荘

馬可波羅花園酒店 華晨国際飯店 杭州西渓賓館　

開元名都大酒店 海外海納川大酒店 新僑飯店

全季酒店（杭州下沙経済開発区店） 五洋賓館 中豪大酒店

金馬飯店 五洋假日酒店 浙江鉄道大厦城市広場大酒店

杭州海外海皇冠大酒店 杭州海外海国際大酒店

杭州海外海百納酒店 杭州銀江賓館 

杭州洲際酒店（インターコンチネンタル杭州） 杭州西湖東智選假日酒店

杭州西湖慢享主題酒店 杭州瑞豪中心広場酒店

杭州西湖国賓館・西湖第一名園　　 紅星文化大酒店

杭州百瑞運河大酒店 最佳西方梅苑賓館

杭州万華国際酒店 杭州武林万怡酒店

杭州明悦大酒店→杭州天馬大酒店 浙江国際大酒店

三立開元名都大酒店

杭州JW万豪酒店

納徳自由大酒店

藍天・清水湾国際大酒店

浙江紫晶大酒店

浙江世貿君瀾大飯店

浙江東方豪生大酒店

杭州费尔曼鉑金大酒店

蝶来浙江賓館

シェラトン湖州温泉リゾート 

南京金絲利喜来登大酒店(シェラトン) 南京怡華酒店 国瑞大酒店

南京古南都飯店 錦江南京飯店 全季酒店（南京商厦店）

金陵飯店 金陵晶元大酒店 南京金陵之星大酒店

玄武飯店 山水大酒店 漢府飯店

江蘇議事園酒店 江蘇辰茂新世紀大酒店 金陵大厦

江蘇省会議中心（鐘山賓館） 水遊城假日酒店 中央大酒店

南京蘇寧鐘山国際高爾夫酒店 双門楼賓館 南京佰翔花園酒店

紫金山庄 中山大厦 米蘭假日大酒店

南京金陵状元楼大酒店 丁山花園大酒店（4星棟） 保険大厦

世貿濱江希爾頓酒店 珍宝假日飯店 麗錦花園酒店

中心大酒店 南京曙光国際大酒店

丁山花園大酒店 南京新紀元大酒店

南京維景国際大酒店

南京国際会議大酒店

南京索菲特銀河大酒店

南京城市名人酒店

南京緑地洲際酒店（インターコンチネンタル南京）

南京朗昇希爾頓酒店

開元名都大酒店 咸亨大酒店 金昌開元大酒店 紹興新亜都大酒店

紹興国際大酒店 紹興世茂皇冠假日酒店（クラウンプラザ紹興） 銀泰大酒店

紹興柯橋富麗華大酒店 秦望大酒店 紹興稽山賓館

紹興飯店 鑫洲海湾大酒店 紹興世茂假日大酒店

寧波東港喜来登酒店（シェラトン・ニンポー） 寧波開元名都大酒店 金港大酒店 金豊賓館

南苑飯店 寧波開元新世紀大酒店

中信寧波国際大酒店 寧波君度大酒店

寧波マリオット酒店　 寧波大酒店

寧波華僑温徳姆至尊豪廷大酒店 新舟賓館

寧波凱洲皇冠假日酒店（クラウンプラザ寧波） 寧波東港波特曼大酒店

寧波香格里拉大酒店(シャングリラホテル寧波)

西園大酒店　 揚州賓館

中集格蘭雲天大酒店（揚州痩西湖店） 新世紀大酒店 広源丁山大酒店

揚州金陵大飯店 花園国際大酒店

揚州迎賓館 揚州海徳建国酒店 

揚州涵田匯金酒店 揚州人家国際大酒店

蘇州

（続き）

無錫

揚州

杭州

湖州

南京

紹興

寧波
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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

中国

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。

梅園大酒店

西塘假日酒店

嘉善羅星閣君亭酒店 嘉善賓館

浙江世博大酒店　 嘉興博雅花園酒店 

戴夢得購物中心酒店

梅園大酒店

ハイアットリージェンシー鎮江→鎮江蘇寧凱悦酒店 鎮江国際飯店 鎮江観海楼大酒店

鎮江麗景国際飯店

宜興賓館 宜興国際飯店 宜興人民中路希爾頓歡朋酒店

宜興大酒店 宜興陶都大飯店

 西海飯店（南楼） 西海飯店（北楼） 黄山玉屏楼賓館

 黄山西海飯店

 黄山獅林賓館

 排雲楼賓館

 北海飯店

白雲賓館（1・2号楼）

 

 黄山軒轅国際大酒店（太平） 海洲国際大酒店 黄山祥源度假酒店

 大好河山度假酒店 桃源賓館

 温泉度假酒店 吉華大酒店

北海賓館後楼 華山徽宴酒店

 黄山栢景国際大酒店（パークビューインターナショナル）

康帝君蘭酒店 神農山荘

阿尔卡迪亜森林酒店 惠苑国際酒店

 宜昌華美達酒店 葛洲壩賓館　

均瑤禧玥酒店（旧名：均瑤錦江国際大酒店） 国際大酒店　

万達皇冠假日酒店（クラウンプラザ） 三峡工程大酒店（太平渓/三峡ダム）

半島酒店

桃花嶺飯店

黄山高爾夫酒店 黄山国脉大酒店 中鉄黄山馨園酒店

黄山香茗酒店 黄山華山賓館 同聚楼徽宴大酒店

黄山国際大酒店 黄山胡开文大酒店 新宇假日酒店（新宇大酒店）

徽商国際大酒店 徽州晥韵大酒店 黄山君邁酒店

屯渓昱城皇冠大酒店 豪昇大酒店

屯渓陽光大酒店

林栖大酒店 星江湾大酒店 江湾大酒店

水墨上河酒店 清華婺大酒店 天馬大酒店

新邦開元酒店 東籬小隱 五悦連鎖酒店

婺源宝婺大酒店 華逸大酒店

香格里拉大酒店（ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ） 南昌凱莱大飯店 江西錦都皇冠酒店 華悦国際大酒店

瑞頤大酒店（ｽｲｽﾎﾃﾙ） 江西賓館 錦峰大酒店 江西錦昌大酒店

力高皇冠假日酒店（ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ） 嘉莱特和平国際酒店 諾富特酒店 江西七星商務酒店

綠地鉑瑞酒店 嘉萊特花園国際酒店 喆啡連鎖酒店（万国店） 南昌環湖賓館

洲際華邑酒店（ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ） 万達嘉華度假酒店 軍工思波酒店 明園大酒店

鉑爾曼酒店（ﾌﾟﾙﾏﾝ） 陽光假日酒店

普瑞思酒店

碧尤蒂開元酒店

会展中心酒店

信華建國酒店 共青格蘭雲天酒店 遠洲国際大酒店 雅格泰大酒店

新天地建國酒店 東林精舍 嘉豪国際大酒店 星河大酒店

錦都龍荷酒店 皇庭花園酒店 其士九江大酒店

皇庭四季酒店 中景假期酒店

白鹿賓館

錦龍王朝酒店

紫晶賓館 開門子大酒店 景徳鎮賓館

西山湖凱莱度假酒店（ｸﾞﾛﾘｱ） 景徳鎮大酒店 金葉大酒店

景瀚大酒店 朗逸酒店 鷺金大酒店

佰年尚庭酒店 天天漁港酒店

楽平東方国際酒店 瓷源山莊

華微國際酒店 鑫締.雲鏡酒店 国脈賓館 新世紀賓館

嘉豪淮海国際豪生酒店（ﾊﾜｰﾄﾞｼﾞｮﾝｿﾝ） 廬山大厦民国主題文化酒店 熹廬酒店 廬山太極賓館

醉石温泉度假酒店 錦繡假日酒店 廬山経緯賓館

牯嶺大酒店 廬山賓館

鑫輝大酒店 匡城賓館

西湖賓館 鑫締賓館

龍浩假日酒店

上湯温泉度假酒店

東林庄酒店

三清山希爾頓酒店（ﾋﾙﾄﾝ） 金沙湾假日酒店 錦琛山荘 華克山荘

三清山国際度假酒店 三清山天堂国際大酒店 三清山水雲山荘

田園牧歌度假村　 金沙湾酒店 三清山荘

三清山開元度假村酒店 雅佰遠洲酒店 天龍山酒店

天倫大酒店

三清假日酒店

沁廬豪生国際酒店（ﾊﾜｰﾄﾞｼﾞｮﾝｿﾝ） 楓丹白露酒店 凱翔大酒店 陽光假日酒店

錦都金源大酒店 怡家芸術酒店 香江大酒店

金怡国際大酒店 維也納酒店 上清湾酒店

華泉精品酒店 駿安国際大酒店

武漢光谷ロイヤルグレスホテル 武漢香格里拉大飯店(シャングリラ) 亜洲大酒店 紐賓凱新宜大酒店

武漢万達ウェステインホテル 武漢五月花大酒店 湖濱花園酒店 湖賓大厦

武漢万達瑞華酒店 新華諾富特大飯店(ノボテル)　 長江大酒店 湖北民航金海大酒店

インターコンチネンタル武漢 武漢東湖大厦 武漢晴川假日酒店(ホリディインリバーサイド) 湖北麗江飯店

華美達光谷大酒店 海怡天禄酒店 高雄大酒店

凱旋門華天大酒店 武漢維也納酒店

江城明珠豪生大酒店 武漢金盾光谷大酒店

東方建国酒店（旧名：武漢東方大酒店） 武漢金盾大酒店

馬哥孛羅酒店 武漢君宜王朝大飯店

黄山(山麓)

