
国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス
アイスランドエアーホテルアークレイリ
エッダアークレイリ
エッダストルジャミール
ケア
スヴァインビャルナルゲルジ
ノルドゥーランド
ダイホラレイ
ホテルヴィーク
ホテルカトラ
アイスランドエアーホテルへラッド
ヴァラスキャルフ
エッダエイイススタディール
スヴァルティスクグール
ハロールムススタドゥール
レイクホテル・エイイルススタジル
クラウストゥール
フォスホテルヌーパル
ラキ
ホテルオルク
ゲオホテル
シリカホテル
ノーザンライトイン
ケフラヴィーク
パークイン　バイ　ラディソン　レイキャヴィーク　ケフラヴィーク　エアポート

ホテル・ベルグ
シグロホテル

フォスホテルグレーシャーラグーン ホテルスカフタフェットル
エッダスコーガル
ホテルスコーガフォス

グリムスボルギール
セルフォス

エッダネスカウスタドィール
イオンラグジュアリーアドベンチャー 　

アイスランドエアーホテルフルージル
フォスホテルフーサヴィーク
ブラフェットル　　　　　

ランガ クヴォルスボトル
ストラクタホテル ヘトラ
ホテルヘトラ
ランドホテル
ハリカントリーホテル　　
アスガルドゥール
エッダホプン
スミルラボルグ
フォスホテル・ヴァトナヨークトル
ホープン
ホテル・ヨークトル
アイスランドエアーホテルハーマル
ビフロスト
ホテル・ボルガネス
アイスランドエアーミーヴァトン
セルホテル ミーヴァトン
フォスホテル・ミーヴァトン
ホテル ギグル
ホテル ラクサ
ホテルロイガル

アイスランドエアーホテルレイキャビックナチュラ クレター
アイスランドエアーホテルレイキャビックマリナ フォスホテルバロン
グランド フォスホテルリンド
センターアルナルヴォトル フォスホテルロイダラ
セントラムレイキャビクホテル ホテルアイランド
ヒルトンノルディカ レイキャビックライツ
フォスホテル レイキャビック
プラザ
ボルグ
ラディソンブル1919
ラディソンブルーサガ

フォスホテルレイクホルト
バトラーアームス

アガードハイツ ザマルトン インターナショナル
キラーニーパーク ホリディイン エヴィストンハウス
ダンローキャッスル ランドルスコート カースルロスパークリゾート
マックロスパークホテルアンドクロワスターズスパ クオリティリゾート
ヨーロッパ グレンイーグル
ヨーロッパホテル＆リゾート ドロムホール
ライラスエステートホテルスパ＆コンベンションセンター キルケニー アスペクトキルケニー

キルケニーオーモンド スプリングヒルコート
ニューパーク リバーコート
ペンブローク

アシュフォードキャッスル ザロッジアットアッシュフォードキャッスル
フォタアイランドリゾート インペリアルホテル アンバサダー
ヘイフィールドマナー クラリオン ヴィクトリアロッジ

ザリバーリーホテル エクスプレスバイホリディイン
ラディソンBLUエアポート キングスレイ
ラディソンSASコークエアポート クレイトンホテルシルバースプリング
ロチェスタウンパークホテル コンフォートインコーク

ザメトロポールホテル
ザモンテノッテホテル
ジュリーズコークイン
ドゥクロイン

グレンローアビーホテル クリボーンホテル アードリハウス
ラディソンBLUホテル＆スパ ゴールウェイベイ インペリアル

コネマラコースト ヴィクトリア
ザアーディローン オレンモア ロッジ ホテル カンファレンス アンド レジャー センター ゴールウェイ

ザジー ゴールウェイオイスター
ハーバー コネマラゲートウェイ
マルドロンサンディロード ザ コノート ホテル
メイリック ジュリーズインゴールウェイ

パークハウス
フラナリーズ
マルドロンオランモア ゴールウェイ
メンロパーク

イエーツカントリーゴルフ イエーツカントリーホテル
グラスハウス
クラリオンスライゴー
スライゴーパーク
ラディソンSASスライゴー
リバーサイドホテル

インターコンチネンタル アレックス アスペクト ホテル パーク ウエスト
ウェスティンダブリン ギブソン アリントンテンプルバー
ウェストベリー クライドコートホテル カムデンコート
コンラッド クラリオンリフィーバレー クラリオンエアポート
シェルボーン グリーン グリーンアイル
フィッツウィリアム クレイトン ホテル バーリントン ロード クレイトンボールズブリッジ
ラディソンBLUセントヘレンズ クレイトンカーディフレーン クレイトンホテルダブリンエアポート

クロークパーク クレイトンレオパーズタウン
クロンターフキャッスル ザアドレスシティーウェスト
ザ モリソン ダブリン ア ダブルツリー バイ ヒルトン ホテル サンディーマウント
ザグラフトンホテル ジューリーズインパーネルストリート
シティウェスト ジュリーズインダブリンクライストチャーチ
ダベンポートホテル スカイロン
トリニティシティ スティローガンパーク
ヒルトン ダブリン キルメイナム ダブリン セントラル イン
ヒルトンダブリン タラタワーズ
ヒルトンダブリンエアポート テンプルバー
フィッツパトリックキャッスル トラベルロッジプラスダブリンシティセンター
ブルックス ヒルトンガーデンインカスタムハウス
ボールブリッジホテル プラザ
モント ベストウェスタンシェルドンパーク
ラディソンBLUエアポート ボニントン ホテル＆レジャー センター
リウ プラザ ザ グレシャム ダブリン ホリデイ イン エクスプレス ダブリン シティ センター
ルイフィッツジェラルド マルドロンニューランドクロス
レッドカウモラン メスピル
カールトンキャッスルトロイパーク キャッスルオークハウス
クラリオン グリーンヒルズ
ラディソンBLUホテル＆スパ サウスコート

サルスフィールドブリッジズ
シャノンコート（シャノン）
トゥマイルイン
ブティック
ペリーズ
マルドロン
リムリックイン
リムリックシティホテル
リムリックストランド

ヒルトン ACホテルベルファスト ホリディインエクスプレスクイーンズクォーター
クラウンプラザベルファスト マルドロン・ベルファスト・インターナショナル・エアポート
グランドセントラルホテル
クレイトンホテル
ザ カロデンエステート アンド ホテル
ジュリーズイン
ストアモント　　　
タイタニックベルファスト
テンプルトン（テンプルパトリック）
ヒルトンテンプルトン（テンプルパトリック）
ホリディイン
ホリデイインベルファスト　シティセンター　
マルドロン・ホテル・ベルファスト・シティ
ヨーロッパ
ラディソンSAS

JW　マリオット カフカズ・スポート アドミラル
インツーリスト カフカズ・ポイント サンライズ
ウインターパーク クラウン
カフカズ バクー シティー ホテル サファイヤ　ベイル
ケンピンスキーバダムダル シャ・パレス
ハイアットリージェンシー セントラルパーク
パークハイアット ディプロマット
ヒルトンバクー パーク・イン
フォーシーズン ホリデイ・イン

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヴィーク

エイイルススタジル

キルキュバイヤルクロイス
トゥル

クヴェラゲルジ

グリンダヴィーク

ケフラヴィーク グリンダビーク（10km、約10分）

シグルフィヨルズル

ボルガネス

ミーヴァトン

スコーガル

セルフォス

ネスカウスタドィール
ネーシャヴェトリール

ホプン

フルージル
フーサヴィーク

ブレイダルヴィーク

北アイルランド

ベルファスト テンプルパトリック （20km、約30分）

バクー

アゼルバイジャン

ダブリン

リムリック シャノン（21km、約20分）

レイクホルト
アイルランド ウォーターヴィル

キラーニ

キルケニー

コング

コーク

ゴールウェイ

スライゴー

アイスランド

アークレイリ

スカフタフェットル

レイキャビック

ヘトラ

ホルトナフィヨルズル

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

シェキサライ キャラバンサライ
シェキ・パラス
マルサル リゾート 
マルツァルリゾート&スパ
アル・ワスバ ラグジュアリーコレクション デザート＆スパ クラウンプラザアブダビ
グランド ミレニアム アル ワフダ アブダビ クラウンプラザアブダビヤスアイランド
シェラトン・アブダビ・ホテル&リゾート ノボテル・アルブスタン
シャングリラカリヤットアルベリ ホリデーインアブダビダウンタウン
ジュメイラエティハドタワーズ ヤスアイランドロターナ
ヒルトンキャピタルグランドアブダビ
ラディソンブルホテル＆リゾートアブダビコルニーシュ
ル・メリディアン・アブダビ

メルキュールグランドジュベルハフィートアルアイン
JWマリオットマーキース アスコット ハワードジョンソンバイウィンダムバールドバイ
SLSドバイホテル＆レジデンス アベニュー ホリデイインエキスプレスドバイエアポート
アトランティスザパーム アラビアンコートヤードホテル＆スパ ローブ　ドバイ　マリーナ
アドレススカイビュー アラビアンパーク
アドレスファウンテンビューズ アロフト パーム ジュメイラ
アルカサル インペリアルスイート
アルマーハデザートリゾート&スパ カールトンタワー
エムイーバイメリア キャッスルアルバージャ
カールトンパレス グランドエクセルシオールアルバーシャ
クラウンプラザ グランドエクセルシオールデイラ
クラウンプラザドバイフェスティバルシティ サフランブティック
グランドハイアットドバイ ザ リトリート パーム ドバイ Mギャラリー バイ ソフィテル
グランドプラザモーベンピックメディアシティ サンアンドスカイアルリガ
ケンピンスキーホテルモールオブジエミレーツ タイムグランドプラザ
コンラッド・ドバイ ダブルツリー バイ ヒルトン ドバイ ジュメイラ ビーチ
ザ　リッツ　カールトン　ドバイ　インターナショナル　ファイナンシャル　センター ノボテルバールドバイ
ザリッツカールトンドバイ ハイアットプレイスジュメイラ
ジアドレスダウンタウン ハイアットプレイスドバイ・アルリガ
シェラトンジュメイラビーチリゾート&タワーズ ハイアット プレイス ドバイ ・ワシ ディストリクト
シェラトンドバイクリークホテル&タワーズ ヒルトンガーデンインアルミナ
シャングリラホテルドバイ ヒルトンガーデンインドバイ・アルジャダフ
ジュメイラエミレーツタワーズ ヒルトンガーデンインドバイアルミュラカバット
ジュメイラビーチホテル ヒルトンガーデンインモールオブエミレーツ　　　
ダルアルマシャフ フォーポインツバイシェラトンダウンタウンドバイ
パークハイアットドバイ フローラグランド
パークレジスクリスキンホテル･ドバイ ホリデイインダウンタウンドバイ
バージュアルアラブ ホリディインアルバーシャ
ハイアットリージェンシー・ドバイ ホリデイインドバイフェスティバル
ハイアットリージェンシー・ドバイクリークハイツ リージェントパレス
バブアルシャムスデザートリゾート&スパ リビエラホテル
パラッツォ　ヴェルサーチ　ドバイ
パレス・ダウンタウン
ヒルトンドバイアルハブトゥールシティ
ヒルトンドバイジュメイラビーチ
フェアモント・ドバイ
ミナアッサラーム
ムーベンピックバールドバイ 　
ムーベンピックホテル
ラッフルズ・ザ・パーム・ドバイ
ラッフルズドバイ
ラディソン・ブルー・ドバイ・ウォーターフロント
ラディソンブルドバイメディアシティ
ラマダプラザバイウィンダムドバイデイラ
ルネッサンスダウンタウン
ルメリディアンドバイ＆カンファレンスセンター
ルメリディアンミナセヤヒビーチリゾート＆マリーナ
ルロイヤルメリディアンビーチリゾート&スパ
ワン&オンリーロイヤルミラージュ
リッツカールトンアルワディデザート
カスールアルサラブデザートリゾートバイアナンタラ
オアシス AZホテル
ソフィテル・ハンマガーデン ソルタン
メルキュール・エアポート ニューデイ

ヌミディエン
ハニ
フェルディリリ
ベストナイト
ラマラーズ

シェラトンアンナバホテル オリオンホテル
サブリホテル
マジェスティック
リームエルジャミール
アカーム
アグレーン・パラダイス
エル・ジャヌーブ
デ・ドゥ・トゥール
ベルヴェデーレ

マリオット エル・カーエム
コンスタンティーヌホテルプロテア
ノヴォテル
ホシン
ヴローレインターナショナル ニューヨーク

パラダイスビーチ
レギーナ
グランドホテルコルチャ
ホテルリージェンシー

ニューヘイブン　　 グランド
ブトリンティ
ブリラント
ブルースカイ
メディテラネ

シェラトンティラナ ティラナインターナショナル ホワイトドリーム
ログネルヨーロッパパーク ベストウエスタンプレミアアーク

モンディアル
リンザ
フィエーリ
グランドホワイトシティ トモリ
マンガレミ
ムサカ

アルメニア マリオット アニ レジネ
メトロポール アララト ロイヤルパレス
ロイヤルチューリップグランド エレブニ

オペラスイートホテル
コングレス
ダブルツリー バイ ヒルトン 
トゥフェンキャン ヒストリック エレバン ホテル
ナイリ
ハイアット　プレイス
モーラパークアティラム
ラズダン
ロイヤルプラザ
アクタ　アートホテル　　
アンドラベリャ　　　　　　
エスペリア　アンドラ　　
セントリック アティラム
パタゴニアアティラム
プラザ
ホテル　パノラマ
ホテルメルキュール
ホリディ　イン
モーラパークアティラム
ロックブラン＆スパ　　　
メルキュールアバディーンアードハウス

オークリーコート（マナーハウス） マクドナルドウィンザー
キャッスルホテルウィンザーＭギャラリーホテル フェアモント　ウィンザーパーク（マナーハウス）

ウッドベリー・パーク・ホテル＆ゴルフ・クラブ
クラリオン　コレクション　バックレル　ロッジ
ジュリーズイン　エクセター
ホテル・デュ・ヴァン・エクセター
メルキュール　エクセター　サウスゲート
メルキュール　エクセター　ルージュモント
コートヤード・オックスフォード・サウス エクスプレスバイホリデイイン
ザ ランドルフ ホテル バイ グラデュエート　ホテルズ オックスフォード
スパイアスフォーピラーズ ギャラクシー
ラマダ　　 コッツウォルドロッジ

テムズフォービラーズ
ホルト
メルキュールイートゲート
リントンロッジ
ロイヤルオックスフォード

ヒルトンガトウィックエアポート アローラインターナショナル
ヨーロッパ
クラウンアンドミトレ
ホリディインM6J44
レイクスコート

ケンブリッジシティ
フェリックス
ユニバーシティーアームス

エレンボローパーク（チェルトナム） ウィックヒルハウスホテルアンドスパ アビー（グレートマルヴァーン）
ザグリーンウェイ （ストゥーオンザウォルド／マナーハウス） オンザパーク（チェルトナム）
マナーハウス（カッスルクーム／マナーハウス） クイーンズ・チェルトナム・Mギャラリー・コレクション（チェルトナム） カールトン（チェルトナム）
リゴンアームズ（ブロードウェイ／マナーハウス） グロスター・ロビンスウッド・ベストウェスタン・シグネチャー・ クィーンズパレード（チェルトナム）

 コレクション（グロスター） チュース（チェルトナム）
コッツウォルドハウスアンドスパ（チッピングカムデン） デ・ベラ　コッツウォルズ　ウォーターパーク
ジュリーズインチェルトナム ヘイスロップパーク（チッピングノートン／マナーハウス）
ダブルツリーバイヒルトンチェルトナム（チェルトナム） ホリデイイングロースター（グロスター）
チャリングワースマナー（チッピングカムデン／マナーハウス） ライジングサン（チェルトナム）
テュークスベリーパークアンドカントリークラブ（テュークスベリー） ワーナーホテルズーヘイスロップパーク
ドーミーハウス（ブロードウェイ）
ノエルアームズ（チッピングカムデン）
ハザーレイマナー（グロスター）
ハザレーマナーホテル＆スパ
ハットンコート（グロスター）
ヒルトンパックラップホール（テュークスベリー）
ヘア＆ハウンズホテル（テットベリー）
メルキュールグロスターボーデンホール（グロスター）

シェキ

アゼルバイジャン

ガルダイヤ

コンスタンティーヌ

アルアイン

アラブ首長国連邦

アブダビ

ドバイ

ラスアルハイマ
リワ砂漠

アルバニア
ヴローレ

コルチャ

サランダ

ティラナ

フィエーリ

ベラート

アルメニア

エレバン

アルジェリア

アルジェ

アンナバ

アンドラ

アンドララベリャ

レ・エルカルデス
アバディーン

ウィンザー

エクセター

オックスフォード

ガトウィック

カーライル

ケンブリッジ

コッツウォルズ地方

イギリス 

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。

2 株式会社阪急交通社



国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

コーンブ　アビーホテル イビスコベントリーサウス
ダブルツリーバイヒルトンコベントリー イビスコベントリーセンター
チェイス ノボテル
フォレストオブアーデンマリオットホテル＆カントリークラブ ブリタニアコベントリー
ベストウエスタン プラス マナー メリデン（マナーハウス） ラマダホテル&スイーツ
ホリディインコベントリー ロイヤルコート（マナーハウス）
マクドナルドアンスティホール
メルキュールコベントリーブラントンホールスパ
ソレントホテルアンドスパ
ダブルツリーバイヒルトンサウサンプトン
マクドナルド ボトレイ パーク ホテル

ケンウッドホール
シェフィールドパーク
ボーシェフ

メルキュールオルブライトンシュルーズベリー
スターリングハイランド
ラディソンブリュロンドンスタンステッド

エッティントンパーク（マナーハウス） M40 J15 ワーウィック（ワーウィック） キングスコート
ザ・ウェルクーム・ベストウェスタン・プレミア・コレクション（マナーハウス） ウォルトンホール（マナーハウス） クラウンプラザ
チェスフォードグランジ（ケニルワース／マナーハウス） クラウンプラザストラットフォードアポンエイボン ザストラットフォード
ビルズレーマナー（マナーハウス） バルセロウォルトンホテル シャルコットフェザント

マクドナルドアルベストンマナー（マナーハウス） ストラッドフォードマナー
メルキュールシェークスピア ストラトフォードコート
ロックソールアーベイエステート（ワーウィック/マナーハウス） セルフォードホール

デイズインワーウィック（ワーウィック）
デュークス
ベストウェスタングロブナー
ホニレーコート（ワーウィック）
ホワイトスワン
マクドナルドスワンズネスト
レガシーファルコン
ベストウェスタン・ストーク・オン・トレント・シティー・センター
ノーススタッフフォード

ヒルトンダートフォードブリッジ グロスター・ロビンスウッド・ベストウェスタン・
 シグネチャー・コレクション

チェスターグロブナーアンドスパ クラウンプラザ カルデンパーク
クラクストンウッド クィーン
ダブルツリーバイヒルトン グロブナープルフォード＆スパ
ブルッククラブウォールマナーアンドスパ（マナーハウス） セントデビッドパーク
ブルックモーリントンバナスター チェスター・ステーション、シュア・コレクション・
ペックフォートンキャッスル  バイ・ベストウェスタン
ホリデイインシティセンター デネ
リンディールホール フールホール
ロートンホール ホリデイインチェスターサウス

ホリデイインランコーン（ランコーン）
マクドナルドニューブロッサム
メルキュールチェスターアボツウェル
モーリントン

＊リバプール…下段に記載されておりますリバプールの欄をご覧ください。 ロイヤルオーク
ヘアハウンズ

グランド
クラウンプラザ・ハロゲート

マクドナルドバーススパ（マナーハウス） アズテックホテルアンドスパ（ブリストル） アーノスマナー（ブリストル）
ラックナムパーク（マナーハウス） クイーンズベリー アベイ
ロイヤルクレッセント クームグローブマナー イビスブリストルセンター（ブリストル）

グランド（ブリストル） エイボンゴージ（ブリストル）
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・バース ザブリストル（ブリストル）
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ブリストル・ノース（ブリストル） スワローランズダウングローブ
トラヴェロッジ・バース・ウォーターサイド ダブルツリーバイヒルトンシティセンター（ブリストル）
ハンストリートハウス ノボテルブリストルセンター（ブリストル）
プライオリー ベイルブルックハウス
フランシスホテルバースエムギャラリーコレクション ホームウッドパーク
ホリデイインブリストルシティセンター（ブリストル） ホリディインエクスプレス
ホリディインブリストルフィルトン（ブリストル） ホリデイインエクスプレスブリストルノース（ブリストル）
マリオットブリストルシティセンター（ブリストル） ホリディインプリストルエアポート（ブリストル）
マリオットブリストルロイヤル（ブリストル） メルキュールホランドハウス（ブリストル）
ラディソンブルブリストル（ブリストル） ラマダグランジ（ブリストル）

リンプリーストークホテル
カンファレンスアストン アーデン
クラウンプラザソリフル アポロ
クラウンプラザバーミンガムシティセンター コブデンホテルバーミンガム
クラウンプラザバーミンガムナショナルエキシビションセンター ノーフォーク
ジュリーズイン ノボテルバーミンガムシティセンター
ストウポート・マナー・シュア・ホテル・コレクション（マナーハウス） パークインバーミンガムウエスト
ニューホール（マナーハウス） ブリタニア
パークレジス ブルックマーストンファーム
バーミンガム・ベストウェスタン・シグネチャー ホリデイインエアポート
ハイアットリージェンシー ホリデイインシティセンター
ヒルトン　ガーデン　イン　バーミンガム　ブリンドレイプレイス ホリディインバーミンガムM6JCT7
ヒルトンバーミンガムメトロポール ラマダバーミンガムサットンコールドフィール
ペンタホテルバーミンガム
ラディソンBLU
ラマダバーミンガムソリフル

ソフィテルロンドンヒースロー クラウンプラザロンドンヒースロー イビス
シェラトンスカイライン シスルロンドンヒースローターミナル5
シェラトンヒースロー セントジャイルス
ダブルツリーバイロンドンヒースロー ノボテルヒースロー
パークインヒースロー プレミアトラベルインM4/J4
ヒルトンロンドンヒースローT5 プレミアトラベルインバスロード
ラディソンBLUエドワーディアンヒースロー ベストウェスタン・ロンドン・ヒースロー・アリエル
ルネッサンス ホリデイイン

ホリデイインロンドンヒースローM4JCT4
マリオット
レオナルドロンドンヒースローエアポート

ジュリーズ イン ブライトン ウォーターフロント キングス　　
ヒルトン ブライトン メトロポール ジュリーズ　イン　ブライトン
ホリデイインブライトンシーフロントホテル ロイヤルアルビオン　　　
メルキュールブライトンシーフロントホテル
スタンレーホテルアンドスパ
メルキュールブランクバーンダンケンハリフホテルアンドスパ
（マナーハウス）
ホリディイン イビス
ダブルツリーバイヒルトンブリストルノース

ホリディインエクスプレスクイーンズクォーター
イビスポーツマスセンター
ホリディインエクスプレスガンワーフキーズ

デインズフィールド（マナーハウス）
ラディソンSASマンチェスターエアポート アローラ イビスマンチェスターポートランド
ロウリー エーシーマンチェスターサルフォードキーズ エアポート イン マンチェスター

（旧ラマダサルフォードキーズ） ノボテルセンター
キンプトン・クロックタワー ノボテルマンチェスターウエスト
クラウンプラザマンチェスターエアポート ブリタニア
クラウンプラザマンチェスターシティ ブリタニアエアポート
コプソーン ブリタニアカントリーハウス
シュリグリーホール プリンセス
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・マンチェスター・エアポート ベストウエスタンクレスタコートホテル
パークインバイラディソンシティセンター ホリディインウエスト
ヒルトンマンチェスターディーンズゲート ホリディインセントラルパーク
プレミアインヘイドックパーク ラマダピカデリー
ベストウエスタン パインウッドオン ウィルムズロー
ポートランドバイシスルマンチェスター
ホリデイインマンチェスターシティーセンター
マクドナルド
マリオットビクトリア＆アルバート
マンチェスター・エアポート、ベストウェスタン・シグネチャー
マンチェスターエアポートマリオット
ミッドランドマンチェスター
ラディソンエドワルディン

ヒルトン イビス
マリオット エルンバンク
ミドルソープホール ザグランジ
ロイヤルヨーク シェパード

ジャッジーズロッジング
タウンハウス
ディーンコートノボテル
パークイン
ホテル５３
ホリデイイン
ホリディインリーズウエストフィールド

クラウンプラザ パークホテル
クラウンプラザジョンレノンエアポート ビレッジリバプール
ザ ナドラー リバプール ブリタニアアデルフィ
スイーツ ブロッサム
タイタニック ホリデイインエクスプレスノーズリー
ノボテルリバプール ホリデイインランコーン（ランコーン）
ヒルトンリバプール マリオットーシティセンター
ホリデイインリバプールシティセンター モートハウスリバプール
メルキュールリバプールアトランティックタワー ライナー
ラディソンBLUリバプール
リッチモンドアパートホテル
リバプールマリオットシティセンター
ジュリーズインリーズ パークプラザ
ダブルツリーバイヒルトンリーズシティセンター ラマダジャルヴィズ
ダブルツリーバイヒルトンレディング

JW マリオット グロブナー ハウス ロンドン H10ロンドンウォータールー アンバサダー
アンダーズロンドンリバプールストリート NHケンジントン イビスウェンブリー
インターコンチネンタルウェストミンスター NHハリントンホール イビスエルストリーボアハム
インターコンチネンタルパークレーン アロフトロンドンエクセル イビスシティ
インターコンチネンタルロンドンザO2 キンプトン フィッツロイ ロンドン イビススタイルロンドンエクセル
クラリッジ クイーンズバーク イビスロンドンアールズコート
ザ チェルシーハーバー クラウンプラザアーリング イビスロンドンエクセル
ザ・ディリー クラウンプラザザシティセントポール インペリアル
サヴォイフェアモント クラウンプラザドックランズ ヴェンコート
ザウォルドルフヒルトン クラウンプラザロンドンキングスクロス エクスプレスバイホリディインシティ
ザランガム グランジフィッツロヴィア エクスプレスバイホリディインハマースミス
シェラトンパークタワー グランジセントポールズ エクスプレスバイホリデーインウォンズワース
シェラトンパークレーン クレイトンホテルチズウィック エッピングフォレストホテル
ドーチェスター クロイドンパークホテル（クロイドン） グオマンチャリングクロス

プリマウス

バース ブリストル（21km、約30分）

バーミンガム

ヒースロー

ブライトン

テットベリ

シュルーズベリー

ストラットフォード・アポ
ン・エイボン

ワーウィック（16km、約30分）
 ケニルワース(23km、約30分)

ストークオントレント

チェスター
ランコーン（26km、約25分）
リバプール（28km、約35分）

トーキー
ハロゲート

コベントリー

サウサンプトン

シェフィールド

スターリング
スタンステッド

マロー

マンチェスター

ヨーク

リバプール ランコーン（24km、約30分）

リーズ

ブリストル
ベルファスト

ポーツマス

レディング

ダートフォード

ブラックバーン

イギリス 

ロンドン
クロイドン（17km、約30分）

ダートフォード（28km、約50分）
ヒースロー（29km、約40分）

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。

3 株式会社阪急交通社



国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ハイアットリージェンシーロンドンザチャーチル グロブナー クオリティークラウンケンジントン
ヒルトンオンパークレーン コプソーンタラ クラリオンシャフツベリーハイドパーク
ヒルトンロンドンサイオンパーク コプソーンチェルシークラブ ケンジントン
ヒルトンロンドンバンクサイド シスルケンジントンパーク コーラスハイドパーク
ベルグレイヴスロンドン シスル・ハイドパーク・ランカスター・ゲート コンフォートインケンジントン
マリオットカウンティホール シスルロンドンマーブルアーチ ザレロンドンショーレディッチ
マリオットグロブナースクエア ストランドパレス シスルシティバービカン
マリオット　パークレーン セントアーミンズ シスルユーストン
ミレニアムメイフェア セント・ジェームス・コート、ア・タージ・ホテル ジュリーズインイズリントン
モントカーム セントジョージ セントジャイルズ
レオナルドロイヤルロンドンシティ ダヌビウスリージェントパーク ダブルツリーバイヒルトンロンドンイーリング
レオナルドロイヤルロンドンセントポールズ ダブルツリーバイヒルトンウエストエンド ダブルツリーバイヒルトンロンドンハイドパーク
レオナルドロイヤルロンドンタワーブリッジ ダブルツリーバイヒルトンドックランド トラベルロッジイズリントン
ロイヤルガーデン ダブルツリーバイヒルトンロンドンチェルシー トラベルロッジファーリンドン
ローズウッドロンドン ダブルツリーバイヒルトンロンドンビクトリア ノボテルウォータールー

タワー ノボテルロンドンブリッジ
ドーセットシェパーズブッシュ バーン
ドーセットシティ ブリタニアインターナショナル
ノブ・ホテル・ロンドン・ポートマン・スクエア ブリッジグリーンフォード
ノボテルウェンブリー プレジデントロンドン
ノボテルロンドンウエスト プレミアイン　ロンドン　ハムステッド
ノボテルロンドンエクセル ベストウェスタンバーンズ
ハイアットリージェンシーロンドンストラトフォード ペンブリッジパレス
パークインハイドパーク ホリディインエクスプレスシンフォード
パークプラザウエストミンスターブリッジ ホリディインエクスプレスニューベリーパーク
パークプラザカウンティホール ホリデイインオックスフォードサーカス
パークプラザビクトリア ホリデイインブレントクロス
パークプラザリバーバンク ホリデイインロンドンウェスト
パークプラザロンドンパークロイヤル マリオットケンジントン
パークレーンミューズ メルキュールロンドンブリッジ
ハードロックホテル　ロンドン ロイヤルナショナル
バーナーズ ロンドンウェンブリーインターナショナルホテル
ハンプトンバイヒルトンロンドンパークロイヤル
ヒルトンイズリントン
ヒルトンウェンブリー
ヒルトンオリンピア
ヒルトンカナリーワーフ
ヒルトンケンジントン
ヒルトンメトロポール
ヒルトンロンドンパディントン
ヒルトンロンドンユーストン
プレミアイン　ロンドンドックランズエクセル
ホリディインカムデンロック
ホリディインブルームスベリー
ホリデイインリージェンツパーク
ホリデイインロンドンウェンブリー
ホリデイインロンドンケンジントンハイストリート
マリオットトゥイッケナム
マリオットマイダヴァレ
マリオットマーブルアーチ
マリオットリージェンツパーク
マンダヴィラホテル
ミレニアムグロースター
ミレニアムナイツブリッジ
ミレニアムベイリーズ
メリアホワイトハウス
ラッセル
ラマダロンドンノース

＊ダートフォード、ヒースロー… ランカスターロンドン
上段に記載されておりますダートフォード、ヒースローの欄をご覧ください。 リージェントパーク

リージェントプラザ
マクドナルドリーミングハウス（アルズウォーター） アーマスホワイトホール（ケズウィック） アンダースカーマナー（ケズウィック）

ウォーターヘッド・イン（アンブルサイド） イン　オンザ　スクエア（ケズウィック）
キャッスルイン、ベストウェスタン・シグネチャー・コレクション インオンザレイク（グレンリィディング）
（ケズウィック） キャッスルグリーン（ケンダル）
クラックウッドカントリーハウス（ウィンダミア） ギルビンロッジ（ウィンダミア）
クロックランズ（ケンダル） サルテーション（アンブルサイド）
ケズウィックカントリーハウス（ケズウィック／マナーハウス） シーダーマナー（ウィンダミア）
ザ　ローホテル（ウィンダミア） シャップウェルズ（ペンリス）
ストアーズホールオンザレイク（ウィンダミア／マナーハウス） ジョージ（ペンリス）
ストーンクロスマナー（ケンダル） スキッドー（ケズウィック）
スワン（ウィンダミア） バーンサイド（ウィンダミア）
スワン（グラスミア） ビーチヒル（ウィンダミア）
ダッフォーディル（グラスミア） ビューモント（ウィンダミア）
デーウェントウォーター（ケズウィック） ホワイトウォーター（ニューバイブリッジ）
ノースレイクス（ペンリス） ホワイトモスハウス（グラスミア）
ブリエリーウッドカントリーハウス（ウィンダミア） リバーサイド（ケンダル）
ベルスフィールド（ウィンダミア） リンデスフェル（ウィンダミア）
ホリディインランカスター（ランカスター） ワイルドボアー（ウィンダミア）
ホルベックギールカントリーハウス（ウィンダミア）
マクドナルドオールドイングランド（ウィンダミア）
メーウッドカントリーハウス（ウィンダミア）
ランカスターハウス（ランカスター）
ランクデール（アンブルサイド）
ラングデールチェイス（ウィンダミア／マナーハウス）
リンデスハウカントリーハウス（ウィンダミア）
レイクサイドホテル（ウィンダミア）
ロイヤルキングスアームス（ランカスター）
ローウッドベイ（ウィンダミア）
ロドアフォールズ（ケズウィック）
ワーズワース（グラスミア）

アメリカンコロニー Cホテル
インバル エルサレム　ゲート
キングソロモン オリーブツリーロイヤルプラザ
キングダビデ カエサルプルミエエルサレム
クラウンプラザ グランドコート
ダビデシタデル ゴールド
ダンエルサレム シャニ　ホテル　エルサレム
ダンパノラマ ダン　ブティック　エルサレム　　　
ラマダ ハバートサミュエル　　
レオナルドプラザ プリマキングス

プリマパーク　
プリマパレス
プリマロイヤル
マーレハチャミチャ
マウントザイオン
ラマットラヒエル
リモニムエルサレム
レオナルド
レオナルドイン
レディスターン

イスロテル オアシス
クラウンプラザ ガーデンズ
ダニエル スパクラブ
デビッド デッドシー ホッド
レオナルドクラブ レオナルドイン
レオナルドプラザ レオナルドプリビレッジ
ロイヤル　デッドシー
リモニウムガレイキネレット アストリア
レオナルドプラザ エミリーズブティックホテル
ソフィア エンケブホリディリゾート

ガイビーチ
カサエルプルミエ
キノロット
キングソロモン
クラブ
ゴラン　　　
シーオフガリレー
スコッツ
ソフィア　ハウス　ティベリア
ノフギノサレ
プリマ　ガリル
ヤコブ　ホテル
ラモットリゾート
レイクハウス　キネレット
レオナルド
レオナルドクラブ
レスタル
ロイヤルプラザ

イスローテルタワー ヴィタル シティ
カールトン グランドビーチ
クラウンプラザ シネマ
ダン タール
ダンパノラマ パークプラザオーキッド
ヒルトン プリマ
ヘロッズテルアビブ プリマ　シティ
ルネッサンス マリーナ
レオナルドシティタワー メトロポリタン

レオナルド　アート
レオナルド　ビーチ

ダンカルメル クラウンプラザ
ダンパノラマ

ジャシール パレス アララット　ホテル
パラダイス　ホテル
ベツレヘム　ホテル
マンガースクエア　ホテル
HBアオスタ アルプ
アンバサドール アンタレス
ヴァレダアオスタ エトワールデュノルド
クラス トゥーリン
サントオルソ（コーニュ） ドゥグランパラディス（コーニュ）
デュカダアオスタ
ノルデンパレス
ベルビュー（コーニュ）
ホテルエクスプレスアオスタイースト
ホテルリーデュジュヴァルブラン
ミッレルーチ
ミラモンティ（コーニュ）
モンフルーリー

イスラエル

エルサレム

エン ボケック

湖水地方 ランカスター（40km、約35分）

ティベリア

テルアビブ

ハイファ

ベツレヘム

アオスタ コーニュ（27km、約25分）

ロンドン
（つづき）

クロイドン（17km、約30分）
ダートフォード（28km、約50分）

ヒースロー（29km、約40分）

イギリス 

イタリア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。

4 株式会社阪急交通社



国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ヴィラアテナ コーレ アクラベッロ
ディオスクリベイパレス グランドモーゼ
デメトラ コレベルデパーク
デラバッレ トレトーリ
ドムスアウレア
バーリオデッラルーナ

エクセルシオールテルメ
ヴァッレディアッシジ クリスターロ
ウィンザーサヴォイア サンピエトロ
オラホテルチェナーコロ ダルモロ
カステッロ
グランドホテルアッシジ
サンフランチェスコ
ジョット

＊ペルージャ… スバッシオ
下段に記載されておりますペルージャの欄をご覧ください。 ディプリオリ

フォンテベーラ
アバノリッツ テルメアレクサンドラパレス
プレジデント
ＮＨグランドホテルコンヴェントディアマルフィ ヴィラロマーナ（ミノーリ） ディカバリエリ
イルサラチェーノ エデンロック トーレサラチェーノ
ヴィラフローロ（ラヴェッロ） グランドエクセシオール ホテルアマルフィ
カルーソ（ラヴェッロ） ドミナホームロイヤル ラブッソーラ
サンタカテリーナ パラッツォムラート
ライトホテル・アマルフィコースト プカディバッコ

ベストウェスタンホテルマルモラータ（ラヴェッロ）
ポサポサ
ポセイドン
マリーナリヴィエラ
ミラマルフィ
ルナコンヴェント
ルーフォロ（ラヴェッロ）
エルファロ アルマ
カーポカッチャ ガッピアーノ
カタルーニャ コンチネンタル
カルロスV ベッラビスタ
ホテル カラボーナ マルゲリータ
リナ リビィエラ

イル･パルメント（ロコロトンド） アストリア ヴィクターカントリー
ヴィラ・ローザ（ロコロトンド） エクスプレスホテル（ファサーノ）
グランドホテルオリンポ クオールディプーリア
グランドホテルラキウーザディキエートリ サンアントニオ
コッレデルソーレ
シエラシルバナ（ファサーノ）
ソヴラノ
テヌータ　モナチェッレ(モノポリ)
ヒズマジェスティ
ラマペンドゥーラ

＊モノポリ… ランツィロッタ
下段に記載されておりますモノポリの欄をご覧ください。 ルレ マッセリア ヴィラ チェンチ（チステルニーノ）

レオナルド・トルッリ・リゾート（ロコロトンド）
ACホテル
エトルスコパレス
カバリエーレパレス
コンチネンターレ
ミネルヴァ

プンタ・モリーノ　　 ヴィラカロライナ　　　　　
コンチネンタルテルメ　　　
マルブル　　　　　　　　　
レ・クエリチェ　　　　　　　　
ロイヤルパーム　　　　　　

イチリエギ
ウナホテルズバレーゼ
クオリティイエスホテル
サンドメニコ
ボンコンテ
マミアニ
グランドホテルズメラルドビーチ
コロンナパークホテル
ダブルツリーバイヒルトンオルビア
ホテルルレビッラデルゴルフォアンドスパ
ホースカントリー スパッロス
ホテルドゥオーモ
ミストラル2
ヴィラクレスピ
サンロッコ
ラブッソーラ
ホテルレジーナマルゲリータ
ホリディインリゾート ピネタマーレ

ロマーノパレス NH カターニャ　チェントロ セントラルパレス
NHパルコデッリアラゴネッシ
カターネパレスホテル
グランドホテルバイアヴェルデ
ネットゥーノ
パレス カターニャ ウナ エスペリエンツェ
フォーポインツ by シェラトン カターニャ
メルキュール・カターニア・エクセルシオール

カーサモルガーノ J.K.パレスカプリ カプリレ
カエサルアウグストゥス ウェーバー カルメンシータ
カプリ ティベリオ パレス エクセルシオールパルコ ジラソーレ
カプリパレス&スパ オルサマッジョーレ ビアンカマリア
クイシサーナグランド ガットビアンコ ブリストル
ジェイケーパレス カナスタ ラベガ
プンタトラガラ カプリ
ラスカリナテッラ サンフェリーチェ

サンミケーレ
シレーネ
ピッコラマリーナ
フローラ
マメーラ
ヨーロッパパレス
ラパルマ
ラフロリディアーナ
ラレジデンツァ
ルナ
ルレマレスカ
レジーナクリスティーナ
ホリデイインカリアリ イタリア
メディテラネオ イタリア＆レジデンス
レジーナマルゲリータ イデアホテルカリアリサンタリア

サンタルチアカポテェラ
ベッラヴィスタクラブ
カーサアンドラ

アルペンロイヤル グランド ホテル グルメ＆スパ アカディア（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ） アルメンタローラ（サンカシアーノ）
サッソンゲル（コルヴァラ） アンタレス（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）