西塘

嘉興

鎮江

宜興

景徳鎮

黄山(山頂)

神農架

宜昌

屯渓

婺源

南昌

九江

盧山

三清山

鷹潭龍虎山

武漢
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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

中国

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。

武漢華美達天禄大酒店 武漢弘毅大酒店

武漢錦江国際ホテル 武漢美聯都市假日酒店

武漢新世界ホテル 武漢武漢帝盛酒店

武漢万達嘉華酒店 麗楓酒店（武漢駅店）

武漢漢口泛海喜来登酒店

衆晶太極湖国際ホテル 太極会館 天禄度假村

武当山建国飯店 瓊台賓館

武当山天尊ホテル 武当山賓館

華瑞丹楓假日酒店 岳陽泰和大酒店 中銀大酒店

南湖賓館 岳陽国際大厦

黄金一号 藍鯨号 玉祥号

神州号 月亮号 国賓号

皇家公主号（リーガルチャイナ）　 長江明珠号 小峰号

世紀之星号 長江公主号 昭君号

センチュリー・エジェンド号 長江之星号 龍舟水翼船

センチュリー・パラゴン号 揚子江楽園号

センチュリーエメラルド号世紀宝石号 揚子江号

センチュリーサン号世紀輝煌号 揚子江総統号

センチュリースカイ号世紀天子号 維多利亜号(中国系ビクトリア号)

センチュリースター号世紀之星号 三峡明珠号

センチュリーダイヤモンド号世紀鉆石号 総統号

総統一号

東方皇帝号

ビクトリア・アンナ号

ビクトリア・王子号

ビクトリア・凱琳号　（旧ビクトリア・女王号）

ビクトリア・カタリア号

ビクトリア・凱莎号

ビクトリアジェナ号（維多利亜珍妮号）

維多利亜号(ビクトリア号)

ビクトリア凱蕾号（旧名：貢嘎山号）

錦繍中華号

長江一号

長江黄金2号

長江黄金3号

長江黄金5号

長江黄金6号

長江黄金7号

長江黄金8号

長江探索号

天使号

華夏神女２号

広州香格里拉大酒店（シャングリラ） 亜州国際大酒店 凱旋華美達大酒店(ラマダパールホテル) 海涛酒店

広州Ｗ酒店（ダブリュー・ホテル広州） 嗚泉居 景星酒店 広東外商活動中心

広州海航威斯汀酒店（ウェスティン）　 頤和大酒店 広州嘉福国際飯店 広州同人賓館

広州四季酒店（フォーシーズンズ） 広州花園酒店 勝利賓館 広州南方大酒店

広州麗嘉酒店（ザ･リッツ･カールトン広州） 中国大酒店(チャイナホテルバイマリオット) 南洋長勝酒店　 広州賓館

広州粤海喜来登酒店（シェラトン） 東方賓館 華厦大酒店(ランドマーク) 湖天賓館

白天鵝賓館 華鉅君悦酒店 花都新世紀酒店 星都大酒店

富力君悦酒店（グランドハイアット） 東莞富盈酒店（東莞市） 花都雲峰大酒店 珠江華僑大酒店

花都假日半島酒店 珀麗酒店 天龍大酒店

建国酒店 南航明珠大酒店 流花賓館

広州嘉鴻華美達広場酒店（ラマダプラザ広州） 遠洋商務大厦 麗都大酒店

広州正佳広場万豪酒店（マリオット） 遠洋賓館 嘉逸豪庭酒店

広州中心皇冠假日酒店（クラウンプラザ広州シティーセンター） 華威達大酒店 広州大華酒店

広州天河希爾頓酒店（ヒルトン） 祈福南沙大酒店 広州大厦・山荘旅舍

広州東圃合景福朋喜来登酒店 源豊商務酒店 広東迎賓館

  （フォーポインツバイシェラトン広州東圃） 広州喜尓賓酒店 皇家国際飯店

広州日航酒店（ホテル・ニッコー広州 ） 広州空港暇日別荘酒店

広州白雲機場鉑爾曼大酒店 広州江湾大酒店

広州白雲万達希爾頓酒店（ヒルトン） 広州十甫假日酒店(ホリディイン)

星河湾国際公寓 広州総統大酒店(ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾎﾃﾙ)

白雲賓館（ベストウェスタン） 広州東方国際飯店

番禺長隆酒店 達鏢国際酒店

鳳凰城酒店 番禺賓館

頤和商務酒店

維也納国際酒店（広州南駅国際店）

天怡豪生大酒店 貴州麗豪大飯店 華聨大酒店

新世界酒店 雅適尓国際大酒店 金芦笙小鎮精品特色酒店

貴陽喜来登貴航酒店 貴陽黔工聖豊酒店 南岳假日酒店

貴陽凱賓斯基大酒店（ケンピンスキー） 貴龍飯店 浙江大酒店

貴陽中天凱悦酒店（ハイアットリージェンシー） 西湖花園大酒店

保利国際温泉酒店（旧貴陽保利富豪温泉酒店） 諾富特酒店（ノボテル）

貴陽万麗酒店（ルネッサンス） 能輝酒店

貴陽鈤尓曼大酒店（プルマン） 貴山和泰大酒店に変更

世紀金源大飯店 峰潤喀斯特酒店

林城万宜酒店

貴州銘都酒店

機場航站楼麗港酒店

中維金州翠湖賓館（旧金州翠湖賓館） 温州国際酒店

皇冠酒店 黔山度假酒店

国龍雅閣大酒店

畗康国際酒店

金黔佳華国際大酒店 貴州赤水中悦大酒店 赤水・嘉聯賓館 

黄果樹黔首居 凱旋大酒店 西秀山賓館

百霊希爾頓逸林大酒店（旧安順希爾頓大酒店）

万緑城鉑瑞茲酒店（旧万緑城鉑瑞茲大酒店）

黄果樹迎賓館

龍都璟怡国際大酒店（旧龍都怡璟大酒店） 金冠酒店

嘉瑞禾度假酒店（旧嘉瑞禾維景国際度假大酒店） 金凱華美達安可酒店（旧金凱美悦酒店） 新世紀酒店

縦横大酒店

貴陽

興義

赤水

武当山

岳陽

武漢

（続き）

三峡船

広州

安順

（黄果樹）

凱里
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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