アンティネス（ラ・ヴィッラ）
アートホテル アンテルレゲス  ガルデナホテルズ
（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
ウェルナー（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
オズワルド（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
キアッサ ララ（ラ・ヴィッラ）
グランパラディーソ（サンカシアーノ）
クリスタッロ（ラ・ヴィッラ）
クリスチャニア（ラ・ヴィッラ）
グレイフ（コルヴァラ）
コル アルト（コルヴァラ）
コルフシュゲルホテル（コルフォスコ）
コンチネンタル（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
サヴォイ（ラ・ヴィッラ）
ジェンツィアーナ（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
スポルティング（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
スポーツ ホテル グラン ヴァイタ
（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
スモール ラグジュアリー＆スパ ホテル サヴォイ
（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
ドルファー アルパイン＆チャーミング
（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
パノラマ（コルヴァラ）
ポスタ ジルム（コルヴァラ）
ポルティージョ ドロミテ1966（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
ポルテゥージョ ドロミテ（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
マウンテン デザイン ホテル エデン セルバ
（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
マルモラーダ（コルヴァラ）
ミラヴァーレ（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
ラ ペルナ（コルヴァラ）
ラ マジュン（ラ・ヴィッラ）
レジデンツ ビラ グラン ヴァイタ
（セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ）
ロマンティックホテルカッペラ（コルフォスコ）
アンバシャトリ
グランドエクセルシオール
グランドテルメ
グランドボストン
グランドホテル
モデルノ
レフォンテ

パークホテルアイカプチーニ スポーティングホテル
ボソーネ
ルレドゥカーレ
イビス
インペロ
コンチネンタル
デレ・アルティ・デザイン
パレス

ウルビーノ

エメラルド海岸地区

オリスターノ

オルタ湖

カイアリ
カステルヴォルトゥルノ

カターニャ

ヴァレーゼ

カプリ島

カリアリ

ガリーポリ
カルタジローネ

ガルデーナ・アルタヴァ
ディア地方

コルフォスコ
コルヴァラ

セルヴァ・ディ・ヴァル・
ガルデーナ

ラ・ヴィッラ
サンカシアーノ

キャンチャーノテルメ

アバノテルメ

アマルフィ地区

アルゲーロ

アルベロベッロ

チステルニーノ（18km、約30分）
ファサーノ（20km、約30分）

マルチィーナフランカ（15km、約25分）
モノポリ（30km、約30分）

ロコロトンド（10km、約15分）

アレッツォ

イスキア島

インチーサ

アグリジェント

アチレアーレ

アッシジ ペルージャ（20km、約25分）

グッビオ

クレモナ

イタリア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ロイヤルゴルフ IH ホテルモンブラン クロウクス
ヴィラノヴェチェント
オーベルジュドゥラメゾン
グランバイタ
クレスタエデュク
パヴィヨン
ルミラモンティ

ヴィラデステ グランドインペリアーレ B&B コモ・シティセンター
クルーズ アルバヴィッラ
コモ イビスコモ
シェラトンレイクコモ
テルミナス
バルケッタエクセルシオール
パレス
ビラフローリ
メトロポールスイス
ルドゥエコルティ
レジーナオルガ

グランドサボイア アラスカ アクイラ
クリスタッロ アンコーラ アストル
ミラモンティマジェスティック アンブラ セレナ

ヴィラアルジェンティーナ デザルプ
コルティナ トリエステ
コロナ ドロミテ
スポルトホテルトファーナ バリセッティ
デラポステ パンダ
パークビクトリア フランチェスキーパーク
パークファローリア ベラーリア
ブティックホテルヴィラブルー マヨーニ
ベルビュースイートアンドスパ メナルディー
マルコーラ
ミラージュ
ヨーロッパ
ラヤディーラ
レギーナ

テルメ　デ　サトゥールニア　スパ　アンド　ゴルフ
グランドホテルサレルノ
ノボテルエストアレチ
メディテラネア
ロイズバイアホテル

ラソンリーザ
グランドホテルビリア
デラヴィレ　　　
パークホテルビリア
ヴィラサンパウロ
ルレ　ラ　カプチーナ＆スパ
ヴァッレローザ　　
ヴィットリア　　
パルコデルローズ　　
ホテルグランパラディソ

インペリアルパレス グランドホテルミラマーレ
コンチネンタル
パークホテルスイス
ベストウエスタンディグッリオロイヤル
メトロポール
ラウリン

＊ポルトフィーノ、ラパッロ… リドパレス
下段に記載されておりますポルトフィーノ、ラパッロの欄をご覧ください。 レジーナエレナ

グランドホテルサンマリーノ ジョリー
サンジョゼッペ チョーザレ

＊リミニ… ティターノ レジデンスガーデン
下段に記載されておりますリミニの欄をご覧ください。 ベストウェスタンパレス（セラヴァッレ）

グランドホテルコンチネンタル NHシエナ サンガロパーク
アテナ ミネルバ
エグゼクティブ
ガーデン
トスカーナアンバサダー
パーク
パラッツォディプリオリ
フォーポインツ バイ シェラトンシエナ
ホテルヴィラパトリツィア

グランドホテルサヴォイア NHジェノヴァチェントロ イデアホテルサンビアジオ
NHマリーナ コロンブスシー
グランドホテルアレンツァーノ コンチネンタル
スターホテルプレジデント ノボテル
タワージェノバエアポートホテル＆コンファレンスセンター ノボテルジェノアシティー
トッレカンビアーゾ ビットリアエオルランディーニ
ブリストルパレス
ベストウェスタンシティ

＊ポルトフィーノ、ラパッロ… ベストウェスタンプレミアCHCエアポート
下段に記載されておりますポルトフィーノ、ラパッロの欄をご覧ください。 ホリディインジェノバ

ラルージャ ヴィッラ・アンナ・マリア
ルレ　デ　グラシェ カストール

ペティ・トゥルナリン
ペティプリンス
ベルビュー
ラルゴロン
レ・ペティ・アブリ

デエトランジェホテル＆スパ カイアンマーリ シラクサ
グランデ　アルベルゴ　アルフェオ パーク
グランドホテルヴィラポリティ
ジョリーアルトゥーサパレス
パレス
パレスヘリオス
ホリディイン
ミナレートシーサイドラグジュアリーリゾート＆ヴィラ
ローマ

ヴィラコルティーネパレス オリーヴィ
グランドホテルテルメ コンチネンタル

シルミオーネ＆プロメッシスポーツ
デュパーク
バイアブルーシルミオーネ

ヴィラアミンタ グランドホテルディノ アストリア
グランドホテルデジルボッロ グランドマジェスティック

シンプロン
スプレンディッド
ブリストル
ミランスペランツァオラック
ラパルマ
レジーナパレス
デイカステッリ

アンジオリエリ アトランティックパレス インペリアルトラモンターノ
エクセルシオールビットリア イアッカリーノ ヴィラマリア
グランドホテルコクメッラ ウリッセ カラベル
グランドホテルラパーチェ クラウンプラザ（カステラマーレディスタビア） グランドパラディソ
パルコデプリンチペ グランドホテルナストロアズッロ チェザーレアウグスト

グランドホテルベスビオ パノラマパレス
グランドホテルラメデューサ（カステラマーレディスタビア） パレス
コンカパーク フローラ
パルコデルソーレ
ヒルトンソレントパレス
ブリストル
プレジデント
マーホテルアリムリ
マジェスティックパレス
ミケランジェロ
ミネルバ
ラ・ペルゴラ

＊ポジターノ… ラフェーバリータ
下段に記載されておりますポジターノの欄をご覧ください。 ラレジデンザァ

ヴィラサンタンドレア アリストン イパネマ
グランドホテルサンピエトロ アンタレス（レトジャンニ） ヴィラビアンカリゾート
サンドメニコパレス アンタレスオリンポ（レトジャンニ） ヴィラベルヴェデーレ
マッツァロシーパレス アンタレスレテラッツェ（レトジャンニ） ヴィラベロドーロ

ヴィラエスペリア コラーロ
ヴィラディオドーロ コンチネンタル
ヴィラパラディーソ パークシレミ（レトジャンニ）
ウナホテル カポタオルミーナ ベイパレス
エクセルシオールパレス
グランドミラマーレ
サンタアルフィオガーデン（ジャルディーニナクソス）
サンタテクラパレス（サンタテクラ）
シーザーパレス（ジャルディーニナクソス）
タオルミーナパーク
ナキソスビーチ（ジャルディーニナクソス）
バイア アズーラ
バイアタオルミーナ
ヒルトンジェルディーニナクソス（ジャルディーニナクソス）
ヘレニア（ジャルディーニナクソス）
メディテラニー
モンテタウロ
ラプラージュリゾート
リドカパレナ
リドメディテラネ

コスタヴェルデ
エクセルシオールプラネット アストリア
エルミタージュ エーデルワイス
クリスタル グリヴォーラ
シャレーバアルドテイン
セルトレリ スポーツホテル
セントレッリスポルトホテル
ブカネーヴェ
プンタマキニャ
ヨーロッパ

チタデラ

サンジョバン二ロトンド

サンタマルゲリータリグレ
ポルトフィーノ（5km、約10分）

ラパッロ（5km、約10分）

サンマリーノ
セラヴァッレ（5km、約15分）

リミニ（20km、約27分）

シエナ

ジェノバ
ポルトフィーノ（25km、約25分）

ラパッロ（27km、約30分）

シャンポルク

シラクーサ

シルミオーネ

ストレーザ

セストリレバンテ

サンジミニャーノ

クールマイヨール

コモ

コルティナダンペッツォ

サトゥールニア

サレルノ

サンアントニオアパテ

サンヴィンサン

ソレント
カステラマーレディスタビア（12km、約15

分）
ポジターノ（16km、約29分）

タオルミーナ地区

チェファル

チェルビニア

チタデラ

イタリア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。

6 株式会社阪急交通社



国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アルベルゴステルヴィオ
コロナ
ベルニナ

NHトリエステ
コロンビア
コンチネンターレ
サボイアエクセルシオール
ドゥオーモダオスタ
メイジャー
リビエラ

ゴールデンパレス NHコレクショントリノピアッツァカルリーナ
ダブルツリーバイヒルトンリンゴットテック NHサントステファノ
プリンチピディピエモンテ NH トリノチェントロ

NHリンゴットコングレス
アートホテルオリンピック
アートホテルボストン
グランホテルシテア
スターホテルマジェスティック
ディプロマティック
パシフィック ホテル フォルティーノ
ホリディインチューリンシティセンター
ロイヤルトリノ
B&Bホテルトレント
NHトレント
グランドホテルトレント
メルキュール ネロキューボ 

エクセルシオール NH ナポリ パノラマ カブール
グランドサンタルチア アメリカン サンジョルジオ
グランドホテルヴェスビオ ウナナポリ デラヴィッレ
グランドホテルパーカーズ グランドオリエンテ ベストウェスタンプラザ

グランドホテルヴァンビテッリ ヨーロッパグランド
グランドホテルセラピデ
ゴールドタワーライフスタイル
スィーツアンドレジデンス
スターテルミナス
スマートホテル
パラツッオ エセドラ
パラッツォ カラッチョロ ナポリ - M ギャラリー
パラッツォ サルガル
プラザ カゼルタ（カゼルタ）
ベストウェスタン ホテルパラディソ
ポセイドン（トーレエルグレコ）
ホテルナポリ
ホリディインナポリ
ホリデイ・イン ノラ -ナポリ ヴルカノ ブオノ(ノーラ)
マジェスティックナポリ
モンテスピーナパーク
ラマダナポリ
ルネッサンスメディテラネオ
ロイヤルコンチネンタル
ベーストゥステイ ベースホテル

＊トレヴィソ… ベーストゥワーク
下段に記載されておりますベネチア（メストレ地区・マルゲーラ地区）の欄をご覧ください。

グランドホテルディーノ
アルカミン ブレンネロ
カセッテ
パラディオ
ベルヴェデーレ
DCホテル インターナショナル
IH ホテル アドミラル
NHパドヴァ
クラウンプラザ
フォーポインツバイシェラトン
ベストウェスタンホテル ガリレオ
ベストウェスタンホテル ビリ

グランドホテルデラヴィレ NH パルマ イビススタイル パルマ トスカニーニ
ヴィラドゥカーレ サヴォイ
スターホテルデュパルク サンマルコ
スタンダール シティパルマ
シナ マリアルイジア ホリディインエクスプレス
パルマ＆コングレッシ
ベストウェスタンホテルファルネーゼパルマ
ウナ　バレーゼ

ヴィッラ イジエア NHパレルモ イビススタイルズ・クリスタル
エクセルシオールパレス アイカヴァリエリ イビススタイルズパレルモ
グランドホテル･エ･デ･パルメ アストリアパレス ポリテアーマパレス
グランドホテルフェデリコセコンド ヴェッキオボルゴ メディテラネオ
グランドホテルワーグナー グランドホテル ピアッツァ ボルサ

サンパオロパレス
チェントラーレパレス
パラッツォシターノ
メルキュールチェントロ
モンデロパレス（モンデッロ）

ローマドムス
ヴィクトール
エクセルシオールコングレッシ
グランドホテルアンバシアトリ
シェラトンニコラス
パラス
ヒルトンガーデンイン
ホテルウナレジーナ
ボルゴビアンコ（ポリニャーノアマレ）
マジェスティ
メルキュールヴィラロマナッティカルドゥッチ
レオンドール

ジリオット
トッレレンダ
グランドホテルボローニャ

アビタラタワープラザ AC ホテルピサ イデアピサミグリアーノ
バーニディピサ NHカヴァリエリ マイホテルガリレイ

イージー ラパーシェ
エウロテル（カッシーナ）
カラミドーロ
グランドドゥオモ
サンラニエリ
ビーアンドビーピサ
ホテルデイカバリエリ
レプッブリカマリナーラ

グランドホテルパラッツォデラフォンテ
ヴィラサンミケーレ ヴィラアウローラ
イルサルヴィアティーノ ACフィレンツェ B&Bヌオボパラッツォデｨジウステｨツｨア
ヴィララマッサ（カンデリ） IHホテルズフィレンツェビジネス B&Bフィレンツェアエロプルト
ウェスティンエクセルシオール NHフィレンツェ B&Bフィレンツェチェントロ
グランドホテルヴィラコーラ NHボルタロッサ アートミラノ（プラトー）
ザ セント レジス フローレンス アートムゼオ（プラトー） アトランティックパレス
サボイフローレンス アテナウムパーソナル イビスフィレンツェノルド（セストフィオレンティーノ）
シナ ヴィッラメディチ アドラーカバリエリ エアポート
フォーシーズンズ アルバーニフローレンス コロンブス
ヘルベチア&ブリストル　 アングロアメリカン サンジョルジョ&オリンピック
モンテベッロスプレンディド イタリアーナホテルズアンドリゾートフィレンツェ シャルム（プラトー）
リージェンシー ウィンダムガーデンフローレンス デルタフローレンス（カレンツァーノ）

ウェストフローレンス（カンピヴィセンチオ） ドナテッロ
ウォールアート（プラトー） パリス
ウナヴィットリア パレス（プラトー）
クラフト ピッティパレス
グランドアドリアティコ ファースト（カレンツァーノ）
グランドホテルカブール プレジデントフローレンス
グランドホテルバリオーニ フローレンスレジデンスアンドビジネス（スカンディッチ）
グランドホテルミネルバ ホテル スパダイ
グランドメディテラネオ ボンチアーニ
クローチェディマルタ マキアヴェリパレス
ザゲートホテル（セストフィオレンティーノ） マルテリ
ザスタイルフローレンス ミラージュ
サンガロパレス モデルノ（ポンタッシェベ）
サンタマリアノヴェッラ ラウルス
シーホテルズアンバシャトリ ラパーロ
シーホテルズクラブ ラファエロ
シーホテルズディプロマット ルレチェルトーザ
スターホテルトスカニー レックス
スターホテルベスプッチ（カンピビセンツォ）
スターホテルミケランジェロ
ダティーニ（プラトー）
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・メトロポール
チェレターニフィレンツェ
チンクエチェントフィレンツェ（カンピビセンツォ）
デラヴィレ
デリオラフィ
ニル
ノボテルフィレンツェノルドアエロポルト
（セストフィオレンティーノ）
パークパレス
ピエール
ヒルトンガーデンイン
プラザルケジ
ブルネレスキ
プレジデント（プラトー）
ベストウエスタンプラスCHCフローレンス
ベルキエリフィレンツェ
ベルニーニパレス
ホテルNHコレクションフィレンツェ・パラッツォ・ガッディ
ホテルミロ
ラディソンブル ホテル フローレンス
リヴォリ
ルームメートルカ
ローマ
ロンドラ

パルマ

バッサーノデルグラッパ

パドヴァ

バレーゼ

パレルモ モンデッロ（8km、約15分）

パンツァーノロマーノ

ナポリ
カゼルタ（30km、約25分）

トーレエルグレコ（15km、約20分）
ノーラ（35km、約30分）

ノヴェンタディピアーヴェ トレヴィソ（28.3km、約34分）

バヴェーノ

バーリ ポリニャーノアマレ（30km、約40分）

ピアッツァアルメリーナ

ピエーヴェディチェント

ピサ カッシーナ（16km、約20分）

フィウッジ
フィエーゾレ

フィレンツェ

カレンツァーノ（13km、約30分）
カンデリ（10km、約20分）

カンピビセンツォ（15km、約40分）
スカンディッチ（9km、約10分）

セストフィオレンティーノ（12km、約30分）
プラトー（25km、約26分）

ポンタッシェベ（18km、約30分）

ティラノ

トリエステ

トリノ

トレント

イタリア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ヴィットリア ACブレシア
アンバシアトリ
イゲア
ヴィラフェナローリパレス
ノボテルブレシア2
パークホテル・カ・ノア
ブルホテルブリクシア
ホテルマスター
マジェスティックハウス

カビス　ホテル
タイゼールホフ
チロール
ヒルトンポルトロサシシリー
ラヌイミュラーホフ
グリューナー　バウム　　
ゴールデンクローネ　　　
レジデンスガッセル　　

ヴィッラコンドゥルメ（モリアーノベネト） BHRトレヴィーソホテル（トレヴィソ） アポジアシリオ（メストレ）
NHラグーナパレス(メストレ） アリストン(メストレ)
アントニーパレス（メストレ） アルティエリ（メストレ）
アントニーメストレ（メストレ） アルバトロス（メストレ）
アンバシアトリ（メストレ） アレキサンダー（メストレ）
ヴォコ ベニス メストレ ザ クイッド イビスパドヴァ（パドヴァ）
クラウンプラザベニスイースト（クアルトダルティーノ） ヴァイムイースト（クアルトダルティーノ）
コートヤードバイマリオット（メストレ） ヴェネツィア（メストレ）
ダブルツリーバイヒルトンホテルヴェニスノース（モリアーノベネト） エリーテホテルレジデンス（メストレ）
デルフィーノ（メストレ） カールトンホテル（トレヴィソ）
ノボテルベネチアメストレカステリャーナ（メストレ） キャピトルパレス（メストレ）
パークホテルヴィラフィオリータ（トレヴィソ） グランドイタリア（パドヴァ）
フォーポインツシェラトン（メストレ）　　 コンチネンタル（トレヴィソ）
プラザパドヴァ（パドヴァ） スマートホテルホリデイ（メストレ）
ベストウェスタン・ヴィラ・パーチェ・パーク・ボロネーゼ チェントラーレ(メストレ)
（トレヴィソ） ドゥカーレ（メストレ）
ベストウエスタンエアベニス（クアルトダルティーノ） ドゥーカダオスタ（モリアーノベネト）
ベストウェスタンボローニャ（メストレ） トリトーネ（メストレ）
ベルステイ ベネチア メストレ（マルゲーラ） パラディオ（メストレ）
ラメリディアナ（モリアーノベネト） ヒルトンガーデンインサンジュリアーノ(メストレ)
レオナルド・ロイヤル・ベニスメストレ フィランダ（パドヴァ）

プラザベニス（メストレ）
フロリス（モリアーノベネト）
ポピー（メストレ）
マリー（メストレ）
ミラノホテル（パドヴァ）
メルキュールマルゲーラ（マルゲーラ）
ルガノトレッタ（メストレ）
ルソット（メストレ）
ルレナコ（トレヴィソ）
ヨーロッパ（パドヴァ）

NHコレクション・ヴェネツィア・パラッツォ・デイ・ドージ NH リオ ノーヴォ アラファーヴァ
グランドホテルエクセルシオール（リド） NHベネチア サンタルチア アランジェロ
グリッティパレス アイモリディオリエンテ アルシオン
サンクレメンテパレスケンピンスキベニス アマデウス アルソルパレス
セントレジスベニス アルヌオーボテソン アルベルゴ サンマルコ
ダニエリ アルベルゴカヴェアレット＆ドジェオルセオロ アルレキーノ
チプリアーニ カアルヴィセ アンティコパナダホテル
バウアー カールトン&グランドカナル アンバサダートレローズ
バウアーパラディオ（ジュデッカ） カピサーニ ヴィライギーア
ヒルトンモリノスタッキー（ジュデッカ） ガブリエリ ヴィラマバパ（リド）
ルナホテルバリオーニ グランドアルベルゴオーソニアハンガリア（リド） ウニベルソ&ノルド
ロンドラパレス コロンビーナ エスペリア

コンコルディア オリンピア
サトゥルニアインターナショナル カサノヴァ
サボイア&ジョランダ カプリ
スターホテルスプレンディドベニス ギャラリアサンマルコ
ドウオードパレス ケッテ
パパドポリベネチア サンガロ
パラッツォジョヴァネッリ＆グランドカナル サンジョルジョ
パラッツォ バロッチ サンタマリーナ
パレスボンヴェッキアティ サンテレーナ
プリンチペ ジョルジオーネ
ベストウェスタンプリミエコンチネンタル スカンジナヴィア
ホテルインディゴベニスサントエレナ ドナパレス
ボンヴェッキアティ ナツィオナーレ
メゾン ヴェネツィア ウナ エスペリエンツェ ビサンチオ
メトロポール ボストン
モナコエグランカナル ボローニャ
ラガール（ムラーノ） モンテカルロ
ラフェニーチェエデアルティステス ラフォルコラ
ルブールヴァール（リド） リアルト

ロイヤルサンマルコ
ブルファニパレス サンガッロパレス クワットロトーリー
レトレヴァッセレ（トルジアーノ） ジオワインエジャズアーレア ラロセッタ

デコホテル
パーク
ペルージャエラヴィラ
ペルージャプラザ
ポスタドニーニ ウナ エスペリエンツェ（サンマルティノインカンポ）
ラロゼッタ
ロカンダデッラポスタ

デュートーリバリオーニ アカデミア SHGカットゥロベローナ
ヴィクトリア マキシム
クラウンプラザベローナフィエラ
コロンパドーロ
サンマルコ
サンルカ
パレス
フィエラベローナ
ベストウェスタンCTCベローナ
ホテル インディゴ ベローナ  グランド ホテル デザルト
ホテル フィレンツェ シュア ホテル コレクション
 by ベストウェスタン
レオンドーロ
アレキサンダーミュージアムパレス
ウアッパラ ホテル クルーザー
ヴィットリア
エルヴェツィア
サヴォイ
ナポレオン
バイアフラミニアリゾート
ブリストル
ロッシーニ

イルサンピエトロ ロイヤルポジターノ
コヴォデイサラチェーニ
レアガヴィ
レシネヌーゼ

ガーデンホテルプリムストラー
グリーフ
シュタットホテルチッタ
スカラ
パークラウリン
パークルナ
ビジネスリゾートパークウェルス
フォーポインツシェラトン
アルベルゴスプレンディド

＊サンタマルゲリータリグレ、ラパッロ… サンジョルジュ
上段に記載されておりますサンタマルゲリータリグレの欄、 スプレンディドマーレ
下段に記載されておりますラパッロの欄をご覧ください。 ピッコロホテル

NHヴィラノーヴァ トップホテルボローニャ
NHボローニャデラガレ ネットゥーノボローニャ
ウナホテル ボローニャ パレス
ウナホテルサンラザーロ マイワンホテルボローニャ
ウナホテルズサンビターレボローニャ
コスモモリタンボローニャ
サブ
スターホテル エクシオシオール
ベストウエスタンシティー
ベストウエスタンプラス

＊ピエーヴェディチェント… ベストウエスタンプラスタワー
上段に記載されておりますピエーヴェディチェントの欄をご覧ください。 リビングパレスホテル　

ルレヴェラッリア
パークリバベルデ

Mギャラリーホテル　ハビタ79
ヴィラアミンタ（ストレーザ、バヴェーノ） アストリア
グランドホテルデジルボッローメ グランドホテルディーノ

シンプロン
スプレンディド
マジェスティック
ミランスペランツァオラック
ブリストル
ラパルマ
リドパレス
レジーナパレス

サンタンジェロラグジュアリーリゾート MH マテーラ
パラッツォヴィチェコンテ サンドメニコ
パラッツォガッティニ パレス

アルインペラトーレ
アルペンスイート
クリスタッロ
クリスタルパレス
グリフォーネ
サヴォイパレス
シャレーエルミタージュ
スピナーレ
スプレンディド
デザインオベロスレール
ルレクラブデアルプ
ロレンツェッティ

マドンナディカンピリオ

ブレシア

フェレ谷

フネス

ブレッサノーネ

ベニ谷

ベネチア
メストレ地区

マルゲーラ地区

ベネチア本島

サンクレメンテ（3km、約30分）
ジュデッカ（1.5km、約5分）
ムラーノ（1.5km、約30分）

リド（3km、約20分）

ペルージャ
サンマルティノインカンポ

（9km、約15分）
トルジアーノ（15km、約20分）

ベローナ

ペーザロ

ポジターノ

ボルツァーノ

ポルトフィーノ
サンタマルゲリータリグレ

（5km、約10分）
ラパッロ（9km、約15分）

ボローニャ ピエーヴェディチェント（29km、約39分）

ボンゴサンロレンツォ
ポンペイ

マジョーレ湖

マテーラ

エレナ小屋＊本ホテルは山岳にあるゲストハウスとなります。ホテルグレードに関しては、クラス分けをしておりません。

エリザベッタ小屋＊本ホテルは山岳にあるゲストハウスとなります。ホテルグレードに関しては、クラス分けをしておりません。

イタリア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

クリスタル ホテル
テイツイアーノ　ホテル
バーリョオネトワインリソート
ベストウェスタン ステッラ ディ イタリア 

カーサポリマントヴァ
ホテルクリスターロマントヴァ
ラ・ファボリータ

エクセルシオールホテルガリア ACミラノ ASリンビアテフィエラ（+H1366:H1420リンビアーテ）
グランドホテルエデミラン IHホテルズミラノジョイア NHミラノドゥーエ
ザウェスティンパレス NH コレクション ミラノ シティライフ アマデウス
シェラトンディアナマジェスティック NH フィエラタワー アルガ
タウンハウスガレリア NH プレジデント アンタレスコンコルド
パラッツォマテオッティ NH ミラノコングレスセンター アンバシアトリ
ヒルトンミラノ NHコレクションミランポルタヌオーバ イデアミラノサンシーロ
プリンチペディサボイア NHコンコルディア イデアミラノビコッカ
ブルガリホテルミラノ NHマキャヴェッリ イビスカグランダ
メリアミラノ NHミラノツーリング イビスチェントロ

アートホテルナヴィーリ イビスミラノフィエラ
アップタウンパレス ウナメディテラネオ
インサイドホテルトッレガルファ エリティス
ウナウェイコンテッサヨランダ カノヴァ
ウナエキスポフィエラ セントジョン
ウナスカンジナビア ソペルガ
ウナセンチュリー ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ミラノ・マルペンサ
ウナトック （ソルビアーテオローナ）
ウナマルペンサ（チェッロマジョーレ） テルミナル
エアー（ゼグラーテ） ニューヨーク
エクセル ミラノ 3 ノボテルノルド
カーライルブレラ ベストウェスタンゴールデンマイル
クラウンプラザマルペンサ　　 ベストウェスタンミルトン
クラウンプラザリナーテ ベルステイ ミラノ アッサゴ
グランド・ミラノ・マルペンサ ベルステイ ミラノ リナーテ
グランドヴィスコンティパレス ホリディインエアポート
グランドディカディマントヴァ ホリデイインミラノガリバルディステイション
グランドバローネディサッシ マキシマム
グランドプラザ リッター
クリマホテルミラノフィエラ ルモラン（クサーゴ）
ザ　スクエア レオナルドダビンチ
ザハブ
シナデラヴィレ
スターホテルアンダーソン
スターホテルエコー
スターホテルツーリスト
スターホテルビジネスパレス
スターホテルリッツ
スターホテルローザ
ダブルツリーバイヒルトン
デイカバリエリ
ドーリアグランド
ドミナインミラノフィエラ
ノボテルミラノマルペンサエアポート
ヒルトンガーデンインミラノマルペンサ
フォーポインツ バイ シェラトン ミラン センター
ブルネレスキ
ベストウエスタンガレスミラノ
ポリツィアーノフィエラ
ホリデイインミランノルドザラ
ミラノマリオット
ミラン スイート
ラディソンBLU
リパモンティ　レジデンス＆ホテルミラノ（ピエーヴェエマニュエル）
レッシ

ジョリーデロストレット
ヨーロッパパレス
ロイヤルパレス
イデアホテルモデナ
スタンダードホテルラファエロ
ホリディイン
メルキュールモデーナカンポギャリアーノ
レオンドロサッスオーロ

イルメログラーノ テヌータ　モナチェッレ
＊アルベロベッロ…
上段に記載されておりますアルベロベッロの欄をご覧ください。
グランドホテルエラパーチェ エルコリーニエサーヴィ ミネルバパレス
クローチェディグランド グランドアンバシャトリ メトロポール
ベッラヴィスタパレス グランドヴィットリア ルフォンティ

グランドタメリチ＆プリンチペ
グランドデュパルクエレジ－ナ
グランドプラザ＆ロカンダマッジョーレ
グランドフランチャエクイリナーレ
グランドブルターニュ
グロッタジュスティテルメ（モンスマーノテルメ）
フランシアキリナーレ

イル・ピッコロ・カステッロ
ボルゴ・サンルイージ
ヴィラオステリエーレ
ヴィッラボッリーナ
ヴィッラ ポメラ
ホテル・ヴェラ・ベカリス
CDH ラ・スペツィア
NHラスペツィア
ホテルギローニ

ニラ・モンタナ
NH ラヴェンナ B&Bホテル ラヴェンナ
エクスティブホテルレジデンス ラ レウニオン アクロスホテル
グランド ホテル マッテイ チェントラーレバイロン
パラッツォ ベッツィ パークホテルラヴェンナ

ビザンチオ
エクセルシオールパレス アルベルゴナツィオナーレ

エウローパ
＊サンタマルゲリータリグレ、ポルトフィーノ、ジェノバ… エウロテル
上段に記載されておりますサンタマルゲリータリグレ、 グランドホテルブリストル
ポルトフィーノ、ジェノバの欄をご覧ください。

エル・モザイコ・デル・ソル　　　
カーラ・パルメ　　　　　　　　　
パラディーニディフランチャ
ホテル・ソーレ　　　　　　　　　　
ホテル・バイア・トルケーゼ　　　
ホテル・メドゥーサ　　　　　　　　

グランドホテルパラッツォ
アクテア ヴィラ アウグストゥス
アルチドゥーカグランド オリエンテ
ヴィラ メリグニス ジャルディーノスルマー
ガトパルドパークホテル ラフィラデルフィア
カラスコ ロッチェアズール
トリトーネ
ブーゲンビル
ミア
ラヴィレッタ

パーク
ベルビュー

アルベルゴチェリデ
イラリア＆レジデンツァデッラルバ
グランドグイニージ
サンルッカパレス
ナポレオン
ユーロスターズトスカーナ
ラプリンチペッサ

エクスプレスバイホリディイン
プレジデント
メルキュールアストリア
ラマダエミリア

パトリアパレス グランドホテルティツィアーノ
リソルジメント クリスタル

デッレパルメ
ヒルトンガーデンイン
プレジデント
ベストウェスティンプラスレオーネディマッツァピア
ジャストホテルロマッツォフィエラ

NH コレクション パラッツォ チンクエチェント H10ローマチッタ B4ローマボロミニ
Wローマ IHホテルズローマZ3 OPホテル
アナンタラ パラッツォ ナイアディ NHヴィラカルペーニャ アトランティコ
アレフ NHジュスティニアーノ アメリカンパレス
アローマライフスタイル NHビットリオベネト アルカディア
アンドロヴァンディパレスヴィラボルゲーゼ NH　ローマ　チェントロ アルバーニ
インターコンチネンタル ローマ アンバシャトーリ パレス アウグスタルチッラパレス アングロアメリカーノ
エデン アッピアパーク イデアホテルポメツィア（ポメツィア）
グランド　ホテル　ビア　ベネト アテネオガーデンパレス イデアホテルローマシネシッタ
グランドパルコディプリンチペ アランパーク イデアローマサンピエルト
グランドホテルデラミネルヴァ アランマンテーニャ イデアローマノメンタナ
グランドホテルパレス アリストン イビスフィエラ
ザウエスティンエクセルシオール アルデアティーナパーク エアポートパレス
スプレンディドロイヤル アルテミデ エキスプレスバイホリデイインイースト
セントジョージ インペリアーレ エキスプレスバイホリデイインサンジョヴァンニ
セントレジスグランド ヴィラ・マリーナ・レジーナ エグゼクティブ
ディンギルテッラ ヴィラフランカ エクセルローマチャンピーノ
デルッシー ウィンダム ローマ ミダス　　　 エルジフパレスホテル
パラッツォモンテマルティーニ ヴィンテージ キャピトル
ベルニーニブリストル ウナホテル　トラステヴェレ　ローマ クラブハウス
マリオットグランドホテルフローラ ウナローマ グランドフレミング
マリオットローマパーク エウロスターズアエテルナ クリストフォロコロンボ
ラ　グリーフ　ローマ エグゼクティブスタイル サンタコスタンツァ
ラディソンBLUエス エクセル ローマ モンテマリオ サンマルコ
レジーナホテルバリオーニ カーディナルホテルサンピエトロ サンレモ
ローマカヴァリエリ カパンネッレ ザ ブランド
ラディソンブルＧＨＲ カラベル ジオット

マルサラ・トラパニ

マルペンサ

モンテリッジョーニ

モンフェラーノ丘陵

ラ･スペツィア

ラ・トゥイーユ

ラヴェンナ

レッチェ

ロマッツォ

シェラトンミラノマルペンサエアポートホテル＆コンファレンスセンター

マントヴァ

ミラノ

アッサゴ（15km、約15分）
クサーゴ（23km、約30分）

ゼグラーテ（15km、約20分）
ソルビアーテオローナ（20km、約25分）
チェッロマジョーレ（27km、約29分）

ピエーヴェエマニュエル（20km、約30分）
リンビアーテ（20km、約31分）

メッシーナ

モデナ

モノポリ アルベロベッロ（30km、約30分）

モンテカティーニ モンスマーノテルメ（4km、約10分）

モンテチェルビーノ オリオンデ小屋※本ホテルは山岳にあるゲストハウスとなります。ホテルグレードに関してはクラス分けをしておりません。

イタリア

ローマ
フィアノロマーノ（30km、約23分）
フィウミチーノ（30km、約30分）

ポメツィア（28km、約27分）

ラパッロ

サンタマルゲリータリグレ
（5km、約10分）

ポルトフィーノ（9km、約15分）
ジェノバ（27km、約30分）

ランペドゥーサ島

リヴォルノ

リパリ

リミニ

ルッカ

レッジオエミリア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

クィリナーレ ジオベルティ
クラウンプラザセントピーターズ シストV
グランドエルミタージュ セレーネ（ポメツィア）
グランドホテルデルジャンニコロ トールベルガータ
グランドホテルバリオーニティベリオ トッレロッサパーク
グランドホテルプラザ ニッツァ
コートヤードバイマリオットセントラルパーク ノルドヌォヴァ
コルベ パークデイマッシミ
コロンナパレス パルコティレノレジデンス
ザ ホクストン パレス2000（ポメツィア）
ザ・ビルディング パレスイン（フィアノロマーノ）
ザハイブ ビクトリアホテル
サボイ ピネタパレス
サンマルタン プリンセス
ジェノバ プレジデント（ポメツィア）
シェラトンパルコデメディチ ベストウエスタンホテルプレジデント
シェラトンローマ ペトラホテルレジデンス
ジュリオチェーザレ ベルステイ ローマ アウレリア
スターホテルミケランジェロ ホテルアルティス
スターホテルメトロポール ホリデイインパルコデイメディチ
ソフィテルローマヴィラボルゲイゼ ポルタマッジョーレ
ダブルツリー By ヒルトン ローマ モンティ ミルトン
ダブルツリーバイヒルトン モンテカルロ
チチェローネ
デイ ボルジア
ディアナ
デイメッリーニ
ドナラウラパレス
ドムスマリエパラッツォカルペーニャ
ノボテルローマエスト
パピッロ
パラティーノ
ハンプトン バイヒルトン ローマイースト
ヒルトンガーデンインローマエアポート（フィウミチーノ）
ヒルトンガーデンインローマクラリッジ
ヒルトンローマエアポートホテル（フィウミチーノ）
フォーラム
ベストウエスタンホテルウニベルソ
ベストウエスタンホテルロイヤルサンティーナ
ホテルリラックスローマノルド
マッシモダゼリオ
ムービー ムービー オテル
メチェナーテパレス
メディテラネオ
メリディアン　ヴィスコンティ　ローマ
メルキュール ローマ ウェスト
メルキュールローマデルタコロッセオ
モーベンピック・ホテル・ヴィラ・パンフィーリ・ローマ
モルガーナ
ユーロスターズインターナショナルパレス
ユーロホテルローマノルド
ルドヴィシパレス
レシデンツァ ディ リペッタ
ローズガーデンパレス
ローマアウレリアアンティーカ　　
ロマニコパレス
ワルムトテル

アバシーホテル アヴィン パルシアン・スイート・イスファハン
アセマン
アリカプ
ヴィーナス
コウサル
サフィール
セパハン
ハージュ―
ピールーズィー

シラーズホテル アリョオバザン
エリーゼ
ザンディエ
セタレガン
チャムラングランド
パルク・サーディ
パルシアン
パルス
ホマ
ペルセポリス・インターナショナル

エスピナス・パレス アサーレ
エスピナス・ペルシャン・ガルフ イビステヘランイマームホメイニ国際空港
ノボテルテヘランイマームホメイニ国際空港 エンゲラブ
パルシアン・アザディ コウサル
パルシアン エステグラール パルシアン・エヴィン
ホマ フェルドゥースィ・グランド
ラレインターナショナル ホウェイゼ

アルグ パルシアン・ヤズド
キャラバン ラーレ
サファイエ
ソンナティ・メフル
ダード
ファハダン
マレク・オットジャール
モシールアルママレクガーデン
ラムサーアザディグランド
カンパラセレナ
シェラトンカンパラ
イシヤサキャンプ
サバンナリゾート
ジャカナサファリロッジ
ムエンヤサファリキャンプ
ゴリラフォレストキャンプ
ブホマホームステッド
マンタナキャンプ
ラディソンBLUアルシュタ

ブリストル アレクサンドロフスキー コンパスプレミアホテル
ブラックシーオトラダ プロミナーダ
ブラックシーパンテレイモノフスカヤ
モーツァルト
ロンドンスカヤ

インターコンチネンタル ウクライナ ドニエブロ
ハイアットリージェンシー オペラ プレジデントホテルキエフスキー
ヒルトン プレミアパレス フレシャーチク

ポドルプラザ ルイベジ
ホリデイインキエフ ルーシ
ラディソンBLUキエフ
オレアンダー センイチナイツ
パルミラパレス ブリストル

ベレメナゴナ
ヤルタ

ウクライナ アイヴェンゴ
ピドコヴァ オプティマリヴネ

トゥーリスト
ミール

ウズベキスタン
ホレズムパレス
キャラバン

ディリマ アジアホテル アミール
レギスタンプラザ アフロシャブパレス カミラ

アルバ キャラバンサレイル
アレクサンダー ザリナ
エミールハーン シェルドール
グランドサマルカンドスーペリア ツリマス
グランドソグディアナ フルカット
コンスタンチン ホテルオリエントスター
サマルカンドドリーム マリカサマルカンド
ジャホンパレス マリカプライム
ジロル・バフト
セントラルサマルカンド
パノラマグランド
ベック
マジェスティックパレス
マリカ　ディヨラ
シャフリサブススターホテル
ヂルヌルホテル

インターナショナルタシケント アジア エリート
グランドミール イチャン　カラ グランドオルズ
コートヤードバイマリオット ヴィアルド グランドラドゥス
シティパレス ウズベキスタン ショドリクパレス
ウインダムタシケント グランドプラザ マリカタシケント
ヒルトン　タシケント　シティ ラデュスジュス
ミラン
ラディソンBLUタシケント
ラマダホテル
リュミエール　ホテル＆スパ－
ロッテホテル

アベニューパーク
オムロゴイ
アジアヒヴァ アミンハン
イスラムホジャ アルカンチ
エルケンパレス イスラムベク
ハヤットイン イスラムベク ヒウァ
ヒウァシルクロード オールドヒヴァ
ヒウァパレス オリエントスター
ベックヒバ カラホテル
マリカヒヴァ シャハルザダ

ソビルアルカンチ
マリカヒヴァク
マリカホレズム
ユーロアジア

ウズベキスタン

イラン

イスファハン

シラーズ

テヘラン

ヤズド

ウルゲンチ

サマルカンド

シャフリサブス

タシケント

チャルワック

ヒヴァ

ラムサー
ウガンダ

カンパラ

クィーンエリザベス国立公
園

ブウィンディ国立公園

ウクライナ アルシュタ

オデッサ

キエフ

ヤルタ

リヴネ

ローマ
（つづき）

フィアノロマーノ（30km、約23分）
フィウミチーノ（30km、約30分）

ポメツィア（28km、約27分）

イタリア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アジアホテル キャラバン
オマールハイヤーム コミルブティック
オリエントスターバラクシャ サシャ&サン
カメロット シバブサ
グランドブハラ シャフリスタンボヤージ
サヒド　ザラフション セムルグ
ザルガロンプラザ
シヤブシュ
シリンプラザ
ディバンベギ
ニュームーン
ブハラパレス
マリカブハラ
ミノライカロン
モダリハン
ラビハウズ
ラングレズ

ソフィテルレジェンドオールドカタラクト バスマ ピラミサイシスコルニシュアスワン
トリップ・アスワン
ピラミサイシスアイランド
モーヴェンピックリゾートアスワン
シェラトングランド・アダナ

セティ ネフェルタリ
サンライズアレックス イベロテルボルグエルアラブ エタッベアレキサンドリア
フォーシーズンサンステファノ シェラトンモンタザ シュタイゲンベルガーセシル
ヘルナンパレスティン ヒルトンアレキサンドリアコルニーシュ プラザアレキサンドリア
ラディソンBLUアレキサンドリア ヒルトングリーンプラザ メトロポールホテル
JWマリオットミラージュシティ（ヘリオポリス） アマランテピラミッズ（ギザ） ゴールデンチューリップフラメンコ
インターコンチネンタルシティスターズ（ヘリオポリス） アラカンピラミッズ（ギザ） ノボテルカイロエアポート（ヘリオポリス）
カイロマリオットホテル&オマールカイヤームカジノ オアシス（ギザ） ピラミッズプラザ（ギザ）
グランドナイルタワー カタラクトリゾートピラミッド（ギザ） ファラオ
ケンピンスキー ナイル ホテル カイロ グランドピラミッド（ギザ） プレジデント
コンラッド ゴールデンチューリップナルメルピラミッズ（ギザ）
シュタイゲンベルガー・カイロ・ピラミッド（ギザ） コンコルドエルサラーム（ヘリオポリス）
シェラトンカイロタワーズ&カジノ サフィールカイロ
セミラミスインターコンチネンタル スイスインナイル
セントレジス・カイロホテル ソネスタホテルカイロ&カジノ（ヘリオポリス）
ソフィテルエルゲジラ バルセロカイロピラミッド（ギザ）
ハイアット・リージェンシー・カイロ・ウェスト(ギザ) ピラミッドパークリゾート（ギザ）
ピラミサスイーツホテル&カジノ ホリディインカイロマーディー
ヒルトンカイロ ヘリオポリス（ヘリオポリス） モーヴェンピックカイロメディアシティ（ギザ）
ヒルトンザマレックレジデンス ルパッセージ（ヘリオポリス）
ヒルトンピラミッドゴルフリゾート（ギザ）
フェアモントナイルシティ
フォーシーズンズナイルプラザ
フォーシーズンズファーストレジデンス
ヘルナンドリームランド（ギザ）
ホリデーインシティスターズ（ヘリオポリス）
マリオット メナハウス（ギザ）
メルキュールスフィンクス（ギザ）
ラディソンBLUカイロヘリオポリス（ヘリオポリス）
ラムセスヒルトン
リッツカールトン
ルメリディアンカイロエアポート
ルメリディアンヘリオポリス（ヘリオポリス）
ロイヤルマキシム パレス　ケンピンスキー
シーマジックリゾート モーヴェンピックリゾートシャルムエルシェイク
シェラトンシャルムホテル ロイヤルホリデイビーチリゾート

カトリーナヴィレッジ
カトリーナプラザ
ダニエラヴィレッジ
ツーリストヴィレッジ
モルゲンランドヴィレッジ
ワディエルモカッタス

M/Sアムワージュ
アカマール
アドニア
アマルコII
アリッサ
アルカーヒラ
アルジャミーラ
アルハンブラ　　
エスプラナーデ
エスメラルダ
クラウンエンプレス
クラウンエンペラー
クラウンジュエル
クラウンプリンス
コンチェルト
コンチェルト2
コンチキ
サンライズテラマー
ジャズジュビリー
シュタイゲンベルガーミネルバ
シュタイゲンベルガーレガシー
ステファニー
セミラミス
セミラミスⅡ
セミラミスIII
ソネスタサンゴッデス
ソネスタスターゴッデス
ソネスタセントジョージ
ソネスタムーンゴッデス
ソラリス
ターメルヘンナ
タワーワンプレステージ
チューリップナイルクルーズ
ティーイ
トゥーヤ
ナイル・ゴッデス
ナイルクエスト
ナイルシャムズ
ナイルスタイル
ナイルビジョン
ナイルプレミアム
ナイルルビー
パイオニアI
ヒストリアブテックナイルクルーズ
ファラハ
プリンセス・サラ2
プリンセスサラー
ブルーシャドー
ブルーシャドー2
プレステージエミリオクルーズ
ムーンダンス
メイフェアー
メイフラワー
モーヴェンピックサンレイ
モーヴェンピックハミース
モーヴェンピックロイヤルリリー
モーヴェンピックロイヤルロータス
モナコ
モヒート
ラ・サラー
ラ・ボヘミ　　　　
ラダミスⅠ
ラダミスⅡ
リージェント
ロイヤル・エサドーラ

インターナショナルホットスプリングス
エルベッシモロッジ
オアシスパノラマ

コンチネンタルホテルハルガダ アルバトロス・ホワイト・ビーチ
サンライズガーデンビーチリゾート ヒルトンリゾート
サンライズロイヤルマカディリゾート ファラオ・アズール・ビーチ・リゾート
シェラトンソーマベイ メルキュールハルガダ
シェラトンミラマー
ティアハイツマカディ
バロンパレス
パームビーチリゾート
ヒルトンプラザ
マリオット

ホルスリゾートミニア
パラダイス
ロイヤルビーチリゾート

シュタイゲンベルガーナイルパレス ソフィテルパビリオンウィンターパレス イベロテル
シュタイゲンベルガーリゾート アシチルクソール マリティムジョリーヴィルルクソール エタッブルクソール
ソネスタセントジョージ ガッディス
ソフィテルオールドウィンターパレス モリス
ピラミサイシスルクソール
ヒルトンルクソール
メルキュールルクソールカルナック

ヴィフラ マナーカントリークラブ＆スパ
サガディマナーハウス

オリジナルソコスヴィル エルミタージュ イビスタリンセンター
サヴォイブティック クロイツヴァルドホテル ウレミステ
シュロッスレ センテニアル ホテル タリン ジンゲル
スイソテルタリン セントオラブ セントバーバラタリン
テレグラフ タリンクシティ パークインバイラディソンセントラルタリン
ノルディックフォーラム タリンクスパ ヘスティアホテルスーシ
パークインバイラディソンメリトンタリン パレス ヘスティアホテルマエストロ 
ヒルトンタリンパーク ヘスティアホテルイルマリネ ボンスタッケルベルク
ラディソンコレクションホテル　タリン ヘスティアホテルバロンス メトロポール

ヘスティアホテルヨーロッパ
マイシティ
メトロポール　スパ
メリトンオールドタウンガーデンホテル
ラディソンBLUオリンピア
リクスウェル　ヴィル　スクエア

ウズベキスタン

シャルムエルシェイク

セントカテリーナ

ブハラ

エストニア

エジプト

アスワン

アダナ
アブシンベル

アレキサンドリア

カイロ
ギザ

ヘリオポリス（17km、約20分）

ナイル川クルーズ船

バハレイヤ

ハルガダ

ミニア

ラスセドル

ルクソール

ヴィラフ

タリン

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アントニウス ターチュ
ドルパット

エストニアリゾートホテル＆スパ
ストランドスパアンドカンファレンス
ヘドンスパアンドホテル

コンソーラーホテル
サビアン
ブラナホテル
ヤハホテル
ヤレド・ゼマ・インターナショナル
ラムハイ

インターコンチネンタル
ヒルトンホテル
ラディソンBLUホテル

エージー
ゴハホテル
ゾベルリゾート
タヤベレイホテル
フロリダホテル
ランドマークホテル
シミエンロッジ
アヴァンティブルーナイル
アベイミンチロッジ
サマーランドホテル
ジャカランダ
タナホテル
デラノ
ホムランド
アクスムホテル
デスタインターナショナル
プラネットインターナショナル
エルサレムホテル
ツクルビレッジ
パノラミックビュー
ハルベ
マウンテンビューホテル
ロハホテル

クラウンプラザリゾートサラーラ ジュウェイラブティックホテル サラーラガーデンズレジデンス
サラーラマリオットリゾート
サラーラロタナリゾート
ヒルトンサラーラリゾート

ゴールデンチューリップニズワホテル アルディヤールホテル
ファラージダリスホテル

アルブスタンパレスアリッツカールトンホテル アルファラージ アイビスマスカットホテル
インターコンチネンタルマスカット ウェーブスインターナショナルホテル チューリップイン
グランドハイアットマスカット クラウンプラザマスカット マジャンコンチネンタルホテル
ザチェディマスカット ゴールデンチューリップシーブホテルマスカット ラミーゲストラインホテルクラム
シャングリラバールアルジッサリゾートアンドスパ サフィールインターナショナルホテル ルウィホテル
ホルムズグランドホテルマスカット シティシーズンズホテルマスカット

パークインバイラディソンマスカット
ハッファハウスホテル
ベストウェスタンプレミアマスカット
ホテルアルマディナホリデイ
ホテルマスカットホリデイ
ホリデイインマスカットアルシーブ
ラディソンブルホテルマスカット
ラマダクルムビーチホテル

ホテルデエコプット ヴァンデルバルクアペルドールン ドゥカンタレル
ドゥカイザースクローン ハンプシャーアペルドールン

ブルーミンク
ベストウエスタンホテルヘットロー

NHアムステルダムセンター NH アムステルダム ズイド Gr8ホテルアムステルダムリバーサイド
NHコレクションアムステルダムバルビゾンパレス NH コレクション アムステルダム フラワー マーケット NHカランサ
アナンタラグランドホテルクラスナポルスキー NHスキポールエアポート NHシティセンター
アムステルインターコンチネンタル NHミュージアムクォーター NHシラー
オークラ NHOW アムステルダム RAI NHドーレン
キンプトンデウィット（旧クラウンプラザシティーセンター） QOアムステルダム XOホテルズブルータワー
クラウンプラザサウス XOホテルズパークウェスト イビスエアポート
グランドアムラスアムステルダム アポロホテル アムステルダム イビスシティウェスト
グランドソフィテル インクホテルアムステルダムMギャラリーコレクション ウエストコードアルト
シェラトンアムステルダムエアポート インテルアムステルダムセンター ウエストサイドイン
ドゥヨーロッパ ウィンダムアポロ（フィンカーフェン） エデンアムステルダム
パークプラザビクトリア ウエストコードファッション カールトンスクエア（ハーレム）
ハードロック・アムステルダム・アメリカン コレンドンシティー グランドアムステルフェン
ハイアットリージェンシーアムステルダム コレンドンビレッジ コートヤードバイマリオットエアポート
ビルダーバーグ　ガーデン ザマナーホテルハンプシャーエデン ディエポートヴァンクレブ
ヒルトン シュタイゲンベルガーエアポートアムステルダム パークインバイラディソンアムステルダムエアポートスキポール
プリッツァーアムステルダム スイソテルアムステルダム パークホテルアムステルダム
マリオットアムステルダム ダッチデザインアルテミス バスティオンズィドウェスト
ムーベンピックホテルアムステルダムシティーセンター ダブルツリーバイヒルトン バスティオンデラックスアムステルダム
ラディソンBLUアムステルダム ノボテルアムステルダムシティ バスティオンノルド
ラディソンBLUスキポール ノボテルアムステルダムスキポールエアポート バンクスマンション
ルネッサンス ハイアット プレイス アムステルダム エアポート ハンプシャーウォーターランド（プアメレンド）

パークプラザアムステルダムエアポート ハンプシャーホテルベートーベン
パークプラザボンデルパーク ハンプシャーランカスター
バンデルバルクA4スキポール ファンデルファルクホテルハーレム（ハーレム）
バンデルバルク・アムステル ベストウエスタンプラス・アメディア・エアポート
ヒルトンスキポールエアポート ホテルカーサ
ベストウェスタンアムステルダムエアポート ボンデル
ポスティリオン ミュージアム
ホリデイインアムステルダム アリーナタワー メルキュールアムステルダムウェスト
ラマダアムステルダムエアポートスキポール メルキュールアムステルダムシティ

＊ザンドフォールト、ナールデン、ブッサム… ルネッサンススキポールアムステルダムエアポート メンフィス
下段に記載されておりますザンドフォールト、ナールデン、 レオナルドホテルアムステルダムレンブラントパーク レンブラントクラシック
ブッサムの欄をご覧ください。

NHラインホテル ベストウェスタングランドホテルハールハウス
ドゥビルデルベルグ メルキュールアーネム
ホテルウォルヘーゼ ランドグートグロートワーンスボーン
ホテルドゥブンダーデルカンプ

ズイダードゥイン
ビルデルベルググロートハイデボーグ

NHザンドフォールト
ストランドホテルザントフォールト

インテルホテルズアムステルダムザーンダム
ベストウェスタンデルフトミュージアムアンドレジデンス
NHナールデン

NHフェルウェシュピーレンホースト
NHリューレンホレスト

グランドホテルハウステルデューン
パレス
グランドホテルアムラスクールハウス NH NHリーウェンホルスト（ノルドウィッカーホート）
デスインデス NHアトランティック イビスシティセンター
ヒルトンザハーグ NHゾエテルメール（ゾエテルメール） カールトンビーチ（スケフェニンヘン）

カールトンアンバサダー ゴールデンチューリップセンター（ゾエテルメール）
ザ・ハーグ・マリオット ノボテルシティセンター
ノボテルワールドフォーラム パークホテルデンハーグ
バビロン バッド
ホリデイインザハーグフォーブルク ビルダーバーグヨーロッパ

＊ロッテルダム… メルキュールデ ンハーグセントラル フレッチャースタッドホテル
下段に記載されておりますロッテルダムの欄をご覧ください。 レオナルドロイヤル デン ハーグ プロムナード ベルエアーデンハーグ

カスティールブロエメンダール
シャトーセントヘルラー　　

バスティオンホテルブッサムズイド
メルキュール

ランフットロウズボルト
NHマーストリヒト カスティールヴィッテム
クラウンプラザマーストリヒト グランドランペルール
クルーシュレンホテル ゴールデンチューリップアップルパーク
セレクトホテルアップルパークマーストリヒト デルロン
デザインホテルハンプシャーエデン ノボテルマーストリヒト
バスティオンマーストリヒトセントラム ボーモン
ファンデアファルク ルロウ

グランドカレル NHユトレヒト カールトンプレジデント
アポロユトレヒト パークプラザユトレヒト
マリーユトレヒト ハンプシャークラシック ミットランドホテルユトレヒト

メルキュールユトレヒトニューウェゲイン（ニューゲン）
イビス
ゴールデンチューリップ
チューリップインセンター
ホリディイン

ヴァンデルヴァルクレーワールデン
ウエストコードWTCレーワールデン
ポストプラザ＆グランドカフェ

ヒルトン サヴォイロッテルダム NHアトランタ
メインポート ビルダーバーグパーク NHカペレ
ロッテルダムマリオットホテル ファンデルファルクブライドルプ インテルロッテルダムセンター

ベスト ウェスタン プラス ロッテルダム エアポート ホテル カールトンオアシス
グランドホテルセントラル
ノボテルブレインパーク
バスティオンロッテルダムアレクサンダー
ホテルロッテルダム

＊ハーグ…上段に記載されておりますハーグの欄をご覧ください。
シュロス ピヒラーン
ロマンティックホテルシュロスピヒラルン

ACホテルインスブルック ヴァイセスクロイツ
アルプホテルインスブルック グリフ
アルペンパークリゾート(ゼーフェルト) クリマ
アルペンホフ　フォーリンラブ(ゼーフェルト) シュバルツァーアドラー
インスブルック ボンアルピナ（イグルス）
ウェルネスホテル　シェーンルー(ゼーフェルト)
エデン(ゼーフェルト)
オーストリアトレンドコングレス
カルトシュミット(ゼーフェルト)
グラウアーベア
ゴルデナーアドラー
ザ ペンツ ホテル
ザイラー

ロッテルダム ハーグ（26km、約30分）

アペルドールン

オマーン

サラーラ

ニズワ

マスカット

オランダ

アムステルダム

ザンドフォールト（30km、約45分）
ナールデン（20km、約15分）
ハーレム（19km、約15分）

プアメレンド（18km、約15分）
フィンカーフェン（20km、約20分）

ブッサム（30km、約25分）

アーネム

エグモンドアーンゼー
ガーデレン

タルトウ

パルヌ

エチオピア アーメッドエア

アクスム

アディスアベバ

ゴンダール

シミエン国立公園

バハールダール

メケレ

ラリベラ

エストニア

ザンドフォールト

ザーンダム
デルフト
ナールデン
ヌンスペート

ノルドウィッカホート

ノルドワイク

ハーグ

スケフェニンヘン（6km、約15分）
ゾエテルメール（16km、約15分）

ノルドウィッカーホート（25km、約25分）
ロッテルダム（26km、約30分）

ファールス
ファンケンブルグ

ブッサム
プッテン

ベータースワーズ

マーストリヒト

ユトレヒト ニューゲン（15km、約10分）

ライデン

レーワールデン

アイゲン イムエンスタル

＊アーメッドエアキャンプ……本宿泊地は砂漠にあるキャンプ地となります。ホテルグレードに関しては、クラス分けをしておりません。

インスブルック
イグルス（7km、約10分）

ゼーフェルト（25km、約30分）

オーストリア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ステージ12
スポーツホテルイグルス（イグルス）
ゼーフェルダーホフ(ゼーフェルト)
ゼーフェルトロッジ（ゼーフェルト）
セントピーター(ゼーフェルト)
セントラル
チロルアルペンホテル（ゼーフェルト）
チロルアルペンホフ（ゼーフェルト）
ビーアヴィルト
ベストウェスタンホテルノイエポスト
ベストウェスタンホテルライプツィガーホフ
ベルグリゾート(ゼーフェルト)
ペンツウエスト
ホーへデール（ゼーフェルト）
マクシミリアン
モンドシェン

アンダーズ アム ベルヴェデーレ K+Kパレス K+Kマリアテレジア
アンバサダー NHダヌーブシティー NHウィーンエアポート
インターコンチネンタルウィーン アストリア VILLAグーテンブルン（バーデン）
インペリアル アナナス アットザパーク（バーデン）
グランドホテルウィーン アムコンツェルトハウス アトランティス
ザリンク アメデイア アムアルガルテン
ソーウィーン アルコテル・カイザーワッサー アリオンシティーホテルウィーン
ドゥフランスウィーン アルコテルウィーンベルガー イグゼビエナ
パークハイヤットウィーン イベントホテルピラミッド（ボーゼンドルフ） イビスウィーンエアポート
パレコーブルクレジデンツ インターシティー イビスエアポート
パレ ハンセン ケンピンスキ インペリアルライディングスクールルネッサンス エンジアナ
ヒルトンウイーンパーク オーストリア トレンド ホテル アストリア カイザーフレンツヨーゼフ
ヒルトンウィーンプラザ オーストリア トレンド ホテル シュロ ス ヴィルヘルミネンベルグ クライナーヒュッテ（バーデン）
ヒルトンダニューブウォーターフロント オイローパ グラーベン
ブリストルウィーン オランジェリー ステファニー
ホテルザッハー コートヤードウィーンメッセ ドナウツェントルム
マリオット ザッハー（バーデン） トレンドカーレンベルグ
メリアヴィエナ サボイエン ネストロイウィーン
ラディソン BLU パーク ロイヤル パレス シュタイゲンベルガーヘレンホフ プリンツオイゲン
リッツカールトン シュロスヴァイカースドルフ（バーデン） ベストウエスタンプレミアカイザーホフウィーン
ルネッサンス スイートノボテルウィーンシティ ペンタホテル
ルメリディアン スターライトスイーテンザルツグライス メルキュールウィーンゼントラム

スターライトスイーテンヒューマルクト メルキュールシティ
セネター ユーハウィーンシティ
トレンドドッピオ ライナーズ21
パカットスイート レオナルドホテルウィーン
パークホテルシェーンブルン レナスウエスト
ヒルトン・ガーデン・イン・ホテル・ウィーン・サウス　　 ロイヤル
ベルビュー
ボセイ
ホテルハーモニエウイーン
ホリディインシティウィーン
マックスブラウン7ディストリクト
メルキュールウィーンウエストバーンホフ
メルキュールグランドホテルビーダーマイヤーウィーン
ライナーズ
ラディソンBLUスタイル
ラマダアンドスイーツヴィエナ
リンドナーアムベルベデーレ
ミュラー
シュロス　タールハイム

シュロス　レーベンベルグ Ｑリゾート アウラッハ
コーディアル　ゴルフ＆ウェルネス アルペンホフ
ティフェンブルナー ガムソフ
マリアテレジア ゼービヒル

ボルダーグラブ
レッシュ

ゼーホテルシュヴァン
サンドヴィルス アラジア
ゼーパークホテル・クラゲンフルト ローエッシュ
ロコーホフ

ヴィスラー ヴァイツァー イビス
エルツェアゾーグヨハン スターイングラーツ
オーストリアトレンドホテルオイローパグラーツ ダニエル
シュロスベルク ハリーズホテルホームグラーツ
ツムドム ホテルスード
ベストウエスタンプラスプラザホテル
ホテルストイザーグラーツ
ホテルパラダイス
ボーカンエクスクルーシブ
メルキュールシティ
ラマダ グラーツ

ゴルデナーヒルシュ NHコレクション ザルツブルク シティ アーコテルカステラーニ
ザッハー アメディアザルツブルグ アドヴェナポイント
シュロスメンヒシュタン イムラウアー＆ブロイ アムミラベルプラッツ
ブリストルザルツブルグ イムラウアーホテルピターザルツブルグ イビスザルツブルクノルド
ラディソンBLUホテルアルトシュタット ヴィラカールトン ガブラーブロイ

ウィンダムグランドザルツブルクコンフェレンスセンター グラムル
オイローパ デルザルツブルガーホフ
カーゼラーブロイ ドリント・シティー・ホテル・ザルツブルク
ゴルデネスシアターホテル トレンドミッテ
シェラトンザルツブルグ ノイトールエクスプレス
シェラトンフッシャゼーザルツブルグ フォーサイドホテル　ザルツブルク
ゼーサーン ホリディインザルツブルクシティ
フィタールホテルコペンツル メルキュールザルツブルグシティ
ヘフターホフ
アールベルク
アルテポスト
グリエスホフ
サンクトアントナーホフ
シュヴァルツァーアドラー
スポーツホテル
ゾンネハイム
ポスト
ムーザークルース
モンティオーラ
イムヴァイセンロッセル シュバルゼスロッセル
コルティゼンアムゼー ゼーヴィラ
スカラリア
スカラリアザイベントリゾート
ストランドマルガレータ
フォルスターホフ
ランドハウスアペスバッハ
パークホテルビルロート
ホルヴェガー
ホテル　アルペン　コニング　チロル

グランドホテルツェルアムゼー アルペンブリック
セラセントラルヒストリックブティック
ホテルベルナー
ロマンチックホテル
マッシュナー

シュロスデュルンシュタイン
ヴィラカイザーフランツヨーゼフ グレッチャーブリック
ケルントナーホフ ゾンブリック
シャレーホテル　センガー ベルグホテル　ホイス
パノラマホテル　レーヘンホフ
ハンゲストホテルハイリゲンブルート
ランドホテルポスト
ロッジグロスグロックナー
オーストリア クラシック ハイリグクロイツ
ゴルドナーエンゲル
ダー・レシェンホフ
パークホテル
ヴァイタルホテル（ゴーザウ）
ゼーホテル グリューナーバウム
ヘリテージホテル

パノニアタワー
エルツヘルツォークヨハン
ゴルドネスシフ
ヴォルヒューホテル・ゴイセラ・ミューラ

シュロスフッシュル アラベラシェラトンヤークトホフ
ヤークトホフ

シュロスモントゼー
シュロスホテルミュールドルフ オーストリアトレンドシラーパーク アルコテルニケ

グリフ（ウェールス） イビスリンツ
コートヤードバイマリオット コルピング
ドーモテルトラウンパーク（ウェールス） シティ
ドム シュタインベルガーマックスリンツ

パークイン
シルクウェイ
トゥマルム

アイガイ・クム(パユッシー・バルハン）
インターコンチネンタル アルマータ アストラホテル
ドスティック オトラル
ラハットパレス カザフスタン
リキソス カズジョル
リッツカールトン テンシャン

ノボテル
プラザ
ラマダ
シムケント
キャンバス
ラマダ　

ジャンブール
タラズホテル
トルキスタン
ヤッシー

ザランドマーク クラシック カスティル
セメリ セントラム
ヒルトンニコシア
ホリデイインニコシアシティーセンター

ダッハシュタイン
デュルンシュタイン

ハイリゲンブルート

ハルインチロル

ハルシュタット ゴーザウ（15km、約20分）

パルンドルフ

ザルツブルク

サンクトアントン

ザンクトヴォルフガング

ザンクトギルゲン

ゼーフェルト

ツェルアムゼー

ウィーン
クロスターノイブルグ（12km、約15分）

バーデン（29km、約25分）
ボーゼンドルフ（12km、約10分）

オーバーグルグル
カペルン・アン・デア・パーシュリング

キッツビュール

グムンデン

クラーゲンフルート

グラーツ

バートアウスゼー
バートイシュル

バードゴイーザーン

ホフベイ ザルツブルグ

モントゼー

リンツ ウェールス（29km、約35分）

カザフスタン
アクタウ

アルトゥンエメリ

アルマティ

シムケント

トルキスタン

タラズ

ニコシア

インスブルック
（つづき）

イグルス（7km、約10分）
ゼーフェルト（25km、約30分）

オーストリア

キプロス

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アナベル
アマサスビーチホテルパフォス
アルミラホテル
エリシウムホテル

ゴールデンベイビーチ
サンホールホテル
パームビーチ
プリンセスビーチ
ロードスビーチホテル

アマサスビーチリマソル アジャックス
セントラファエル アトランティカオアシス
フォーシーズンズ アトランティカミラマーレビーチ
ロイヤル・アポロニア カニカエリアスビーチリマソル

クラウンブラザリマソル
メディテラネアンビーチ

NJVアテネプラザ NLHマティシーフロントホテル アキレアス・ホテル
アカディミアス・ホテル アセニウム　グランド アクロポリスセレクト
アテネ・キャピタル・センターホテル アセニウム　パラス アクロポリスビューホテル
アテネウムインターコンチネンタル アテニアンカリロエ アクロポリス・ヒル
アテネマリオットホテル アテニアンリビエラホテル＆スイーツ アッタロス・ホテル
ウィンダムグランド アテネアベニュー アリオン
エレクトラパレス アテネゲート エマンティーナ
エレクトラメトロポリス アマリア カンディア
キング・ジョージ イビス　スタイル　アテネ　ルート クリスタルシティ
クラウンプラザシティセンター イリシア ゴールデンシティ
グランドハイアット イリッソス・ホテル ジェイソン・イン
グランドブルターニュ ウィンダムグランドレジデント センタースクエア
グリーンスイートブティックホテル エアロ―テル　アレキサンドロス ドリアンインホテル
ソフィテルエアポート エアロ―テル　ストラトス　バジリコス パルテノン
ディヴァニ・アポロンパレス＆タラソ グレコテル・パラスアテナ・ホテル プラカ
ディヴァニカラベル ザフォリア モクシー・ホテル
ディヴァニパレスアクロポリス ザ・モダ二スト・ホテル
ラディソンBLUパーク スタンレイ
ロイヤルオリンピック セントジョージリカベトス

ティタニアホテル
ドルチェ　アッテカ　リビエラ
ニューホテル
ノボテルアテネ
ハウス・エルゴン・ホテル
ブラウン・アクロポール・ホテル
ブラウン・ライトハウス・ホテル
ブリーズブティックホテル
プレジデント
フレッシュ
ボスブティックホテル
ポリスグランド
メリアアテネ
アネモリアリゾート＆コンフェレンス
エグリ・リゾート
ナフシカパレス
アマリア イリス
アントニオス ネダ
オリンピアパレス
オリンピオンアスティ
オリンピックヴィレッジホテル＆スパ
ヨーロッパ
エグナティア エスペリア
ギャラクシー
アマリアカランバカ アンドニアディス
グランドメテオラ エーデルワイス
ディヴァニメテオラ オルフェスホテル
ファミッシエデン カイキス
メテオラ ファミッシ

レックス
エルンダベイパレス アストリアカプシス アポロニアビーチ
エルンダマーレ アトランティス アレクサンダーハウス
クノッソスロイヤルビレッジ カンディアマリス エルンダヴィレッジ
クレタマリス クレタビレッジ ギャラクシー
ベッラマリス ポルトエルンダ

スマートラインセミラミスシティホテル
ベストウェスタンロードス島プラザホテル

レサンテクラシックラグジュアリーホテル カレッタパラダイス ミモザビーチ
レサンテブル カレッタビーチ

コウコウナリア
ストラーダマリーナ
パラティーノ

アストロパレス アトランティス アレッサンドラ
アンバーライトヴィラ アレクサンダブティク アルバトロス
ヴェデマ アレッサーナ エルメス
エル・グレコパレス アンドロメダ ガルデニア
オラマ・ホテル＆スパ イージアン プラザ コスタマリーナ
カテキエス インペリアル メッド テオクセニア
カナヴェスイア エルグレコ ペリカン
コスタ・グランド・リゾート＆スパ オケアニス ビーチ メリナホテル
サントマリス オリゾンテス ローズベイ
タマリクス オリンピック ロウサスビーチ
デソル カリスティテラ
ナインミューゼ クラウンスィーツ
マジェスティック サントミラマーレ
ラ メール サントリーニパレス

スプレンダーリゾート
ダエダロス
ダナヴィラス
ヘリオトポス
ミロス ヴィラ
ルーカス
ロカベラ

ハイアットリージェンシー アストリア サンビーチ
ラザート エレクトラパレス シティ

カプシス ネフェリ
グランドパレス ビクトリア
ホリディイン ベルギナ
マケドニアパレス
メディテラニアンパレス
メトロポリタン
アマリアデルフィ アクロポール
デルフィパレス アポロニア

イニオホス
エルメス
キングイニオホス
ニディモス
パルナソス
ピティアアート
ビラアポロ
フェドリアデス

アマリア アガメムノン
アンフィトリオン カンディア・キャッスル・ポート
ナフプリアパレス パーク

ガボタゴ アブソルト アノメラ
グレコフィリア アフロディーテビーチ アルキスティス
サンタマリーナ カティキエス ネオスペティノス
サンマルコホテル ギャラクシー ペリカン アート タウン
ミコニアンアヴァトン サンアントニオサマーランド
ミコニアンアンバサダー サンジョルジョ
ミコニアンインペリアル サン マルコ
ミコニアンヴィラス セメリ
ミコニアンウトピア チャンドリスピエトラエマーレ
ミコノスグランド ハーモニー
ロイヤルミコニアン パラディウム

ペタソスビーチ
ペリカン アート ベイ
ベルビュー・ミコノス・ホテル
ベルベデーレ
ポルトミコノス
レト
カラガット エリータ
キャプライス グリーンヤード

ゲストハウスアミル
キャプライス スリークラウンズ
キャラバンイシククル
キャラバンフォーシーズン
ラドゥーガ
ロイヤルビーチ

アッシュゲストハウス
ハイヤットリージェンシー アクケメ
ナバット クラブホテルドスティック
ノボテル グリーンシティー

ジャネット
プラザ
アークティック ホテルアイスフィヨルド　　

ホテルヴィードファルク　　
ホテルカンゲルルススアーク

トラコシュチャン
ケンピンスキーホテルアドリアティック ソルウマグ
メリアコーラル ソルガーデンイストラ

フランコパン

カランバカ

ナフプリオン

ミコノス島

カラコル

チョルポンアタ

ギリシャ

アテネ

アラホバ

イタ

オリンピア

カバラ

クレタ島

ロードス島

ザキントス島

サントリーニ島

テッサロニキ

デルフィ

パフォス

ラルナカ

リマソル

チョンケミン

ビシュケク

グリーンランド
イルリサット

カンゲルルススアーク
ヴァラジュディン

ウマグ

オグリン

キルギス

キプロス

クロアチア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。

14 株式会社阪急交通社



国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アンバサダー アガヴァ イストラ
スヴェティヤコブ アストリア オパティア
ホテルナビス アドミラル カヴァーナー
ミレニジ イッチッチ コンチネンタル(リエカ)

エクセルシオール（ロブラン） ネボダー（リエカ）
グランドアドリアティック ホテルベルベデーレ
グランドフォーオパティスカシヴィエッタ
クリスタル
サボイ
パーク（ロブラン）
ブリストル
ホテルパレスベルビュー
ボナヴィア プラバ ラグーナ(リエカ）
ヤドラン（リエカ）
レミセンス　プレミアム　ヘリテージ　ホテル　インペリアル
コラーナスコヴチッチ
コルキラ コルチュラ
ポート・ナイン・リゾート
マルコポーロ
リブルナ

ウエスティン アリストス セントラル
エスプラナーデホテルザグレブ インターナショナル ホテル ザクレブ
シェラトン ガーデンヒル ホリデイ
ル・プルミエ キャノピーバイヒルトンザグレブシティセンター ラグナ

ダブルツリーバイヒルトン
ディプロマット
ドブロヴニク
パノラマザグレブ
ヒルトンガーデンイン
プリンセス
ホテル　パーク　45
ホテルフェニックス

イアデラ アドリアナ アドリアティック（ビオグラード）
イリリャ（ビオグラード） ヴィラニコ
イン（ビオグラード） ドナト
コロバーレ ポート
コルナティ（ビオグラード） メディテラン
ツルベナルカ（ビオグラード）
ニコ
ファミリーホテルディアドラ
フニメイション
ピニジャ
オリンピア（ヴォディツェ） アマドニアパークニコ
パノラマ アンドリヤ
プンタ（ヴォディツェ） イワン

インペリアル（ヴォディツェ）
ジュレ

＊プリモシュテン… ヤコブ
下段に記載されておりますプリモシュテンの欄をご覧ください。 ヤドラン

アルカル
アトリウム AS スプリットイン
パーク　　　 アート セベティクリツ（トロギール）
プレジデントソリン（ソリン） アンフォラ ドゥヤム
ラディソンBLUリゾート＆スパ　スプリット　 エデン（ポドストラナ） ベレビュー
ルメリディアン（ポドストラナ） カタリーナドゥゴボリイ（ドゥーゴポリェ） ホテルザグレブ

グロボ メデナ（トロギール）
コーナー ヤドラン（トロギール）
コルナロ
サローナパレスホテル（ソリン）
サンアントニオ（ポドストラナ）
スプリット（ポドストラナ）
ディオクレシャンホテルアンドレジデンス
パレス（トロギール）
プレジデント
マルヴィー
モンド

エスプラナーデ
アドミラル（スラノ） アドリア アスタレア（ムリニ）
ヴィラ アルゴシ アドリアティック
ヴィラオルスラ ヴィラマールラクロマリゾート イヴカ
エクセルシオール ウヴァラ ヴァラマークラブドブロヴニク
グランドヴィラアルジェンティーナ グランドパーク ヴィス
クロアチア（チャフタット） コンパス ヴィラプラット（ムリニ）
サンガーデンズドブロヴニク ネプチューンドブロヴニク オルフィー（ムリニ）
シェラトンドブロヴニクリビエラ（ムリニ） ホテルムリニ（ムリニ） コモドール
ドブロヴニクパレス ラパド スプレンディド
バラマル・ドブロブニク・プレジデント・ホテル レミセンス・アルバトロス（チャフタット） チャフタット（チャフタット）
ヒルトンインペリアルドブロヴニク ティレナ
ベルビュー ペトカ
モーレ レミセンスエピダウルス（チャフタット）
リクソスプレミアムドブロブニク レロ
ロイヤル・アリストン
ロイヤルパーム
ロイヤルプリンセス
ロイヤルブルー

クーエルックス
アドリアナ デルフィン
アンフォラ・フヴァル・グランド・ビーチ・リゾート ファロスフバルベイヒル
リーヴァ
エコホテルプリトヴィツェ（ラコヴィッツァ） アナ（ゴスピッチ）
エスノハウスプリトヴィッツェセロ アンテ（ゴスピッチ）
エトノガーデン（国立公園内） イェゼロ（国立公園内）
ホテル　フェノメン グラボヴァッチ
リラ ズィル（ゴスピッチ）

デゲニヤ（ラコヴィッツァ）
パーク（オトチャッツ）
ビッグハウスプリトヴィッチェ
プリトヴィッツェ（国立公園内）
プリトヴィッツェヴィラ
ベルビュー（国立公園内）
マコーラ
ミリヤナ（スルニ）
ミルニクタク（オトチャッツ）
アザレアホテルゾラ

＊シベニク…上段に記載されておりますシベニクの欄をご覧ください。
パークプラザヒストリア パーク

パルマ
プーラ
ブリオーニ

パラマールディアマントホテル ネプチューン
ラグーナパレンティウム バラマール クリスタル

ピカル
フォルチュナ
ホテルラグナグランビスタ
ラグーナパーク
ラグーナマテラダ

イバンド
パークマカルスカ
メテオル
ラウレンタム（トゥチェピ）

ホテルベルベデーレ
ホテルメドゥリン

モンテムリーニ イストラ
グランドパーク エデン

AAロッジアンボセリ
アンボセリセレナロッジ
アンボセリソパロッジ
オルツカイロッジ
キボサファリキャンプ
キリマサファリキャンプ

エナシパイリゾート＆スパ レイクナイバシャカントリークラブ
レイクナイバシャサウェラロッジ
レイクナイバシャシンバ
レイクナイバシャソパ

ウインザーゴルフアンドカントリークラブ ジャカランダホテル シックスエイテイ
オルセレニホテル パナフリック
クラウンプラザナイロビエアポート ボマイン
サファリパーク
ザ・ボマナイロビ
スタンレー
ナイロビインターコンチネンタル
ナイロビサファリクラブ
ナイロビセレナ
ナイロビヒルトン
ノーフォーク
ヒルトンガーデンインジョモケニアインターナショナルエアポート
フォーポイントバイシェラトンナイロビエアポート
ライコリージェンシーホテル

サロバライオンヒルロッジ
フラミンゴヒルキャンプ
レイクエレメンタイタロッジ（レイクエレメンタイタ）
レイクナクルロッジ

ムパタサファリクラブ アシュニルマラキャンプ
アズワマラハヴエン
エーエーロッジ
ガバナーズキャンプ
キーコロクロッジ
キッチワテンポ
シアナスプリング
フィグツリーキャンプ
マライントラピッド
マラサファリクラブ
マラサロバキャンプ
マラシンバロッジ
マラセレナロッジ
マラソパロッジ
マラチュイキャンプ
マラレジャーキャンプ

カルロヴァッツ

コルチュラ島

ザグレブ

ザダール ビオグラード（29km、約30分）

シベニク
ヴォディツェ（13km、約20分）

プリモシュテン（28km、約30分）

シーニ

スプリット

ソリン（8km、約20分）
 トロギール（27km、約30分）

 ドゥーゴポリェ（20km、約24分）
ポドストラナ（14km、約15分）

オパティア
リエカ（18km、約15分）
ロブラン（7km、約8分）

ツリクヴェニツァ

ドブロヴニク

オラシャッツ（15km、約19分）
スラノ（29km、約30分）

チャフタット（20km、約30分）
ムリニ（12km、約20分）

ドルベニク

フヴァル島

プリトヴィッツェ
（プリトヴィッツェ地方自

治体）

オトチャッツ（22km、約30分）
ゴスピッチ（34km、約40分）
スルニ（25km、約22分）

ラコヴィッツァ（8km、約15分）

プリモシュテン シベニク（28km、約30分）

プーラ

ポレッチ

マカルスカ トゥチェピ（6km、約15分）

メドゥリン

ロヴィニ

ケニア

アンボセリ

ナイバシャ

ナイロビ

ナクル レイクエレメンタイタ（30km、約30分）

マサイマラ

クロアチア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アルベス
カツィナリ
クラッシク
セントラル
テランダ