中国

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。

梵浄山博鋭度假酒店 温州大酒店（旧宝鑫酒店） 君逸凱悦大酒店

江口索菲特国際大酒店（旧梵天索菲特大酒店）

潭江半島酒店 開平海倫堡大酒店（開平フーランバーグホテル）

桂林香格里拉大酒店(シャングリラホテル桂林) 桂山（華星）大酒店 桂林環球大酒店 佰宮精品酒店

クラブメッド桂林 桂林賓館貴賓楼 桂湖飯店 香江大飯店

桂林大公館（グランドブラボーホテル） 桂林喜来登飯店（シェラトン） 精通桂林大酒店 桂林凱寧七星大酒店

桂林漓江大瀑布飯店 維也納国際酒店（万象城店） 丹桂大酒店

桂林山水高尓夫度假酒店(ツインピーク桂林） 貴客0773酒店

桂林戴斯酒店（デイズホテル） 東明大酒店

桂林碧玉国際大酒店

広西電網公司桂林培訓中心

西山精品酒店（旧名：西山商務大酒店）

民豊国際大酒店（ミンフンインターナショナルホテル）

桂林秀峰希尓頓歓朋酒店

桂林臨桂花様年福朋喜来登酒店

桂林賓館

楽満地度假酒店

邕江賓館 馬可波羅假日酒店 新大新酒店

最佳西方（精品）南寧紅林大酒店 恒升大酒店 碩龍暇日酒店

明園新都飯店 錦華大酒店 南寧華夏大酒店

桂景大酒店 大新明仕山荘 南寧新華大酒店

広西沃頓国際大酒店 南寧聖展酒店 南寧飯店

鑫偉万豪酒店（マリオット南寧） 南寧邕桂大酒店 万興酒店

鳳凰賓館 翔雲大酒店

明園飯店

陽朔山畔度假酒店に変更 新西街大酒店（ニューウェストストリート） 麗景假日賓館

陽朔碧蓮江景大酒店 唐人街酒店 陽朔富安大酒店

陽朔新西街国際大酒店 陽朔君豪大酒店 貝斯特東方大酒店（ベストイースタンホテル）

陽朔碧玉国際大酒店 陽朔新世紀酒店 桂林陽朔漓江飯店

陽朔新世紀酒店（貴賓楼） 陽朔麗景酒店

陽朔麗怡暇日酒店 陽朔漓江酒店

阳朔县桂福大酒店 璦源賓館

香格里拉大酒店(シャングリラ) 景田酒店 深圳迎賓館

景軒酒店 羅湖大酒店 三九大酒店

駿豪酒店 華安国際大酒店 深圳雲鵬大酒店 

深圳威尼斯皇冠假日酒店(クラウンプラザ) 金碧酒店 深圳永通大酒店 

深圳富臨大酒店(フェリシティ) 新大州酒店 深圳航空大酒店

大梅沙京基喜来登度假酒店 深圳万悦国際酒店 深圳晶都酒店

富苑皇冠假日套房酒店 深圳華通紫荊花酒店 深圳東興帝豪酒店 

南海酒店 深圳格蘭雲天大酒店 深圳名蘭苑酒店 

聖廷苑酒店 深圳新都酒店 深圳老地方酒店 

福朋喜来登酒店（フォーポインツシェラトン深圳） 深圳廬山酒店 西麗大酒店

陽光酒店 聖廷苑酒店世紀楼 竹園賓館

五洲賓館 楚天大酒店(グランドチュー) 南方聯合大酒店

深圳華僑城洲際大酒店(インターコンティネンタル深圳) 粤海酒店

深圳凱賓斯基酒店（ケンピンスキーホテル・深圳） 

深圳東方銀座美爵酒店 

深圳馬哥孛羅好日子酒店（マルコポーロホテル）

深圳百合酒店 

深圳彭年酒店

龍勝温泉中心酒店 龍福山荘

龍脊国際大酒店 温泉貴賓楼酒店

平安酒店

龍頴旅館

麗晴旅館

香格里拉大酒店　（シャングリラ） 福州世紀金源大飯店 福州景城大酒店 金輝大酒店　

福州万達威斯汀大酒店（ウエスティン福州万達） 温泉大飯店 福州陽光大酒店 金葉大酒店

  →福州富力威斯汀大酒店に改名 西湖大酒店 福建省閩江飯店 天福大酒店

福州世茂洲際酒店（インターコンチネンタルホテル） 福建外貿中心酒店 福州阿波羅大酒店（アポロ） 福州民航海天大酒店

融僑皇冠假日大酒店（クラウンプラザホテル） 福州美倫華美達大飯店（ラマダ） 福州金仕頓大酒店 聚春园大酒店

福州泰禾凯宾斯基大酒店（ケンピンスキーホテル） 福州大飯店

福州泰禾鉑爾曼酒店（プルマンホテル）

福州中庚喜來登酒店（シェラトンホテル）

泉州悦華酒店 泉州華僑大厦 刺桐飯店

泉州酒店 泉州航空酒店 好世界大酒店

鯉城酒店 天王星酒店

湖美大酒店 鉑金酒店

泉州金星大酒店 濱海大酒店

客家賓館

億龍山荘

三明飯店

星光大飯店

兆祥延城大飯店

武夷山大紅袍山荘 武夷山悦華酒店 聖遠国際大酒店 国貿大酒店

世茂御榕度假酒店（リゾートホテル） 武夷山風景ゴルフ酒店 蘇閩酒店 郵電賓館

嘉元千禧酒店（ミレニアムホテル） 武夷山遠華国際大飯店 武夷山荘大王閣 億力大酒店

雲清酒店 武夷山荘 宝島会展中心大酒店 武夷山観景大酒店

武夷山悅華酒店 武夷茶苑大酒店

厦門瑞颐大酒店（ウィンダム） 厦門泛太平洋酒店 厦門廬山大酒店 斑斓酒店

厦門磐基皇冠假日酒店（クラウンプラザ） 厦門馬哥波羅東方大酒店（マルコポーロ） 閩南大酒店 福聨大飯店

厦門威斯汀酒店（ｳｪｽﾃｨﾝ厦門） 厦門国際会展酒店 華美達長昇大酒店 麗軒酒店

厦門喜来登酒店（シェラトン） 厦門宝龍鉑爾曼大酒店 海上花園酒店（マリーナガーデンホテル） 牡丹萬鵬賓館

厦門源昌凱賓斯基大酒店 悦華酒店 金雁酒店 美麗華大酒店(ミラマー)

厦門艾美酒店（ル　メリディアン） 帝元維多利亜大酒店 鷺江賓館 龍都大酒店

厦門海景千禧大酒店（ミレニアムハーバービュー） 森海麗景泛印酒店 厦門怡達風尚酒店

厦門海港英迪格酒店 聖希羅酒店 厦門金巴蘭酒店 

厦門京閩中心酒店 天竺賓館 厦門温泉戴斯酒店

厦門京閩北海湾大酒店 福佑戴斯大飯店 厦門凱斯酒店

厦門泰谷酒店 厦門奥网城海景大酒店 厦門晶瓏大酒店 

桂林郊外

南寧

陽朔

深圳

銅仁

開平

桂林

龍勝

泉州

三明

南平

福州

武夷山

厦門
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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

中国

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。

厦門天朗壹水湾度假酒店 厦門華僑大厦 厦門晶邦酒店 

厦門日航酒店 厦門金威大酒店　 厦門南方飯店

厦門賓館 厦門君泰酒店 厦門美侖方之缘酒店

厦門和頤酒店 厦門空港佰翔花園酒店（旧名：厦門国際空港花園酒店） 厦門明発大酒店

厦門翔鷲大酒店 厦門新中林大酒店

厦門星程精品会展中心酒店

怡翔華都酒店

東南亜大酒店

厦門和悦酒店

 張家界青和錦江国際酒店 凱天国際酒店 江漢山荘

 クラウンプラザ張家界武陵源 京渓国際酒店(貴賓楼) 琵琶渓賓館

 張家界京武鉑爾曼酒店(プルマン張家界) 庄主会館精品酒店 天子大酒店（主楼）

禾田居度假酒店 張家界桂冠国際酒店（旧湘電国際酒店）

張家界国賓酒店 天子大酒店（貴賓楼）

張家界碧桂園鳳凰酒店 琵琶渓賓館（2号舘）

武陵源賓館

大成山水国際酒店 張家界国際大酒店 富藍特·和酒店

張家界陽光酒店（サンシャインホテル&リゾートジャンジャージェ） 通達国際大酒店 張家界天門山大酒店

鴿子花国際酒店 張家界藍天大酒店（旧維納斯皇家酒店(藍天店）） 南航四季如歌酒店

藍湾博格酒店（ブルｰベイホテル） 維也納国際酒店 武陵国際大酒店

張家界華天大酒店 張家界華美達酒店

張家界雲美別苑酒店 张家界天門山希爾頓歓朋酒店

懐来皇冠假日酒店（クラウンプラザ）

花園酒店 錦綉鳳凰国際大酒店 鳳天大酒店

天下鳳凰大酒店（8号楼） 江天旅遊渡暇村 鳳凰暁園賓館

鳳凰城精品酒店 天下鳳凰大酒店（商務楼）

素履蓮花度假酒店 天下鳳凰大酒店（主楼）

天華楼

鳳廷国際大酒店

鳳都大酒店

鳳凰国際酒店

长沙建鸿達JW万豪酒店（JWマリオット長沙） 神農大酒店 金源陽光酒店 友誼賓館

长沙W酒店（Wホテルズ長沙） 世紀金源大飯店 紫東閣華天大酒店 長沙通程麓山大酒店

華雅国際大酒店 天璽大酒店

華天大酒店 富麗華大酒店

運達喜来登大酒店（シェラトン） 万代大酒店

佳興世尊酒店 茉莉花国際酒店

瑞吉酒店（新規） 希尔顿欢朋酒店

慕奕Ｈ酒店（旧美爵酒店） 長沙梅溪湖凯悦嘉軒酒店（ハイアットプレイス）

長沙順天凯賓斯基酒店 延年酒店（長沙電大店）

長沙芙蓉国温徳姆至尊豪廷大酒店

長沙北辰洲际酒店

長沙融城花園酒店

長沙瀟湘華天大酒店

長沙鑫遠白天鵝酒店

通程国際大酒店

中建万怡酒店

華晨豪生大酒店（ハワードジョンソン）

長沙世茂希爾頓酒店（ヒルトン長沙リバーサイド）

長沙世景広場皇冠假日酒店

（クラウンプラザ長沙デベロップメントゾーン）

皇朝酒店 華僑大酒店

星湖明珠大酒店 端州大酒店

肇慶松濤賓館

肇慶大酒店

国際酒店

銀都飯店 ２０００年大酒店

珠海海湾大酒店 粤海酒店

西藏大厦　 君悦来酒店

天鵝大酒店 珠海賓館

歩歩高大酒店 華駿大酒店

珠海市南洋海景酒店

珠海粤財假日酒店（ホリディ・イン珠海）

帝濠度假酒店

徳翰大酒店　

怡景湾大酒店　

インターコンチネンタル三亜リゾート 三亜亜龍湾人間天堂鳥巣度假村（三亜亜龍湾アースリーパラダイスバーズネストリゾート） 海南南中国大酒店 嘉賓国際酒店

オリエンタルマンダリン　三亜 三亜亜龍湾鉑爾曼度假酒店（プルマン三亜亜龍湾） 金鳳凰海景酒店 明日大酒店

三亜鴻洲埃徳瑞度假酒店（三亜イードリーリゾートホテル） 三亜維景国際度假酒店（グランドメトロパーク） 三亜玉海国際度假酒店

三亜海棠湾康莱徳酒店（コンラッド三亜海棠湾） 三亜万嘉戴斯度假酒店（三亜デイズ・リゾート） 珠江花園酒店

三亜マリオットリゾート＆スパ 亜龍湾華宇度假酒店 東方海景大酒店

シェラトン三亜リゾート 亜龍湾海景国際度假酒店 亜龍湾金棕櫚度假酒店(ゴールデンパーム)