インターナショナル アファ
エメラルド ヴィクトリー

シリウス　　　
パーラメント
プリシュティナ
アラック
マダインサーレ

インターコンチネンタルホテルジェッダ
クラウンプラザ
ヒルトンホテルジェッダ

サハラタブーク
アルジャバライン
チューリップイン

インターコンチネンタルリヤド
ザデイビッドリビングストンサファリロッジ＆スパ アヴァニビクトリアフォールズリゾート
ザロイヤルリビングストンホテル

カズベキルームス
アルゴ バグラティ
ベストウエスタン･クタイシ
カルペディエム アルピナ
グダウリイン グダウリ・ハット
マルコポーロ

コートヤードマリオット オリオン・オールドタウン アストリア
シェラトンメテヒパレス シタディン ヴェラジ
ホテル＆プレフェレンスヒューリング シティアベニュー ヴェラパレス
マリオットトビリシ シティセンター カラシ
ラディソンブルーイヴェリア ベッティーズ

ホリデイイン
メルキュールトビリシオールドタウン
メルキュールホテル
モクシー トビリシ
ラートン
ラマダアンコールトビリシ

オールドセティ
サンタワー
シャーレメスティア
テトヌリディ
バングリアニ

シェラトン カールトンイドリバ マンダロン
デデマン バイトワキル

プラネットホテル
プルマン
マルティンダルサマルラ
ミラージュ

エブラ アルジャラ アラータワー
シェラトン ウマイヤード アルイーワンホテル
シャムパレスダマスカス カールトン オリエントパレス
セミラミス クイーンセンターアルジァーン ベネチア
デデマン サフィールサイダザイナ リージェンシーパーク

ダマスカスインターナショナル
ダルアルヤスミン
ファルドスタワー
プラザホテル
ブルータワー
ロイヤルスイート

セミラミス テトラピロン オリエント
タダモラパレス サンズホテル
デデマン ゼノビアシャムパレス

タワー
ビラパルミラ
ヘリオポリス

ボスラシャムパレス
ア･ザンベジ･リバーロッジ レインボー クレスタスプレイビュー
イララロッジ　　　
エレファントヒルズ
ザキングダム
ザビクトリアフォールズ
バトンカゲストロッジ  
ビクトリアフォールズサファリクラブ
ビクトリアフォールズサファリロッジ

シクミトゥリーロッジ
ワンゲサファリロッジ

カンブリアン
ソリスキャンブリアンホテル＆スパ
サンティス アッペンツェル
ホフベイスパート アドラー

ヘクト
ローエン

バルドホテルナショナル
ラディソンブルーアンデルマット クローネンホテル

ドライケーニゲ&ポスト
ラマダレギーナ エンゲルベルグ

テラス
ロイヤルパーク アドラー

アルファソレイユ
ヴォルトホテルドルデンホー
エルミタージュ
シュバイツァーホフ
ビクトリアリッター
ブルームリザルプ
ベルナーホフ
アルペンホテルスパ
ピラトゥスクルム
グリムゼル・ホスピツ
アラマレンダ
アルピナ
クリスタル
ベラトーラ（サンリュック）
ポーシット（サンリュック）
ラコルディ

クルムホテルゴルナーグラード
パックスモンタナ

アインシュタイン コンチネンタル
ヴァルハラ シスター
ギャロ シティバイセンシュタイン
ラディソンBLU ドーム

メトロポール
ウォルドハウス（シルスマリア） アートブティックモノポール インロッジ
カールトン アルバナ（シルヴァプラーナ） エデン
クルム ヴァルサー（ポントレジーナ） エーデルワイス（シルスマリア）
グランドクローネンホフ（ポントレジーナ） オイローパ シュタインボック
ケンピンスキーグランドドゥパン クリスタルホテル ソルダネッラ
ジャルディーノマウンテン クレスタパレス ゾンネ
スフレッタハウス サラス（ポントレジーナ） ノルダ
バドラッツパレス サンジャン ハウザー

シュヴァイツァーホフ ピッツホテル
シュヴァイツァーホフ（ポントレジーナ） マルグナ（シルスマリア）
ステファニー ランガード
セルヴァス ローディネラ
ニラアルピナホテル（シルヴァプラーナ） ワルドハウスアムゼー
パークホテルディアボレッツ（ポントレジーナ）
バーレン
ベルニナ（サメダン）
ラマーニャ
レイネヴィクトリア
レジデンツロサッチ（ポントレジーナ）

カプラ アラリン ミシャベル
フェリエンアートリゾート サーサーホフ ヨーロッパ

サンスター
シュバイツァーホフ
デュグレーシャー
メトロポールグランドホテル
ユニークドム
アルコナリビング　　

スプレンディド
プレイン・エアー
ベルベデーレ
ホテルドゥグレイシャー

シュロスターホフ
インターコンチネンタル NHジュネーヴシティ BWディプロマット
グランドケンピンスキー NHジュネーブエアポート アダジオジュネーブサンジュニプイイ（トアリー）
ダングレテール アンバサダージュネーブ アダジオ・ジュネーブ・セント・ジェニス・ポウリー（トアリー）
ドゥラペ オートイユ アパートホテルアンドスパオダリーフェルネージュネーブ（フェレニーヴォルテール）

ヒルトンジュネーブホテルアンドコンファレンスセンター クラウンプラザ ウィンザー
フォーシーズンズデベルグ グランプレ エーデルワイス
プレジデントウイルソンジュネーブ コルナバン エデン
ボーリバージュ チャーチル カールトン
マンダリンオリエンタル ドラシゴーニュ クリスタル
メトロポール ナッシュヴィル サボイ
モーベンピック＆カジノ ネイビー ジェイド
ラレセルブ ノボテルジュネーブセンター シャヴァンドゥボジス
リッチモンド ブリストル スイスジュネーブ
レザミュール ロイヤル センチュリー

ロタリィ ディプロマ
ルネイション ドレイク&ロンシャン
ワーウィック ナッシュエアポート

フェレニーヴォルテール（フェレニーヴォルテール）
ベストウェスタンストラスブルク
ベストウェスタンパークホテルジュネーブトワリー（トアリー）

＊ネダン… ベストウェスタンポルトスッドアルシャンプ（アルシャンプ）
フランスの段に記載されておりますネダンの欄をご覧ください。 ホリディインエクスプレスエアポート

ラマダアンコール

サースフェー

シャウハウゼン

シャンペ

シュタインアムライン

ジュネーブ

アルシャンプ（15km、約15分）
トアリー（13km、約25分）
ネダン（14km、約25分）

フェレニーヴォルテール（5km、約10分）

シュバルツゼー

アンデルマット

コソボ

プリズレン

ボスラ

プリシュティナ

サウジアラビア
アルウラ

ジェッダ

タブーク

ハイル

リヤド

ザンビア リビングストン

クリエンス
グリムゼル・ホスピツ

グリメンツ サンリュック（13km、約30分）

ゴルナーグラード
サッチセルン

ザンクトガレン

サンモリッツ

サメダン（10km、約15分）
シルヴァプラーナ（8km、約12分）
シルスマリア（13km、約20分）

ポントレジーナ（10km、約30分）

ジョージア カズベキ

クタイシ

グダウリ

トビリシ

メスティア

シリア

アレッポ

ダマスカス

パルミラ

ジンバブエ

ビクトリアフォールズ

ワンゲ

アデルボーデン

アペンツェル

アローザ

エンゲルベルグ

カンデルシュテーク

グシュタード

＊サメダン　ムオタスムラーユ……本ホテルは山岳にあるゲストハウスとなります。ホテルグレードに関しては、クラス分けをしておりません。

シュバルツゼー＊本ホテルは山岳にあるゲストハウスとなります。ホテルグレードに関しては、クラス分けをしておりません。

スイス

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アルペンゴールド	 アメロン マウンテン ホテル オクセン2
シュタイゲンベルガー グランドホテル ベルベデーレ アラベラホテル・ワルドハウス クラブ
フルエラ アルパインサンスター クリスタル

ヴィクトリア サンスター
グリスチャ パノラマ
クレスタサン
コングレスホテルダヴォス
シュヴァイツァーホフ
セントラルスポーツ
ゼーホフ
ナショナル
ヒルトンガーデンイン
ベルグホテルシャッツアルプ
ベルビュー
ポストホテル
マイヤーホフ
ヨーロッパ
レヴィンス・コッシャー・ダービー　　

エデンオラックチューリッヒ アスコット アストール
カメハグランドチューリッヒ・オートグラフコレクション アンバサダー アレクサンダー
（チューリッヒ（空港）） エンギマット アレグラ（チューリッヒ（空港））
サボイバウアーアンビル クラウンプラザチューリッヒ イビスアドリスヴィル
ドルダーグランド グロッケンホフ イビスエアポートメッセ（チューリッヒ（空港））
パークハイアット コートヤードバイマリオットノルド イビスチューリッヒシティウエスト
ビダー コンティ ウェレンベルク
ヒルトンエアポート（チューリッヒ（空港）） ザンクトゴッタルド ゴルデネスシュヴァルト
ボウワーオラック シェラトン チューリッヒ コンフォートインロイヤル
マリオットチューリッヒ シェラトンノイエシュロス ザイデンホフ
モーベンピックエアポート（チューリッヒ（空港）） シュバイツァーホフ シューブル
ラディソンBLUエアポート（チューリッヒ（空港）） セントラルプラザ ズーリバイファスビンド　
ルネッサンスチューリッヒタワー チューリッヒベルグ トレンド

ドリントエアポート（チューリッヒ（空港）） ノボテルエアポートメッセ（チューリッヒ（空港））
ドルダーバルドハウス ノボテルチューリッヒシティウエスト
ドルメロホテルチューリッヒ（空港) ヒルトンアパートホテル（チューリッヒ（空港））
ハイアット プレイス チューリッヒ エアポート ザ サークル ブリストル
フォーポイントバイシェラトンシールシティ ホリディインエクスプレスエアポート（チューリッヒ（空港））
ベルリーヴオーラック モンタナ
ホリディインチューリッヒメッセ ヨーロッパ
メルキュールホテルシュトラー ラディソンホテルチューリッヒエアポート（空港）
モーベンピックレジェンスドルフ リギホフ
ラマダシティー
レックス

グランドホテルツェルマッターホフ アストリア アドニス
モンセルバンパレス アラリン アドミラル

アリステラ アルカ＆ナコ
アルバトロス アルテミス
アルバナレアル アルプフーベル
アルペンホテルフルールドゥツェルマット アルペンブリック
アルペンホフ アルペンロイヤルホテル
アルペンリゾート アンティカ
アレックス アンビアンス
アンタレス イエガーホフ
アンバサダー エクセシオール
エデン エリート
オムニア オイローパ
クールデサルプ オリオン
クリスティアニア カリナ
ザイラーホテルモンテローザ クーロン
シミ ゴルナーグラートドルフ
シュバイツァーホフホテル コンチネンタル
シュロスホテル サラツェナ
ショーネグ サンスタースタイルホテル
ゾンネ シティー
ダニエラ ソレバードアルカ
チェルヴォ　マウンテン　ブティック　リゾート ダービー
チュッゲ ダリオリ
チェサバレーゼ デスタグリジア
ツルブリッケン ドゥフール
ナショナル パルナス
バックステージホテル ビジョー
パークボーサイト フェニックス
バリサーホフ ブリストル
ベルクホフ ペーレン
ボーリバージュ ベストウェスタンバタフライ
ポルックス ヘミゼウス
ミラボー ベラビスタ
メトロポール ポスト
ラジナベル ホリディ
レックス マッターホルン　ゴルフ　ホテル
ロマンティック ホテル ユーレン マッターホルンブリック

エンジャディーナ
アルペンホテル
ウェルカム
エリート
シティー
タッシャーホフ
モンテローザ

ゼーパーク ホリディ
フリーエンホフ

パラフィット
ヴィクトリア
パノラマ

グランドホテルレトロワロワ ヴィクトリア
スイソテルプラザ ガイア

ザパッセージ
ノボテルバーゼルシティ
ハイぺリオンホテル
プルマンバーゼルオイローパ
メトロポール
ユーラー
ラディソンBLU
ドリントリゾートブリュムリスアルプ

パークホテルフィッツナウ フィッツナウアーホフ ビエルバルドスタターシー
ゼーダムプラザ

オーパルクホテル
ホテルNHフリブール

ヴァルドフリムスマウンテンリゾートアンドスパ
アートフラーリゾート・スーペリア（リーダーアルプ） アートフラーリゾート・スタンダード（リーダーアルプ）
アートフーラーリゾートロイヤル（リーダーアルプ）
アルプフリーデン
アレッチ
ヴァルドハウス
ガルニラキャバーン
パノラマ
ベットマーホフ

シュヴァイツァーホフ アンバサダーアンドスパ アストリア
ベルビューパレス イネレエンゲ クロイツ　ベルン　モダンシティーホテル	

サボイベルン クローネ（ムルテン）
スイスホテル　クルザール ゴードナーアドラー
ノボテルベルンエキスポ コンチネンタル
ブリストル シティアムバーンホフ
ベーレンアムブンデスプラッツ ソレルアドール
ベストウェスタンブリストル ソレルホテルアラベル
ベルエポック ナショナル
ベルン バルドホルン
ホリディインウェストサイド メトロポール
マイヤーホフ
ソレルタミナ（バートラガッツ） エービーシー（クール）
ロマンチックホテルスタン（クール）　 クール（クール）

スイスハイジホテル
ゾマラウ（クール）
ハイジホフ

ダコタ シャーロックホームズ
パークホテルデュソバージュ
ビクトリア

シュロスホテル
ヤークトシュロス

デュトロワクロンヌ BWブリストル ナショナル
フェアモントルモントルーパレス エデンパレスオラック ヘルベティエ
ルミラドール（ヴヴェイ） オフィルドロー マッソン
ロイヤルプラザ グランドホテルエクセルシオール

ゴルフホテルルネカップ
スイスマジェスティック
ビラトスカーンレジデンスデュロイヤルプラザ

＊ローザンヌ… モダンタイムス（ヴヴェイ）
下段に記載されておりますローザンヌの欄をご覧ください。 ユーロテル

ヴィクトリアユングフラウグランドホテル＆スパ（インターラーケン） アイガー（ウェンゲン） アイガーブリック（グリンデルワルト）
リンドナーグランドボーリバージュ（インターラーケン） アイガー（ミューレン） アルテポスト（グリンデルワルト）
ロマンティックシュバイツァーホフ（グリンデルワルト） インターラーケン（インターラーケン） アルピナ（グリンデルワルト）

ウェンゲナーホフ（ウェンゲン） アルピナ（ミューレン）
キルシュビュール（グリンデルワルト） アルペンブリック（ミューレン）
クレブス（インターラーケン） アルペンルー（ミューレン）
クロイツ&ポスト（グリンデルワルト） アルペンルーヘクルム（ウェンゲン）
サンスター（ウェンゲン） アルペンローズ（ウェンゲン）
サンスターアルパイングリンデルワルド（グリンデルワルト） ヴァイセスクロイツ（インターラーケン）
シュピネ（グリンデルワルト） エーデルワイス（ミューレン）
シルバホーン（ウェンゲン） オーバーランド（ラウターブルンネン）
スイスドリームズホテルデュノルド（インターラーケン） カールトンヨーロッパ（インターラーケン）
ステラ（インターラーケン） ガッセル(グリンデルワルト)　　
セルフネスホテルアイガー（グリンデルワルト） カプリス（グリンデルワルト）
デュラックインターラーケン（インターラーケン） クリスタルインターラーケン（インターラーケン）
ナショナル（インターラーケン） グリンデルワルダーホフ（グリンデルワルト）
パークホテルボウサイト（ウェンゲン） グレッチャーガルテン（グリンデルワルト）
ビクトリアラウバーホルン（ウェンゲン） サボイ（インターラーケン）
ベルグヴェルト（グリンデルワルド） シーニゲプラッテクルム（シーニゲプラッテ）
ベルベデーレ（グリンデルワルト） シャレースイス（インターラーケン）

ベットマーアルプ リーダーアルプ（４km、約10分）

ベルン ムルテン（29km、約30分）

ホルゲン

マイエンフェルト
クール（20km、約15分）

バートラガッツ（5km、約10分）

マイリンゲン

メルリッツシャヘン

モントルー
ヴヴェイ（8km、約15分）

ローザンヌ（30km、約30分）

ビーテンベルク
フィッツナウ
プフェフィコン

ブリエンツ

フリブール

フリムス

ダヴォス

チューリッヒ チューリッヒ（空港）（9km、約10分）

ツェルマット

ツオウ

テーシュ

トゥーン

ヌーシャテル

ハスリベルク

バーゼル

＊ツェルマット　ホテルフルアルプ＊本ホテルは山岳にあるゲストハウスとなります。ホテルグレードに関しては、クラス分けをしておりません。

ロートホルンクルム＊本ホテルは山岳にあるゲストハウスとなります。ホテルグレードに関しては、クラス分けをしておりません。

スイス

ユングフラウ地方
（インターラーケン／

ウェンゲン／
グリンデルワルト／

ミューレン／
メンリッヘン／

ラウターブルンネン／
アイガーグレッチャー／
クライネシャイデック／

シーニゲプラッテ）

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

マヤ　カプリスブティックホテル　アンド　スパ（ウェンゲン） シュタインボック（グリンデルワルト）
メトロポールインターラーケン（インターラーケン） シュッゼン（ラウターブルンネン）
レギーナ（ウェンゲン） シルバーホルン（ラウターブルンネン）
ロイヤルセントジョージ（インターラーケン） セントラルウォルター（グリンデルワルト）

セントラルコンチネンタル（インターラーケン）
ダービー（グリンデルワルト）
ノイハウスゴルフ&ストランド（インターラーケン）
パークホテルショーネッグ（グリンデルワルト）
ヒルシェン（インターラーケン）
ヒルシェン（グリンデルワルト）
ファルケン（ウェンゲン）
フィシャーブリック（グリンデルワルト）
ブルメンタル（ミューレン）
ブルンナー（ウェンゲン）
ヘイホテル（インターラーケン）
ベストウェスタンベルナーホフ（インターラーケン）
ベラリー（グリンデルワルト）
ベルヴェデーレ（ウェンゲン）
ベルナーホフ（ウェンゲン）
ベルナーホフ（グリンデルワルト）
ベルビュー（インターラーケン）
ベルビュー（ウェンゲン）
ベルビュークリスタル（ミューレン）
ベルビューデザルプ（クライネシャイデック）
ボーシット（インターラーケン）
マッテンホフ（インターラーケン）
メルクール（インターラーケン）
ユングフラウ（ラウターブルンネン）
ユングフラウ+ハウスメンヒ（ミューレン）
ユングフラウブリック（ウェンゲン）
ユングフラウロッジスイスマウンテン（グリンデルワルト）
ラウバーホルン（グリンデルワルト）
ランドホテルゴルフ（インターラーケン）
レジデンス（グリンデルワルト）

リッフェルアルプリゾート
リッフェルハウス1853
パークインバイラディソン

ヴィラプリンチペレオポルド アドミラル アクアレロ
グランドホテルエデン ヴィラサッサ インターナショナルオウラーク
グランドホテルビラカスタニョーラ カドロパノラミカ エクセシオール
スイスダイヤモンドホテル ダンテセンター デルフィノ
スプレンディドロイヤル ドゥラック

ドゥラペ
ノヴォテルパラディーソ
パルコパラディソ
ベルベューオラック
ラペルラ
リドゼーガルテン

グランドホテルナショナル アストリアルツェルン アルピナ
ザホテル アレクサンダー（ウェッギス） ステグホフ
シュバイツァーホフルツェルン イビススタイルズルツェルンシティ ドゥラペ
ゼーホテルヴァルトシュタッターホフ エルミタージュ ドライケーニゲ
パークホテルウェッギス（ウェッギス） カールトンチボリ バスラトール
パレスホテルルツェルン カスカーダ バルドスタッターホフ

グラツィエラ（ウェッギス） フローラ
グランドヨーロッパ ベストウエスタンホテルロタウス
コンチネンタルパーク ルツェルナーホフ
シャトーギーチェ レブストック
セントラル ロータス
ゼーブルク
デバランス
ビルデンマン
ホリディインエクスプレス・ルツェルン・クリエンス
モノポール
モンタナ
ラディソンBLU
ルネッサンス
アルファ
グリッチング＆バドナーホフ
ダラホテル＆ザイェッタ
パーク
ビクトリア
メルキュールブリストル
リンダーアルペンテルメロイカバード
レジーナテルメ
ロエマーホフ

ボーリバージュパレス アゴラスイスナイト アクアティス ホテル
ホストデュデバルカテール アルファパルミエ シティローザンヌ
ルローザンヌパレス ヴィクトリア チューリップインボーリュ
ロイヤル サヴォイ コンチネンタル ノボテル

シャトードウシー ホリディインG.C
ドゥラペローザンヌ ラヴォー（キュリー）
ナッシュカールトン

＊モントルー… ミラボー
上段に記載されておりますモントルーの欄をご覧ください。 モーベンピックローザンヌ

アビスコツーリストステーション
グランドホテルラップランド
スカンディックイエリヴァーレ
ドゥンドレット

クラリオンヴィスビー スカンディックヴィスヴィ
ドンナース ベストウェスタンソルヘム
ベストウェスタンストランドヴィスビー
エリートアカデミア スカンディックウプサラノルド
クラリオンギレット スカンディックウプランディア
パークインバイラディソンウプサラ ベストウェスタンスヴァーヴァ
クラリオングランドエステルスン
ベストウエスタン ホテル ガムラ ティアターン

スカンディック
ダーレカリア ファーストギュッレネホーネット

アークティックエデン
キャンプリパン
ケブネ
スカンディックホテルフェルムキルナ

アットシックス エリートパレス イビスストックホルムアーランダエアポート（アーランダ）
エリートホテルマリーナタワー エリートホテルストックホルムプラザ クオリティーエアポートホテル（アーランダ）
クラリオンホテルサイン クオリティーウィンヘニンゲ クオリティーホテルグローブ
グランドホテルサルツショーバーデン（サルツショーバーデン） クラリオンアマランテン クオリティーホテルナッカ
グランドホテルストックホルム クラリオンホテルアーランダエアポート（アーランダ） スカンディックウップランズヴァスビー（ウップランズヴァスビー）
シェラトンストックホルムホテル クラリオンホテルストックホルム スカンディックショーファーツホテレット
スカンディックアングレ クングカール スカンディック・ヘイマーケット
スカンディックダウンタウンキャンパー グッドモーニングプラスヘゲルステン スカンディックホテルクンゲンスクルバ
ヒルトンスルッセン コートヤードバイマリオットストックホルム スカンディックホテルタビー
ヤスラギ スカンディックアルヴィーク テグネルルンデンストックホルム
ラディソンBLUストランドホテル スカンディックインフラシティ ベストウェスタン・キャピタル
ラディソンBLUロイヤルヴァイキングホテル スカンディックヴィクトリアタワー ベストウェスタンコムホテル
ラディソンウォーターフロント スカンディッククララ ベストウェスタンストックホルムヤルバ

スカンディックグランドセントラル ベストウェスタン・プラス・パークエアポート（アーランダ）
スカンディック・シャーホルメン ベストウェスタン・ロイヤルスターエルヴショー
スカンディックトーク モーニントン
スカンディックホテルアリアドネ ラディソンBLUアーランディアホテル（アーランダ）
スカンディックホテルコンチネンタル
スカンディックホテルスターソレンチューナ（ソレンチューナ）
スカンディックホテルパークストックホルム
スカンディックホテルマルメン
スカンディックヤルヴァクロッグ
ディプロマット
ノルディックライト
パークインソルナ
パークインハンマルビーショースタッド
ハッセルバッケン
ビリエリヤール
ファーストホテルライゼン
ベスト ウェスタン ストックホルム イェルヴァ
ベストウエスタンプラススタルムブロンマ
ベストウェスタンホテルガムラティアターン
ホテルシー
ラディソン・ブル・エアポート・ターミナル
ロイヤルパーク
クオリティーホテルデールカーリア

ホテルフィヤーレット
ベストウェスタンフディク

スカンディックセントヤルゲン ガーデン
スカンディック・トリアンゲルン スカンディックエゲェバンク

ファーストヨルゲンコック
エリートパークアヴェニュー スカンディックバッカダール
クラリオンポスト スカンディックヨーロッパ
ゴシアタワーズ
スカンディッククラウン
アバディーンオルテンス アバディーンシティ
マリオット ジュリーズインアバディーンエアポート

ブリタニア
ホリディイン
マクドナルドストラスベイホテル

カローデンハウス キングスミルズ クレイグモニー
コートヤードバイマリオットインバネスエアポート グレンモアー
ジュリーズインインバネス スワロコルンバ
ドゥナインパーク ホリディインエクスプレスインバネス
ニュードラムジー マクドナルドストラストペイホテル（アヴィエモア）
パレス メルキュールインバネスホテル
ベストウェスタンパレスアンドスパ ロッホネスハウス
ペンタホテル
ロイヤルハイランド
エアースキャッスルホテル&スパリゾート

リッフェルアルプ
リッフェルベルク

リュリ

ルガーノ

ルツェルン ウェッギス（19km、約30分）

ロイカバード

ローザンヌ
モントルー（30km、約30分）
キュリー（9km、約15分）

スウェーデン アビスコ国立公園

イエリヴァーレ

ヴィスビー

ウプサラ

エステルスン

カルマール
ダーラナ地方

キルナ

ストックホルム

アーランダ（40km、約30分）
ウップランズヴァスビー（20km、約15分）
サルツショーバーデン（20km、約40分）

ソレンチューナ（15km、約15分）

テルベリ
ビョルクリーデン
フディクスヴァル

マルメ

ヨテボリ

アバディーン

インバネス アヴィエモア（48km、約40分）

エアース

ゲストハウスアイガーグレッチャー(アイガーグレッチャー)、ベルグハウスメンリッヘン(メンリッヘン）………＊本ホテルは山岳にあるゲストハウスとなります。ホテルグレードに関しては、クラス分けをしておりません。

ユングフラウ地方
インターラーケン

ウェンゲン
グリンデルワルト

ミューレン

スイス

スコットランド

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

インターコンチネンタル エディンバラ ザ ジョージ アペックスインターナショナル アーモンドハウスロッジ
ウォルドルフアストリアエジンバラザカレドニアン アペックスシティホテル アペックスヨーロピアン
グラスハウス ヴォコエジンバラヘイマーケット イビスセンター
シェラトングランドアンドスパ エジンバラグローブナー エクスプレスバイホリディイン
ダルハウジーキャッスル キンプトンシャルロッテスクエア エジンバラファースト
ノートンハウスホテルアンドスパ クラウンプラザエジンバラ ロイヤルテラス エラスリーハウス
バルモラル コートヤードエジンバラ オールドウェーバレイ
ラディソンコレクションロイヤルマイル ダブルツリーバイヒルトンエジンバラエアポート クラレンドン

ダブルツリーバイヒルトンクイーンズフェリー コートヤードエジンバラウェスト
ダルマホイホテルアンドカントリークラブ ジュリーズイン

　 テンヒルプレイス ステイセントラルホテル
トラベロッジウェストエンド ノートンハウス
ノボテルエジンバラ バーンタン
ノボテルパーク ブレイドヒルズ
ヒルトンエジンバラカールトン フレデリックハウス
ホリディインエジンバラ ホリディ イン エキスプレス エジンバラ エアポート
マクドナルドホリルード ホリディインエジンバラシティーウエスト
マクドナルドロッワスドラ メルキュールポイントアンドカンファレンスセンター
マリオットエジンバラ リアーモンス
メルヴィルキャッスル レオナルド ホテル エジンバラ ムレイフィールド
メルキュールエジンバラプリンセスストリート ロイヤルブリティッシュ
ラディソンSAS
レジデンス
ロイヤルテラス

カールトンジョージ アペックスシティオブグラスゴーホテル アレクサンダートムソン
ワンデボンシャーガーデンズ ウェスターウッドホテルアンドゴルフリゾート イビスグラスゴー

クラウンプラザグラスゴー エクスプレスバイホリディイングラスゴーシティー
グラスゴー・アーガイル・シグネチャー・コレクション・バイ・ベストウェスタン クロウウッド
グレドッジスパアンドゴルフ ゴーグラスゴーアーバンホテル
コートヤードバイマリオットグラスゴーエアポート ジュリーズイングラスゴー
ゴールデンジュビリーカンファレンスホテル スティキスシティ
ダブルツリーバイヒルトングラスゴーセントラル ノルマンディー
ノボテル プルミエトラベルイングラスゴーシティーアイガイル
パークランドカントリークラブ プルミエトラベルイングラスゴーシティセンター
ヒルトングラスゴー プルミエトラベルインシティ
ヒルトングロブナー プレミアイングラスゴーシティセンターサウス
マリオットグラスゴー ホリディイン
ラディソンBLUグラスゴー ホリディインエアポート

ミレニアム
ムットゥグラスゴーリバーホテル
メルキュールグラスゴーシティ
レオナルドイングラスゴーウエストエンド
キングズアームズ
ドゥノール

クイリンヒルズ クーリンビュー
ボスヴィル
ポートリー
ロイヤル
ローズデール

スターリングハイランド
ダブルツリーバイヒルトンダンブレンハイドロ

ホテルフェロイヤル
アイルズオブグレンコーホテル
バラチェリッシュ

ベストウェスタングレンスピアンロッジ アレクサンドラ
インペリアル
カレドニアン
クロイトアンナ
ハイランド
プレミアインフォートウィリアム
ベンネヴィスホテル＆レジャー
ムーリングス
ムトゥフォートウィリアム

パラシオデバルデラバノス
パラシオ デ ロス ベラダ
パラドールデアビラ（パラドール）

ホリディインエクスプレス
カスティージャ

パラドールデアルカラデエナレス（パラドール）
パソ・サンタ・マリア
ペンシオン・ルア
ホテル・アルスーア
ホテル・スイサ

パラドールアルティエス（パラドール）
ACアルヘシラス アルボラン
グロバレス レイナクリスティーナ アルマール

オクタヴィオ
パラドールデアルマグロ（パラドール）
ポルトブルー　ポレンサクラブ　アンド　リゾート
RV トゥカ
パラドールヴィエリャ（パラドール）

アバウエスカ
サンチョアバルカ
ペドロ　イ　デ　アラゴン　

サンボーン・ジブラルタル エリオット　ホテル
カレタ
ロック
ホリディインエルチェ

バルセロセルバンテス エグゼ オビエド セントロ
オカ サント ドミンゴ プラザ	
グランホテルエスパーニャ
ドゥエルミン ロンゴリア プラザ
アバカステロン NHツルコーサ
イントゥールカステロン
ウサグランホテルドンマニュエル
パラドールデカセレス（パラドール）
バルセロVセンテナリオ

パラドール・デ・カディス トリップラカレータ
パラドールアトランティコカディス（パラドール）
パラドールデアルコスデラフロンテーラ（パラドール）
プラヤヴィクトリア

グランメリアサリナス（ランザローテ） ACグランカナリア（ラスパルマス）
ボタニコ(ブエルト・デラ・クルス) NHインペリアルプラヤ（ラスパルマス）

アタラヤ（ブエルトデラクルス）
アトランティス（ブエルトデラクルス）
エイチ10サンフェリペ（ブエルトデラクルス）
エルトッペ（ブエルトデラクルス）
オロタバパレス（ブエルトデラクルス）
カタロニアラスベガス（ブエルトデラクルス）
グランホテルテネリフェプラヤ（ブエルトデラクルス）
クリスティーナラスパルマス（ラスパルマス）
コンコルド（ラスパルマス）
サンソフェパレス（ラスパルマス）
サンタカタリーナ（ラスパルマス）
シルケンアトランティサンタクルス（テネリフェ）
トリップイベリア（ラスパルマス）
バレマール（ブエルトデラクルス）
プエルトパレス（ブエルトデラクルス）
プラヤカナリア（ブエルトデラクルス）
フロリダ（ブエルトデラクルス）
メリアプエルトデラクルス（ブエルトデラクルス）
メリアラスパルマ（ラスパルマス）
パラドール・デ・カラオラ

ランブラスミラマーレ
パラドールデカルドナ
パラドールデカルモナ
ベルナートドス アマイカ
エグゼ・クエンカ　　　　　　　　　 アルフォンソVIII
エヌ・エイチ・シウダッド・デ・クエンカ　　　 ドンファン
コンヴェント・デル・ジラルド　　　 ポサーダデサンホセ
トーレマグナ レオノールデアキタニア
パラドールデクエンカ（パラドール）

ヴィラオニリア BアンドBホテルグラナダエスタシオン MAアベンウメーヤ
オスペスパラシオデロスパトス MAプリンセサアナ MAルナアラビアル
パラシオデサンタパウラ　オートグラフコレクション アーバンドリーム カミノデグラナダ
パラドールデトゥーリズモデグラナダ アバグラナダ グァダルペ
バルチェログラナダコングレス アバデスネバダパレス グラナダ
ホテルアルハンブラパレス アバデスレコヒーダス グラナダ ファイブ センス ルーム＆スイート

アリサレス セイユ
アレグロ トレオン
アンダルシアセンター ドンファン
ヴィンチアルバイシン ナヴァス
オキシデンタルグラナダ マシア　ヴィラ　ブランカ
オテルス サン アントン マシアモナステリオロスバジリオス
カタロニアグラナダ ユーロスターズ プエルタ リアル
グラナダ パレス
グラナダセンター
サライ
セルコテルグランホテルルナデグラナダ
バルセロ カルメン グラナダ
バルチェロアレグロ
バルチェロオキシデンタルノ
ホテルポルセルサビカ
マシアコンドル
マシアレアルデラアルハンブラ
メリアグラナダ
レオナルドホテルグラナダ
ロスアンヘレス
パラドールデグランハ

エスティバル トレケブラダ（ベナルマデナ） ACマラガパラシオ（マラガ） クリスタル（トレモリノス）
エルバ エステポーナ グラン ホテル ＆ タラソ スパ（エステポーナ） NHマラガ（マラガ） ソルドンペドロ（トレモリノス）
グランメリアドンペペ（マルベージャ） NHマルベージャ ドンクルロマラガ（マラガ）
ケンピンスキー・ホテル･バイア・マルベージャ・エステポナ（エステポーナ） TRHパライソ（エステポーナ） ドンパブロ（トレモリノス）
ドンカルロスホテル（マルベージャ） TRHミハス（ミハス）
プエンテロマノホテル（マルベージャ） アマラグア（トレモリノス）
マルベージャクラブ（マルベージャ） アマレ　マルベージャ　ビーチ（マルベージャ）
ラカラレソルト（ミハス） アライ（ベナルマデナ）
ロスモンテロス（マルベージャ） アンダルシアプラザ（マルベージャ）

イルニオン ハシエンダ  デル ソル（ミハス）

グランハ

カセレス

エジンバラ

グラスゴー

スカイ島

カイリーキン
ブロードフォード

ポートリー

スターリング
ダンブレン

トシュハウウン

バラチェリッシュ

クエンカ

グラナダ

フォートウィリアム

アビラ

アリカンテ

アルカラデエナレス

アルスーア

アルティエス

アルヘシラス

アルマグロ
アルクディア

ヴィエリャ

ウエスカ

英領ジブラルタル

エルチェ

オビエド

カステリョンデプラナ

スコットランド

スペイン

コスタ・デル・ソル地方

カディス

カナリア諸島

カラオラ
カラフェル
カルドナ
カルモナ

カレージャ

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

イルニオンフエンヒローラ（フエンヒローラ）
インコソル（マルベージャ）
エルピナール（トレモリノス）
グアダルマル（マラガ）
グランコスタデルソル（ミハスコスタ）
サレスマラガセントロ（マラガ）
ソルプリンシベ（トレモリノス）
トリップアラメダ（マラガ）
パラドールデネルハ（ネルハ／パラドール）
パラドールナシオナルマラガジブラルファロ（マラガ／パラドール）
パラドールナショナルマラガデルゴルフ（マラガ／パラドール）
ヒルトンガーデンインマラガ（マラガ）
フエルテ マルベージャ（マルベージャ）
フエルテエステポーナ（エステポーナ）
ブルーシーグランホテルセルバンテス
メリアコスタデルソル（トレモリノス）
メリア マルベージャ バヌス（マルベージャ）
モリナラリオ（マラガ）
ユーロスターズ マラガ（マラガ）
ラスピラミデス（フエンヒローラ）
ラリオス（マラガ）
リンコンアンダルツ（マルベージャ）

オスペスパラシオデバイリオ ACコルドバ アベロエス
ユーロスターズ パレス NHコレクション アミスタッド	 セラーノ

エクゼ シウダ デ コルドバ トリップ コルドバ
エクゼ ラス アデルファス ユーロスターズマイモニデス
エスペリア
コルドバセンター
パラドールデコルドバ（パラドール）
ホテルコルドバ
マシアアルファロス
ユーロスターズ コンキスタドールホテル

パラフォックス B&B ホテル サラゴサ ロス エンレイス エスタシオン NHシウダッドデサラゴサ
メリアサラゴサ NHグランホテル NHスポート

PHレイフェルナンドIIデアラゴン YIT シウダードデサラゴサ
カタロニアエルピラール アルフォンソ
ゴヤ サラゴサロイヤル
シルケンレイノデアラゴン
ゼニットドンヨ
セントラル アヴェ サラゴサ	
ディアゴナルプラザ
ユーロスターズ ボストン
ヨーロッパ

ACパラシオサンエステバン NHパラシオデカステリャノス シルケンロナダルバ
アシエンダソリタ アバフォンセカ
アルメダパレス アルテウスカメリータ

カタロニアプラザマヨールサラマンカ
グランホテル
サラマンカフォーラムリゾート
シウダデサラマンカ
トリップ
パラドールサラマンカ（パラドール）
ホールスサラマンカ
メリアラスクララスブティックホテル
モンテレイ
レコレトスココ
レジオ

マリアクリスティーナ NHコレクションアランザズ
アストリア7
アバ・サン・セバスティアン
ウサヨーロッパ
サンセバスティアン
シルケンアマラプラザ
トリップオルリー
パラドールデオンダリビア（オンダリビア）
バルセロコスタヴァスカ
パレシオデアイエテ
メルキュールモンテイグエルド
ロンドレスデイングラテッラ
アクアホテルオナブラーバアンドスパ アクアホテルアクアマリーナアンドスパ

レアル サンテマル
セルコテルパラシオデマール
バイア

アラグアネイグラン エスペリアペレグリーノ ウササンティアゴアポストル
パラドールレイエスカトリコス（パラドール） グランホテルロスアベトス ウサシウデコンポステーラ
プエルタデルカミノ コングレッソ サンタルチア
ホテルパラシオデルカルメン、オートグラフ コレクション コンポステーラ サンロレンツォ

サンフランシスコ･モヌメント ユーロスターズサンラザーロ
シティハウスロスティロス
トリップサンティアゴ
ヘルミレス
パラドールデサンティジャーナ
パラドール・デ・サントドミンゴ・デ・ラ・カルサダ
パラドール・デ・サントドミンゴ・ベルナルド・デ・フレスネダ
パラドール・デ・シグエンサ　　　
アンテマーレ メリアシッチェス
カリポリス
メディテラネオ
ロック

セゴビア アウフェアコンベントカプチーノスエウロスターズホテル インファンタイザベル ロスアルコス
カンディド ロスリナヘス
パラドールデセゴビア（パラドール）
プエルタデセゴビア
ユーロスターズプラサアクエドゥクト

EME カテドラル ACセビージャフォーラムバイマリオット NHプラザデアルマス
アルフォンソトレセ GITヴィアマイレナ（マレイナ・デル・アルハラフェ） アンダルシパークホテル
グランメリアコロン MAセビリアコングレソス ウサ
ハシエンダラボティカリア NHコレクション・セビージャ カタロニアイスパレス
パラシオ・デ・ビジャパネス アイレホテルセビージャ カタロニアヒラルダ
バルチェロレナシミェント アバデスベナカゾンホテルアンドスパ グランホテルラル

アパルタメントストゥリスティコスコバドンガ（ボルムホフ） サンジル
イルニオンアルコラ サンパブロ
イングラテッラ セビリアスイーツ
エスペリアセビリア トルレデロスグズマネス
オキシデンタル・ヴィアポル ドンパコ
カタロニアサンタフスタ ベラヴィスタ
グランソルカール（サンルカールラマヨール） モンテカルメロ
シルケンアルアンダルスパレス モンテトリアナ
セビージャ・マカレナ　 ラモティリヤ
セビリアスイート
セビリアセンター
ドニャマリア
ノボテルセビリア
パラドールデカルモナ（カルモナ／パラドール）
パルメーラ
ヒルトンガーデンインセビリア
ビンチララビダ
ベルティーチェ
ベルティーチェアルハラフェ（ボルムホフ）
メリアセビリア
メリアレブレロス
ユーロスターズイスラカルトゥーハ
リベラトリアナ

パラドールナショナルセルヴェラ（パラドール）
パラドールデチンチョン（パラドール）
パラドール・デ・テルエル シヴェラ

レイナクリスティーナ
パラドールデトゥルヒージョ（パラドール）
オルデサ アベトス

ヴィジャデトルラ
エーデルワイス
ブフェルエロ
プラダス（ブロート）
ラスニエベス
ラポサダ（ブロート）

ウジェニードモンティージョオートグラフコレクション ACシウダッド マヨラール
シガラエルボスケ アバッドトレド モンテデトレド
ユーロスターズブエナヴィスタ アルフォンソセスト

エウロスタートレド
カルロスキント　
コンキスタデトレド
サンファンデロスレイエス
セルコテルトレドレナシミエント
パラドールデトゥーリズモデトレド
ピントールエルグレコ
ベアトリス
レアルデトレド
パラドールデハエン（パラドール）

カサ・カミノ　1
カサ・カミノ　2
カサ・ベニルデ
カバニャ
ペンシオン・アレナス・パラス
ホテル・ミカ

ACビクトリアスイート 4バルセロナ アラネア
アーツ H10イタカ ウサオリエンテ
エウロスタルスグランマリナバルセロナ H10マリナ ガウディ
エルパレス HCCサンモリッツ カタロニアアテナス
オーシャンドライブ　バルセロナ NHカルデロン カタロニアパルクグエル
カサフステル NHサンツ カタロニアバルセロナ505
クラリスホテル＆スパGL NHポディウム カンパニーレグリルバルベラ（バルベラ デル バレス）
グランドセントラル U232 シルケン サン ジェルバシ
ヒルトンディアゴナルマールバルセロナ アストリア セーラスカンプス
ヒルトンバルセロナ アッティカ21バルセロナマール バルセロナプラザ
フェアモントレイファンカルロスI アテニアバレス（グラノジェルス） フォーポインツバイシェラトンディアゴナル
プリンセサソフィアグラン アバガーデン ホリディインエキスプレスバルセロナシティ
マジェスティック アバサンツ ランブラス
メリアバルセロナサリア アベニダパレスホテル リアルト
モヌメント アリマラ レヘンシアコロン

オンダリビア（25km、約20分）

サンタスザーナ

サンタンデール

サンティアゴ・
デ・コンポステーラ

サンティジャーナ
サントドミンゴ・
デ・ラ・カルサダ

コルドバ

サラゴサ

サラマンカ

シグエンサ　　

シッチェス

ジブラルタル

セビージャ

カルモナ（33km、約27分）
サンルカールラマヨール（20km、約25分）

マレイナ・デル・アルハラフェ
（9km、約10分）

ボルムホフ（18km、約20分）

セルヴェラ
チンチョン

テルエル

トゥルヒージョ

トルラ ブロート（4km、約5分）

トレド

ハエン

パラス・デ・レイ

コスタ・デル・ソル地方
（つづき）

スペイン

サンセバスチャン

セゴビア

バルセロナ

エルプラットジョブレガット
（15km、約15分）

カステルデフェルス（20km、約25分）
グラノジェルス（20km、約25分）

サバデル（23km、約30分）
タラーサ（28km、約35分）

バルベラ デル バレス（12km、約20分）

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ルネッサンスバルセロナ アレクサンドラ
ルメリディアン イルニオンバルセロナ

イルニオンベルアート
インターコンチネンタル
ウサアリーナ
エウロスタートレドクリスタルパレス
エグゼバルセロナゲート
カタロニアエイサンプル1864
カタロニアグランヴェルディ（サバデル）
カタロニアサバデル（サバデル）
カタロニアディアゴナルセントロ
カタロニアバルセロナプラザ
カタロニアプラザカタルーニャ
カタロニアペドレラ
カタロニアランブラス
カロライナ ベルチ ロドリゲス
ギャラリー
グラナドス83
グランデルビー
グランホテルハバナ
グランレイドンハイメ（カステルデフェルス）
ゴティコ
コロン
コンデスデバルセロナ
シルケンランブラス
セナトゥール バルセロナ スパ
セルコテル カスペ
デルビー
トリップアポロ
トリップコンデマール
ドンギャンデード（タラーサ）
ネグレスコ プリンセス 4 スープ
ノブホテルバルセロナ
ノボテルサントジョンデスピ
ノボテルバルセロナコルネーリャ
バルセロサンツ
バルセロナ　アエロプエルト　アフィリエイト　バイ　メリア
バルセロナ1882
バルセロナエアポート（エルプラットジョブレガット）
バルセロナセンター
バルセロナ プリンセス
バルチェロアテナマール
バルメス
バルモラル
フィラコングレス
フロントエアコングレス
フロントマリティム
ペレクアトロ
ホテルグランビア
ポルタフィラ
メリアバルセロナスカイ
ユーロホテルグランビアフィラ（ソルバサ）
ユーロホテルディアゴナルポルト
リボリランブラス
レジーナ
レヘンテ
ロジャーデジュリア

ニシュパレス HMハイメIII ミラドール
ビーリブ・コレクション・パレス・デ・ムロ（プラヤ･デ･ムロ） イスラマヨルカ
ビリーブ・コレクション・ソン・アンテム（リュックマヨル） オクシデンタル・プラヤ・デ・パルマ

カタロニアマホリカ
サラトーガ
パルマ・ベルベル・バイ・メリア

SHバレンシアパレス ACバレンシア BアンドBホテルバレンシア
ウェスティンバレンシア NHセンター SHアバシリ
シディサレール SHフロラザール（マッサルファサール） アラクアス
モンテピカヨ アイレアストリアパレス エリアナパーク（エリアナ）
ラスアレナスバルネリオリゾート アクテオンバレンシア カタロニアエクセルシオール

アパートホテルアルブフェラ（アルファファール） トリップアルムサフェス（アルムサフェス）
イルニオンアクアフォー ポサーダデエスパーニャパテルナ（パテルナ）
イルニオンバレンシア ホリディインエクスプレスボネール
ウサマスカマレナ（パテルナ） ミディアムバレンシア
エキスポ メディウムコンケリドール
オリンピア ロンダII
クソンズバレンシア
シルケンプエルタ
セナターパルケセントラル
セルコテルソロージャパレス
ソルバサ
ディマール
バルチェロバレンシア
バレンシアセンター
ベアトリスレイドンハイメ
ホテルアルブフェラ（アルファファール）
ポートアザファータ
メリアプラザ
ACシウダ・デ・パンプローナ
NHイルーニャパーク
アバ・レイノ・デ・ナバラ
トレスレイエス
アルゴマニス（パラドール）
シルケン　シウダード　デ　ビトリア

カールトン NHビジャデビルバオ ホリディインエキスプレスビルバオ
グランドホテルドミネ アバ エウスカルドゥナ プチパレアランナ
ロペスデアロ アバンド
メリア・ビルバオ エルシーリャ

オクシデンタルビルバオ
グランビルバオ
シルケンインダウチュ
ノボテルエキシビションセンター
バルセロ・ビルバオ・ネルビオン
ホテルエンバルカデロ
メルキュールビルバオハルディネスデアルビア
オキシデンタル・ビーゴ
セルコテル バイア デ ビーゴ

ランダパレス HQラガレリア レイアルトゥーロ
アバブルゴス
アルミランテボニフォス
コロナデカスティーリャ
パラシオデロスブラソネス
プエルタデブルゴス
メリアブティックフェルナンゴンザレス
リセレイスカトリコス

プラタス
ペンシオン・アルカ
ペンシオン・ペドロウソ
ペンシオン・マリベル
ペンシオン・ロ
ホテル・オ・ピノ

カールメニー
メリアヘローナ

パソ・デ・ベルベトロス
フェラメンテイロ
ポサーダ・デ・ポルトマリン
ホテル・ビジャハルディン

ポルトブルー・ポェンティア・クラブ・リゾート　　
ACサントマウロ ACアヴェニダアメリカ NHゼルバーノ
MEマドリッドレイナヴィクトリア ACクスコ アバアトーテャ
インターコンチネンタル B アンド B マドリードエアポート アパルタホテルトグマール
ヴィラレアル NHナシオナル アバントトレホン
ウェスティンパレス NHマドリッドベンタス アローサ
ウェリントンホテル＆スパマドリッド NHユーロビルディング エルコロソ
ウルバン VPハルディンメトロポリタノ カールトン
オスペスマドリッド アクソールバラハス ガニベ
グランメリアパラシオデロスデュケ アクソール　フェリア コンポステラスイート
シルケンプエルタアメリカ アグマール セネターカスティーリャホテル
ハイアットリージェンシー　エスペリア　マドリッド アバマドリッド トリップグランヴィア
バルセロ・トーレ・デ・マドリッド アバントアエロプエルト トリップチャマルティン
ヒルトンマドリッドエアポート アルティエムマドリッド トリップディアナ
フェニックスグランメリア イルニオンアルカラノルテ ヌエボボストン
フォーシーズンズ イルニオンスイート ノボテルカンポデラナシオネス
プリンセサプラザマドリッド イルニオンピオXII ノボテルプエンテデラパッズ
マンダリンオリエンタル　リッツ インサイドマドリッドグランビア ビースマートマドリッドアルブフェラ
ミゲルアンヘルバイブルーベイ ヴィクトリア4 プエルタデトレド
メリアマドリッドプリンセサ エンペラードール フロリダノルテ
ユーロスターミラシエラ オキシデンタルカステリャーナノルテ ベストウエスタンマヨラスゴ
ローズウッド　ヴィラ　マグナ オキシデンタルマドリッドエステ レジナ

オテルオペラ レヘンテ
カスティージャ プラザ
カタロニアグランビア
カタロニアゴヤ
カタロニアプエルタデルソル
カタロニアラスコルテス
キャノピーバイヒルトン
クラウンプラザマドリッドエアポート
クラリッジ
グランアトランタ
グランホテルヴェラスケス
グランホテルカナリア
グランホテルコンデドュケ
グランホテルロスアンヘルス
サントスプラガ
セナターバラハス
セネターグランヴィア70
チャマルティンザワン
トリップアトーチャ
トリップマドリッドプラザエスパーニャ
ノボテルマドリッドセンター
パセオデルアルテ

ビルバオ

ビーゴ

ブルゴス

ペドロウソ

ヘローナ

ポルトマリン

ポンレサ

パルマデマヨルカ
リュックマヨル（25km、約25分）
プラヤ･デ･ムロ（60km、約1時間）

バレンシア

アルファファール（7km、約10分）
アルムサフェス（23km、約25分）

エリアナ（23km、約15分）
パテルナ（10km、約30分）

マッサルファサール（18km、約30分）

パンプローナ

ビトリア

バルセロナ
（つづき）

エルプラットジョブレガット
（15km、約15分）

カステルデフェルス（20km、約25分）
グラノジェルス（20km、約25分）

サバデル（23km、約30分）
タラーサ（28km、約35分）

バルベラ デル バレス（12km、約20分）

スペイン

マドリッド アルコベンダス（15km、約18分）

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ビーライブシティセンターサントドミンゴ
プルマンマドリッドエアポート＆フェリア
ベストオスナフェリアマドリッド
ホテルコロン
ホリデイ イン マドリッド ベルナベウ
マイドリッド
マドリード エアポート スイーツ アフィリアテッド バイ メリア
マリアエレナパレス
マリオットオーディトリウムカンファレンスセンター
メリアアベニーダアメリカ
メリアカスティーヤ
メリアガルゴス
メルカディア
メルキュールマドリッドセントロ　　
メルキュールマドリッドプラザデエスパーニャ
ユーロビルディングドス
ラファエルホテルズアトーチャ
ラファエルホテルマドリッドノルテ（アルコヘンダス）
リウ　プラザ　エスパーニャ
パラドールナシオナルメリダ（パラドール）

カルロス96
ペンシオン・エスキナ
ペンシオン・チキティン
ペンシオン・ベレンゲエラ

ホテル バルセロナ ゴルフ リゾート アバトシスネロス
パラドールデラセウデウルヘル
メリアマリアピタ NHアトランティコ

シウダッドラコーニャ
グランルーゴ
メンデス・ヌニェス

パラドールデレオン（パラドール） ACサンアントニオ ウサンチャゴ
アルフォンソキント キントス
ウサアバドサンアントニオ コルテスデレオン
コンデルーナ
シルケンルイスデレオン
ホテル レオン カミノ アフィリアテッド バイ メリア
AC　ラ･リオハ
NHエレンシアリオハ
カールトンリオハ　　
パラドール・デ・ロルカ
カタロニア レイナ ビクトリア ポロ
カタロニアロンダ
サン･ガブリエル
パラドールデロンダ（パラドール）
マエストランツァ
ジャスミン
ダブルツリーバイヒルトン
テルミアパレス
バルネアエスプラーデパレス
マグノリア

グランド・ホテル・リバー・パーク・ブラチスラバ アポロ インターホテルキエフ
シェラトン カミラ シティホテルブラチスラバ
マローズ クラウンプラザホテル デュカラ
ラディソンBLUカールトン タトラ バロンカ

ダブルツリーバイヒルトン プレミウム
デビン マリーナ
パークインダニューブ
ファルケンシュタイナー
ホリディイン

サテル
ポプラド

カラワンケンホフ ゴールドネスラム
クラブランドスロン
グランドメディアコングレスホテル
ロマンティックホテルポスト
クレイナ
グランドホテルプリサンク アルピナ
コンパス シュピック
ホテルラリックス ベストウェスタンホテル　クランスカゴラ
ミクリッツェ

マリンシェック
ヴィラブレッド イェゼロ（ボーヒン） アストリア
グランドホテルトップリチェ コンパス クリム

サヴィカ トゥルスト
パーク ヤドラン
ブレッドローズ 
ホテルロベツ
ボーヒンエコホテル(ボーヒン)
リクリ･バランス･ホテル
リブノ
ジャマ
ホヒンジエコホテル

ケンピンスキパレス グランドホテル・ポルトロージュ ヴィレパーク
ペルナルディン ヒストリオン

オレル
ピラミダ

インターコンチネンタルリュブリャナ エム B&Bホテルパーク
レヴィ オーストリアトレンドリュブリヤーナ アンビエント

グランドホテルユニオンエグゼクティブ グランドディドホテル
フォーポインツバイシェラトンリュブリャナモンス シティー
ベストウェスタンプレミアホテルスロン セントラル
ユーホテル ホリディ・イン・エキスプレス
ラディソン・BLU・プラザ・ホテル・リュブリャナ リュブリヤーナリゾート

プルマン･テランガ ノボテル･ダカール フェドゥエルブ
ラディソン･ブルー ホテル･サヴァナ ホテル･ファリド

ホテル･ラグーン ホテル･プラトー
ファザラ･ワイルドライフ

ゼベダ
ブルザ
メルクール

オリンプ ズラティボルスカノチ（ベラゼムリャ）
モナ バラマル・ドブロブニク・プレジデント・ホテル

ホテルパリサド
ホテルオクサ
ホテルヌッズ
ホテルパルマ

スクエアーナイン 88 ルーム エクセルシオール
ハイアット アート エヌ
ヒルトンベオグラード アストリアホテル ジラ
メトロポールパレス インホテル セルビア

エム ネヴスキ
クラウンプラザ レックス
クリスタル
プラグ
プレステージ
ベストウエスタンM
ヘリテージ
ホリディイン
モスクワ
ラディソンブルオールドミル

アルーシャコーヒーロッジ アルーシャホテル
マウントメルーホテルアルーシャ キボパレス

ニューサファリ
プランテーションロッジ
ンゴロンゴロサファリロッジ
ンゴロンゴロファームハウス

フォーシーズンズサファリロッジセレンゲッティ セレナロッジ
セロネラワイルドライフロッジ
ソパロッジ
ロボワイルドライフロッジ

ハイアットリージェンシーダルエスサラーム サザンサン
ダルエスサラームセレナ
ニューアフリカ
ピーコック
ウェルウェルリバーロッジ
キアロッジ
イーユーノトリトリート
マレラバレーロッジ
レイクマニヤラセレナロッジ
レイクマニヤラホテル
クレーターロッジ
セレナロッジ
ソパロッジ
ワイルドライフロッジ
NHオロモウツコングレス イビスオロモウツセンター
アリスバルネロポピー
インペリアル
グランドホテルプピ
サンスーシ
シャトーホテルズビロ

ルージュ ヴィタ（チェスケーブデヨビッツェ） ヴィシエフラド
オールドイン ウトゥリールブー（チェスケーブデヨビッツェ）
クラリオンコングレス（チェスケーブデヨビッツェ） グランド（チェスケーブデヨビッツェ）
グランドザヴォン（チェスケーブデヨビッツェ） ブルタヴァ
クルチーヌフ ドゥ―ム ロイヤルカノン（チェスケーブデヨビッツェ）
ゴールド
ズラティアンディル
ドボラク
ドボラク（チェスケーブデヨビッツェ）
ベルビュー
ホテルグランド
マリーピヴォヴァル（チェスケーブデヨビッツェ）
ムリン
レオナルド
ウ　ホラベンキ アントン

ウ　セネホ　オーラ
セレリン

コシチェ

メリデ

モンセラット
ラ・セウ・デ・ウルヘル

ラコルーニャ

ルーゴ

レオン

ログローニョ

ロルカ

メリダ

ロンダ

スロバキア

ピエスタニー

ブラティスラバ

ポプラド

スロベニア

ヴィラチ

クラニ

クランスカゴラ

ナクロ

ブレッド ボーヒン（30km、約30分）

ポストイナ
ボヒンスカビストリッツァ

ポルトローシュ

マリボル

リュブリヤーナ

セネガル
 ダカール

ファザラ動物保護区
セルビア

ヴルニャチュカバーニャ

ズラディボール ベラゼムリャ（15km、約15分）

ノヴィパサール

ベオグラード

タンザニア
アリューシャ

カラツ

セレンゲテイ

ダルエスサラーム

モシ

レイクマニヤラ

ンゴロンゴロ

オロモウツ

カルロヴィヴァリ

ズビロ

チェスキークルムロフ チェスケーブデヨビッツェ（24km、約20分）

テルチ

マドリッド
（つづき）

アルコベンダス（15km、約18分）

スペイン

チェコ

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アリア 987 アーチバルドシティ
アルクロン K+Kセントラル アクサ
インペリアル K+Kフェニックス アリストンプラハ
エスプラナーデ NHプラハシティー イビスウェスタンセラスクエア
カルロIV, デディカ・アンソロジー アッピアプラハレジデンス イビスオールドタウン
キングスコート アメティスト イビスマラストラナ
キングデービット アンジェロ ウノ
グランディウム アンデルス オリンピック
グランディオール イリスコングレス クラブホテルプラハ
グランドボヘミア インターナショナル コンフォートホテルプラハシティウェスト
ゴールデンプラハ　 ウルバンクレーム スリークラウンホテル
コスモポリタン エクスポ セントラル
コリンシアプラハ エリーテ トップホテルプラハ
トップホテルアンバサダーズラターフサ オキシデンタルホテル ファルケンシュタイナーホテルマリアプラハ
パリス オクシデンタル・プラハ・ウィルソン フォルチューナウェスト
パレスプラハ オクシデンタルプラハファイブ ペンタホテル
ヒルトンオールドタウン クラリオンオールドタウン ベストウエスタンアメディアプラハ
ヒルトンプラハ クラリオンコングレス ホテルエグゼシティーパーク
フォーシーズンズホテルプラハ コートヤードバイマリオットエアポート レジデンスエミー
プラハマリオット コートヤードマリオットプラハシティ
プレジデント ゴルフホテル
ホフマイスター センチュリーオールドタウン
マンダリンオリエンタル ディプロマットプラハ
ヤルタプラハ デュオプラハ
ラディソンブルアルコン ドンジョヴァンニ
リンドナープラハキャッスル ノボテルヴェンセスラススクェア
ルパレプラハ パノラマプラハ

プラザ
ボタニック
ホリディインコングレスセンター
マジェスティックプラザ
ママシェルター
リバーサイド
ロイヤル プラハ
オレアコングレスホテルブルノ アバンティ
クオリティホテルブルノエキシビジョン センター ヴィノスキー・ウ・カプリチェキ（ザィエチィー）
グランド コンチネンタル
コートヤードバイマリオット
コスモポリタン ボビーセントラム
バルチェロブルノパレス
ベストウェスタンプレミアホテルインターナショナル
シュテクル パークホテル

ポッドラッド
グランドホテルパシフィック
グランドマリエンバード
ダニュビスヘルススパリゾートバタフライ
チェントラルニールズニエ
ハベニダ＆スカルニク
パレス
ザメッキー

オアシスガベス
シェムス

キャンプヤディスクサールギレン
カスバ アミーナ

コンチネンタル
スプレンディド

ダール サイド ホテルシディブサイド
ボルジュディアファ コンコルドスファックス アルカッド
レオリビエパレス サンゴルシュファクス エルアンダルス

ドニア
イベロスターセレクションディアルエルアンダルース（ポートエルカンタウィ） イベロスターセレクションカンタウィベイ（ポートエルカンタウィ） テージマルハバ
エルムラディパームマリーナ（ポートエルカンタウィ） エルカンタ（ポートエルカンタウィ） マルハバ
エル･ムラディ･パレス（ポートエルカンタウィ） オリエントパレス リアドパームズ 
スースパレス マルハバサレムリゾート
ハスドゥルバルタラサ & スパ（ポートエルカンタウィ） マルハバロイヤルサレム
マルハバパレス（ポートエルカンタウィ）
モーベンピックスース
エルムラディアフリカ ゴールデンチューリップメシュテル イブンハルドゥーン
エルムラディガマルタ （ガマルト） ディプロマット エクセル
ザ・レジデンス（ガマルト） ベルベデーレ エルハナインターナショナル
シェラトンチュニス マジェスティック カールトン
フォーシーズンズ（ガマルト） チュニジアパレス
ムーベンピックガマルタ 
モーベンピックデュラック
ライコ チュニス カンファレンスセンター
ラマダプラザガマルタ（ガマルト）
ルパラス（ガマルト）

エルムラディドゥーズ サハリアンパラダイス
サハラドゥーズ メハリドゥーズ
サンパームドゥーズ

マジックライフパームビーチパレス エルムラディトズール ハフシ
クサールルージュ マジックライフクサールジェリド
ゴールデンヤスミンラスエルアイン

アルハンブラタラソ ラディソンブルリゾート＆タラソ
エルムラディハマメット
ハズドゥルバルタラサ＆スパ
メハリハマメット

ディアルマトマタ
マトマタ

イベロスターセレクションロイヤルマンスール
ヌールパレスリゾート＆タラソ

コムウェルケラーズパーク
ホテルオーデンセ ファーストホテルグランド
ホテルプラザ

NHコレクションコペンハーゲン 71ニューハウン アストリア
クラリオンコペンハーゲンエアポート（カストラップ） ACベラスカイコペンハーゲン アレキサンドラ
コペンハーゲンマリオット インペリアルコペンハーゲン イブセンス
サンクトペトリ ヴェスタブロ クオリティーホテルホエターストラップ
スカンディックコペンハーゲン クラウンプラザタワーズ グッドモーニングシティスター
ダングレテール グランド ゲントフテホテル
スカンディックパレスホテル コペンハーゲンアイランド コペンハーゲンクラウン
フェニックスコペンハーゲン コペンハーゲンアドミラル サヴォイ
ラディソンBLUスカンジナビア コンフォートベストエルブロ スカンディックエルミタージュ
ラディソンBLUロイヤル ザスクエア スカンディックグロストラップ（グロストラップ）

サンクト・エニー スカンディックロスキレ（ロスキレ）
スカンディックヴィドヴィレ ドッジビアン
スカンディックコビイェン プロフィールホテルリッチモンド
スカンディックシューハウネン ベストウェスタンメルキュール
スカンディックスルーシュホルメン　 ヘルシンボー
スカンディックファルコニア ベストウェスタンプラスエアポートコペンハーゲン(カストラップ)
スカンディックフロント
スカンディックホテルウェーバー
ストランド
チボリ
トゥウェインティセブン
パークインエアポート（カストラップ）
ファーストコングフレデリック
メイフェアー
ヴァルトフルク カイザーホフ
シュタイゲンベルガーチューリンガーホフ シュロスホテル

ソフィエンロゴテル
ペンタ

マキシミリアンズ アートヴィアクラウディア
レオナルド アウグスタ

アウグスブルガーホフ
アルペンホフ
イビスハウプトバーンホフ
インターシティ
ドリント
ハイウェイホテル

シュロスヴァルデック
ナッサウアーホフ NHアウカム イビスクランツプロラッツ
ペンタ クラウンプラザ ラマダトレフ
ラディソンBLUシュヴァルツァーホック ドリントパラス

フェルステンホフエスプラナーデ
ベストウェスタンハンザ
ラマダノルデンスタッド
アンベルガー ノボテル
マリティムヴュルツブルグ ベストウェスタンヴュルツブルグスッド

メルキュールアムマイニュフェール
レジデンス
レブシュトック

ザリッツカールトン・ヴォルフスブルク　　
レオナルド ロイヤル アトリューム

インターシティウルム
マリティムウルム

シュロスホテルカッセル ウィンダムガーデンカッセル
クアパークホテルバートヴィルヘルムスヘーエ
ゴールデンチューリップカッセルホテルライス
ベストウェスタンプラスシティホテルカッセルシティ
ペンタホテルカッセル
ラマダカッセルシティセンター

グランドゾンネビシュル ケーニッヒシュホフ
パルテンキルヘナーホフ メルキュール
ポストパルテンキルヘン
アハットプラザカールスルーエ ラディソンBLU

レオナルド
５６ホテル アンバーホテルケムニッツパーク

メルキュールコングレス
アルトホフ コレクション ドーム ホテル ケルン NH ケルンアルトシュタット アトリウムライン
エクセルシオールエルンスト NH コレクションケルンメディアパーク	 イビスケルンセントラム
ドリントホテルアムホイマルクト アジミュートケルンシティーセンター イビススタイルケルンシティ
マリオット アメロンホテルリージェント イビスメッセアリーナ

サヴォイ ウィンダムケルン
シティークラスカプリーチェアムドム グランドシティホテルケルンツェントラム
シュタインベルガーケルン グンネヴィックレジデンス（ボン）
ドリントメッセ コンチ
ヒルトン シティークラスレジデンス
プルマンケルン シュロスホテルペーターズブルク（ボン）

チュニジア
ガベス

クサールギレン

ケロアン

オーデンセ

レドニツェ

プラハ

ブルノ ザィエチィー（42km、約50分）

フルボカーナドヴルタボウ

マリアーンスケラーズニエ

シディ ブ サイド

スファックス

スース ポートエルカンタウィ（5km、約10分）

チュニス ガマルト（15km、約30分）

ドゥーズ

トズール

ハマメット

マトマタ

マハディア

デンマーク ヴァイレ

コペンハーゲン
カストラップ（7km、約10分）

グロストラップ（16km、約20分）
ロスキレ（30km、約30分）

アイゼナッハ

アウグスブルグ

ヴァルデック

ヴィースバーデン

ヴュルツブルグ

ヴォルフスブルク

ウルム

カッセル

ガルミッシュパルテンキル
ヘン

カールスルーエ

ケムニッツ

チェコ

ドイツ

ケルン ボン（27km、約25分）

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

マリティムホテルケルン セントラルアムドム
リンダーホテルシティプラザ ノーヴムホテルレオネット

フランドリッシャーホフ
プレジデント（ボン）
プレミエール　イン　ケルンシティスッド
フレンズ
ベストウェスタンプレミエパークコンスル
ホリディインエクスプレスミュルハイム
メルキュールウェスト
メルキュールセヴェリンスホフ
メルキュールハートベルグ（ボン）
ラマダヒュース
ラマダブリュール
レオナルド
レオナルドケルンエアポート
レオナルドロイヤルケルンアムシュタットヴァルト

シュバルツバルト
シュタインゲンベルガーグランドホテルペータースベルク

アハターマン ラマダトレフベーレン
アムクラニックズィー
ヴァルプルギスホフ
カイザーヴァルト
クールウントシュポルト
ゴルデネクローネ
ゾンネンクロイツェック
ディタンネ
ネーデルサーシッシャーホフ
ハーネンクレールホフ
ハルツホーエ
ベルビュー
ラマダレトフ

アムシュロスガーデン NHエアポート アバッコ
シュタインベルガーグラフゼッペリン NHシンデルフィンゲン（シンデルフィンゲン） アハトドレスデンエルブファー
マリオットシンデルフィンゲン（シンデルフィンゲン） ウィンダムシュトゥットガルトエアポートメッセ インターシティ
ルメリディアン ドルメロ ケトラー

ヒルトンガーデンイン ステルン
プルマンフォンタナ ネストールルードヴィヒスブルク（ルードヴィヒスブルク）
マリティム ノボテルノルド
メルキュールシュツットガルトベーブリンゲン ノルディックホテルシュツットガルトシンデルフィンゲン
レガ （シンデルフィンゲン）

パーク
ハンサ
フォラ
プラザコングレスホテル　ヨーロッパ
ホリディイン
メルキュールシティセンター
メルキュールシュトゥットガルトゲルリンゲン
メルキュールシンデルフィンゲン（シンデルフィンゲン）
メルキュールバッドコンスタット
メルキュールブリストルシンデルフィンゲン（シンデルフィンゲン）
ラマダエレンベルグ
レレワルドホテルシャーテン
ロイヤル

NHシュベリーン
アメディア　プラザ
アルテ
インターシティ
シュパイヒャーアムツィーゲルゼー
ズィーホテルフランケンホルスト
ニーダーランディッシャーホフ
メルキュール
ヨーロッパ
ラマダ
シュロスライヒマンズドルフ

NHエアポート
アルカディアエアポート
ホリデイインエクスプレスミュンヘンエアポート

ウィンダム・ガーデン・ドナウエッシンゲン
ベストウエスタン・ホーフグート・シュテルネン
ホリディイン・フィリンゲン・シュヴェニンゲン
マリティム・ティティゼー
マリティムラインマイン ベストウエスタンパルクハウス

ラマダ
コエ59 スイスホテルデュッセルドルフノイス　　 NHデュッセルドルフ　
ヒルトンデュッセルドルフ ニッコーデュッセルドルフ　　 ウィンダムガーデンシティセンターケーニヒスアレー　　

マリティム ホリディインハーフェン
ルネッサンスデュッセルドルフ　　　 レオナルドシティセンター　　　

レオナルドロイヤルケーニヒスアレー　
ウィンダム・ガーデン・デュッセルドルフ・メットマン

フェルステンホフ インターシティ
トリップツェレ

ゲヴァントハウス NHドレスデンアルトマルクト NHドレスデン
ケンピンスキーテーシュンベルグパレスドレスデン インサイド アハトドレスデンエルグファー
シュタイゲンベルガーホテルドゥザクセ ウェルカムパークホテル（マイセン） アムテラッセンウーファー
スウィソテル エルブフローレンツ アメディアホテルドレスデンエルブプロナード
パッティス シュロスエックベルク アルトテル
ビルダーバーグ・ベルビュー・ドレスデン	 シュロスホテルピルニッツ イビスケーニヒシュタイン
ヒルトンドレスデン ドリントホテルドレスデン イビスバスタイ
ブロウパレス ドルメロケーニッヒスホフドレスデン イビスリリエンシュタイン

マリティム エルホテルドレスデンアルシュタット
ラディソンBLUパーク クイックホテルドレスデンウエスト
レジデンツアルトドレスデン クォリティプラザ

ドルメロホテルドレスデンエアポート
パークインドレスデン
プルマンドレスデンネワ
プレミアイン・ドレスデン・シティ・ツェントラム	
ベストウェスタンレオナルド
ベルクホテルバスタイ
ホリデイイン
ラマダバイウィンダムドレスデン
ラマダレジデント

ブルグホテルトレンデルベルク（古城ホテル）
シェラトンカールトン NHコレクションニュルンベルクシティ NHフォルストハウス（フュルス）
ルメリディアングランド アルベナパーク アコムホテルニュルンベルグ

ヴェールデアゼーメルキュールニュルンベルクシティ アジムットホテルニュルンベルグ
コングレスホテルメルキュールニュルンベルクアンデアメッセ インターシティ
ビバ サウスウエストパーク
ヒルトン ドイチャーカイザー
ラマダパークホテル トレフレジデンスシュロス
レーブスメルアルク ノボテルエアランゲン（エアランゲン）

ノボテルメッセツェントルム
ノリス
パークインニュルンベルグ
バイリッシャーホフ
ビクトリア
ベストウェスタン
ベストウェスタンニュルンベルグシティーウェスト
ホリディインシティセンター
マキシミリアン
メルキュールウェストフュルス（フュルス）
モーベンピック
ユーロホテル

ホテル - レストラン ベルク ホルンベルク（古城風ホテル）
NHクロスタール
アムリング

デアオイロペイシュホーフホテルオイローパ NHハイデルベルグ NHヴァインハイム（ヴァインハイム）
エクセレンツホテル NHヒルシュベルク（ヒルシュベルク）
ツムリッターザンクトゲオルグ NHマンハイム（ヴェルンハイム）
ヒルシュガッセ アハト（ホッケンハイム）
マリオットハイデルベルク アルカディアホテルハイデルベルク（シュヴェッツィンゲン）
レオナルドハイデルベルグシティ アルトハイデルベルクレジデンス
レオナルドホテルハイデルベルグウォルドルフ（ウォルドルフ） イビス

セントラル
ネッカー
バイリッシャーホフ
パークホテルアトランティック
プレミアイン・ハイデルベルク・シティー・ツェントラム
ラマダホッケンハイム（ホッケンハイム）
レオナルドハイデルベルク
レオナルドマンハイムラデンブルク（ラーデンブルク）

グルナウ アルヴェナコングレス
バイリエッシャーホフ ベストウェスタントラスマトラベル
ラマダレジデンスシュロス
ベルク
IBBパッサウ シュピーツベルク
アトリウム パッサウァーヴォルフ
アルトシュタット
ケーニッヒ
ドライフリッゼホフ
バイサーハーゼ
ビルダーマン
レジデンツ

クローネンシュロッシェン
アハトエアポート Gホテルホテルリビング
ウィンダムハノーバートリウム アパート
カステンスルイセンホフ アマデウス
コートヤートバイマリオット グランドムスマン
コプソーン ツールポスト
コングレスアムシュタッドパーク パークイン
シェラトンペリカン マリティムシュタットホテル
ダブルツリー バイ ヒルトン ハノーバー シュバイツァーホフ メルキュールミッテ
ドルメロホテルハノーバー ラマダトレフブリタニア
ノボテルハノーバー
フォーラ
マリティムエアポート
マリティムグランド
メルキュールハノーバーシティ
ラディソンブル
ラマダヨーロッパ

トレンデルブルク

ニュルンベルク
エアランゲン（20km、約30分）

フュルス（10km、約15分）

ネッカーツィンメルン

ネルトリンゲン

ハイデルベルク

ヴァインハイム（23km、約30分）
ヴェルンハイム（23km、約25分）
ウォルドルフ（17km、約20分）

シュヴェッツィンゲン（9km、約10分）
 ヒルシュベルク（15km、約20分）
 ホッケンハイム（21km、約30分）
 ラーデンブルク（15km、約20分）

バイロイト

バスタイ

ゲンゲンバッハ

ツェレ

ドレスデン マイセン（26km、約30分）

デュッセルドルフ

パッサウ

ハッテンハイム

ケーニヒスヴィンター

ゴスラー

シュツットガルト
シンデルフィンゲン（22km、約30分）

ルードヴィヒスブルク（16km、約15分）

シュベリーン

シュリッセルフェルト

シュワイグ

ティティゼー

ダルムシュタット

ケルン
（つづき）

ボン（27km、約25分）

ハノーバー

ドイツ

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。

24 株式会社阪急交通社



国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

レオナルド ハノーバーエアポート
レオナルドホテルハーノバー
ロックメルホフ
シュロスホテルシュコパウ（古城風ホテル） ドリントシャルロッテンホフ

マリティムシュタット
メルキュールハルライプツィヒ
ラマダホテルホアル

アトランティックハンブルクアウトグラフコレクション DASハンブルグセントラム H4ホテルベルゲドルフ
グランドエリーゼ アメディアハンブルグ NHアルトナ
ソフィテルアルタウォール アルコテルルビン NHオーナー レンバーン
フィヤーヤーレスツァイテン ウィンダムガーデンウィティセンターベルリナートール NHシティ
フォンテナイ クラウンプラザ NHノルゲ
ル メリディアンハンブルグ シュタインゲンベルガー アムホルステンウォール
ルメリディアンハンブルクスティルホルン スカンディックエンポリオ アメディアモーアフリート

パークハイアット アルスターホフ
ハンブルクマリオットホテル アンバサダー
ホリディインハンブルグ　ベルリナートール イビスアルスター
マリオットトレウデルベルク イビススタイルハンブルグアルスターシティ
モーベンピック インターシティオルトナ
ラディソンBLUハンブルグ インターシティハウブトバンハウ
リラノ ウィンダムガーデンシティセンターベルリナートール
リンドネールアムミシェル エアポートホテルハンブルグ
ルイスCヤコブ エレアザルノウム
ルネッサンス オイローペイシャーホフ
レオナルドハンブルクスティルホルン カラット

グラフモルトケ
コートヤードエアポート
サンクトラファエル
スーパー　8　ハンブルグ
ズリープホテル
セナトール
ノボテルアリーナ
ノボテルエアポート
ノルゲ
パノラマインホテルアンドボーディングハウス
ベースラーホフ
ベストウェスタンサンクトラファエル
ベルモンドノウム
ホリディイン
ホリデイインハンブルクシティノルド
マリティムレイシャーホフ
メルキュールシティ
メルキュールハンブルグミッテ
モノポール
ラマダ
レオナルドシティノース
レオナルドシティノルド
レオナードホテルハンブルグエアポート

ウエルカム アルテンブルクブリック
ウエルカムレジデンツシュロス アルトリンクレイン
ザンクトネポムック ナツィオナル
バンベルガーホフベルビュー
ベルリナーリンク

ドリント メゾン メゾマー アクア オウレリア ズイーテンホテル
ヘリオパークバートツムホルシュ
ラディソンBLUバディシャーホフ
レオナルドロイヤル
ビクトリア
ベストウェスタンプレミアムパーク
アクセルマンシュタイン
シュタット アンデアアルトシュタット
ベルビュー ツールヴェルゼ
メルキュール ツールクローネ
ユーゲントシュティル ツールポスト
アメロンノイシュヴァンシュタインアルプゼー ガルニシュロスブリック　　　
シュロスクローネ ケーニッヒルードヴィッヒ　　　
ヒルシュ シュバンガウアーホフ　　　　
ベストウェスタンプラス シュバンシュタイン　　　　　　
ミュラー　　　　　　　　　 ゾマー
ルイポルドパーク ゾンネ

バルヴァルトゼー（ハルプレッヒ）
ノイシュヴァンシュタイン　　
フェリエンホテルへマー
フローラ（プフロンテン）
ホテルアムホッフェンゼー
マキシミリアン

スーパー8
ドリントアンデンテルメンフライブルク
ノボテルフライブルクアムコンツェルトハウス
ホテルシュタット
メルキュールパノラマ
ホテル　シュロス　ゲーアデン

JWマリオット Ｈ4フランクフルトメッセ NHエアポート
インターコンチネンタル ウィンダムグランドフランクフルト NHフランクフルトエアポートウエスト（ラウンハイム）
ウェスティングランド ウェルカム NHフランクフルトシティ
ケンピンスキーグラーフェンブルック クラウンプラザフランクフルトコングレス NHフランクフルトディエヴィラ
シュタイゲンベルガーエアポート サヴィニーシティメッセ 東横INNフランクフルト中央駅前
シュタイゲンベルガーフランクフルターホフ サボイフランクフルト アハト
ヒルトンフランクフルト シェラトンフランクフルトエアポート アンバサダーフランクフルト
ヒルトンフランクフルトエアポート シュタイゲンベルガーフランクフルトランゲン（ランゲン） イビスシティメッセ
ヘシッシャーホーフ シュタイゲンベルガーマックス（ランゲン） イビスフリーデンスブルッケ
ラディソンBLU ドリントアムメインタウナスツェントラム（ザルツバッハ） インターシティ
ルメリディアンパークホテルフランクフルト ドリントフランクフルトニーダーラート インターシティフランクフルトエアポート