バニヤンツリー三亜リゾート＆スパ 亜龍湾環球城大酒店 億源軒宇大酒店　　

ヒルトン三亜　リゾート＆スパ 愛琴海岸康年華度假酒店 果喜大酒店

万達三亜海棠湾希爾頓逸林度假酒店 海南康楽園海航度假酒店 財富海湾大酒店（ﾘｿﾞｰﾄﾌｫｰﾁｭﾝﾍﾞｲ）

　　（ダブルツリーリゾートバイヒルトンホテル三亜海棠湾） 三亜海韻度假酒店 三亜国際飯店

ヤーロンベイマングローブツリーリゾート 三亜海棠湾凱賓斯基酒店（ケンピンスキーホテルハイタンベイ三亜） 三亜仙人掌度假酒店

リッツカールトン三亜 三亜君蘭度暇酒店（ﾅﾗﾀﾞｰﾘｿﾞｰﾄ三亜） 三亜宝宏大酒店

海南君瀾熱帯雨林温泉酒店（三亜ナラダリゾート） 三亜国光豪生度假酒店（ハワードジョンソンリゾートサンヤベイ） 三亜明申錦江高爾夫酒店

三亜亜龍湾人間天堂鳥巣度假村 三亜山海天大酒店 三亜椰林灘大酒店(パームビーチリゾート＆スパ)

三亜亜龍湾瑞吉度假酒店(セントレジス三亜亜龍湾リゾート) 三亜福朋喜来登酒店（フォーポイントバイシェラトン） 三亜黎客国際酒店

三亜海棠湾喜来登度暇酒店（ｼｪﾗﾄﾝ三亜海棠湾ﾘｿﾞｰﾄ） 三亜万麗度假酒店（ﾙﾈｯｻﾝｽ三亜ﾘｿﾞｰﾄ） 七仙岭瑶池酒店

瑞吉度假酒店（ｾﾝﾄﾚｼﾞｽｻﾝｱﾘｿﾞｰﾄ） 三亜陽光大酒店 仙人掌酒店

石梅湾メリデイアンリゾート 三亜湾假日酒店（ホリディイン三亜） 天澤海韻度假酒店

美高梅度假酒店 三亜湾鉑爾曼度假酒店（プルマン三亜湾） 宝宏大酒店

湘投銀泰度假酒店 林達海景酒店

天域度假酒店(リゾートホライズン) 麗景海湾酒店

海南皇冠濱海温泉酒店（クラウンスパリゾート海南） 海南新国賓館 海航国際商務酒店 海景湾大酒店

海口喜来登温泉度假酒店 海南文華大酒店(マンダリン) 黄金海景大酒店 海南燕泰国際大酒店

海口香格里拉大酒店 （シャングリラ） 寰島泰得大酒店(パンダウホテル) 海南鑫源温泉大酒店 海南太陽城大酒店

海口市ミッションヒルズホテル 金海岸羅頓大酒店(ゴールデンコースト) 金銀島大酒店 濱海大酒店

海口新埠島豪生大酒店（ハワードジョンソン） 海南天佑大酒店 国際金融大廈 泰華酒店

海口明光海航酒店 宝華海景大酒店 貴族遊艇大酒店(ヨットクラブホテル) 海口賓館

海南民航賓館

金海棠商務酒店

張家界

(公園内)

張家口

厦門

（続き）

張家界

(市内)

鳳凰

海口

長沙

肇慶

珠海

三亜
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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

中国

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。

西安凱悦酒店 曲江恵賓苑賓館 鐘楼飯店 隴海大酒店

西安滻灞艾美酒店（ル・メリディアン西安） 金花豪生国際大酒店（ハワーﾄﾞジョンソン） 栄江国際酒店 関中客桟

西安W酒店（Ｗ西安） 索菲特人民大厦酒店（ソフィテル） 西安天翼新商務酒店 陝西高速神州酒店

ザ・リッツカールトン西安 西安香格里拉大酒店（シャングリラ） 陝西奥羅国際大酒店 航空大酒店

西安国際会議中心曲江賓館 唐城賓館 秦宝賓館

西安天域凱萊大酒店(グロリア) 東方大酒店 西安西北民航大厦

西安喜来登大酒店(シェラトン) 西安賓館 西安城市大酒店

維也納国際酒店（旧名：雁塔国際大酒店） 西安驪苑大酒店(リーガーデン) 西安鉄通精品商務酒店

曲江銀座酒店 西安恒佳好世界大酒店 西安美華新栄基酒店（旧名：新栄基大酒店）

金花大酒店 西京国際飯店 西安美倫酒店

建国飯店 皇后大酒店 西安文商賓館

皇城豪門酒店（グランドノーブル） 西安秦都酒店 西安万年大酒店（旧名：万年飯店）

世紀金源大飯店 西安古都文化大酒店（旧名：古都新世界大酒店） 陜西文苑大酒店

西安威斯汀酒店（ウエスティン） 西安交大南洋酒店　

西安印力諾富特酒店（旧西安印力诺富特） 西安皇城海航酒店

西安悦豪酒店 西安紫金山大酒店（旧名：紫金山凱思特大酒店）

西安華清御汤酒店 西安大雁塔假日酒店

西安華清爱琴海国際温泉酒店 西安兆瑞華美達酒店

西安開元名都大酒店 西安天悦国際酒店

西安皇苑華美達広場酒店（旧西安曲江華美達広場酒店） 西安天佑国際酒店

西安曲江国際飯店 西安美居人民大厦（メルキュール）

西安空港大酒店 西安美麗豪酒店（旧名：美華金唐国際酒店）

西安君楽城堡酒店 西安富凱禧玥酒店

西安広成大酒店 西安阳光希尔顿花園酒店→西安阳光城希尔顿花園酒店

西安皇冠假日酒店（クラウンプラザ） 西安骊山国際仮日酒店

西安高新希爾頓酒店 美豪酒店

  （西安高新ヒルトン）（旧名：西安吉朗麗大酒店） 陝西錦苑富潤大酒店

西安豪華美居人民大厦（グランドメルキュール）   （旧名：錦苑富潤商務酒店）→陝西錦苑富潤大飯店

西安豪享来温徳姆至尊酒店 陕西天宇菲尔德国際大酒店

西安塞瑞喜来登大酒店（シェラトン西安ノースシティホテル） 西安古城西智選假日酒店

西安爵楽府大酒店   （ホリデイインエクスプレス西安古城西）

西安新興温德姆大酒店 西安大雁塔美居酒店（メルキュール西安大雁塔）

  （ウインダム）（旧名：西安新興戴斯大酒店）

西安盛美利亜酒店

西安大雁塔假日酒店（ホリデイイン西安大雁塔）

西安大唐博相府酒店

西安大唐芙蓉園芳林苑酒店

西安天朗森柏大酒店

西安天驪君廷大酒店

西安東舎精品酒店

富力希爾頓酒店西安（ヒルトン西安）

西安陽光国際大酒店

西安臨潼悦椿温泉酒店

西安禹龍国際酒店（旧名：西安御龙国際酒店）

西安汇成天璽酒店

西安滻灞艾美酒店

西安锦江国際酒店

西安天朗時代大酒店

西安鉑菲朗酒店

グランド ハイアット 西安

西安大天瑞斯麗酒店

西安溫德姆花園酒店（ウィンダムガーデン西安）

西安琳凱諾酒店

西安中晶華邑酒店

西安星河湾酒店

西安唐华华邑酒店（旧名：西安唐华賓館）

敦煌華夏国際大酒店 敦煌太陽温泉酒店（旧敦煌太陽大酒店） 敦煌飯店

敦煌山庄 敦煌賓館 敦煌広源大酒店

敦煌太陽大酒店贵宾楼 天潤国際大酒店 飛天大酒店

敦煌賓館新八楼 敦煌金葉賓館

敦煌陽光沙州大酒店 敦煌国際大酒店

敦煌太陽村酒店

敦煌富国酒店

敦煌富丽华国際大酒店

维景酒店

青海湖格桑梅朵酒店

青海湖賓館

甘粛陽光大酒店 甘粛国際大酒店 甘粛天源温泉商務大酒店

皇冠假日酒店（クロウネプラザ蘭州） 西蘭国際大酒店 光華賓館

錦江陽光大酒店 蘭州佳潤酒店 天源温泉酒店

万達文華酒店 蘭州飛天大酒店 華諠大酒店

甘肃陽光大酒店（旧陽光大厦） 金輪賓館 紫荊花酒店

甘肃国泰安寧大酒店 西域凱達酒店 蘭州飯店

甘肃寧卧庄賓館 藍宝石大酒店 嘉峪関国際大酒店

蘭州安多香巴拉飯店 海航空港酒店

蘭州温商长江大酒店 金城賓館

蘭州華菲套房酒店 東方大酒店

蘭州金地明庭大酒店 寧臥荘賓館

蘭州金轮賓館 蘭州友誼賓館（旧友誼飯店）

蘭州西湖银峰賓館 隴南大酒店

蘭州白云賓館

蘭州和平飯店（本は瑞达精品酒店和平店）

蘭州兰苑建国賓館

蘭州陇能大酒店

亚欧大酒店

蘭州長城建國飯店

端嶺国際商務酒店

嘉峪関賓館 国泰大酒店

維也納国際酒店 東方賓館

嘉峪関東瑚明珠大酒店 嘉峪関林苑大酒店

酒鋼賓館 匯力商務公寓酒店

長城賓館 峪達大酒店

廣場假日酒店（プラザホリデイイン）

瓜州賓館

安西

嘉峪関

西安

敦煌

青海湖

蘭州
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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

中国

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。

新疆尊茂銀都酒店 海大酒店 華僑賓館

新疆尊茂鴻福酒店 中和大酒店 徽商大飯店

新疆信達海徳酒店 新疆火炬大酒店 崑崙賓館

烏魯木斉瑞豪国際酒店 明園新時代大酒店 金衆暇日酒店

烏魯木斉美麗華酒店 辰茂伊力特酒店 金谷大酒店

烏魯木斉希爾頓酒店　 君邦天山飯店 五星大厦

烏魯木斉錦江国際酒店 新疆伊犁大酒店 鴻大酒店

烏魯木斉南航明珠国際酒店 航空酒店 国泰大酒店

烏魯木斉環球国際大酒店 新疆昆仑宾馆（八楼） 城市大酒店

喜来登烏魯木斎酒店（シェラトン） 西域国際酒店 東方龍大酒店

烏魯木斉華凌雅高美爵大飯店 吐哈石油大厦 利華大酒店

烏魯木斉天縁酒店 東方王朝酒店

烏魯木斉富力万達文華酒店 独山子大酒店

烏魯木斉如意酒店

兵団大飯店

乌魯木斉花園大酒店

乌魯木斉南山庄園

乌魯木斉陽光酒店

乌魯木斉东街禧玥酒店

烏魯木斉楚天銀星大酒店

乌鲁木齐维斯特温泉仮日酒店

烏魯木斉塔里木石油酒店

美居酒店 双城賓館 交河荘園

  （メルキュールホテルトルファンダウンタウン）（旧火洲大酒店） 麦西莱普酒店 西州大酒店

トゥハ　ペトロリアム　ホテル（旧トルファン石油大厦） 友誼峰暇日酒店 トルファン賓館

トルファン錦江都城酒店 花園大飯店

吐鲁番海昌国際酒店 糧貿賓館

錦秀金華酒店

星辰酒店

吐魯番市金新賓館

銀瑞林国際酒店 邦臣酒店 カシュガル賓館

喀什月星錦江国際酒店 温州国際大酒店 其尼瓦克賓館北楼

喀什其尼瓦克賓館皇家国際楼（旧皇家大酒店） 深航国際酒店 金座大酒店

深業麗笙酒店 天縁商務酒店 新徳商務酒店

天縁国際酒店 其尼瓦克賓館友誼楼

クチャ飯店五星楼 クチャ国際酒店 クチャ飯店

クチャ天縁国際酒店 麗都大酒店 クチャ賓館

庫車柏悦精品酒店　

アクス天縁国際酒店 華龍酒店 阿克蘇友誼賓館

鴻福金蘭大酒店 金都大酒店

国際大酒店

辰茂鸿福酒店

酒泉賓館 酒泉世紀大酒店

金陽国際飯店 華辰国際大酒店 甘州賓館

张掖賓館 御景国際酒店 丹霞盛華文化酒店

富來登溫泉假日酒店 丹霞大酒店 新楽大酒店

張液電力大厦

鼎和国際大酒店

张掖天域国際酒店

七彩賓館

鑽石大酒店

維也納酒店

張掖綠洲假日酒店

民豊帝皇国際酒店 緑州賓館

恒順賓館

尼雅浙江接待公寓

宝瑞賓館

民豊中坤賓館

浙江賓館

温州大酒店 玉都大酒店

華豫国際酒店 宏瑞賓館

玉洲世紀酒店 電力賓館

和田西湖国際大酒店 慕士塔格賓館

和田賓館

浙江大飯店

金橋大酒店

阿勒泰地区旅遊賓館

温州大酒店　

神湖大酒店 
神仙湾大酒店


布爾津国際大酒店 銀泰酒店

友誼峰大酒店（新館） 布爾津県旅遊賓館

伊梨賓館 伊犁大酒店 天潤大酒店

伊梨賓館（五星楼） 伊梨賓館（四星楼） 伊犁特大酒店

温州国際大酒店 伊梨河賓館 花城賓館

美景大酒店 香榭麗大酒店 友誼賓館　

隆鑫国際酒店Ａ座、Ｂ座 伊寧嘉会大酒店

天然居大酒店

八音盒酒店

温州大酒店 精河賓館

馨園大酒店 鴻興楼大酒店

和麗賓館

皇冠暇日酒店 昭蘇賓館

国泰悦港酒店 昭蘇天馬大酒店

五彩湾度假村

云創花園酒店 奇台賓館

華東酒店 天祥大酒店　

クチャ

アクス

酒泉

張液

ウルムチ

トルファン

カシュガル

民豊

昭蘇

五彩湾

奇台

阿勒泰

（アルタイ）

布爾津

伊寧

精河

和田

11 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

中国

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。

愛派商務酒店 吉木薩爾賓館（貴賓楼）

瑪依塔柯酒店 博達銀都酒店  克拉瑪依迎賓館 

鴻福準葛尓大飯店 太陽大酒店 

正天華厦大酒店 陶楽大酒店

克拉瑪依沃沃大酒店（旧宝石花酒店）

龍華酒店

精河賓館

博楽金穂酒店

艾比湖大酒店 

金澤宏富泉大酒店　 大陸橋酒店

東方国際大酒店 天悦假日酒店 

奎屯海徳酒店  奎屯ホテル（追加）

龍嶺山荘

龍興国際酒店 西部情賓館  

巴音酒店  

巴音布魯克酒店  

白天鵝賓館

凱賓斯基飯店 凱達酒店 祥雲賓館

賀蘭国際酒店 玉皇阁

閲海賓館 鉄道賓館

寧波民航大厦 天奇賓館

寧夏国際飯店 天豹酒店

黄河明珠酒店 満春酒店

海悦建国飯店 隆湖賓館

海天大酒店 怡江花园

錦湖飯店 惠友商務酒店

銀座酒店 昊源酒店

九州国際飯店 瀛海酒店

景安荘酒店 荣源酒店

功達酒店

香渔王子酒店

新奇特酒店

太陽神酒店

戴斯商務酒店

長相忆酒店

唐渠假日酒店

東湖国際酒店

虹橋大酒店

寧大交流中心

寧豊酒店

万国柏悦酒店

龍翔酒店

昊王国際飯店

艾依明珠酒店

逸興酒店 華名大酒店

沙坡頭假日酒店 喜来登大酒店

中衛大酒店 錦江大酒店

红宝酒店 君悦大酒店

大公館

卓悦酒店

中衛懿鸿賓館

中衛天馬賓館

中衛賓館

中衛安泰大酒店

中衛应理大酒店

中衛爱家快捷

長城大酒店

陽光酒店

爱家快捷酒店

绿洲大酒店

ニコロ成都 家園国際酒店 銀河王朝大酒店(ダイナスティ) 雲龍大酒店

成都華尓道夫酒店（ウォルドーフ アストリア） 成都高新皇冠假日酒店（クラウンプラザ成都ウェスト） 新華国際酒店 九龍賓館

成都香格里拉大酒店（シャングリラ） 成都西蔵飯店 天仁大酒店 珠峰賓館

成都瑞吉酒店（セントレジス） クラウンプラザ成都シティーセンター（総府皇冠假日酒店） 花園城大酒店 蜀蘭大酒店

成都世紀城洲際大飯店（インターコンチネンタル） 天府麗都喜来登飯店(シェラトンリド) 成都友豪羅曼酒店（旧羅曼大酒店） 紫薇酒店

成都費尓蒙酒店（フェアモント） 錦江賓館 緑州大酒店 成都峨眉山国際大酒店

成都富力麗思卡爾頓酒店（ザリッツカールトン成都） ヒルトン成都 向陽大厦 濾天化大酒店

成都茂業ＪＷ万豪酒店（ＪＷマリオット） 金紫薇酒店 金玉陽光酒店 蜀漢賓館

博舍 凱賓斯基飯店(ケンピンスキー) 新都假日酒店（ホリディイン）