ノボテルフランクフルトシティ インペリアル
フランクフルトメッセ マネージド バイ メリア エクセルシオール
マリオットフランクフルト コートヤードバイマリオットノルトヴェストセントラル
マリティウムフランクフルト ゴールデンチューリップ（オッフェンバッハ）
メトロポリタン ホテル バイ フレミングス コンチネンタル
リンドナーコングレス シェラトンオッフェンバッハ（オッフェンバッハ）
レオナルドホテルフランクフルトシティサウス チューリップインハーナウ（ハーナウ）
レオナルドロイヤルフランクフルト トリップバイウィンダムフランクフルト

ナショナル
ノボテルフランクフルトオッフェンバッハ（オッフェンバッハ）
バラディンズスーペリアーフランクフルトエアポート(ノイゼンブルク）
ブリストル
ホクスターホフ
ホリディインエクスプレスエアポート
ホリディインエクスプレスフランクフルトメッセ
ホリデイインフランクフルトアルテオーパー　
ミラマール
メルキュールウィングスエアポート
メルキュールエシャボーンオスト（エシャボーン）
メルキュールエシャボーンヘルフマンパーク（エシャボーン）
メルキュールフランクフルトエアポート
メルキュールホテルカイザーホフ
メルキュールレジデンスフランクフルト
モノポール
ラマダエアポートウェスト（ホフハイム）
ラマダシティセンター
ルクソール
レオナルドシティセンター

ドリントシティホテル・ブレーメン アトランティック　ギャロップレンバーン イビスセントラム
アトランティックグランドホテル トリップバイウィンダムブレーメンエアポート
アトランティックホテルユニヴァーサム パークホテル・ブレーメン
インターシティ ベストウエスタンツアポスト
スターインコロンブス
バラディンスーペリア
マリティム
ラディソンBLUブレーメン
ラマダウバシー

アドロンケンピンスキーベルリン NHコレクションアムチェックポイントチャーリー NHアレックスプラッツ
インターコンチネンタルベルリン NHコレクションミッテフリードリヒシュストラッセ NHヴォルテールポツダム（ポツダム）
ウェスティングランドベルリン NHベルリンクアフュルステンダム NHシティウエスト
グランドハイアットベルリン アジミュートシティサウス アバカスティアパーク
シェラトン・ベルリン・グランド・エスプラナーデ アバベルリンホテル アムツォーホテル
シュタイゲンベルガーベルリン アングレテッレ アルスターホフ
シュタイゲンベルガーベルリンアムカンツラアムト アンデルス イビス・スタイルズ・ベルリン・トレプトウ
シュロスホテルイムグルンワルド エストリル イフベルグスプレミアム
ドリントクアフュルステンダムベルリン クーダム101 ウィンダムガーデンポツダム（ポツダム）
ドルメロ・ベルリン・クーダム クラウンプラザシティセンター ウンターデンリンデン
パトリック ヘルマン シュロスホテル（古城風ホテル） コートヤードベルリンシティセンター グッドモーニングベルリンシティイースト
パレス スカンディックベルリンポツダムプラッツ コンフォートホテルリヒティンベルク
ヒルトンベルリン セネター サボイベルリン
ブリストルベルリン セントロフィタル シュテグリッツインターナショナル
ペンタポツダム デラーググローサークアフュルスト シュロスチェチェーリェンホフ（ポツダム）
マリオット パークプラザプレンツラウアーベルグ ソフィテルベルリンジェルダンモンマルクト
リージェント ハイペリオン・ホテル・ベルリン ソラットアンバサダー
リッツカールトン ハリウッドメディア ノボテルベルリンアムティーアガルテン

プルマンベルリンシュヴァイツァーホフ ノボテルミッテ
ベルリン パークインアレクサンダープラッツ
ベルリン・セントラル・ディストリクト ビクターズレジデンツベルリンテーゲル
マリティムプロアルテ プラザベルリン
ムーベンピック ベストウェスタンプレジデント
メリア ベルアール
ラディソンBLU ホッペガルテンベルリン（ホッペガルデン）

ホリディインシティーイースト
ホリディインシティーウェスト
ホリディイン ベルリンエアポート
メルキュールベルリンアレクサンダープラッツ
メルキュールベルリンシティウェスト
メルキュールベルリンテンペルホフエアポート
メルキュールベルリンヘニグスドルフ
メルキュールポツダム（ポツダム）
メルキュールホテルチェックポイントチャーリー
モクシー ベルリン オストバーンホフ
リラクサホテルシュトゥットガルターホフ
リンドナーホテルアムクーダム
レオナルドシティウエスト

フランクフルト

エシャボーン（14km、約15分）
 オッフェンバッハ（8km、約15分）

ザルツバッハ（15km、約20分）
 ノイゼンブルク（20km、約30分）

ハーナウ（21km、約20分）
ホフハイム（22km、約30分）

ラウンハイム（25km、約30分）
ランゲン（18km、約20分）

ブレーメン

バートライヘンハル

ハーメルン

フュッセン・シュバンガウ
地区

  ハルプレッヒ（10km、約15分）
プフロンテン（13km、約15分）

フライブルグ

ブラーケル

ハル

ハンブルク

バンベルク

バーデンバーデン

バートメルゲントハイム

ハノーバー
（つづき）

ドイツ

ベルリン
クラインマッハナウ（28km、約30分）

ポツダム（27km、約25分）
ホッペガルデン（22km、約30分）

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

レオナルドベルリンシティズード
レオナルドロイヤルアレキサンダープラッツ
レジデンス

シュタイゲンベルガーインゼル
ドルンレッシェンシュロスザバブルク（古城ホテル）
ヒルトンボン
マリオットワールドコンフェランス
マリティムホテルボン

ハイアットリージェンシー ヒルトンシティ ノボテル
ヒルトンマインツ バークインマインツ

アートホテルアナパノラマ
ドリントコングレスマンハイム　　　　　　　　　　　　 アウグスタ　　　　　　　　　
ベストウェスタンデルタパーク　 エクセルシオール　　　　
ベストウェスタンレオソルードヴィヒスハーフェン　 オイローパ　　　　　　　　　
マリティムパークホテルマンハイム　　　　　　　　　 ガルテンスタッド　　　　　
レオナルドマンハイムシティセンター　　　　　　　　 ノボテルマンハイム　　　　
レオナルドロイヤルマンハイム　　　　　　　　　　　　 パークイン　　　　　　　　　　

パラディンズスーペリア　　
ラマダホテルマンハイム　　

ウェスティングランドミュンヘン NHコレクションバーバリア K+Kアムハラス
ケンピンスキーフィアヤーレスツァイテン NHミュンヘンエアポート NHアムリング
ソフィテルバイエルポスト NHミュンヘンオストカンファレンスセンター NHウンターハッヒイング
バイエリッシャーホフ NHミュンヘンメッセ アトリウム
パレス アジミュートホテルミュンヘン アハトエアポート
ヒルトンミュンヘンエアポート イビススタイルミュンヘンオスト アポロ
マンダリンオリエンタル インフィニティホテルコンフェレンスリゾートミュンヘン アムモーゼフェルト
ルメリディアン エクセルシオール イビスシティ

エデンヴォルフ　　 インターシティ
グランドエクセルシオールミュンヘンエアポート インペリアル
コートヤードミュンヘンシティセンター ヴィタリス
シュタイゲンベルガーミュンヘン ウエストエンド
ノボテルミュンヘンエアポート ガーデン
ノボテルメッセ クレアティフエレファントミュンヘン
ヒルトンミュンヘンシティ ゲルマニア
ヒルトンミュンヘンパーク シュアホテルバイベストウェスタンミュンヘンハウプトバーンホフ
フォーポインツバイシェラトンアラベラパーク スターインホテルミュンヘンノードバイコンフォート
プルマン チューリップインミュンヘンメッセ
ホリデイインウエストパーク ドライローヴェン
ホリディインシティセンター トリップ
ホリデイインロイヒテンベルグリング パークイン
マリオットミュンヘン フェリンガパーク
マリオットミュンヘンエアポート（フライジング） フライジング（フライジング）
マリティム ブルネンホフ
メルキュールシティ　 ベストウェスタンミュンヘンエアポート
メルキュールホテルミュンヘンスードメッセ ホテロシュヴァビング
ユーロスターズグランドセントラル ホリディインウンターハッヒング
リージェントミュンヘン ホリデイインエクスプレスミュンヘンシティウェスト
リボリ ホリディインシュバービング
レオナルドホテル＆レジデンツ ホリディ　イン　ミュンヘン　ズート
レオナルド　オリンピアパーク ムーベンピックミュンヘンエアポート
レオナルドミュンヘンアラベラパーク メルキュールアルトシュタッド
レオナルドミュンヘンシティイースト メルキュールオストメッセ
レオナルドミュンヘンシティサウス メルキュールノイペルラッハ
レオナルドロイヤルホテルミュンヘン メルキュールホテルミュンヘンエアポートフライジング

リラノ24/7
ウェスティン NHライプツィヒメッセ アトランタ
シュタインベルガーグランドホテルハンデルスホフ インターナショナル アハト
フュルステンホーフ ペンタホテル ノボテルシティ

マリオットライプツィヒ パークホテルシーサイド
リージェンシーインターナショナル ベストウェスタンライプツィッヒシティセンター

メルキュールアムグーテンベルクプラッツライプツィヒ
メルキュールアムヨハニスプラッツ
ラマダトレフライプツィヒ
リントナーライプツィヒ

グランドホテルシュロスベンスベルグ（ベルギッシュグラートバッハ） シュロスヒルシュホルン（古城ホテル）（ヒルシュホルン）
シュロスホテルクロンベルグ（古城ホテル）（クロンベルグ） シュロスホルンベルグ（古城ホテル）（ホルンベルグ）
シュロスレルバッハ（古城ホテル）（ベルギッシュグラートバッハ） ブルクホテルシェーンブルク（古城ホテル）（オーバーベーゼル）

ヤコブスベルグホテルアンドゴルフクラブ（古城ホテル）（ボッバルト）
ラインハルツハウゼン（古城ホテル）（エルバッハ）
ロマンティックホテルシュロスラインフェルス
（古城ホテル）（ザンクトゴア）

アロナアトリウム
クローネアスマンスハウゼン（古城ホテル） アルテバウエルンシェンケ
ホテルトルーベ　リューデスハイム カラットホテル　ホテルトラウベ
ヤークトシュロスニーダーヴァルト（古城ホテル） セントラル
リューデスハイマーシュロス ダルムシュタッターホフ

トラップ
パークホテル
フェルゼンケラー
ラインガム
リンデンウィルト

Aローザ（トラベミュンデ） エクセルシオール
アトランティック トレフ
カイザーホフ フリーデリケンホフ
コロンビア（トラベミュンデ） リンデンホフ
スカンディック
スカンディクッリューベク
パークインリューベック
ラディソンBLUセナトール
バイリッシャ―ホフ
バードシャッヘン
ロイトマン　ゼーガルテン

ベストウェスタンレバークーゼン
コートヤードバイマリオット
ベストウェスタンプレミア
メルキュール
ユーロスターズパークマクシミリアン

ネプチューン ヴァルネミュンダーホフ インターシティ
シュタイゲンベルガーゾンネ ゴールデヴィント
シュトラントヒュプナー シュヴァイツァーヴァルト
ペンタ ディークライネゾンネ
ヨットハーフェンレジデンツ ハンゼ
ラディソンブル
アイゼンフット アルターリッター
アルテスブラウハウス ヴィラミッターマイヤー
ティルマンリーメンシュナイダー ゴールドネスファス
プリンツ ゴルドナーヒルシュ
ロマンティックマルクストゥルム シュランネ

ツールリンデ
ブルク
ベーレン
メリアン
ライヒスクーヘンマイスター
ライフェススシュタット（バットヴァンツハイム）
ラッペンローテンブルグ
ローターハーン
ローテンブルガーホフ

シュロスアウエル
エレファント ドリントアムゲーテパーク インターシティ（エアフルト）
グランドルシシャーホーフ ドロテーンホフ インターシティー

パークイン カイゼリンアウグスタ
ヒルトンワイマール クオリティホテルワイマール
ラディソンBLU（エアフルト） ドリント（エアフルト）
レオナルド ベストウエスタンエクセルシオール（エアフルト）

メルキュールアルトシュタット（エアフルト）
オフズケント・ソフィテル・アシガバード アカルティンホテル
ヤルディズホテル アシガバットホテル

グランドトルクメン
ニサ

タシャウズ ウズボイ
マリホテル ダヤンチ

マルグッシュ
アイワルクビーチ オリベラリゾート
カリフ
グランドテミゼル
ハリッチパーク
ムショ・ホテル

エデンガーデン
エデンビーチ

アダナヒルトンサ スルメリホテルアンドリゾートアダナ インジ
シェラトングランド・アダナ セイハンアダナ

マヴィスルメリ
グランド イシアス ホテル
ヒルトンガーデンインアドゥヤマン

イクバルサーマル MCGチャクマクサーマルホテル ソイダンサーマル
オルチュオール
コレルサーマル

アップルパレス
ＪWマリオットホテル・アンカラ　　 アクティフメトロポリタン 2000
アンカラヒルトン・サ アナドゥールホテルエセンボア コヌルホテル
ウィンダムアンカラホテル アナドルホテルズダウンタウン セルガー
クラウンプラザ アンカラアルチュネル メルキュールインアンカラ
グランドアンカラホテル&コンベンションセンター イチカレ
シェラトン グリーンパークホテルアンカラ
スイソテルアンカラ ニューパークホテル
ヒルトンガーデンイン・アンカラ・ギマット ネヴァパレス
モーベンピックホテル・アンカラ ビルケント
ラディソンBLU ホリデイ・イン・アンカラ

ラタニャホテルアンカラ
ラマダアンカラ

TUIマジックライフ ジャカランダ TUIスマートレモンチェロコナクルビーチ アドニス
アイシーエアポート オズカイマックファレズ アンタルヤ
アクラバルット センティド・ゼイネップ・リゾート クラブトゥランプリンス
アドラゴルフリゾート ハリントン・パーク・リゾート ゴールデンリング
アルティスリゾートホテル&スパ ホリデイイン・アンタルヤ・ララ シーライン
クラウンプラザ ジェンデル
クラブホテルセラ スタート
ケンピンスキーホテルザドーム ベストウェスタン・プラス・カーン
ザマルマラアンタルヤ

ボーデン湖畔(コンスタン
ホーフガイスマー

ボン

アイワルク

アソス

アダナ

アドゥヤマン

トルクメニスタン

アシガバード

タシャウズ

マリ

マインツ

マルクトオーバードルフ

マンハイム

ミュンヘン フライジング（30km、約25分）

ライプツィヒ

ライン河流域

リュッセルハイム

リューデスハイム

アフヨン

アマスヤ

アンカラ

リューベック トラベミュンデ（19km、約30分）

リンダウ

レバークーゼン

レーゲンスブルグ

ロストック

ローテンブルク バットヴァンツハイム（30km、約40分）

ローマーワイルシャイド

ワイマール エアフルト（24km、約30分）

ベルリン
（つづき）

クラインマッハナウ（28km、約30分）
ポツダム（27km、約25分）

ホッペガルデン（22km、約30分）

ドイツ

トルコ

アンタルヤ

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。

26 株式会社阪急交通社



国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

シレネ
スワンダーホテルス&リゾートトプカプパラス
センシティブ・プレミアム・リゾート・アンド・スパ
タイタニックビーチララホテル
ダブルツリーバイヒルトン・アンタリヤシティセンター
ディバン
ラマダプラザアンタルヤ
リクソスダウンタウンアンタルヤ
CVKパーク ボスポラス ホテル BHカンファレンス&エアポート グランドヤヴス
Mギャラリー・ザ・ガラタ・イスタンブール・ホテル アクギュン ゴールデンエイジ
アジュワ ホテル スルタンアフメット ウィンダム　グランド イスタンブール　ヨーロッパ ハンプトン・バイ・ヒルトンイスタンブール・ゼイティンブルヌ
イスタンブールセントレジス ウラヌス・トプカプ・イスタンブール ラマダオールドシティー
インターコンチネンタル エレシンホテル・トプカプ レガシーオットマン
エレシンホテルズ・スルタンアフメット カヤイスタンブルフェア&コンベンション
クラウンプラザ・イスタンブール・フロルヤ グランドジェバヒル
クラウンプラザオールドシティ グリーンパークメルテル
グランドハイアット コートヤードイスタンブールインターナショナルエアポート
コンラッド サンダンスホテル・イスタンブール
ザ・エリジウムイスタンブル スラ・ハギアソフィア・ホテル
ザリッツカールトン スルメリイスタンブール
シェラトンイスタンブールシティセンター タイタニックビジネスゴールデンホーン
シェラトン・イスタンブール・レヴェント・ホテル タイタニックポート
シャングリラボスポラスイスタンブール ダブルツリーバイヒルトン・トプカプ
スイソテルザボスフォラスイスタンブール デデマン
ソフィテル・イスタンブール・タクシム ノボテル
ダブルツリーバイヒルトンイスタンブールモダ ホリディインシティ
ダブルツリーバイヒルトン・ピヤーレパシャ マルマラペラ
ダブルツリーバイヒルトン ホテル オールドシティ メルキュールイスタンブルザ・プラザボスポラスホテル
チュランパレス ラマダイスタンブールオールドシティ
ディヴァン ラマダプラザイスタンブールテクスティルケント
ハイアットリージェンシーイスタンブールアタキョイ ラマダホテル&スイート・バイ・ウィンダム・メルテル
ヒルトン ルネッサンスポラットイスタンブル
ヒルトン・イスタンブール・バクルキョイ レタージュロヤーレ
ヒルトンイスタンブールボモンティ ワオイスタンブール
ヒルトンイスタンブールマスラック
フェアモント・クアサル・イスタンブール　　
フォーシーズンズ ホテル スルタンアフメット
フォーシーズンズ ホテル ボスポラス
ブルグ＆タンゴ アルジャン バイ ロタナ
プルマンイスタンブールホテル&コンベンションセンター
ペラパレス
マリオットイスタンブールシシリー
マルマラタクシム
マンダリンオリエンタル・ボスポラス・イスタンブール
ラッフルズイスタンブール
ラディソンBLUホテル イスタンブール シシリー
ラディソンBLUホテルイスタンブールペラ
ルメリディアンイスタンブールエティレール
ワンダ・ヴィスタ・イスタンブール・ホテル

イズミール・マリオット・ホテル エゲパレス アクサン
ウィンダムイズミール ブランカ アネモン
カヤイズミールテルマル ベストウェスタンコナック イズミラ
スイソテルグランドエフェス モーヴェンピック カヤプレステージ
ルネッサンス・イズミール・ホテル マーラ

マルギ スルタン
バルタ
ルステンパシャキャラバンサライ

アドリナ
ギュレサルハン
ラマダリゾート・カズダーラル・テルマル・スパ
デデマン
ポラットルネッサンス
アリゼホテル ドリアンホテル
オルデニズリゾートホテル フラミンゴホテル
クラブサンシティホテル ペルディキアビーチホテル

メリホテル
ウィンダムグランドホテルカイセリ ノボテルカイセリ

デデマンガジアンテップ
トゥージャン
アクア プリンセス ホテル
エキジ　ホテル
ヴィラ ホテル タマラ
カシュ アルテミス ホテル
カルーバ ブティック　ホテル
クラブホテル バルバロッサ&ヴィラ
ハベソス　ホテル
ヘラ ホテル カシュ
ホテル カヤハン
ホテル　フェロス
マーヴィリム ホテル カシュ

アナトリアンハウジズ（洞窟ホテル） アナトリアンケーブ（洞窟ホテル） アフバップコナウ（洞窟ホテル）
アルゴスインカッパドキア（洞窟ホテル） アルフィナ（洞窟ホテル） アブラシャ
エクセドラ・ホテル・カッパドキア（洞窟ホテル） ウチヒサールカヤ（洞窟ホテル） アルティンオズ
エムディーシー（洞窟ホテル） ウルギュップエヴィ（洞窟ホテル） アルティンヤジ
カールスホテルカッパドキア（洞窟ホテル） エルケップエヴィ（洞窟ホテル） エミンコチャックホテル
カッパドキアケーブスイート（洞窟ホテル） カッパドキアロッジ ブユクアヴァノス
カッパドキアケーブリゾートアンドスパ（洞窟ホテル） カッパヴィラ（洞窟ホテル） ムスタファ
ガミラスケーブ（洞窟ホテル） ギョレメカヤ（洞窟ホテル）
カヤカププレミアムケーブ（洞窟ホテル） コナックベジルハネ（洞窟ホテル）
カルセドン・ケーブスイーツ（洞窟ホテル） シグニチャー・ガーデン・アヴァノス
クラウンプラザカッパドキアホテル スハンホテル
クリスタルカイマクルホテルアンドスパ セキ・ケーブ・チャウシン（洞窟ホテル）
ダブルツリーバイヒルトンアヴァノス タフォニエヴィレリ（洞窟ホテル）
デレスイーツ（洞窟ホテル） ツーリスト
ハーネダン・カッパドキア・ケーブ・スイーツ（洞窟ホテル） ディレックカヤ（洞窟ホテル）
ホテル・カッパドキア・エステーツ（洞窟ホテル） ディンレール
マリオット・カッパドキア テメニエヴィ（洞窟ホテル）
ミトラ・ケーブホテル（洞窟ホテル） ドアーズオブカッパドキア（洞窟ホテル）
ミニアケーブホテル（洞窟ホテル） フォシル・ケーブホテル（洞窟ホテル）
ミュージアム（洞窟ホテル） ブルジュカヤ（洞窟ホテル）
ミルストーン・ケーブスイーツ（洞窟ホテル） フレスココナックラル（洞窟ホテル）
ユートピアホテル（洞窟ホテル） ペリッシア
ユナックエブレリ（洞窟ホテル)　 ユスイーットオールコナウ（洞窟ホテル）
ラベンダー ケーブ ホテル（洞窟ホテル） ラマダバイウィンダムカッパドキア

クラブクサントス
パタラプリンス
ハッピーホテル・カルカン

カラバー
グランドアニ　　　
グランドキャッスル　
スィメルカルス　　　　
ゼウス
ネムルート キャラヴァンサライ ホテル
ユーフラット

メリットクリスタルコーブ ザ・オリーブホテル
カリスマデラックス グランドブルースカイ アイマインターナショナル
コルマール ザ・ブルースカイインターナショナルホテル アセナ
スハン360ホテル&スパ　 リッチモンドエフェス エフェジア ホリデイ ビーチ クラブ
ダブルツリー バイ ヒルトン クシャダス エフェジア リゾート
トゥサン ビーチ リゾート キスメット
パーム　ウィングス グランドオズセリック
パームウイングエフェソスビーチリゾート タートル
パインベイホリデイリゾート パインベイマリーナ
ファンタジア バティハン
ブルー・ビスタヒルホテル バルバドス
ラドニアホテルアダクレ パルミン
ラマダホテル&スイート・バイ・ウィンダム・クシャダス マルティ
ラマダリゾート クシャダス & ゴルフ
ルブルーホテルアンドリゾート

アルテミスマリンプリンセス
アネモンコンヤ ヒルトンガーデンイン オズカイマク
グランドホテルコンヤ ベラコンヤ オズカイマックパーク
デデマン ラマダ・プラザ・コンヤ コンヤ
バユル ダイヤモンド ホテル シファ

デュンダル
バイカラ
バリックチラール
メヴラーナ・セマー・コンヤ
メラムセマ

ヒルトンガーデンイン エブルルコナック
カディオールシェフザーデコナウ
カフヴェジレル・コナウ
ザリフレ
ジンジハン
チェリック・パラスホテル
ツーリング
ハティジュ
フドゥルルック コナックラル サフランボル

シェラトンサムスン ノースポイントサムスン
セラホテルサムスン

グリーンパークホテル・シヴァス
シヴァスブユック
パシャベイ
ブルジイェ
ヒルトンガーデンインシャンルウルファ
クラシスリゾート

グランドプレステージ
クリスタルアドゥミナル
ブルーウォーターズクラブ

タシュジュ・ベスト・リゾートホテル
モスタルホテル

シェラトン
ラディソンBLU
ダブルツリーバイヒルトン　チャナッカレ アコール ツサンホテルチャナッカレ

アタオル・チャン・サーマルホテル＆スパ ビュユックトゥルパ
イリス

カッパドキア

エルズルム

オリュデニズ

カイセリ

ガジアンテップ

カシュ

シヴァス

シャンルウルファ
シリブリ

スィデ

タシュジュ
タトワン

チェシュメ

イスタンブール

イズミール

エディルネ

エドレミット

カルカン

カルス

キャフタ

ギルネ

クシャダス

クムブルガス

コンヤ

サフランボル

サムスン

トルコ

アンタルヤ
（つづき）

チャナッカレ

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

コリン
パリオン
クラスホテルディアバルク
ヒルトンガーデンインディヤルバクル
プラザホテルディヤルバクル

スィメルドゥバヤズット
デリヤ
ヌー

ゾルルグランド
ノボテルトラブゾン
ブユックスメラ

アデムピラ サーマル & スパホテル グランドメルデン ヴィラリカス
サーマルコロッセア サーマルホテルパム ヘラクレス
ドーアサーマルヘルスアンドスパ トリポリス
ポラットサーマル ヒエラパークサーマルアンドスパホテル

リーカスリバー
リッチモンドサーマル
エジュサライ
グリーンアナトリア
デスティーナ

アルミラ キャラバンサライテルマル キャラバンサライ
クラウンプラザブルサ ティアラホテル&スパ ホリディイン
シェラトンブルサ ブルサ・チェリックパラス
ディバン・ブルサ
ヒルトンブルサ
モーベンピック・ブルサホテル & サーマル スパ
カリアプリンセス アズカ
ケンピンスキ―ホテル・バルバロスベイ ボドルム ホテル & ユー スパ
サマラー ロイヤル・アサルルック・ビーチ・ホテル&スパ
シレネラグビーボドルム
スイソホテルリゾートボドルムビーチ
ドゥジャ　ボドルム
ドリアホテル ボドルム
バイア・ボドルム・ホテル
ハウトーンガラジャ
ハピマグリゾート シーガーデン
ビー・プレミアム・ボドルム
ヒルトンボドルム
マルマラ
マンダリンオリエンタルボドルム
ラマダ　リゾート　ボドルム
ル・メリディアン・ボドルム・ビーチリゾート

コルホテル
ハンプトン バイ ヒルトン・ボル
ブユックアバント
アネモンマラテヤ
ダブルツリーヒルトン
ラマダプラザマラテヤ
ジュリアンマルマリス
エリートワールドワン トゥシュバ
シャフマランホテル ブユックウラルト
ダブルツリーバイヒルトン・ワン

ヒルトン・ウィントフック アヴァニウィントフックホテル＆カジノ
ウィントフックカントリークラブ
サファリコートホテル

オンビンダ・カントリーロッジ
エトーシャサファリキャンプ
オアセゲストハウス

エバーウェイン ストランド
スワコプムント ビーチロッジスワコプムント
ハンザホテル ヨーロッパホフ

ソッサスブレイウィルダネスキャンプ クララデザートロッジ アガマ・リバー・キャンプ
ソッサスブレイマウンテンロッジ クララテンテッドロッジ ザデザートホームステッド&ホーストレイル
デザートグレースロッジ ソッサスブレイロッジ ソッサスデューンロッジ
リトルクララ デザートヒルロッジ ソリタイヤーカントリーロッジ
レミラージュロッジ デザートグホームステッドアウトポスト ナミブナウクルフトロッジ

ナミブデザートロッジ ナミブレストキャンプ
フーデイアデザートロッジ ハマーシュタインロッジ（レストキャンプ）

ブエルズポート・ゲスト・ファーム
ロストックリッツ
イゴワティカントリーホテル
ダマラモパネロッジ
ツヴァイフェルフォンテンカントリーロッジ
ザランゴルムホテル
ペリカンベイ
ワルビスベイプロテア
アルタフィヨルド
ジエスタステウエ
スカンディックアルタ
トーンホテルアルタ
ノルディルス
ノルランディアアルタフィヨルド
エヴェネスフィヨルド
ティエルスンドブルアクロー

クラリオンザハブ クオリティ33ホテル アンカー
グランドオスロ クオリティーエキスポ クオリティホテルエントリー
コンチネンタル スカンディックオスロシティ コンフォートボシュパルケン
スカンディックホルメンコレンパーク スカンディックストローメン スカンディックオスロアスカー
トーンブリストル スカンディックセントオラヴスプラス スカンディックショーリスト
ラディソンBLUスカンディナビアホテル スカンディックビクトリア トーンホテルテルミナス
ラディソンBLUプラザホテルオスロ スカンディックフォルネブ トーンホテルビカアトリウム

スカンディックヘルソフィア トーンホテルヨーロッパ
スカンディック ホテル ソリ トーンムンク
スカンディック ローストラム トーンローゼンクランツオスロ
ソリアモリア パークインオスロ
トーンアリーナ
トーンオスロフィヨルド（サンヴィーカ）
トーンオペラ
トーントリアデン（ラスタ）
トーン ホテル ストロ
ファーストホテルミレニウム
ラディソンBLUアルナ
ラディソンBLUパークホテル（リサケル）
ラディソンBLUビジネスパークホテルニーダーレン
スカンディックオーレスン
スカンディックパーキン
トーンオーレスン
トーン・バロネン
クオリティ・オーレスン

スカンディッカラショーク
トーンエアポート クォリティーエアポートガルデモン
トーンガルデモン クラリオンホテルエアポートオスロ
スカンディックエアポート スカンディックガルデモン
ラディソンBLUエアポート パークインバイラディソンオスロエアポート

ユニオン（ゲイランゲル） アレクサンドラ（ローエン） エルベセッター（エルベセッター）
オルデンフィヨルド（オルデン）
グランドフィヨルド（ゲイランゲル）
グロットリ（グロットリ）
ゲイランゲル（ゲイランゲル）
スカンディックサンフィヨルドホテル&スパ
ストランダ（ストランダ）
ストリーン（ストリーン）
トーンフォルデ（フォルデ）
トーンホテルヨエルスター（シェイ）
フォッスヘイムツーリスト（ロム）
ホテルヴィデセッター（ヴィデセッター）
ローエンフィヨルド（ローエン）
トーンロフォーテン

クラリオン スヴォルヴァーハヴン
コンフォート スカンディックヴェストフィヨルド
スカンディックスタヴァンゲルシティー ファストホテル・ロフォーテン（スヴォルヴァー）
スカンディックスタヴァンゲルパーク ベステローレン・クストホテル（ストックマクネク）
トーンマリティム
パークイン
ビクトリア
ベストウェスタンプラスヴィクトリアホテル
ラディソンBLUアトランティック
スカンディックロイヤル
スカンディックホテルスピッツベルゲン
ラディソンブルポーラーホテルスピッツベルゲン

ファーストアンバサダー
クラリオンコレクションウィズ ラウキネスヒストフェリエ
クラリオンコレクションオーロラ
スカンディック
スカンディックイスハブス
スカンディックグランドトロムソ
ラディソンBLUホテルトロムソ
スカンディック・レルケンダール
クオリティホテルオーガスティン
クオリティホテルパノラマ
クラリオンコレクションコングレス
ラディソンBLUロイヤルガーデン

グランドロイヤル
トーンナルヴィーク
ナルヴィック

トーンハシュタ アークティクス
スカンディックハシュタ

ヴィクトリア　ホテル　ハマー
スカンディックハマー
スカンディックリングサーケル

スキューターフーセット
ハンマーフェスト
スカンディック ハンメルフェスト

ウレンスヴァング（ロフトフース） クオリティヴォーリングフォス（エイドフィヨルド） ウルヴィック（ウルヴィック）
クォリティーソグンダール（ソグンダール） エイドフィヨルド（エイドフィヨルド）
クビクネス（バレストランド） オッペンハイムホテル
クリンゲンベルグ（アーダルスタンゲン） オーランドフィヨルドホテル（オーランド）
スタルハイム（スタルハイム） ソグネフィヨルドホテル（ライカンゲル）
トーンホテルサンヴェン パークヴォスバンゲン（ヴォス）

ハマー

ハンマーフェスト

ボドルム

ボル

ナミビア
ウィントフック

オウチョ
オカウクエジョ
カマンジャブ

スワコプムント

セスリエム

ダマラランド

ツヴァイフェルフォンテン

ワルビスベイ

スヴォルヴァー

スタヴァンゲル

スピッツベルゲン

ドランメン

トロムソ

トロンハイム

ナルヴィック

ハシュッタ

マラテア

マルマリス

ワン

ソグネ・ハダンゲル
フィヨルド地区

ノルウェー

アルタ

エヴェネス
エヴェンスキュール

オスロ
サンヴィーカ（15km、約20分）

ラスタ（25km、約25分）
リサケル（8km、約10分）

オーレスン

カラショク

ガルデモン（オスロ空港周
辺）

ゲイランゲルフィヨルド地
区

トルコ

ディヤルバクル

ドゥバヤズット

トラブゾン

パムッカレ

フェティエ

ブルサ

チャナッカレ
（つづき）

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ハダンゲルフィヨルド（オイステス） ファースト・キンサルヴィーク（キンサルヴィック）
ブラカネス（ウルヴィック） フォッシーホテル
フレイシャーズ（ヴォス） フロムブリッガ（フロム）
フレットハイムホテル（フロム） ホフスルンド（ソグンダール）
ミルクダーレンマウンテンリゾート（ミルクダーレン） ラールダールホテル（ラールダール）
ライカンゲルフィヨルド（ライカンゲル） リンドストローム（ラールダール）

スカンディックノルゲ オーガスティン スカンディックコクスタッド
スカンディックロイヤルベルゲン クオリティホテルエドワードグリーク スカンディック・トリエット

クラリオンアドミラル スカンディックビパルケン
クラリオンコレクションハヴネコントーレ トーンブリストル
クラリオンベルゲンエアポート トーンベルゲンエアポート
クラリオンホテル　ベルゲン	
グランドテルミナス
コンフォート　ベルゲン
コンフォートホテルベルゲンエアポート
サンダーケー
スカンディックオーネン
スカンディックネプチューン
スカンディックベルゲンシティ
トーンオリオン
トーンローゼンクランツ
ホテルベルゲンバーシュ
ボルシュ
ホルダヘイメン
マジックソルハイムスビゲン
スカンディックノールカップ スカンディックホニングスヴォーグ
スカンディックブリッゲン ノルドカップツーリスト

ロルブー
ヴエステラ
ウステダーレン
ハイランドロッヂ
バルドーラホイフェルズホテル
ヤイロホテル

クォリティーホテルストランドヨーヴィック
クラリオンコレクション・グランド
ポルサンガー
ラクセルヴ

クラリオンコレクションハンメル スカンディック　ハフエル
スカンディック ビクトリア グドブランズガード
スカンディックリレハンメル ハンダーフォッセン
ファーストブレイス

アンカーブリッゲ（スヴォルヴァー）
オーロラ（スヴォルヴァー）
スヴィノヤロルブー（スヴォルヴァー）
スカンディック スヴォルバー
スタムスンドロフォーテン（スタムスンド）
トーンロフォーテン（スヴォルヴァー）
ハヴナ（スヴォルヴァー）
ビジットヴェストフィヨルドホテル（スヴォルヴァー）
ベステラーレン（ストックマクネス）
ベストウェスタンスヴォルバー（スヴォルヴァー）

クオリティ ストラーンド ホテル
アラニュホモク
ハーロムグーナール

シビタスブティックホテル
ソラールクラブ
パラティナス
パンノニア
ホテルショプロン
ラヴァー

NHコレクション・シティー・センター DHSRヘリア アップホテル
アクインカムホテル K&Kホテルオペラ アハトプレミアムブダペスト
アナンタラ・ニューヨーク・パレス NHブダペストシティ イビスシティウエスト
インターコンチネンタルブダペスト アクアワールドリゾートブダペスト イビスシティサウス
エリザベス  パーク ブタペスト リッツ カールトン パートナー ホテル アディナアパートメントホテル イビススタイルズブダペストシティ
エンサナ・グランド・マルギット・アイランド アトリウム イビススタイルブダペストセンター
クラウンプラザブダペスト アルトテル イビスセントラル
ケンピンスキコルビナスブダペスト ヴェルディグランド イビスブダペストシティ
コリンシア エキスポコングレス エベン
コンチネンタルホテルブダペスト エンサナサーマルマーガレットアイランド カールトン
ヒルトン ガーデン イン ブダペスト シティ センター ゲレルト ダヌビウスホテルアリーナ
ヒルトンブダペスト コートヤードブタペストシティセンター ノウムゴールデンパーク
マリオット スターライトスイーテンメルレグ ハンゲストミレニアム

ダヌビウスアストリア フンゲストプラタナス
ノボテルシティ ポラス
ノボテルセントラム ミュージアムブタペスト
ノボテルブダペストダニューブ メルキュールシティセンター
パークインバイラディソンブダペスト ルビン
バルセロブダペスト レジデンスイザベラ
ホテルハンガリアシティーセンター
ホリデイインブダペストブダオス（ブダオス）
ホリデイビーチブダペスト
マリオットコートヤードシティセンター
ミレニアムコート
メルキュールブダペストキャッスルヒル
メルキュールブダペストコロナ
ユーロスターブダペストセンター
ラディソンBLUベーケ
リージェンシースイーツホテルブダペスト
レオナルドブダペスト

ロータステルメホテルアンドスパ サーマルアクアエンサナ
サーマルヘーヴィスエンサナ
パロタ

ウコンヤルヴィ
ホテルイナリ
ホテルクロタホヴィ
ホテルコルピカルタノ
ヘッタ

スカンディックオウル オリジナルソコスホテルアリーナオウル
ラップランドホテルオウル フィンランディアホテルエアポートオウル
ラップランドホテルシュオテ
ラディソンブルオウル

オリジナルソコスホテルクーサモ
ホリディクラブ クーサモン トロピーキ

シーサイドグラスヴィラ スカンディック　ケミ
ルミリンナ

サンタズホテルトゥントゥリ（ギエラス棟） サンタズホテルトゥントゥリ
サンタズホテルトゥントゥリ（コンティオ棟） ホリディクラブサーリセルカ
スター　アークティック　ホテル　 リエコンリンナ
ノーザンライトヴィレッジ
ホテル＆イグルーヴィレッジカクシラウッタネン
リエコンリンナ アパートメント
ホテルイソシュオテ ホテルピックシュオテ

キーデ・イソシュオテ
オリジナルソコスホテルイルヴス オリジナルソコスホテルヴィラ
スカンディック・シティ スカンディック タンペレ コスキプイスト
スカンディック・ステーション ホリデイ・イン・セントラルステーション
スカンディック タンペレ ハメンプイスト
スカンディック・ローゼンダール
ソロソコスホテルトルニタンペレ
ホリデイクラブ
ラップランドホテルタンペレ
ラディソンブルグランドタマール

スカンディック　ハンブルガーボルス
スカンディック・アトリウム
ソコスホテルセウラフォーネ
ホリデイクラブカリビア

ナーンタリスパホテルリゾート
カンプ オリジナルソコスヴァンター アーサー
クラウンプラザ・ホテルヘルシンキ・ヘスペリア オリジナルソコスプレジデンティ エアポート・ピロッティ
クラリオンヘルシンキ オリジナルソコスヘルシンキ スカンディック　カイサニエミ
グロホテルクルービ オリジナルソコスホテルタピオラガーデン スカンディック　カリオ
スカンディックパークヘルシンキ クラウスK スカンディック　パシラ
セントジョージ クラリオン・ホテル・アヴィアポリス（ヴァンター）	 スカンディックホテルエスポー（エスポー）
ヒルトンヘルシンキヴァンターエアポート（ヴァンター） グロセロ ヘルカ
ヒルトンヘルシンキカラスタヤトルッパ グロホテルアート ホテル・ハーガセントラルパーク
ヒルトンヘルシンキストランド スカンディック　アヴィアコングレス ユーロホテル
ヘイブン スカンディックアビアポリス
ラップランドホテルブレヴァルディ スカンディックグランドセントラル
ラディソンBLUプラザ スカンディックグランドマリーナ
ラディソンBLUロイヤル スカンディックシモンケンタ
リラロバーツ スカンディックパアシ

スカンディックハカニエミ
スカンディックハブ
スカンディックメイラハティ
ソコスヴァークナ
ソコスホテルトルーニ
ブレイクソコスフラミンゴ
ホリディインヴァンターエアポート（ヴァンター）
ホリディインウェストルオホラーティ
ホリディインエキスポ
ホリディインシティセンター
マルスキバイスカンディック
ラディソンBLUエスポー（エスポー）
ラディソンBLUシーサイド
ラディソンブルアレクサントリ

アカス
セイタ
ユッラスカルティオ
ラップランドホテルサーガ
サンタズホテルオーロラ
ラップランドホテルルオストトゥントゥリ
スカンディック　ルカホヴィ

パノラマホテル K5レヴィ
シルカンタハティ
スパホテルレヴィトゥントゥリ
ソコスホテルレヴィ
タハティプイスト
ホテルフッルポロ

ハンガリー
ケチケメート

ショプロン

ブダペスト ブダオス（9km、約10分）

ヘーヴィーズ

リラフレッド

ソグネ・ハダンゲル
フィヨルド地区

（つづき）

ノルウェー

トゥルク

ナーンタリ

ヘルシンキ
ヴァンター（15km、約30分）
エスポー（15km、約30分）

ユッラス

ルオスト

ルカ

レヴィ

ベルゲン

ホニングスヴォーグ

ヤイロ

ヨーヴィック

ラクセルヴ

リレハンメル

ロフォーテン諸島

ヴラダル

イヴァロ

イナリ

エノンテキエ

オウル

クーサモ

ケミ

サーリセルカ

シュオテ

タンペレ

フィンランド

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。

29 株式会社阪急交通社



国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アークティックスノーホテル＆ガラスイグルー アーケネス
アークティックツリーハウスホテル スカンディック　ポラール
サンタズイグルーアークティックサークル ベアーズロッジ
サンタズホテルサンタクロース
シティ
スカンディックポヤンボヴィ
スカンディックロヴァニエミ
ソコスホテルヴァークナ
ラップランドホテルスカイオウナスヴァラ

フェロー諸島 フェロイヤル
アヴィニヨングランド イビスアヴィニヨンシュッド
オーベルジュドウカサーヌ イビススタイルアヴィニヨンシュッド
オーベルジュ　ドゥ　ノーヴ イビスセントレガレ
クロワトールサンルイ ドゥロルロージュ
ノボテルアビニョンセンター ノボテルノール
ブリストル ベストウェスタンホテルドゥラヴァラン
ミランド メルキュール・アヴィニョン・ガーレ・TGV 
メルキュール アヴィニョン サントル パレ デ パップ レフレーヌホステルリ
メルキュールポンタアヴィニヨン

＊アルル… ヨーロッパアビニオン
下段に記載されておりますアルルの欄をご覧ください。 ルプリウレホステルリ

レサガサン
インペリアルパレス ノボテルセンターアストリア

ベストウエスタンインターナショナル
ベストウエスタンカールトン
メルキュールトゥールセントレガール

＊シャモニー… グランズモンテッツ クーロン
下段に記載されておりますシャモニーの欄をご覧ください。
グランドテルドゥロペラ ヴィガン カントポー
ラレゼルヴ オステルリーサンアントワーヌ ホテルイビス

グランオルレアン
コンフォートイン
サンアントワンヌ
シフール
メルキュール　アルビ　バスディードゥ
ジュールセザール アルルプラザ

＊アヴィニヨン… ベストウェスタンアトリウム イビスアルル
上段に記載されておりますアヴィニヨンの欄をご覧ください。 イビススタイルパレデズコングレス

アンジョウ ドゥフランス
マリーヌ
メルキュールアンジェサントル

レスペランス
アルジーナ
プリンセス
レバルコンデュカニグー
ロジスルマスフレウリ

アクアベーラ アパートホテルアトリウム
オテルバーディ エスカーレオセアニア
グランドホテルロワレーヌ キリヤードプレスティージ
セザンヌ ノボテルボーマノワール

＊マルセイユ… ルピゴネ ベストウェスタンルガリス
下段に記載されておりますマルセイユの欄をご覧ください。 ロイヤルミラボー

ドーミーハウス
エルミタージュ
ヒルトンエビアン

エスカルオセアニア
テルミナス
ドメーヌポルトドソローニュ
ノボテルオルレアンシャルボニーレ
ノボテルラスルス

ドゥゴルフ（ドーヴィル） アンタレス
メルキュール　オンフルール キリアド

メルキュールドービルドゥヨットクラブ（ドーヴィル）
ル　ジュルシリーヌ
シャトードメルキュー フランス
シャトレーゼ
テルミヌス

ダブルツリーバイヒルトン　カルカッソンヌ ドゥソレイユテルミナス アパートシティカルカッソンヌ
ドラシテ ドメーヌドーリアック イビスカルカッソンヌエラシテ

トライブ・カルカッソンヌ キリアドカルカッソンヌウエストシティ
ベストウエスタンドンジオン シャトードカバナック
ホテルドゥロイ シャトードフルーレ
ホテルレシュバリェ セリーズカルカッソンヌ
メルキュールポルトデラシテ バラディンカルカッソンヌ
モンセギュール ブリストル

レジデンスアドニスラバルバカン
インターコンチカールトン MMVリゾートアンドスパカンヌマンドリュー アマラント
マジェスティックバリエール 1835ホワイトパーム イビスカンヌプラザラボッカ
マルティネーズ イビススタイル エンバシー

エルミタージュ・ド・ロアシス キリアードカンヌマンデリュー
グレイダルピオン クラブマントノン
クロワセットビーチ グランブルターニュ（レカネ）
サボイ ゴールデンチューリップカンヌドパリ
ノボテルモンフルーリ スプレンディッド
パレス ベストウェスタンカンヌリヴィエラ
ヒルトン メルキュールマンデリュー
プルマンマンドリューロイヤルカジノ モンディアル
メルキュールカンヌマンドリューホテル
ベストウェスタン　ホテル　クレジェン
ホテル　オセアニア
ベストウェスタンホテルモデルヌカーン
ベストウェスタンホテル　ル　ドファン
メルキュールカーンコートドゥナクル
メルキュールカーンサンポールドゥプレザンス
シャトークルバン

ラ　バスティード　ド　ゴルド
レ　ボリー　＆スパ

シャトーアイゼンブルク イビス
ヨーロッパ イビススタイルズコルマールサントル
グランドホテル・ブリストル・コルマール	 サンマルタン
メルキュールコルマールサントルウンターリンデン テュレンヌ
メルキュールコルマールサントルシャンドゥマール ノボテルコルマール

ラップ
サントフォア

シャトードジリ
シャトードソーロン
ボワジョリ アスタゾウ（ガヴァルニー）
リオンドール ヴィニャマーレ（ガヴァルニー）

オダリスバルネオアラディン
コンポステーレ（ガヴァルニー）
シームス（ガヴァルニー）
タイロン（ガヴァルニー）
マルボレ（ガヴァルニー）

クロラボエティ オグランドホテルサルラ コンポステール
ドメーヌドロシュボア サンアルバート
プラザマドレーヌ メイセット
ベストウェスタンレルノアール モンテーニュ
ルレムシディエール ラヴェルパリエ

ラクリヴリーヌ
グラン・オテル・ドゥ・ラ・ポステ

セントラル
レピレネー

ベストウエスタン・サンエティエンヌ・ポルト・ド・フォレ
メルキュールサンテティエンヌ

シャトーグランバライユ
メルキュール　リブルヌ　サンテミリオン　ホテル

レ　ティレル　ゲラン グランドデテルメ アレキサンドラ
ヌーボーモンデ アンティネア

イビスサンマロプラージュ
イビスサンマロラマドレーヌ
エスカーレオセアニア
オセアニアサンマロ
デフランスエデシャトーブリアン
ドラシテ
メゾンデザルマトゥール
メルキュールフロントデメール
ルボーフォルト
ラ・ブレッシュ・デ・ロランド

アルバートプルミエ アルピナ エギュデュミディ
オーベルジュドゥボアプラン エクセルシオール エルミタージュパッカード
モンブラン エリオピックスウィートアンドスパ グランデザルプス

ジュドゥポーム グランドホテルデュモンタンヴェール
パークスイス グルメ
バルコンドゥサボイ クロアブランシェ
ベストウェスタンプラス（エクセルシオール） シェモアブラン
メルキュールサントル ターミナル・ネージュ
モルガン ドゥアルブ
ルプリウレ ドゥボア
レゼグロン ホテル ラ ヴァレ ブランシュ

ポワン　イザベル
メルキュールボッソン

＊アルジェンティエール、レズーシュ… ラブラドール
上段に記載されておりますアルジェンティエール、 ラングレー ホテル グスタヴィア
下段に記載されておりますレズーシュの欄をご覧ください。 リッチモンド

ロッキーポップ
カンパニール シャルトル サントル - ガール - カテドラル イビスシャルトルサントル
ベストウェスタングランモナーク キリヤードシャルトル
メルキュールシャルトルカテドラル ノボテルシャルトル

オーベルジュ デュ ジュー ド ポム シャトーモンヴィラジェンヌ
ドルチェシャンティ
モンロワイヤル
7ホテル＆スパ イルキーチュ イビスサントルヒストリーク
グランドホテルストラスブール キリアドバレデコングレス
ジャンセバスチャンバッハ ホテルグーテンベルグ
ソフィテル ホリディインエキスプレスストラスブール
ノボテルサントアール
ヒルトン

サンジャンピエドポー

コンク

コートドニュイ地区

コートレ ガヴァルニー（30km、約40分）

サルラ

サンジャンドリュズ

ロヴァニエミ

トシュハウン

アヴィニヨン アルル（30km、約28分）

アヌシー

アルジェンティエール シャモニー（8km、約10分）

アルビ

アルル アヴィニヨン（30km、約28分）

アンジェ

ヴェズレー

ヴェルネ・レ・バン

エクスアンプロヴァンス マルセイユ（30km、約30分）

エトルタ

エビアン

オルレアン

オンフルール ドーヴィル（17km、約30分）

サンテティエンヌ

サンテミリオン

サンマロ

ジェドレ

シャモニー
アルジェンティエール（8km、約10分）

レズーシュ（8km、約10分）

シャルトル

シャンティ

オータン

カオール

カルカッソンヌ

カンヌ レカネ（5km、約10分）

カンペール

カーン

クルバン

ゴルド

コルマール

フィンランド

フランス

ストラスブール

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ベスト　ウエスタン　ヨーロッパ　ストラスブール
ホテル・アノング 
ボマ イージー リビング ホテル
メゾンルージュ
メルキュールエアポート
メルキュールギャレセントラーレ
メルキュールサントル
メルキュールバレデコングレス
モノポールメトロポール
リージェントコンテイズ
リージェントプティフランス
グランドホテルラクロッシュ イビスディジョンガレ
ドゥシャポールージュ キリアドディジョンエストミランデ
ノボテルスッド デュジュラ
ホリディイン デュノール
メルキュールクレマンソー
ＮＨトゥールーズエアポート アパートシティトゥールーズヒッポドローム
クラウンプラザ アパートシティトゥールーズラベージュ
グランドホテルドオペラ アルベルト
コートヤードマリオットエアポート イビススタイルズトゥールーズカナルデュミディ
ノボテルエアポート パーク＆スイーツエレガンスコンヌバリュー
ノボテルセントレ パーク＆スイーツエレガンスピュルパン
パラディア バラダントゥールーズ
プルマンエアポート ベストウェスタンアテネ
プルマンセントレ ベストウエスタンホテルズレカピトゥール
ホリディイントゥールーズエアポート メルキュールサンジョルジュ
ホリディイントゥールーズセンター ル・クストール
メルキュールアトリエサントル
メルキュールウィルソン

ノルマンディーバリエール アミローテ
ロイヤルバリエール ヘリオス

メルキュールデュヨットクラブ
アルベールプルミエアストリア パークイン
グランドドゥラレーヌ ベストウエスタンクリスタル
スイート　ノボテル　ナンシー　サントル　ホテル メルキュールシタニスラス

メルキュールセンターガレ　　
グランドメルキュール アル
ノボテル・ナント・サントルボール・ド・ロワール イビスナントセンターガレスッド
メルキュールイルドナント デュツーリスム
メルキュール　ナント　サントル　グランドホテル ドゥパリナント
ラディソン　ブルー ドゥラプラージュ
ラペルラース ビーアンドビーホテル

ベルエトワール
マスコット
レサプロン

ネグレスコ ACホテルマリオット アイリ
ルメリディアンニース NHニース アダージョ

アストン・ラ・スカラ アポジア
アナンタラプラザ アマリリス
アポリネル ニース アルバートプリミエール
ウエストエンド アンバサダー
ウェストミンスター イビスエアポートプロムナードザングレ
グランドアストン イビスサントルガレ
サボテル イビスサントルノートルダム
スプレンディッドホテル＆スパ ヴァンドーム
ソフィアカントリークラブ（アンティーブ） エクスクルーシブスイス
ニースリビエラ オールシーズンズニースヴォーポール
パークイン オールシーズンズニースエアポートアレーナ
パークインバイラディソンニースエアポート カルリーナ
ボーリバージュ カンパニーレニースエアポート
ボスコロ・ニース・ホテルアンドスパ グノー
ホリディインニース クリマットフランスニースガリバルディ
マセナ ショワズール
メルキュールセンターノートルダム タラズール（アンティーブ)
ラディソンBLU ドゥ・パン
ラペルーズ ドゥミディ

ドスエード
ナショナル
ノボテル・スイーツ・ニース・エアポート	
ノボテルエアポートアリーナ
ノボテルエアポートキャプ3000
ノボテルセンター
ハイパーク バイアダージオ ニース
ベストウエスタン ソコ バイ ハッピーカルチャー
ベストウェスタンアルバ
ベストウエスタンナウチカ
ベストウェスタンニューヨーク
ベストウェスタンマドリッド
メディシス
メルキュールグリマルディ
メルキュールソフィアアンティポリス（アンティーブ）
メルキュールニースセンターグリマルディ−
メルキュールニースプロムナードザングレ
メルキュールマルシェオーフルール
ユニバース
ル・ノイユ・ニース・ガレ
ルレメルキュールニースカリフォルニア
インベラトーレ
ノボテルアトリア
メルキュール　ヌヴェール　ポンドゥロール

＊ジュネーブ… オールシーズンズネダンビタムパルク
スイスの段に記載されておりますジュネーブの欄をご覧ください。

シャトー　ド　シュリー
テンポレジデンスカテドラル イビススタイルズバイヨンヌサントルガール
ヴィラコエギバヨンヌ イビスバイヨンヌサントル
メルキュールバイヨンヌセンタールグラン イビスバジェトバイヨンヌ
ルバイヨンヌホテル
メルキュールバスティアビグーリア ベストウェスタンバスティアサントル

NHジョリーロッティ Mソーシャルホテルパリオペラ BアンドBホテル・パリ・17バティニョール
ウエスティンパリ エドワードセット アダジオシティツールエッフェル
ウエストミンスター オセアニア イテイネレール
クリヨン ア ローズウッド ホテル カスティリオーネ イビス17クリシーバティニョール
コンコルドルテシア クラウンプラザリパブリック イビスアレシアモンパルナス
サンジェームスパリ コンコルドモンパルナス イビスガルドノルドシャトーランドン
ソフィテルルスクリーブオペラ セントジェームスアンドアルバニー イビススタイルガレデエストシャトーランドン
パークハイアットパリヴァンドーム ソフィテルフォーブル イビススタイルパリベルシー
バルチモア ノボテルパリサントルトゥールエッフェル イビスベルシーエキスポ
フーケバリエール ノボテル パリ ポルトドヴェルサイユ イビスポルトドモントルイユ
フォーシーズンズジョルジュサンク ノボテルポルテオルレアン イビスラヴィレシテデシアンス
プラザアテネパリ ノルマンディ カンパニールパリ12e　ベルシーヴィラージュ
ブリストルパリ パークアンドスイーツプレスティージュ キリアドパリラヴィレット
プリンスドガル ハイアットリージェンシーエトワール クオリティーオペラサンラザール
ホテル・デュ・コレクショナー ハイアットリージェンシーマドレーヌ グランドドゥアーブル
ムーリス パヴィヨンナシオン コンフォートダヴダシオン
リッツ パヴィロンドゥラレーヌ ザ　レミックスホテル
ルグラン パリ マリオット シャンゼリゼ シタディンヌツールエッフェル
ルネッサンスプラザバンドーム ヒルトンオペラ ノボテルパリギャレデリヨン
ロワイヤルモンソーパリ プルマントゥールエッフェル ノボテルポルテオルレアン

プルマンベルシー ベストウェスタンプラススーツケースパリ
プルマンモンパルナスパリ ベストウェスタンベルシーリブゴーシュ
ベストウェスタンプレミアフォブール ベストウェスタンロンセレイオペラ
ホテルドルーブル ホリディインエクスプレスプラスドイタリー
ホテルレシキエオペラ メディアンパリコングレス
ホリデイインガルドエスト メディアンパリポルトドヴェルサイユ
ホリデイインガレモンパルナス メルキュールテルミナスノール
マリオットオペラアンバサダー メルキュールモンパルナス
マリオットリブゴーシュホテル&コンファレンスセンター メルキュールモンマルトル
メリディアンパリエトワール ルパティオサントアントワーヌ
メルキュールオペラギャルニエ
メルキュール・オペラ・ラファイエット
メルキュール・ガール・デ・リヨン
メルキュールセンターツールエッフェル
メルキュール パリ 17 バティニョール
メルキュールパリケドセーヌ
メルキュールラヴィレット
レジーナ ルーブル
レジャルダンデュマレ
ロイヤルサントノーレ
ワーウィックシャンゼリゼ

ディズニーランドホテル（マルネラヴァレ） イビススタイル（ルブルジェ） イビススタイルロワシーシャルルドゴール（ロワシー）
トリアノンパレスホテル（ヴェルサイユ） オセアニアパリーロワシー（ロワシー） エースロワシー(ロワシー)　　

オンリースイーツパリシャルルドゴール（ロワシー） オールシーズンズフォンテナイスーボア（フォントネイスーボア）
コートヤードパリロワシーシャルルドゴール(ロワシー) オテル オセアニア パリ ロワシー（ロワシー）
ゴールデンチューリップシャルルドゴール(ロワシー)　　 カンパニールロワシー（ロワシー）
ゴールデンチューリップシャルルドゴール・ヴィルパント(ロワシー)　 キリアド・ノール・ポルト・ド・サントゥアン
シェラトンパリエアポート（ロワシー） キリアド ロワシー ヴィルパント - パルク デ ゼクスポジション（ロワシー）
ドリームキャッスル（マルネラヴァレ） ノボテルシャルルドゴールターミナル（ロワシー）
ノボテルオルネースボワ（オルネースボワ） ノボテルポワシーオルジュバル（ポワシー）
ノボテルコンベンションアンドウェルネス（ロワシー） パーク＆スイートエレガンスメゾンラフィット（メゾンラフィット）
ノボテルスイートパリシャルルドゴールヴィルパント（ロワシー） パーク＆スイートエレガンスローニュマルネラヴァレ（マルネラヴァレ）
ハイアットリージェンシーシャルルドゴール（ロワシー） ベストウェスタン・プラス・パリロワシー	（ロワシー）
ヒルトンオルリーエアポート（オルリー） メルキュールオルリーエアポート（オルリー）
ヒルトンシャルルドゴール（ロワシー） メルキュールバルデフォンテナイ（フォントネイスーボア）
プルマンシャトードヴェルサイユ（ヴェルサイユ） メルキュールラデファンスパーク（ナーンテル）
プルマンパリロワシーシャルルドゴールエアポートホテル（ロワシー） レジドーム（イブリー）
ホテルインパリシャルルドゴールエアポート（ロワシー） レジドーム（ロワシー）
ホリデイインパリヴェルサイユブージヴァル（ブージヴァル） レジドームセーヌサンジェルマン（キャリエールシュルセーヌ）
マジックサーカス（マルネラヴァレ）
マリオットシャルルドゴールエアポート（ロワシー）
ミレニアムシャルルドゴール（ロワシー）
メルキュールオルリーリンギス（オルリー）
メルキュールシャルル ド ゴールエアポートアンドコンベンション（ロワシー）

メルキュールロワシー（ロワシー）
ラディソンBLUディズニーランド（マルネラヴァレ）
ルレスパ（ロワシー）
レジドームロワシーパーク（ロワシー）

パリ ［パリ市内（20区内）］

パリ近郊

ヴェルサイユ（22km、約40分）
イブリー（30km、約25分）

オルネースボワ（20km、約30分）
オルリー（18km、約40分）

キャリエールシュルセーヌ（20km、約40分）
ナーンテル（13km、約20分）

フォントネイスーボア（18km、約30分）
ブージヴァル（25km、約35分）

ポワシー（28km、約30分）
マッシー（23km、約30分）

マルネラヴァレ（26km、約35分）
メゾンラフィット（21km、約40分）

ルブルジェ（15km、約30分）
ロワシー（25km、約30分）

バスティア

ヌヴェール

ネダン ジュネーブ（14km、約25分）

ディジョン

トゥールーズ

ドーヴィル

ナンシー

ナント

ニース アンティーブ（21km、約35分）

ニーム

バイユー

バイヨンヌ

ストラスブール
（つづき）

フランス

パリ

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

Mギャラリー ネスト パリ ラ デファンス メルキュールラデファンスサンク（デファンス地区）
エバーグリーンローレル（ルバロワペレ地区） キリアドサントゥアン
クラウンプラザパリヌイイー（ヌイイー地区）
コートヤードバイマリオットデファンスウェスト（コロンブ地区）
ネスト　パリ　ラ・ディファンス　Mギャラリー
ノボテルパリラデファンス（デファンス地区）
ヒルトンパリラデファンス（デファンス地区）
プルマンラデファンス（デファンス地区）
ベストウェスタン・プラス・スーツケース・パリ・ラデファンス
ホリディインポルトドクリシー（クリシー地区）
メルキュールパリサントゥアン（サントゥアン地区）
ルネッサンスデファンス（デファンス地区）
レジドームパルクデュミレネール（デファンス地区）
ラディソンBLUパリブローニュ（ブローニュ地区） イビスイシーレムリノー（イシーレムリノー地区）

イビスポルトオルレアン（モンルージュ地区）
ノボテルポントデセーブル（セーブル地区）
フォレストヒルムードン（ムードン地区）
ホテルパリブローニュ（ブローニュ地区）
メルキュールポルトドヴェルサイユエキスポ（バンブー地区）
メルキュールポルトドオルレアン（モンルージュ地区）
メルキュールポルトドサンクルー（ブローニュ地区）
イビスパリポルトドベルシー（シャラントン地区）
カンパニールパリエストポルトドバニョーレ（バニョレ地区）
キリヤドエストボワドヴァンセンヌ（サンモーリス地区）
ノボテルエスト（バニョレ地区）

＊パリ隣接地区とはパリ20区に隣接している地区で、 ノボテルシャラントン（シャラントン地区）
パリ20区より貸切バスにて5〜15分の距離になっております。 メルキュールポルトドパンタン（パンタン地区）

コートヤードアルクイユ（アルクイユ地区） アポジア（イブリー地区）
メルキュールパリケドセーヌ（イブリー地区） イビスポルトドイタリー（ジャンティー地区）

カンパニールポルトドイタリー（クレムリンビセトル地区）
アパートシティコンフォートヴィルジュイフ（ヴィルジュイフ地区）

オテルデュパレ グラントニック イビスアングレーエアポート
グランドメルキュールレジーナエドゥゴルフ ノボテルアングレーエアポート
ソフィテルタラッサミラマール
パークヴィクトリア
ラディソンBLUビアリッツ

インターコンチネンタル・ル・グラン クオリティスイーツ アルトン
クオリティボルドーサントル イビススタイルエアロポール
ザリージュントグランドホテルボルドー オールシーズンズボルドーサンジャン
シャトーカミアック コンチネンタル
シャトードミラボー スターズボルドーガール
セントジェームス ノボテル　ボルドー　メリニャック
テネオスイーツ ノボテルボルドーラック
ノボテルセントメリアディック ベストウェスタンロイヤルサンジャン
ノボテルボルドーサントルガールサンジャン ホリディイン シティ センターメリアデック
ブルディガラ メルキュールエアポート
プルマンボルドーラック メルキュールシテモンディアル
ベストウェスタンバヨンヌエトチェオナ メルキュールスッドヴィユネーヴドルノン
メルキュールシャトーシャルトン メルキュールルラック
メルキュールボルドーサントル

アリアンネ
ドゥフランス
ベストウェスタンモントゴメリー

パルク ボーモン ポー M ギャラリー キリヤードプレステージポーゼニス イビスポーセンター
クオリティ ホテル ポー サントル ボスケ ノボテル
ベストウェスタンコンチネンタル ベストウェスタンラパルメラリエ

メルキュール

メルキュールシャンテクレール
オステルリルセドレ
ナジェティ　ホテル　ド　ラ　ポスト
ノボテル
ホテル ルクロ
メルキュールサントル
ルセップ
ル・モンラシェ 

インターコンチネンタル ACホテル　マルセイユ　プラド　ヴェロドローム イビススタイル　マルセイユ　プロバンス　エアポート
ルネッサンス・エクス・アン・プロヴァンス NHコレクションマルセイユ イビスセントチャールズ

ゴールデンチューリップマルセイユユーロメッド イビスボネヴェイヌ
ソフィテルヴューポール エスカーレオセアニア
ニューホテルオブマルセイユファロ キリヤドマルセイユプロヴァンスアエロポート
ノボテルマルセイユサントルプラド グランドホテルボーヴォー
プルマンマルセイユパームビーチ ゴールデンチューリップマルセイユエアポート
プルマンマルセイユプロヴァンス ニューホテルセレクト
メルキュールマルセイユサントル ニューホテルビューポート
ラティソンブルー ニューボンパール

ノボテルエストラバレンチーヌ
ベストウエスタンアエロポール
ベストウェスタンボンヌベーヌ

＊エクスアンプロヴァンス… ホリデイインエクスプレスサンシャルル
上段に記載されておりますエクスアンプロヴァンスの欄をご覧ください。 メルキュールマルセイユプラド

ドメーヌ　ド　ラ　ブルテッシュ
ゴールデンチューリップミュールーズバーゼル イビスミュールーズヴィレガレサントル
ノボテル ミュルーズ バール フリブール
ホリディインミュールーズ
メルキュール ミュルーズ サントル
ホテル＆スパ　ゴルジュ　デュ　ヴェルドン
ノボテルメッスオコンクール カンパニールメッスノール
メルキュールメッスサントル キリアドメッスサントル

ノボテル メッス サントル
メールプラール ヴェール
ルレサンミッシェル オーベルジュドゥラベ

ガブリエル
サンオーベル
サンピエール
テラスプラール
デラディーグ
ホテルボボワール
ムートンブラン
メルキュールモンサンミッシェル
ルレドゥロイ
グランドホテルモンタンヴェール

スイートホテルアンティゴ
ソフィテルアンティゴ
ノボテル
ホリディイン
メルキュールセンター

ドメーヌ　デ　ベルシャン　ルレ＆シャトー
オステルリーラブリケトリ（ヴィネ） アシエットシャンプノワーズ

カンパニールサントルカテドラル
グランドデテンプリエール
コンチネンタル
ドゥラペ
ホリディイン シティ センター
メルキュールカテドラル

アトリウム
ジャンヌダルク
ノボテルルラック
ベストウエスタンリシュリュー
メルキュールロイヤルリムジン
ルーク

B4グランド イビス スタイルズ リヨン コンフルエンス
NH リヨンエアポート イビススタイルホテルリヨンヴィルールバンヌ
Q7 ロッジ カンパニールリヨンサントルガールペラーシェコンフルエンス
アパートシティコンフォートパールデュー カンパニールリヨンセンターベルジュ
クラウンプラザリヨンシテインターナショナル コングレス
グランホテルメルキュールサックスラファイエット サフィール　リヨン
コンコルドシテリヨン ノボテルジェルランド
ソフィテルリヨン ノボテルノールポルト
ビラフォローランティーヌ ノボテルバールディユ
マリオットスイーツシテアンテルナショナル ノボテルブロン
メルキュールセンターシャトーペーラーシュ ノボテルポルトドゥバルベール
ラディソンBLUリヨン ベストウェスタンシャルルマーニュ
ラレーヌアストリッド ベストウェスタンドゥポイントウィルソン
リヨンメトロポール パーク＆スイーツリヨンジェランド

ホテルカールトンリヨン
メディアンパーク
メルキュールスッド
メルキュールプラザリパブリック
メルキュールブロトー
メルキュールリスルドアビュー
メルキュールリヨンシャルペンヌ
メルキュールリヨンシャルポニエール
メルキュールルミエール
ラマルティン（テッセンラデミルネ）
リベルテルボーアーツ
ルルーズベルトホテル

エリセオ アストリアバチカン
グランドホテルガリア＆ロンドル アメリカホテル
グランドホテルデラグロット アルビヨン
ヘルゴン コンチネンタル
メルキュールルルドインペリアル パノラマホテル

ボーシット
ホテルクリスティーナ
ホテルサン-ソヴール
ホテルサントローズ
ラヴァリエールクロア
レジデンツアカシア

ホテルドゥブールトルルド イビスパルクデエクスポゼニス
イビスルーアンセンターリブゴーシュサンセヴェール
キリアドルーアンセントレ
クールドゥシティホテルルーアンカテドラル
ザ オリジナルズ ルレ ラ ベルテリエール 

パリ隣接地区
（20区隣接地

区）

パリ20区	北隣接

クリシー地区・
コロンブ地区・
サントゥアン地区・
デファンス地区・
ヌイイー地区・
ルバロワペレ地区

パリ20区	西隣接

イシーレムリノー地区・
セーブル地区・
バンブー地区・
ブローニュ地区・
ムードン地区・
モンルージュ地区

パリ20区	東隣接

サンモーリス地区・
シャラントン地区・
バニョレ地区・
パンタン地区

パリ20区	南隣接

アルクイユ地区・
イブリー地区・
ヴィルジュイフ地区・
クレムリンビセトル地区・
ジャンティー地区

リヨン テッセンラデミルネ（7km、約10分）

ルルド

ビアリッツ

ボルドー

ポントルソン

ボンノム峠

ポー

ボージアンブレッセ

ボーヌ

マルセイユ エクスアンプロヴァンス（30km、約30分）

ミシャック

ムスティエ・サントマリー

メッス

モンサンミッシェル

モンタンヴェール

モンペリエ

モンペリエ（近郊）

ランス ヴィネ（35km、約40分）

リモージュ

ミュールーズ

ボンノム小屋＊本ホテルは山岳にあるゲストハウスとなります。ホテルグレードに関しては、クラス分けをしておりません。

パリ
（つづき）

フランス

ルーアン

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

デュビューマルシェ
ノボテルスッド
ベストウェスタンドゥディエップ
メルキュールシャンドマース
メルキュールルーアンセントレ
ルーアンサンスベール

グランゲスデンハウト カンパニュール
＊シャモニー…上段に記載されておりますシャモニーの欄をご覧ください。

アリックス
オーベルジュデラガレンヌ
オテル デュ シャトー
ドゥリオンドール
ドメインデラリュー
パノラミック
ベストウェスタンボーシットノートルダム
ベルヴェデーレ
ルヴィエレトゥール

シャトーマルセー（シノン） シャトーダルティーニ（モンバゾン） アリアンストゥアリビエール（トゥール）
ドメインドボーボア（トゥール） シャトーデラブーダジェーレ（モンルイーズシュルロワール） アンネダンジョー（ソーミュール）

シャトーデラメノディエール（モンリチャード） イビススタイルツールスード（トゥール）
シャトードゥセットトゥール（トゥール） イビススタイルトゥールセンター（トゥール）
シャトードシセ（シセ） ヴィラベラッジオ（ブロワ）
シャトードプレイ（アンボワーズ） キリアドサンピエールデコープス（サンピエールドコープス）
シャトードブロイユ（シュベルニー） キリアド トゥール ジュエ レ トゥール(トゥール）
シャトーベルモン・バイ　クレストコレクション（トゥール） キリアドトゥールスッド（トゥール）
シャトーロシュコット（ランジェ） キリアドトゥールセントレ（トゥール）
ドゥユニベール（トゥール） コンフォートシャンブレートゥールスッド（シャンブレーレトゥール）
ドメーヌセーリュック（オンザイン） シャトードボーリュ（トゥール）
ドメーヌデラトルティニエール（モンバゾン） シャトードムーラン（ブロワ）
ノボテルトゥールセンターガレ（トゥール） シャトードロワール（トゥール）
メルキュールトゥールセントレガール ブリット ホテル トゥール シュッド（ジュエレトゥール）
ルショワセル（アンボワーズ） ベストウェスタンアーティストホテル（トゥール）

ホテルインデザイン（トゥール）
ホリディインガーデンコートブロワ（ブロワ）
メルキュールスッド（トゥール）
メルキュールノール（トゥール）
メルキュールブロワセンター（ブロワ）
ルグランド（トゥール）

ラディソンBLUリゾート＆スパ デミュールエムエット カンポデレオロ
ドルチェヴィータ ナポレオン
パラッツォウドモ
ベストウエスタン アジャクシオ アミローテ
メルキュール アジャクシオ

ベストウェスタンコルシカ ホステルリードゥラベイ
オテル メルキュール バスティア ビグーリア オステラホテル

ベストウェスタンバスティアサントル
ホテルポスタヴェッキア

スイスベルホテルヴァルナ　　
ゾルニカ
パラス
グランドホテルカザンラク

グランドホテル　シュメン
ヴェレヤ

インターコンチネンタル アネル パークモスコヴァ
グランド セントラルパーク ヘムス
グランドホテルミレニアム ダウンタウン ロディーナ
ソフィアホテルバルカン ノボテルソフィア
ハイアット フェスタ
ヒルトン ベストウェスタンエクスポ
マリネラソフィア メイソン

メトロポリタンホテルソフィア
ラマダソフィア

アクア
ブルガリア
ミラージュ
ルクソール　ホテル

アライアンスホテル パークホテルプロブディフ
インペリアル ブルガリア
グランドホテルプロブディフ
パークホテルサンクトペテルブルグ
マリッツァ
ラマダトリモンティウム
ランドマーク
アルバナシパレス（アルバナシ） アレグロ
パーク（アルバナシ） インターホテルベリコタルノボ
プレミア グルコ
ボリャルスキ セバストクラトール
ヤントラ トラペズィツァ
ラチェフホテルレジデンス(アルバナシ) パークホテルアセネブチ
パノラマ ボリャリ

エルミタージュ インツーリスト
ヴェスタ
ベラルーシ

クラウンプラザミンスク ヴィクトリア
プレジデント ヴィクトリア2
ベイジン ヴィクトリアオリンプ
マリオット ダブルツリーバイヒルトン
ヨーロッパ ホテルミンスク
ルネッサンス

シャトードダッソンビル（マルシュ） エクセルシオール（ナミュール）
シャトードナミュール（ナミュール） グランドフランドル（ナミュール）
ベストウエスタンレトロワクレ（ジャンブロー） タンヌール（ナミュール）

ハンプトンズホテルナミュール（ナミュール）
ボールガール（ナミュール）

ヒルトン クラウンプラザ アストリアアントワープ
サーヴィル（セントニコラス） アンバサダー
デウィッテレリー イビススタイルアントワープシティセンター
デカイザー イビスセントラム
ハイぺリオンホテル シアター
ヒリット センチュリーホテル
ファンデアファルクホテルアントワープ ダイヤモンド
メルキュールアントワープセントラムオペラ ノボテル
ラディソンBLUアストリッド プラザ
メルキュール・アントワープ・シティー・サウス ホリディインエクスプレスアントワープ

＊ブリュッセル… リンドナーホテル＆シティラウンジ メルキュール アントワープ シティ センター
下段に記載されておりますブリュッセルの欄をご覧ください。 モンドアントワープシティセンター

アルビオン
ベストウェスタンフランダースロッジ
ホテルオーイーペル

マリオットゲント NHゲントベルフォード NHゲントサントピーターズ
オーベルジュドペシェール（シントマルテンスラーテム） イビスセントラムオペラ

イビスセントラムカテドラル
エクスプレスバイホリデイインゲント
グラーベンスティーン
ゲントリバー
デフランドール
ノボテルセントラム
ホリディインエクスポゲント

ル シャトー デ テルメ
オーアムスデブイヨン
オーベルジュダルザスオテルドフランス
ドゥラポステ
パノラマ
ベストウエスタンラポルトデフランス
レライスゴーデフライ

アミーゴ BWプルミエパーク NHグランプラスアーレンベルグ
シャトーデュラック（ジャンバル） nhow ブリュッセルブルーム NHブリュッセルエアポート
シュタイゲンベルガーウィルッチャーズ NHコレクションブリュッセルセンター NHブリュッセルカルフールドゥルーローップ
スタンホープ　ブリュッセルズ　バイ　トーン NHドゥザブロン イビスシティセンター
ソフィテルブリュッセルヨーロッパ NHブリュッセルEUバーレイモント イビスオフグランプラス
タングラブリュッセル NHブリュッセルルイーズ イビスセンターガレドゥミディ
バーシーバイワーウィック イザンアベニュールイーズ クイーンアン
ヒルトンブリュッセルグランプラス インディゴ・ブリュッセルズシティー グレスハムベルソン
マリオット キュービックホテルブリュッセル スカンディックグランドパレス
ユーロスターズモンゴメリー クラウンプラザエアポート ドゥコロニーズ
ラディソン・コレクション、グランプラス コートヤードバイマリオット トーンブリュッセルエアポート
ラディソン　レッド ザ・プレジデント ノボテルエアポート
ルプラザ ザホテルブリュッセル ノボテルオフグランプラス
ワーウィックブリュッセル シェラトン ノボテルブリュッセルセンター

シェラトンエアポート ノボテルワーブルブリュッセルイースト（ワーブル）
シャトードリムレット（リムレット） バンドーム
ソデホテルラウルウエ バンベレ
ダブルツリーバイヒルトンブリュッセルシティ ヒルトンガーデンインブリュッセルルイーズ
トーンEU フォーラムブリュッセル
トーンブリュッセルシティーセンター ブリュッセル
トーンホテルブリストルステファニー プレジデントノルド
ドミニカン ベストウエスタン（ワーブル）
バンテルバルクエアポート ベストウエスタンブリュッセルイースト（ワーブル）
プルマンブリュッセルミディ ベストウエスタンロイヤルセンター
ペンタホテル ブリュッセルシティセンター ベッドフォード
ユーロフラット ペンタホテル ブリュッセルエアポート
ラマダブリュッセルウォルウェ ホリディインブリュッセルエアポート

＊アントワープ…… ルネッサンスブリュッセルホテル マーティンズブリュッセルEU
上段に記載されておりますアントワープの欄をご覧ください。 ロイヤルエンバシー ルドームI

デュークスパレス NHブルージュ アカデミー
アラゴン アザレア
ヴェロテルブルージュ イビスブルージュセントラム
オランジェリー インペリアル（オステンド）
クラウンプラザ オリンピア
グランドホテルカッセルベルグ グリーンパークブリュージュ
ゴールデンチューリップドメディチ ノボテルブルージュセントラム
デュークス アーチーズ パークホテル
テルマエパレス（オステンド） ハンスメムリンク
ドチュイレリン フランダース
ナバラ ブルゴテル
ノボテルセントラム（ルーバン） フローリスブルージュ

オステンド（29km、約25分）
ルーバン（28km、約25分）

ブルージュ

ベルギー

レズーシュ シャモニー（8km、約10分）

ロカマドゥール

ロワール地方

ベリコタルノボ地区

ブリュッセル

アントワープ（30km、約20分）
ジャンバル（20km、約15分）
リムレット（30km、約25分）
ワーブル（28km、約30分）

フランス・
コルシカ島

アジャクシオ

カルヴィ

バスティア

ブルガリア ヴァルナ

カザンラク

シュメン
スタラザゴラ

ソフィア

ブルガス

プロブディフ

ベラルーシ
ブレスト

ミンスク

アルデンヌ地方

アントワープ
セントニコラス（25km、約30分）
ブリュッセル（30km、約20分）

イーペル

ゲント シントマルテンスラーテム（9km、約15分） 

ショードフォンテーヌ

ブイヨン

ルーアン
（つづき）

フランス

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

ベストウェスタンホテルアカシア ホリデイインガーデンコート（ルーバン）
ポルティナリ マーティンズホテルブルージュ
マーティンズブルージュ メルキュールオステンド（オステンド）
ラディソンブル ヨーロッパ
ローゼンブルク ロイヤルアストゥール（オステンド）
アルファ
カルチェラタン
シャトーダッソンビル
ルマナー
マーティンズパタースホフ