海悦酒店 成都京川賓館

成都金韵酒店 成都錦江賓館錦苑楼

四川岷山飯店 成都春天酒店

首座万豪酒店 成都潤邦国際酒店

瑞城名人酒店 成都新良大酒店

成都雅居楽豪生大酒店 成都世紀城假日酒店

成都高新豪生大酒店（ハワードジョンソンハイテックプラザ成都） 成都天府陽光酒店

成都首座万麗酒店 成都東方広場假日酒店（ホリディイン）

成都新東方千禧大酒店（ミレニアム） 岷山拉薩大酒店

成都大鼎戴斯大酒店 艾克美酒店

成都天府之都温徳姆至尊豪廷大酒店 成都喜瑪拉雅大酒店

成都保利公園皇冠暇日酒店

成都明宇豪雅飯店（旧名：成都名宇豪雅飯店）

成都明宇尚雅飯店

成都明宇麗雅飯店

成都明悦大酒店

泰和索菲特大飯店（ソフェテル）

成都帝盛酒店

天邑華庭酒店

望江賓館

空港建国飯店

吉木薩爾

（ジムサル）

克拉瑪依

（カラマイ）

中衛

博楽

奎屯

セリム湖

巴音布魯克

（バインブルグ）

銀川

成都
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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

中国

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。

重慶解放碑威斯汀酒店（ウェスティン） 重慶解放碑凱悦酒店（ハイアット） 海徳大酒店 新華賓館

ニコロバイマルコポーロ   （旧重慶海逸酒店(ハーバープラザ)） 五洲大酒店 重慶大酒店

重慶麗晶酒店（リージェント） 欧瑞錦江大酒店 東方花苑飯店 大礼堂酒店

北碚悦榕庄（バンヤンツリー重慶） 希爾頓酒店 万友康年大酒店 渝通賓館

君豪大飯店 皇嘉大酒店 渝都大酒店

重慶解放碑皇冠假日酒店（クラウンプラザ） 重慶銀河大酒店

  （旧洲際大飯店（インターコンチネンタル）） 重慶洪崖洞大酒店

重慶JW万豪酒店（JWマリオット） 重慶大世界酒店

重慶維景国際大酒店 重慶岷山飯店

重慶華辰国際大酒店 西亜大酒店

重慶凱賓斯基酒店（ｹﾝﾋﾟﾝｽｷｰ重慶） 重慶観音橋假日酒店（ホリディイン）

重慶喜来登大酒店（シェラトン） 重慶麗苑維景国際大酒店

重慶江北希爾頓逸林酒店（ﾀﾞﾌﾞﾙﾂﾘｰﾊﾞｲﾋﾙﾄﾝ重慶江北） 重慶国航飯店（旧名：和府飯店）

重慶国貿格蘭維大酒店 勁力酒店

重慶雅詩特酒店 鵝嶺公園88号酒店

重慶世嘉麗笙酒店

重慶戴斯大酒店

重慶天来大酒店

重慶保利皇冠假日酒店

重慶富力艾美酒店

重慶融匯麗笙酒店

世紀金源大飯店

南方君臨酒店

富力凱悦酒店

重慶両江假日麗呈華廷酒店

尼斯酒店（ナイスホテル） 万州太白賓館

万州凱莱大酒店（グロリア） 万州賓館

万州国際大酒店

仙女山假日酒店 華邦酒店

隆鑫琥珀酒店 宏福飯店

瑜珠花園酒店 香榭里大酒店

昆明索菲特大酒店（ソフィテル） 雲南緑洲大酒店 雲南世博花園酒店 昆明維居桂花大酒店

昆明洲際酒店（インターコンチネンタル昆明） 昆明中維天恒大酒店 昆明飯店 錦華国際公寓

華邑酒店 翠湖賓館 雲南滇池温泉花園国際大酒店

佳華広場酒店 威龍飯店 雲南雅都商務酒店  

金鷹広場酒店 官渡大酒店（官渡国際会議中心） 昆明海天酒店

昆明花之城豪生国際大酒店 錦江大酒店

昆明君楽酒店（グランドパークホテル） 昆明希橋酒店 金泉大酒店

昆明七彩雲南温徳姆至尊豪廷大酒店 昆明徽商国際酒店

昆明中心皇冠假日酒店（クラウンプラザ昆明シティーセンター） 昆明泰麗国際酒店

昆明南亜風情園豪生大酒店 昆明中心假日酒店（ホリデイイン）

昆明百事特悦航酒店 昆明鑫盛达宏晟国际酒店

昆明万達文華酒店 新紀元大酒店

世紀金源大飯店 西驛酒店　

西南賓館 石林鉑晟假日酒店

石林銀瑞林国際大酒店 朗威酒店

昆明陽光酒店 雲南震荘迎賓館

昆明紅土地落霞溝春秋大酒店

開権精品酒店

大理国際大酒店 大理漫湾麗呈酒店に変更 美登大酒店 潤澤園

海湾国際大酒店 蘭林閣酒店 蒼山飯店　

大理実力希尓頓酒店 大理三塔苑蒼山花園酒店に変更 明珠賓館

風花雪月大酒店

紅河雲梯酒店に変更

中源酒店 恒昇酒店

羅平雲之夢酒店 鑫源賓館

融庭假日酒店 浙商大酒店

羅平曦城假日酒店

元陽萬繕度暇酒店 雲梯順捷酒店

雲梯大酒店

経貿大酒店

元陽雲梯勝村酒店

雲上梯田酒店

雲之夢酒店

西双版納洲際度假酒店 金地大酒店 西双版納観光酒店 モンラ景蘭商務酒店

雲投喜来登酒店（シェラトングランドシーサンパンナ） 新泰園酒店 モンラ景蘭大酒店 皇冠酒店

融創皇冠假日酒店（クラウンプラザシーサンパンナ） 世紀金源大飯店(A楼、Ｂ楼) 活発大酒店

景蘭国際酒店

世紀金源大飯店(C楼)

麗江悦榕荘（バンヤンツリー） 官房大酒店（旗店区） 雲南航空麗江観光酒店

麗江金茂凱悦臻選酒店（ハイアット） 麗江国際大酒店 麗江古城滇菌王| JP希麗酒店 阿丹閣大酒店

麗江実力花園希尓頓大酒店 官房大酒店花園別荘 麗江古城麗王大酒店　

麗江和府洲际度假酒店 麗江金恒国際大酒店 麗江王府飯店

麗江鉑爾曼度假酒店(プルマンリジャンリゾートアンドスパ) 金府大飯店

大港旺宝国際飯店

ヒルトン九寨溝リゾート（九寨魯能希爾頓度假酒店） 九寨溝天源豪生度假酒店（ハワードジョンソン） 金龍国際度假酒店（旧名：金龍漁港賓館） 九寨溝度假村

新九寨賓館 九寨溝賓館

九寨溝星宇国際大酒店 九寨溝藏王ホリデーイン

名人酒店 九寨陽光酒店

悦山度假酒店 貴山商務酒店

聖潔度假酒店（追加） 聖山大酒店

聖地映像酒店

新都橋天悦酒店 新都橋瑞景大酒店

新都橋撮影天堂大酒店 新都橋渝新大酒店

宜賓竹海世外桃源度假酒店

理県吉祥谷国際大酒店

娜娒湖酒店

重慶

万州

武隆

景洪

麗江

九寨溝

四姑娘山

（日隆）

昆明

紅土地

大理

紅河

羅平

元陽

新都橋

宜賓

理県
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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

中国

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。

機場賓館 稲城雪域花園温泉酒店

稻城明宇丽雅阳光温泉酒店

稲城翔雲酒店

金珠大酒店

聖地映像酒店

洛克家園国際酒店

稲城緑野亞丁酒店

稲城亞丁華美達安可酒店（ラマダ）

稲城亞丁智選假日酒店（ホリディイン）

蔵縁酒店

大蔵古格王朝酒店 大蔵聖地酒店 若爾盖大酒店

黄河第一湾大酒店 大蔵陽光酒店

青城山六善酒店（シックスセンシズホテル） 青城豪生国際酒店 都江堰中心国際酒店

都江堰百倫国際酒店 都江堰国堰賓館

都江堰岷江新濠酒店 都江堰古城智選假日酒店

茂県国際飯店 貴賓楼大酒店

九頂山国際大酒店

西羌家園酒店

富楽山九洲国際酒店 長虹国際飯店 桃源大酒店

綿州酒店　 富楽山国際酒店

綿陽順輝・世紀巴登酒店 綿陽九寨賓館

臨園賓館

綿州温泉酒店

綿陽王子大酒店

楽山金海棠賓館 天波大酒店

世纪嘉源大酒店（追加）

華地王朝華美達広場酒店 聠誼賓館

龍景国際大酒店　 重慶海棠香国酒店

川恵大酒店

攀枝花賓館

香格里拉仁安悦榕庄（バンヤンツリー） 金沙国際酒店 建塘賓館　

恬居香格里拉大酒店（シャングリラホテル香格里拉） 月光国际大酒店 実力大酒店

高山别庄香格里拉精品酒店（ナパ海） 龍鳳祥大酒店

天界神川大酒店 扎西徳勒大酒店

唐香嘉秀酒店 龙凤祥雅阁酒店

光年酒店 巴拉格宗生态大酒店

高山別荘徳欽精品酒店（旧名：御庭徳欽精品酒店） 観景天堂酒店 神山大酒店

梅里之眼観景酒店 彩虹大酒店

梅里之眼度假酒店 南峠扎西酒店

明珠酒店

達聖酒店

緬次姆酒店

天頤温泉酒店 華生酒店 峨眉山金頂大酒店<峨眉山山頂>

華生酒店（銀座） 峨眉山温泉酒店 峨眉山大酒店（行政Ｂ）

紅珠山賓館(8号楼) 峨眉山大酒店3号楼 金頂山荘

華生温泉酒店 峨眉山飯店 鳳凰湖賓館

峨眉山大酒店5号楼 紅珠山賓館（6,7号楼） 雄秀賓館

紅珠山賓館(5号楼) 峨眉山大酒店2号楼

岷江豪庭国際大酒店 嘉絨鑫宮大酒店 太陽河酒店

亜吾倉大酒店 雲月汇錦大酒店 黄龍国際大酒店

川主国際大飯店 松潘金河大酒店

川主記憶酒店

亜日国際大酒店

氷川飯店

華龍山荘

倍特星月賓館 雨都飯店

紅珠賓館

東女国酒店 美人谷大酒店

丹巴318快捷酒店

丹巴興吉大酒店

丹巴假日酒店

濾定橋賓館

常州金陵明都大酒店

常州麗景大飯店

常州和平暇日酒店

会賓楼賓館

錦泰賓館

金匯賓館

金晶隆酒店 馬爾康嘉絨大酒店 馬爾康飯店

馬爾康豪廷名人酒店

大連康莱徳酒店（コンラッド大連） 大連日航飯店 奥利加爾酒店 維多利亜大酒店

大連城堡豪華精選酒店 香洲花園酒店（スウイートランドホテル） 船舶麗湾酒店 大連南航明珠大酒店

  （ザ・キャッスルホテル・ラグジュアリーコレクション大連） 百年匯豪生酒店（ハワードジョンソンパークランドホテル大連） 大連渤海明珠大酒店 海天白雲大酒店

君悦酒店（グランドハイアット） 星海假日酒店 嘉信国際酒店 錦江之星（旧建興商務酒店）

中遠海運洲際酒店 凱賓斯基飯店（大連ケンピンスキー） 機場賓館 中南陽光酒店

（旧名：大連遠洋洲際酒店(インターコンチネンタル大連)） 銀帆賓館 金元大酒店 日月潭大酒店

大连泰达柏爵酒店 九州国際大酒店 宏光天宝大酒店

  （旧：泰達美爵酒店（グランドメルキュール）） 香洲大飯店 旅順新紀元大酒店

大連香格里拉大酒店（シャングリラ） 大连泰达酒店（旧：泰達大酒店）

大連国際金融会議中心 大連海尊智選假日酒店

大連新世界酒店 大連凱倫飯店

稲城

若爾盖

都江堰

茂県

綿陽

楽山

香格里拉鎮

（亜丁）

松藩及び

川主寺

磨西

黄龍

雅安

丹巴

大足

攀枝花

（はんしか）

香格里拉（中甸）

峨眉山

徳欽

瀘定

常州

泰州

馬爾康　（マルカム）

大連
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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。

大連瑞詩酒店（スイッシュホテル） 大連凱麗佳国際酒店

大連富麗華大酒店（フラマ）　（西館・東館） 大連星海高爾夫酒店

南山花園酒店　新館 大連文園大酒店

富力希爾頓酒店（ヒルトン大連） 東方大厦

大連体育中心皇冠暇日酒店 新華宮大酒店

金石灘魯能希爾頓度假酒店 南山花園酒店　本館

大連星海皇冠假日酒店（クラウンプラザ大連星海） 民航大厦

大連海景酒店

維也納智好酒店

瀋陽国際皇冠假日酒店（クラウンプラザ瀋陽パークビュー） 七宝山飯店 遼寧友誼賓館

瀋陽皇朝万豪酒店 遼寧政協会館 金杯汽車大厦

瀋陽君悦酒店（グランドハイアット瀋陽） 栄富飯店 高登大酒店

瀋陽星程酒店 凱莱大酒店(グロリアプラザ) 遼寧工会大厦

黎明国際酒店 健暉君悦酒店 遼寧大厦

華府酒店 今旅飯店 遼寧賓館

凱賓斯基飯店（ケンピンスキー） 瑞峰国際酒店（レイフォント ホテル） 岷山飯店

香格里拉大酒店（シャングリラ） 星程酒店 瀋陽機場賓館

新都緑城喜来登酒店（シェラトン） 瀋陽悦客来柏晶酒店 瀋陽瑞心東方酒店　

東北大厦 瀋陽俊柏歳温泉ホテル 瀋陽天宝国際酒店

龍之夢大酒店（ザ・ロンジモント瀋陽） 瀋陽瑞心国際城市酒店

瀋陽希爾頓逸林酒店（ヒルトン） 瀋陽賓館

瀋陽皇朝万鑫酒店 珀麗酒店

瀋陽碧桂園玛麗蒂姆酒店 塔湾智選假日酒店

瀋陽富力万達文華酒店 山水富麗華大酒店

瀋陽麗都索菲特酒店（ソフィテル瀋陽リド）

瀋陽和平艾美酒店

瀋陽世茂希爾頓酒店

瀋陽太陽獅万麗酒店

瀋陽東方銀座铂爾曼酒店

海上海商務酒店 国際飯店

秦皇島香格里拉大酒店（シャングリラ） 最佳西方秦皇島君御大酒店（ベストウエスタン） 秦皇島国貿飯店

秦皇島半島四季酒店公寓（ペニンシュラ） 秦皇島海景假日酒店（ホリデイイン） 秦皇岛海盛花园酒店

秦皇島北戴河華貿喜来登酒店（シェラトン秦皇島） 秦皇島国際飯店

秦皇島秦皇国際大酒店

長春香格里拉大酒店(シャングリラ) 中日友好会館 春誼賓館

長春凱悦酒店（ハイアットリージェンシー） 長春名人酒店 吉林省松苑賓館

華天大酒店 花園酒店(スイスベル) 楽府大酒店

高新益田福朋鵬喜来登酒店（シェラトンフォーポインツ） 海航長白山賓館 長春国貿飯店

浄月潭益田喜来登酒店（シェラトン） 国盛大酒店 物貿賓館

長春海航紫荊花飯店

長春海航名門飯店(ノーブル)

長春金安大酒店

長春五環国際大酒店

斉斉哈爾君匯国際酒店 金之縁商務酒店B棟 民航大厦

愛特威廉商務酒店 白雲大厦

白鶴賓館

哈爾濱JW万豪酒店（ＪＷマリオット） 哈爾濱香格里拉大飯店(シャングリラ) 黒竜江崑崙大酒店 龍門大厦

哈爾濱香坊永泰喜来登酒店（シェラトン・ハルビン香坊） 華融飯店 馬迭爾賓館 龍門大厦貴賓楼

哈爾濱松北香格里拉大酒店（シャングリラ松北） 福順天天大酒店 金谷大厦

万達索菲特大酒店 哈爾濱万達假日酒店(ホリディイン)

華旗飯店

哈爾濱富力万達嘉華酒店

松北皇冠假日酒店（クラウンプラザ）

新巴黎大酒店（追加）

哈爾濱松北融創皇冠假日酒店

哈爾濱融創万達文華酒店

哈爾濱融創万達嘉華酒店

世紀大飯店 霧淞賓館 銀河大厦

吉林世貿万錦大酒店（追加） 吉林神州大厦 西関賓館

金茂翡翠假日酒店（追加） 大街希爾頓歓朋酒店 瑞心商旅酒店

松花湖西武王子大飯店（追加） 四季花園酒店

延辺国際飯店（延吉市内） 延辺大宇酒店（延吉市内） 信達賓館

金水鶴国際酒店（北麓地区） 虎林大厦（長白山麓） 白山大酒店

紫玉度假酒店（北麓地区） 松苑賓館（北麓） 白樺林賓館

長白山万達套房假日酒店 松林賓館（貴賓楼）

長白山万達假日度假酒店 大洲酒店（延吉市内）

天域度假酒店（西麓地区） 長白山大厦（長白山麓）

宝石国際酒店（北麓地区） 長白山白渓假日大酒店（西麓）

万達威斯汀度假酒店（西麓地区） 白山大厦（延吉市内）

藍景温泉度假酒店 藍景戴斯飯店

万達喜来登酒店（西麓地区）　

温泉皇冠假日酒店（北麓地区）

満洲里香格里拉大酒店（シャングリラホテル満州里） 満洲里大飯店 国際飯店

江南酒店

友誼賓館

清遠好来登大酒店

華冠大酒店

嘉華大酒店

福瑞徳大酒店 中聯大酒店 国際大酒店

希爾頓花園酒店（ヒルトンガーデンイン） 假日陽光酒店 国門酒店

丹東沈達保利江海大酒店 鴨緑江大厦

丹東麗茲卡尓森酒店

万達嘉華酒店（ワンダ レルム）

拉薩瑞吉度假酒店（セントレジス拉薩リゾート） 雅魯蔵布大酒店 璟城国際商務酒店 亞賓館

香格里拉大酒店（シャングリラ） 吾思蔵酒店 聖瑞斯大酒店 大昭寺酷牦牛酒店

拉蕯聖地天堂洲際大飯店（旧名：洲際大酒店） 開元拉薩飯店 辺防大厦 凱拉斯酒店

ラサ瑞吉度假酒店 拉薩民族飯店 剛堅拉薩飯店

ラサ飯店 華夏大厦 世紀酒店

瀋陽

葫芦島

秦皇島

チチハル

大連

長春

丹東

哈爾濱

(ハルピン)