クラウンプラザリエージュ メルキュールリエージュシティセンター	
ラマダプラザリエージュシティセンター　

スイソテルサラエヴォ イビス・スタイル・サラエボ イタリア
ヒルズ カラーズイン グランド
ヨーロッパ コートヤードバイマリオット グランドブリストル
ラドンプラザ テルメ サラジェホテル

ハリウッド ボスニア
プレジデント
レジデンスイン
ヴァポーレ
グランドホテルネウム
ホテルスンツェ

アダ
パークホテルビハッチ

ヘヴァンダ シティホテル
メパス ブリストル

ホテルモスタル
モゴルエロ（チャブリーナ）

ベルモンド・イーグル・アイランドロッジ
ベルモンド・クワイ・リバーロッジ
ベルモンド・サブテ・エレファントロッジ エレファントバレーロッジ チョベサファリロッジ

クレスタモワナサファリロッジ
チョベゲームロッジ
チョベチルウェロロッジ
チョベマリーナロッジ
メリア・リア　ホテルアンドスパ
ポサーダモステイロデアマレス
ファブリカ ド チョコレート
ポサーダデヴィアナ ドカステロモンテ デサンタルシア
ポサーダ・デ・ヴィゼウ

ヴィダーゴ　パレス
パテオ ドス ソラレス チャーム
ポサーダライーニャサンタイザベル
エボラ
ポサーダノサセニョーラダアスンサオン（アライオロス）
ポサーダロイオス
マールディアムラハス
アルメディナ アルベルガリアライーニャサンタイザベル
ザ・リテラリー・マン・オビドス アルベルガルアジョセファ

エスタラジェムコンベント
カルダスインターナショナル
クリスタルカルダス
マンサンダトーレ
レアルドオビドス

メリアカステロブランコ
ポサーダ・ド・ジェレス・カニサーダー
サナシルバーコースト

ポサーダ・モナステイロ・デ・ギマランイス フンダドール
クーリアパラス

キンタダスラグリマス　 チボリコインブラ アストリア
ドーニャイネス アルメディナコインブラ
ポサーダデコンディシャコインブラ（コンデイシャアノバ） ドルルイス
ホテル コインブラ アフィリアテッド バイ メリア

チボリハパラシオデセテアイス
ドステンプラリオス
マールブラボー ダナザレ
ミラマーシュール プライア
ミラマール マーレ

ヴィンテージハウス
サンタマリア エストレラデファティマ
ステイラーファティマホテルアンドコングレス＆スパ サンホセ
ファティマ ジリアＤグファティマ　　
ルクスファティマ シンクエンテナリオ

トレスパストリンホス
ラックスムンディ

ブサコパレス
メリアブラガ ブラガドテンプロ
HFイパネマパーク ACポルト HFトゥエラ
インターコンチネンタルポルト HFフェニックス アパルタメントソルベルト
インファンテデザグレス アクシスポルト アンタス
クラウンプラザポルト イパネマ クリップホテル
シェラトンポルトアンドスパ ヴィラ　C　ブティック(ヴィーラドコンデ) グランデデポルト
ソルベルトスパアンドウェルネスセンター ヴィラガレポルト スターイン
チボリ エウロスターズダスアルテス トリップホテルセントロ
ペスタナパラシオドフレイショ カリスポルトリベイラ パークホテルポルトアエロプエルト
ポルトパラシオコングレスホテル＆スパ クオリティインポルトゥスカレ ブラックチューリップ

ゴールデンチューリップポルトガイア ホテルベータポルト
サンタナ　ホテル＆スパ(ヴィーラドコンデ) ホリデイインエクスプレスポルトエクスポノール
トリップポルトエキスポ レジェンダリーポルト
ドンエンリケ
ノボテルポルトガイア
プライアゴルフェ
ベストウェスタンインカ
ベッサ・ボアビスタ
ホリディインポルトガイア
メルキュールポルトガイア
メルキュールポルトセントロ
ユーロスターズヘロイスモ
ユーロスターズポルトセントロ

プレミアム　ポルト　マイア
ザ・ヴァイン・ホテル アルトリド　　　　　　　　　　　

エノテルキンダドソル　　　　　
キンタダオエーニャフランカ　　
クラウンプラザリゾート
クリフベイリゾート
ゴールデンレジデンス　　　　
サヴォイ
ジャルディンダジューダ　　　　　
センシマーサヴォイガーデンズ　　
チボリオーシャンパーク
パラシオ
フォービューズバイア　　　　　　　　
フォービューズモニメンタルリド　　
ペスターナカジノパーク
ペスターナカールトン
ペスターナカールトンマデイラ
マデイラリージェンシークラブ　　　　
ムトゥー　ラガ　マデイラ　　　　　　　　　　　　　　　　　
レイズパレス
ヴィラガーレラゴス
アクアルズアパルトホテル
チボリラゴス
カルヴィラゴス

VIPグランド 3Kマドリッド ASリスボア
アヴェニダパレス HFフェニックスウルバン VIPインベルナ
アルティスグランド VIPエグゼクティブアーツ VIPエグゼクティブスイーツドマルケス
イベロスターリスボン VIPエグゼクティブエデンアパートホテル VIPエグゼクティブズーリケ
インターコンチネンタルリスボン VIPエグゼクティブエントレカンポス アトランティコ（エストリル）
エピック サナ マルケス VIPエグゼクティブサンタイリア アマゾニア
オリシッポ ラパ パレス VIPエグゼクティブディヒプロマティコ アリフカンポペケーノ
クインダダマリーニャ（エストリル） アヴァニアヴェニーダリベルダーデ アルミランテ
コリンシアリスボア アコレス エドゥアルド
シェラトンリスボンアンドスパ ヴィラガレ（エストリル） エンバサダー
チボリアベニダ　リベルダ　デ　リスボア サナパークメトロポリタン サナクラシックエグゼクティブ
ドンペドロパレス サナ マリョーア サナクラシックキャピトル
パラシオ（エストリル） ソフィテルリスボンリベルダーデ サナレックス
マリオットリスボン チボリオリエンテ トラベルパーク
ミラージュ（エストリル） トリップモンティージョパルケ プライアマル（エストリル）
ユーロスターズ　ダス　レトラス トリップリスボアカパリカマール フロリダ
リッツフォーシーズンズリスボン ノボテル ホリデイインエクスプレスエアポート
レアルパラシオ フェニックス ホリデイイン・エクスプレスリスボアアルフラジデ

ホリディイン ホリデイインエクスプレスリスボンオエイラス
ホリディインコンチネンタル ミラパルケ
マルケスデボンパル メトロポール
ムンディアル メルキュール
メリア リスボア オリエンテ リスボア
メルキュールリスボンアルメダ ローマ
ラディソンBLU
ラマダ リスボン
リスボアプラザ
リビエラ（エストリル）
ルテシア
レアルオレイアス
トリップレイリア
バレスヴォヤノヴ

プラティナム パレス ブティック ホテル オイロペスキー Qホテルプラス
ラディソン　ブル　ブロツワフ グランドシティ アートホテル
ダブルツリーバイヒルトン ザ ブリッジ - M ギャラリー イビスヴロツワフセントラム

スカンディックブロツワフ イビススタイルヴロツワフセントラム
ノボテルヴロツワフセントラム ヴァイサー

カンパニーレセントラム
カンパニーレワロクロウステアミアスト
クブスヴロツワフ
ノボテルヴロツワフシティ
パークディアメント
パークプラザヴロツワフ
ポロネッツ
メルキュールヴロツラフセントラム

クリチコフ城

オステンド（29km、約25分）
ルーバン（28km、約25分）

ブルージュ
（つづき）

ベルギー

ポーランド
レイリア

ブサコ

マルシュアンファメンヌ

メッヘレン

リエージュ

ボスニア
ヘルツェゴビナ

サラエボ

ネウム

ビハッチ

モスタル チャブリーナ（30km、約30分）

ボツワナ

オカバンゴ

チョベ

ポルトガル アヴェイロ
アマレス

ヴィアナ・ド・カステロ

ヴィゼウ
ヴィダーゴ

エストレモス

シントラ
トマール

ナザレ

エボラ アライオロス（20km、約30分）

オビドス

カステロブランコ
カニサーダー

カルダス・ダ・ライーニャ
ギマランイス

クーリア

コインブラ コンデイシャアノバ（15km、約30分）

ピニャオン

ファティマ

ブラガ（ポルト近郊都市）

ポルト ヴィーラドコンデ（27km、25分）

マイア（ポルト近郊）

マデイラ島

ラゴス

リスボン
エストリル（28km、約30分）

イェレニャグーラ

ヴロツワフ

オシェチュニツァ

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

アンジェロ キュブスプレステージ
ベストウェスタン プレミア ノボテルツェントラム

パーク ディアメント
ドヴォールオリウスキ アドミラル ノボテルセントラム
ヒルトン キューバス ノボテルマリーナ
ラディソン ブル グランドクリュ ホテルショパン

スカンディック ホテルハンザ
フォーカスプレミアム メルキュールスタレミアスト
ホテルグダンスク メルキュールポセイドン
ホリディイングダンスクシティセンター

グランドクラクフ Q ホテル プラス クラクフ Q クラクフ
シェラトン アンデルズクラクフ アピス
ラディソンBLUクラクフ ギャラクシー イビスクラクフスタレミアスト
バッフレダ　ラグジュアリー　ホテル -　Mギャラリー ゴールデンチューリップクラコフシティーセンター イビスクラクフセントラム

コサック ウィーン ハウス イージー ショパン クラクフ 
シンポジウム＆スパVIP キュバス
スウィング コンラッド
ダブルツリーバイヒルトン ピアスト
ノボテルクラクフセントラム ポロニア
ノボテルクラコフシティーウエスト メトロポリタン
パークイン リージェント
ハンプトンバイヒルトンクラコフ
ヒルトンガーデンインクラクフ
ヒルトンガーデンインクラクフエアポート
プレミエール
ホリデイインクラクフ
メトロポーロバイゴールデンチューリップクラクフ
メルキュールオールドタウン
ルヴォースカ１
クリーアパレス

パレス　スリスワフ　
レジデンスナオサロイドヴォール アクアリオン ヴィラマリノール

グランドスタマリー クルポスキ40
グランドナオサロイドウォール グロマダ
ベルベデーレ チャルネイポトゥク
メルキュールカスプロウィ
ラディソンBLU
アルティスホテル&スパ ザモイスキー＆スパ	
コロニー シェビラット

ジュニア
ルネッサンス

コペルニクストルン クロマダ
ブルワール ゴシック
メルキュールトルンセントラム フィルマール

ヘパン
トリオ
ビャウォヴィスキ
ベストウエスタンクリスタル
ホテルズゥブルフカビャウォヴィエザ

シティパークレジデンス アンダルシア イカール
エヌエイチ イビスポズナンセントラム
シェラトン ノボテルセントラム
ホテルダシルバプレミアムポズナン ノボテルマルタ

パラッツォロッソ
バンプトンバイヒルトンポズナンオールドタウン
フォーカスポズナン
ホテルアルトス
メルキュールセントラム

フォーカスプレミアム カルスキー コスサリー
グランドホテル リュブリニアンカ
メルキュールウニア
ヨーロッパ

インターコンチネンタル NYXバイレオナルド MDM
ウェスティンワルシャワ アルケーホテルクラクフスカ イビススタレミアスト
シェラトンワルシャワ イビススタイルワルシャワシティ ホテル カンパニールワルシャワ
ソフィテル ビクトリア ウィーンハウスモコトウワルシャワ グロマダセントラム
ヒルトンワルシャワ コートヤードバイマリオットワルシャワエアポート ハンプトンバイヒルトンワルシャワシティセンター
ブリストル ゴールデンチューリップエアポート   プラウスカレジデンス
ポロニアパレス ゴールデンチューリップワルシャワセンター ホリデイインエクスプレスワルシャワエアポート
マリオット ダブルツリーワルシャワ コンファレンス センター メトロポール
ラディソンコレクション ノボテルエアポートワルシャワ
リージェントワルシャワホテル ノボテルワルシャワセントラム
ルネサンスワルシャワエアポートホテル フォーポイントバイシェラトン・ワルシャワ・モコトウ

ホテルエアポートオケンチェ
ホリディインワルシャワシティーセンター
メルキュールグランドホテル
メルキュールワルシャワセントラム
ラディソンBLUソビエスキー
レオナルド ロイヤル ホテル ワルシャワ
ワルシャワプラザホテル
イネックス・オルギツァ（Inex Olgica）
グラニット
シデックス
ティーノ
ドンコ
ベルヴェデーレ
ベルビュー
ミレニアムパレス
メトロポール

アレキサンダーバレス カルポシュ
ホリデイインスコピエ　　 コンチネンタル

ベルビュー
ホリディイン
カールトン IC ホテル
タナプラザアンタナナリボ イビス
ル・ルーブルホテル オーキッド

オーボイベルロッジ　
グランドホテルアーバン　
コルベール
パレサンドレホテル　　
ホテルドフランス
メルキュール
ラダマ
ルレデプラトウ
レジデンスカメリア
プルメリアホテル　　
ホテルデデルム
ロイヤルパレス
ヴィオレット
ホテルマニア
アマゾンインターナショナル
ヴィクトリー
ヒッポカンポ
アマリナホテル
イランジャホテル
エスパドン
コラーユノワール
ノシベホテル
バニラ
マディル
ラベルプラージュ
スアフィア
ズマテル
ツアラゲストハウス
ホテルルドーファン
ラ・クロワ・ドゥ・スドゥ・ホテル
アンダシペ
インドリロッジ
ヴァコナフォレストロッジ
サハタンドラリバー
フェオニーアラ
ブッフェドゥラガール
ユーロフィエッラ
ベレンティロッジ
サリーヌロッジ　　
サンビーチ
シェマギーホテル
バオバブカフェ
パレサンドレコーストウエスト
レナラホテル
イサルロックロッジ
サトラナロッジ
ルジャルダンデュロイ
ルレドラレーヌ

ケンピンスキーサンローレンツリゾート＆スパ カリプソホテル セントパトリックホテル
タチェンチ グランドホテル
インターコンチネンタル アーバンヴァレーリゾート＆スパ ケネディ　ノヴァ　ホテル
ウェスティンドラゴラーナリゾート カヴァリエリアート ザウィンザー
グランドエクセルシオール ゴールデンチューリップヴィヴァルディ ディプロマットホテル
コリンシアパレス サリーニリゾート パーク
コリンシアホテルセントジョージズベイ ドルメンリゾート プラザホテル
ザパレス ビクトリア ベイビューホテル
ヒルトンマルタ プレルナホテル＆スパ
フィニシア マリーナホテルアットザコリンシアピーチリゾート
マルタマリオットホテル＆スパ
ラディソンブルーリゾート＆スパマルタゴールデンサンズ
ラディソンブルーリゾートマルタセントジュリアン

ウィルダネスリゾート
ガリエスホテル
クラウンウィリアムホテル
クランウィリアムロッジ

カパマカルーラ エムノトゥエニ カムベニサファリキャンプ
カパマサザンキャンプ カーサドソルホテル グラスコップホテル
カパマバッファローキャンプ サビリバーサン サンボナーニ
カパマリバーロッジ デジュマ ヌンビホテル
キャンプジャブラニ プレミアホテルウィンクラー パインレイクイン
サビサビセラティ プロテアクルーガーゲート ヒッポホロー
サビサビブッシュロッジ マカラリロッジ　　 プロテアヘイジービュー
サビサビリトルブッシュ リトルピルグリムスブティックホテル

ポーランド

南アフリカ

クルーガー

ガトヴィッツェ

グダンスク

クラクフ

クリーア
グロトクフ

ザコパネ

ザモシチ

トルン

ビャウィストク

ポズナン

ルブリン

ワルシャワ

マケドニア

オフリド

スコピエ

マダガスカル

アンタナナリボ

アンチラベ

アンブシャ

トゥリアーラ

ノシベ

フィアナランツア

フォート・ドーファン

ペリネ

ベレンティ

モロンダバ

ラヌヒラ

マルタ共和国
ゴゾ島

マルタ島

ウィルダネス
ガリエス

クランウィリアム

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

トニーブッシュ
マラマラメインキャンプ
サビサビアースロッジ（スーパーデラックス）
シンギタ（スーパーデラックス）
ヴィンヤード アハ・ハーバー・ブリッジ・ホテル＆スイート サンスクエアケープタウンガーデン
ウエスティンケープタウン インオンザスクエア シティーロッジV&Aウォーターフロント
ケープグレイス エーシーホテル・バイ・マリオット・ケープタウン シティロッジグランドウエスト
ザキャピタルフィフティーンオンオレンジ ガーデンコート ネルソン マンデラ ブルバード　　 シティロッジパインランド
サザンサンウォーターフロントケープタウン　　 クレスタグランド ニュートゥルバホテル
サザンサンザカリナン　　 ケープタウン プレミアホテルケープタウン
ザテーブルベイ ケープタウンホロー ホリデイインエクスプレスケープタウン
ザトゥウェルブアポストルホテル ケープタウンロッジ
タージケープタウン ケープトニアン
ハイアットリージェンシーケープタウン ケープミルナーホテル
ペッパークラブ ザコモドール
マウントネルソン サザンサンケープサン
ラディソンBLUホテルウォーターフロント サザンサンニューランズ
ラディソンBLU レ ヴァンドームホテル ザポーツウッド
ラディソン ブルー ホテル ＆ レジデンス ケープタウン サンスクエア・ケープタウン・シティボウル
ワン＆オンリー ダブルツリーバイヒルトン

パークインフォーショア
ビクトリア&アルフレッドウォーターフロント
フォンテインズホテル　　　
プレジデントホテル
プレミアムケープマナーホテル
ベストウェスタンケープスイーツ
ホローオンザスクエア
ラグーンビーチ
レジャーベイラグジュアリースウィート

パレス オブ ザ ロスト シティー カスケード カバナス
サン シティ ホテル＆カジノ

シトラスダルカントリーロッジ
ブローメンバーグゲストハウス

ファンコート プロテアキングジョージ プロテアホテルオテニファ
アニーズコテージ オキップカントリーホテル

オリーブツリーゲストハウス
クレインプラシエゲストハウス
スプリングボックイン
スプリングボックホテル
デザートローズゲストハウス
ブルーダイヤモンドロッジ
マウンテンビューゲストハウス
マソニックホテル

ザセントジェームスオブナイズナ ナイズナキー ペンドゥラロッジ
ナイズナリバークラブ ナイズナホローカントリーエステイト ラグーナイン
ペズーラリゾートホテル&スパ ナイズナログイン

ガーデンコートサウスビーチ
ガーデンコートマリーンパレード
バルモラルホテル
プロテアホテルダーバンエドワード
キャサドラルピークホテル
ドラケンズバーグサン

アラベラ・ホテル & スパ ザ・ウィンザーホテル
クワマリタネブッシュロッジ
バカブングブッシュロッジ

ブルーマウンテンロッジ ブライデキャニオン
マウントシバ

ルフランシュフックホテル＆スパ
ナマクワランドカントリーロッジ
メルクブームズドリフトゲストハウス
リバーロッジフレデンダル

ザプレッテンブルグ ビーコンアイランド キューブムースリバー
ハンターズカントリーハウス ベイビュー
キエビッツクルーン サザンサンプレトリア アニューホテルキャピタル
シェラトンプレトリアホテル&タワーズ センチュリオンレイクホテル アルカディア
ロンバルディ プレミアホテルプレトリア ガーデンコートハットフィールド

プロテア・ホテル・バイ・マリオット・ロフタス・パーク ホテルアットハットフィールド
ホリデイイン エキスプレス サニーパーク プレトリア ロッテルダムマリオットホテル

タウゲームロッジ
54 オンザバス インダバホテルスパ&カンファレンスセンター ガーデンコートイーストゲート
インターコンチネンタルエアポートサン クラウンプラザローズバンク ガーデンコートオーアールタンボエアポート
インターコンチネンタルサントンサン&タワーズ サザンサンオーアールタンボインターナショナル ガーデンコートサントンシティ
サントンサン サニーサイドパークホテル ガーデンコートミルパーク
ドリエルグランドホテル シティーロッジオーアールタンボエアポート ガーデンコートモーニングサイド
パラッツォモンテカジノ プレミアホテルクオーターメイン シティロッジモーニングサイド
ヒルトンサントン プレミアホテルフォールスタッフ ペンブリープラザ
フォーシーズンズ・ウェストクリフ プロテアホテルバラライカサントン ホリデイインエキスプレスサントンウッドメッド
ミケランジェロ プロテアワンダラス ホリディインヨハネスブルグエアポート

ホリデイインローズバンク ミスティヒルズカントリー
モンディアーコンコルド メットコートロウレル

ランバーツベイホテル
エルミタージュ コロンブスモナコ アレキサンドラ
ドゥパリ ミラボー アンバサダー
フェアモント モンテカルロビーチホテル イビスムサフィール
メトロポールパレス モンテカルロベイホテルアンドリゾート チューリップインテルミナス

リヴィエラマリオットラポルトデモナコ バルモラル
ルメリディアンビーチプラザ ルベルサイユ

ラディソンBLUレオグランド ヴィスパス
コドル
ジャズ
ジョリーアロン
ブリストルセントラルパーク
ベストウェスタンプラスフラワーズ

プルマンマサガンロイヤルゴルフアンドスパ アートアンドスイートホテル イビスムサフィール
マサガンリゾート＆スパ
アトラスエッサウィラアンドスパ ヴィラモロッコ アルジャシーラ
ソフィティルモガドールゴルフアンドスパ デジル イビスムサフィール
ルメディナエッサウィラタラサシーアンドスパ リアドモガドール タフート
パレ デ デザート シェルギーカスバホテル アスマ

シャルーカ エルアティ
ジュナンカスバ カスバティジミ
パームズクラブ タフィラレット
ベレーレ ファラズール

ホテル エルフード ル・リアド
ケンジータワー イドウアンファ アトラスレアルモハデス
シェラトンカサブランカ インペリアルカサブランカ アンファポートホテル
ソフィティルカサブランカトゥールブランシュ セゾン オウムパレス
ハイアットリージェンシー ノボテル オデッセイパーク
フォーシーズンズ カサブランカ ノボテル・モハメディア ケンジバスマ
ホテルファラーカサブランカ バルセロカサブランカ スイス
モーベンピックホテルカサブランカ リドタラサアンドスパ ディワン
ラディソンブル・カサブランカ・シティーセンター ビジネス
ルパレスドアンファ プリンスドパリ
ルメリディアンロイヤルマンスール ルリトラル

アトラスシャウエン
エルコルティホ
カサハッサン
ダル・バ・シディ＆スパ
ホテルパラドール
リアドアシラー
リアドエクシャウエン
リアドガブリエル
リアドシェリファ
リアドハナン
リナ　リヤド＆スパ
リヤド　ヒシャム

アンダルシアゴルフ アトラスアルモハデス アレンヴィレッジ
エルミンザ アトラスリフアンドスパ シェラー
ムーベンピック インターコンチネンタル タンジェフランドリア
ロイヤル チューリップ シティ センター ウサソラズール ラマダアンコールタンジェ

バルセロタンジェ レンブラント
リアドモガドールタンジェ

ソフィテル・タムダ・ベイ A44
シャムス
ドリームス
プレステージ
マリーナ
マンダリ
ヤクート

アトラスパレスメディナアンドスパ アトラスヴォルビリス アルモウニア
ソフィテルパレジャメイ アトラスサイス イビスムサフィール
パレアマニ ザラーパークパレス グランドホテル
パレシエラザード＆スパ トゥガット ザラトジャベル
ホテルサレイ バルセロフェズメディナ スプレンディッドホテル
マリオットジュナンパレス ホテルアクロス ソフィア
ラメゾンブルー メンゼ　ザラ デラパ
リアドパレウメイヤ ラマダフェズ ヌズハ
リアドパレファラジュ レスカル フェズイン
リアドフェズ ロイヤルミラージュ ホテルバトハ
リアドメゾンブルー ワッシム ラペーラ
リヤドサラムフェス
ルメリニデス
アトラスメディナ アンサナリアドシーサイード アカバー
アダムパークホテル アンサナリアドダールザウア アグダル
アマンジェナ アンサナリアドティワリン アトラスアスニ
ザパールホテル アンサナリアドバブフィルダウス イビスムサフィール
サボイルグランド アンサナリアドブラン ケンザホテル
ジャルダンドゥラクトゥビア アンサナリアドリディネス ザラーカスバホテルアンドスパ
セルマンマラケシュ アンダルス ディワン
ソフィテルマラケシュ インペリアルプラザ ヒシャム
パルメライエゴルフパレス インペリアルホリディ メリエム
パレ・ダル・シ・アイッサ・スイート＆スパ オペラプラザ モガドールオペラ ホテル＆スパ
パレナマスカール グランドモガドールメナラ ラメナラ
パームプラザ ケンジファラー レッドホテル
モガドールパレスアグダル ナッシム
ラディソンブルカレエデン ピカルバトロス
ラマムニア ブルーシールプランタン
リヤド・エンナクヒル・ホテル＆スパ ホテルファラーマラケシュ
ルメリディアンエンフィス モガドールカスバ

クルーガーゲート

南アフリカ

モロッコ

マラケシュ

ケープタウン

サンシティー

シトラスダール

ジョージ

スプリングボック

ナイズナ

ダーバン

ドラケンスバーグ

ハマナス

ピラネスバーグ

ブライデリバー

フランシュフック

フレデンダル

プレッテンブルグ

プレトリア

マディクウェ

ヨハネスブルグ

ランバーツベイ
モナコ

モンテカルロ

モルドバ

キシナウ

アル・ジャディーダ

エッサウィラ

エルフード

カサブランカ

シャフシャウエン

タンジェ

テトゥアン

フェズ

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

レジャルダンドゥラグダル リヤドモガドールギリーズ
ル・セミラミス　　
ルティシカ

オーベルジュアリエルコジョ
オーベルジュ　カスバ　レイラ
オーベルジュダルアルジャノブ
オーベルジュドゥサッド
オーベルジュドューンドール
オーベルジュパルメラ＆ドューン
オーベルジュベルベル
オーベルジュヤスミナ
オーベルジュラベルエトワール
オーベルジュリアドネザ
カスバホテルトゥンブクトゥ　　
ノマドパレス
リアドマムーシュ

ザ・ビューホテル アトランティックアグダル オノモ　メディナ
ソフィテルラバトジャルダンデローズ ヴィラマンダリン シェラーザード
トウールハッサン オノモ　テルミナス ヘルナンシェラー

ディワン マジリッス
ベレーレ マラクホテル
ホテルファラーラバト リハブ
ヤスミン ル ピエトリ
ラバト ル ミュゼ
ルリーブホテル ルムシー

ベルベルパレス アルバラカ カラムパレス
オスカー ティチカサラーム
クラブハナン パルムレ
ケンジアズゴール ラパルレドゥサッドホテル
フィント
ホテル ワルザザード ル・リアド
ルザット
ヴァンダル　　
ポルトイン　　　

リージェントポルト　　 パルマ　　　
アヴァラ タラ
アマン ブドヴァ
スプレンディド ブラセーラ

ブルースター
ベルビュー
ホテル スロヴェンスカプラザ　
マエストラル
メディテラネ
モンテネグロ
モンテネグロクイーン
アウレル
シティーホテル
ホテルエム
ラマダ

グランドハイアットアンマン アリーナスペース イビスアンマン
シェラトン アルカサールハワードジョンソン ゴールデンチューリップエアポート
フォーシーズンズ インターナショナル ゴールデンチューリップグランドパレス
マリオットホテル インペリアルホテル コモドール
ミレニアム エルサレムインターナショナル スタープラザ
ヨルダンインターコンチネンタル クラウンプラザアンマンアムラ ダローテル
ル　グラン　アンマン ケンピンスキー トレド
ルロイヤル コープエグゼクティブ ラルサ

シャムパレス リワン
ダナプラザ
デイズイン
ブリストル
ホリデイイン
ランドマーク
リージェンシーパレスプ
ワーウィックイルパラッツォ

クラウンプラザ キングスウェイイン アムラパレスホテル
ジ　オールド　ヴィレッジ　ホテルアンドリゾート グランドビューホテル エドム
ハイヤット　ザマン ペトラゲストハウス オスカー
マリオット ペトラパノラマ セラ
モーヴェンピックナバティアンキャッスル パラダイス
モーヴェンピックリゾートペトラ パレス

ワディ・ラム・ナイト・ラグジャリー・キャンプ
クラウンプラザ ジャナスパリゾート
ケンピンスキーイシュタル デッドシースパ
ヒルトンデッドシー　リゾート&スパ ホリデイインデッドシー
マリオット ラマダ　デッドシー
モーヴェンピックリゾート＆スパ
バルティックビーチ
グランドパレスホテルリガ アバロンホテル＆カンファレンシーズ OK
グランドポエト イスランデ アヴィタール
グランドホテルケンピンスキーリガ ウェルトンリガホテルアンドスパ コローナホテルブリジータ
プルマンリガオールドタウン ウェルトンリバーサイドスパホテル セマラメトロポール
ラディソンBLUダウガヴァ オペラ トスホテル
ラディソンBLUラトヴィア ガーデンパレス トモ
ラディソンBLUリーゼネ タリンクホテルリガ バルデマールス
ラディソンBLUレジデンツ パークインバイラディソンリガヴァルデマラ ハンザホテル

ヘスティア ホテル ユジェンド リーガ
ベルビューパーク リクスウェルコンベンタセタ
メルキュールリガセントレ リジャVEF
モニカセントラム リジャ　ポート　ホテル　リガ
ラディソンBLUエリザベーテ
リガアイランデ
リクスウェルエレファントホテル

インペリアルホテル＆レストラン アトリウム アート　シティ　イン
ヴィリニュスグランドリゾート アルティス ウルビホップ
ケンピンスキー アンバートンホテル カロリーナパーク
パカイ クラウンプラザホテルヴィリニウス グランドホテル
ラディソンBLUアストリア コングレス グリーンパークホテルヴィリニウス

コンチ コンフォートホテルLT
スティクレイ ネリンガ
ナルティス パノラマ
ノボテルヴィリニウス ミコテル
パークインラディソンヴィリニュスエアポートホテル ラトンダ
ベストウェスタンヴィリニュス
ホリデイイン
ラディソンBLUリエトヴァ
ループホテルヴィリニウス
ヴィクトリアホテル　カウナス イビスカウナスセンター
ベストウェスタンサンタコス カウナス
ラディソンホテル　カウナス ペルクノナマイ

メトロポリス
アンバートンホテルクライペダ
ヨーロッパロイヤル

リヒテンシュタイン レジデンスホテル
アルファタ
アルワハ
ウインズリック
カスルアルドュワン
カフィラ
ゲストハウス
ダールガダメス
ナダール
ベンイェデール

コリンシア エルマハリ アルカビール
フォスルアルバ タウィーク アルサフィーナ

オサマ
キロバトラ
ケンディ
バブアルジャディッド
バブアルバール
ワハット
ウズ
オマールカヤン
ティベスティ
ドゥジャール
ファディル

ダブルツリーバイヒルトン BWインターナショナル アルヴィスパルク
ルロイヤル NHルクセンブルク イビス

シャトードゥルスペル イビススタイル
ソフィテルヨーロッパ イビススッド
ソフィテルルグランドゥカレ グランドホテルクラバット
ノボテルセンター ゴールデンチューリップセントラルモリトール
メリアルクセンブルク シティ

ノビリス
ノボテルキルヒベルク
パーク
パークベルエアー
プレジデント
メルキュールエッシュアルテッゼ（エッシュシュールアルテッゼ）

ルジジ　テントロッジ アカゲラゲームロッジ
キガリセレナ グランドレガシー オリンピック

フレイムツリー ゴリラシティセンター
ミルコリンズ ノベルザ

サビンニョ・シルバーバック ヴィルンガロッジ ヴィルンガホテル
キニギゲストハウス ゴリラズ　ホテル　ヴォルカノス
バンブー ラ　パルメ　ホテル
マウンテンゴリラネスト
マウンテンゴリラビュー
ビンデルブビ カーサワーグナー

コロアナ
シギショアラ
レックス

パレス インターナショナル
エコノマット
カライマン
シナイア
パラス
パルティニス

コトル

チバット

ブドゥバ

ポトゴリッツァ

ヨルダン

アンマン

マラケシュ
（つづき）

モンテネグロ

メルズーガ

ラバト

ワルザザート

モロッコ

ペトラ

ワディラム

死海

ラトビア ユールマラ

リガ

リトアニア

ヴィリニウス

カウナス

クライペダ
ドルスキニンカイ

ファドーツ
リビア

ガダメス

トリポリ

ベンガジ

ルクセンブルグ

ルクセンブルグ
エッシュシュールアルテッゼ

（19km、約15分）

ルワンダ アカゲラ

キガリ

ルヘンゲリ

シギショアラ

シナイア

ルーマニア

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

コンチネンタル アナ
ラマダ　シビウ アポロヘルマンシュタット

ウンパラトゥルロマニロル
シルヴァ
パーク
パレス

デルタ（新館） デルタ（本館）
カルパッチ
マーラ
マラムレシュ

JWマリオット KKエリザベータ エリゼウ
アテネパレスヒルトン クリスタルパレス カピトル
インターコンチネンタル コンティネンタルフォーラム カロ
クラウンプラザ ダブルツリーバイヒルトン コンフォートオトペニ
シスミグ チューリップイン チェントラル
シェラトン・ブカレスト ノボテル ユーロホテルズインターナショナル
プレミア パレス ビエナハウスイージーエアポート リンセントラル
ラディソンBLU フェニチアグランド

プルマン　ブカレスト　ワールドトレードセンター
ホリディインタイムズ
マイコンティネンタル
マジェスティック
ミネルバ
ラマダパーク
ラマダプラザ
ラマダホテル＆スイーツ　ブカレストノース

イザベル
エデン
クラシック
グロリア
コンチネンタル
サンタ
ジェラルド
ジンブル
スチャヴァ
ブゴビナ

クロンウエル アルピン（ポイアナブラショフ） ゴールデンタイム
アローパラス ポイアナ（ポイアナブラショフ）
アンビエントホテル
キュービックス
スポルト（ポイアナブラショフ）
ピアトラマーレ（ポイアナブラショフ）
ブラドゥル（ポイアナブラショフ）
ラマタブラショフ
ルイア（ポイアナブラショフ）

コートヤードイルクーツクシティセンター アンガラ イルクーツク
サン イビス
バイカルビジネスセンター ヴィクトリア

ズヴェズダー
ヨーロッパ

ロッテホテルウラジオストク アクフェス西洋 A-HOTEL　アムールベイ　ウラジオストク
アジムットウラジオストク イーグルハウスイン
アストリア エクアトル
ガヴァニ オーロラパーク
ジェムチュージナヤ シーシェル
ノヴォテルウラジオストク タイム
ブラッドモーターイン
プリモーリエ
ベイガーデンホテル
ベニス
ベルサイユ

メルゲン・バトール サガーン・モリン バイカルプラザ
グランドホテル
センターホテルカザン　クレムリン
パークインバイラディソン

ベルカムツール アバチャ ゲリオス
アンタリウス バージニア
ペトロパブロフスク フラミンゴ

アストリア アジムット サンクトペテルブルグ アヌーシカ
グランドエメラルド アングレーテル アンデルセン
コリンシア アンバサダー イビスモスコブスキーヴォグザール
ヘルベチア ヴェデンスキー ヴィボルグスカヤ
ベルモンドグランドホテルヨーロッパ クラウンプラザサンクトペテルブルグエアポート オクチャブリスカヤ
モイカ22ケンペンスキー クラウンプラザサンクトペテルブルグリゴフスキー オフチンスカヤヴィクトリア
ラディソンコレクションホテル モスクワ コートヤードサンクトペテルブルグセンターウエストプーシキン ガイオット
ロッテ・サンクトペテルブルグ ソコスヴァシリエフスキー カラマゾフブラザーズ

ソコスオリンピアガーデン カレリア
ソコスパレスブリッジ ネプチューン
ドストエフスキー パークイン プルコヴォエアポート
ニューピーターホフ ハンプトンバイヒルトンエキスポフォーラム
ノボテルサンクトペテルブルクセンター ペトロスポーツ
パークインネフスキー ポルストロボ
パークインプリバルティスカヤ ラドガ
パークインプルコフスカヤ ルーシ
パークレーン　リゾート＆スパ ロシア
バルティックスター
ヒルトンエキスポフォーラム
ペトロパレス
ホリディインエクスプレス・サドーバヤ
ホリディインモスコースキーヴォロータ
モスクワ
ラディソンソーニャ
リバーパレスホテル	
ルネッサンスサンクトペテルブルクバルティック
クレムリンスキー アマクスゴールデンリング（ウラジーミル）
ニコラエフスキーポサード ヴェーリー ホテル
プシカルスカヤスロボダ ウラジーミル（ウラジーミル）

クニャジーチ ドヴォール
ザリャー（ウラジーミル）
スズダリ　イン
ソコル
ツアーセンター
ホットスプリングスホテル
ロシアンヴィレッジ（ウラジーミル）
インツーリスト
ヴォルコブ
サトコ
パークインヴェリーキーノブゴロド

ソプカホテル アリ アムール
パルス ヴェルバ インツーリスト

オリンピック ツーリスト
サッポロ ベルサイユ

リーシスカヤ
オールドエステイト

カレリア オネガキャッスル
セベルナヤホテル
ネフスカヤ
プリオネシスキー
マスキ

アジムットホテルムルマンスク
コングレスホテルメリディアン
パークインバイラディソンポリャールニエゾリムルマンスク

アララトパークハイアット アエロスター アストルース
インターコンチネンタル アジムット トゥールスカヤ アルファ
サヴォイ アジムットホテルオリンピックモスクワ イズマイロヴォガンマ
ザ セントレジス モスクワ ニコルスカヤ アジムットホテルスモーレンスカヤモスクワ イビスモスクワセンターバフルシナホテル
スイスホテルクラスヌィエホルムイ アルバート イビスモスクワパヴェレツカヤホテル
バルチュグケンピンスキモスクワ アートモスクワ　ヴォイコフスカヤ ヴァスホート
ピョートル１ イズマイロヴォ　デルタ コスモス
ヒルトンレニングラーツカヤ インツーリストコローメンスコエ サルート
ホテルナショナル エスケイロイヤル スプートニク
マリオットグランド ガーデンリング ソヴェツキー
マメゾンポクロフスカ カテリナシティ ソユーズ
マリオットノーヴィアルバート クラウンプラザ プロトン
メトロポール コートヤードバイマリオットモスクワシティセンター ベストウエスタン　ヴェガホテル＆コンヴェンションセンター
モスクワマリオットロイヤルオーロラ ゴールデンリング マキシマイルビス
モスクワカントリークラブ サンフラワーパークホテル マキシマザリャー
ラディソンコレクションホテル モスクワ シェラトンパレス マキシマスラヴィア
ラディソン ブル オリムピスキー ホテル スレーチェンスカヤ マキシマパノラマ
リッツカールトン タチアナ
ロッテ ダブルツリーバイヒルトンモスクワマリーナ

チェーホフ モスクワ  キュリオ コレクション バイ ヒルトン
ノボテルシェレメチェボエアポート
ノボテルセンター
ヒルトンガーデンインモスクワクラスノセリスカヤ
ブダベスト
プレジデント
ホリディインヴィノグラードヴォ
ホリディインスシチェフスキー
ホリディインセリゲルスカヤ
ホリディインソコーリニキ
ホリディインタガンスキー
ホリディインモスクワレスナヤ
ホリデイホテル
ボロディーノ
マリオットトベルスカヤ
マルコポーロプレスニア
ミラン
メルキュールアルバート
ラディソンスラヴァンスカヤ
コトロスル
ユビレイナヤ
リングプレミア

サンタリゾート ガガーリン ツーリスト
ストロベリーヒルズ サハリンサッポロ ユーラシア
パシフィックプラザホテル ラーダ
メガパレス

ロシア連邦

イルクーツク

ウラジオストク

ウランウデ

カザン

カムチャッカ

サンクトペテルブルク

スズダリ ウラジーミル（29km、約30分）

ノブゴロド

ハバロフスク

プスコフ

ペトロザヴォーツク

ムルマンスク

モスクワ

シビウ

トゥルチャ

バイアマーレ

ブカレスト

ブゴビナ地方

ブラショフ地区

ルーマニア

ヤロスラブリ

ユジノサハリンスク

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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国名 デラックスクラス スーペリアクラス スタンダードクラス

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

都市名 代替都市名

ヨーロッパ・中東・アフリカ

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、

マヤク アナスタシア
クレストーヴァヤ・パッド
ニコラ
バイカル リストヴャンカ
プリバイカルスカヤ
レジェンドオブバイカル

ロシア連邦

リストヴャンカ

　●ホテル名に続く（　　　）内は代替都市名を記載しております。
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