満州里

吉林

長白山

清遠

ラサ
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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

中国

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。

雅汀舍麗花園酒店 江蘇生態園大酒店 天海賓館

新鼎大酒店 西蔵賓館貴賓楼 西蔵聖天鵝賓館

拉薩福朋喜来登酒店（フォーポインツ・バイ・シェラトン） 天海大酒店（新館） ヒマラヤ大酒店

喬穆朗宗酒店 唐卡酒店 燃木斉大酒店

山東大厦 久木亜美国際酒店 郵政酒店

拉薩河大酒店

河北大酒店

金鼎大酒店

紅山飯店

香巴拉酒店

国際大酒店

西蔵大厦

西蔵賓館

雄巴拉大酒店

喬穆朗宗酒店 砿業酒店

神湖商務酒店

達熱瓦酒店

蔵隆大酒店

シガツェ飯店

烏孜（ウズ）大酒店

扎西曲塔酒店

雅礱河大酒店

山南賓館

ツェダン飯店

郵政大酒店

雪鴿賓館

ギャンツェ飯店

玲珑湾大酒店 中浩開元酒店 青港賓館

格尔木希尔顿大酒店 塩湖大酒店 金地賓館

格爾木百利凱賓館 ゴルムド賓館

翔宇賓館

華星飯店

玉都飯店

水電賓館

天龍大酒店

日吾班巴宮廷酒店

吉隆賓館

風情大酒店 香帕拉賓館

林芝印象大酒店 重慶小天鵝酒店

林芝博泰酒店 林芝暇日酒店

林芝岷山大酒店 林芝賓館

鴻天酒店

林芝香巴拉酒店

林芝東悦酒店

康定情歌大酒店 鑫康珠賓館

卡薩大酒店 新都橋大酒店

格蕯尔酒店

日松貢布酒店 亜丁驛站酒店 天使賓館

金沙国際大酒店 緑野亜丁酒店

盛廷亜丁酒店

徳勒大酒店 民族酒楼

巴姆山賓館

溜溜城格桑花大酒店 鉄泉聖地大酒店 雅礱湾大酒店

雅砻江大酒店

驿都大酒店

温泉山荘

亜太酒店

海南君瀾熱帯雨林温泉酒店（ナラダトロピカルリゾート） 海口盛福楽康年酒店（SHENGFULE　CONIFER　HATKOU　HOTEL)　

白壩賓館

珠穆朗瑪上海大酒店

珠峰培訓中心

定日珠峰賓館

雪豹客桟

ダム賓館

財苑賓館

安多飯店

哈呼賓館

参木達温泉賓館

雪豹賓館

索菲特大酒店（ソフィテル） 匯通酒店 勝利賓館 遠東大酒店

青海金鼎麗呈酒店（旧金鼎大酒店） 西寧大厦 夏都青蔵大厦

銀龍酒店 以勒美居酒店 華辰酒店

西寧海悦酒店（旧名：海悦賓館） 伊爾顿飯店 雅荷花園酒店

西寧新华联诗铂高级服务公寓 維雅納酒店 君庭酒店

青海賓館 塩湖大厦 書城酒店

万達嘉華酒店 夏都亚朵酒店 祥雲山水酒店

興旺国際飯店 新時代大厦

金座大酒店 西百賓館

景翔假日飯店 東湖賓館

建銀賓館

五四酒店

新絲路酒店

青海凱旋国際酒店

青海假日王朝大酒店 

シガツェ

ツェダン

ギャンツェ

ラサ

（続き）

郷城

雅江

杜鵑山谷

維西

七仙麗

（海南島）

ゴルムド

吉隆

康定

シャングリラ郷

（日瓦）

林芝

シカール

オールドテインリ

ダム

ラオティンリ

西寧
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中国

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。

青藏鉄道酒店

中発源飯店

天年閣飯店

福茵長楽国際大酒店

穆斯林大厦

藍宝石大酒店

盐湖海潤大酒店

新春蘭国際大酒店

英德尔酒店

希尔顿欢朋酒店

神旺大酒店　

青海金鼎麗呈酒店（旧金鼎大酒店）

海亮広場大酒店 賓悦大酒店 昭君大酒店

開元名都大酒店 国航大廈

呼和浩特香格里拉大酒店（シャングリラ） 新城賓館

内蒙古飯店 假日酒店

太豪国際酒店

杭州千島湖開元度假村 海外海大酒店

杭州天清島度假酒店 外高橋大酒店

千島湖鳳凰度假酒店 松城飯店

陽光大酒店

假日飯店

麗水辺城老木棉酒店 徳天山荘

君勝国際大酒店 金水源酒店

新城国際酒店 宏業賓館

東威酒店 瑞麗東方酒店

邦鼎旺正大酒店 天驕大酒店

東勝大酒店

包頭香格里拉大酒店（シャングリラ） 海徳酒店  稀土国際大酒店 包頭賓館

万号国際酒店　 恒隆酒店 金頂酒店

神華国際大酒店 青山国賓館

天外天大酒店 郵電大廈

天龍大酒店 泓徳酒店

麗晶酒店

賀州金港酒店 賀州温泉賓館

賀州国際酒店

雲翔国際酒店

武威大酒店

武威天馬賓館

神湖大酒店 新楽度假酒店

鴻福生態度假酒店 旅遊賓館

四季休閑酒店 友誼峰大酒店

喀那斯山荘 藍湖賓館

喀納斯山荘貴賓楼 賈登峪享鑫接待中心

喀納斯大森林大酒店 賈登峪仙鋒大酒店

賈登峪北園春飯店

侗郷国賓館　 蘇城国際大酒店 三江飯店

宜家酒店 三江賓館

風雨橋国際大酒店

盛源国際酒店

丹霞温泉度暇酒店

古爾溝華美達温泉渡假酒店（ラマダ） 古爾溝温泉山荘

古爾溝酔佳温泉大酒店

銀都大酒店

万達皇冠假日酒店 襄陽維也納酒店

城市名人酒店 川惠大酒店

民発世紀酒店 漢江国際大酒店

肇興賓館・貴賓楼

臨安酒店

元謀賓館

銀湖大酒店

南通城市時尚酒店

荆州晶葳酒店 金九龍酒店

万達嘉華酒店

宝鶏建国飯店 宝鶏恒源国際酒店 宝鶏時代酒店

宝鶏高新君悦国際酒店 宝鶏万利酒店

宝鶏城際酒店

宝鶏万福七星国際酒店

金意来大酒店

中原福港大酒店

艾斯国際酒店

大漢天一酒店

剣門関国際温泉大酒店

紅原酈湾温泉度假酒店

日瓦翔雲酒店

日瓦智选假日酒店

呼和浩特

（フフホト）

呼布

千島湖

徳天

鄂爾多斯

（オルドス）

西寧

（続き）

資江

古爾溝

アラル

襄陽

肇興

包頭

賀州

武威

カナス湖

三江

日瓦

宝鶏

許昌

漢中

剣閣県

紅原

建水

元謀県

文山州

南通

荊州
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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

中国

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。

天水嘉孚酒店 天水皇城国際飯店

麗柏酒店

安塞紫金國際酒店 延安延飛麗柏酒店
延安棗園賓館 延安龍飛盛世國際酒店
延安金沢国際酒店
志丹聚寶假日酒店

雲尚観瀑舫酒店

盤錦東方銀座铂爾曼酒店 盤錦水遊城假日酒店
盤錦瑞詩酒店

蘆花大酒店
達古氷山大酒店

隠沫守貘酒店
岷江商務酒店

永靖劉家峽公航旅黃河明珠國際酒店

茶卡金陵昊轩大酒店
茶卡星際酒店

大峡谷女児寨度假酒店

恩施華龍城大酒店
恩施華美達広場酒店 （恩施ラマダプラザホテル）

鄯善万州楼蘭大酒店 鄯善西游大酒店

盤錦

黒水

臥龍

恩施

恩施風景区

鄯善

臨夏永靖

チャカ

天水

茘波

延安

延安郊外

（壺口）
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