◎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。

ハワイ・ミクロネシア

※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。

2019年4月1日～2019年9月30日出発分

国名

都市名

※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

Ｌ（スーパーデラックス）

Ｓ（デラックス）

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート
モアナ サーフライダー ウェスティンリゾート ＆スパ
ハレクラニ
ザ・ロイヤル・ハワイアン・ア・ラグジュアリー・コレクション・リゾート・ワイキキ
マイラニ・タワー・アット・ザ・ロイヤル・ハワイアン・ア・ラグジュアリー・コレクション・リゾート・ワイキキ
（旧マイラニタワー ワイキキ ザ・ラグジュアリー コレクション）
アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ・コオリナ・ハワイ
トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキ
フォーシーズンズ リゾート オアフ アット コオリナ
ザ・リッツカールトンレジデンス・ワイキキビーチ
ザ・アリイ（ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート内）

シェラトン・ワイキキ
タートル・ベイ・リゾート
ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチリゾート＆スパ
プリンス ワイキキ
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート（ザ・アリイ除く）
ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパ
エンバシースィーツ・バイ・ヒルトン・ワイキキ・ビーチウオーク
ザ・レジデンス・アット・ワイキキ・ビーチタワー
アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾート
アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート
ザ モダン ホノルル
ロータス ホノルル アット ダイヤモンドヘッド
ホテル リニュー
アロヒラニ・リゾート・ワイキキビーチ

グランド・ワイレア・ア・ウォルドルフ・アストリア・リゾート
フォー・シーズンズ・リゾート・マウイ・アット・ワイレア
ザ・リッツ・カールトン・カパルア
アンダーズ マウイ アット ワイレア リゾート
フェアモント・ケア・ラニ・マウイ

ザ・ウェスティン・マウイ・リゾート＆スパ カアナパリ
シェラトン・マウイ・リゾート&スパ
ハイアット・リージェンシー・マウイ リゾート＆スパ
ワイレア・ビーチ・リゾート・マリオット・マウイ
アストン・アット・ザ・ホエラー・オン・カアナパリ・ビーチ
ウェスティン・カアナパリ・オーシャン・リゾートヴィラズ
アストン・マハナ・アット・カアナパリ

フェアモント・オーキッド・ハワイ
フォー・シーズンズ・リゾート・フアラライ
マウナ・ケア・ビーチ・ホテル

オアフ島

Ａ（スーペリア）

アクア・スカイライン・アット・アイランドコロニー
アクア・アロハ・サーフ・ワイキキ
ザ ココナッツ ワイキキ ホテル
パール・ホテル・ワイキキ
アンバサダーホテル
アストン・ワイキキ・サークル・ホテル
ホリディ・イン・エクスプレス・ワイキキ
クィーン・カピオラニ・ホテル
クヒオ・ビレッジ
バイブ・ホテル・ワイキキ
ザ インペリアル ハワイリゾート アット ワイキキ
パークショア・ワイキキ
ラマダ・プラザ・ワイキキ
ラ・クロワ
パゴダ・ホテル
マリーナ・タワー・ワイキキ
ザ・エクウス, アン アセンドホテルコレクションメンバー（旧ザ・エクウス・ホテル）
イリマ・ホテル
アクア・オヒア・ワイキキ
エバ・ホテル・ワイキキ
ショアライン ホテル ワイキキ
ワイキキ・サンドビラ・ホテル
アクア・パームズ・ワイキキ
ロイヤル クヒオ

ザ ウェスティン ハプナビーチ リゾート
ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ
ワイコロアビーチ・マリオット・リゾート＆スパ
アストン・ショアーズ・アット・ワイコロア
アストン・ワイコロア・コロニー・ヴィラ
アストン・コナ・バイ・ザ・シー
シェラトン・コナ・リゾート＆スパ アット・ケアウホウ・ベイ
ボルケーノ・ハウス
シェラトン・カウアイ・リゾート
カウアイ・マリオット・リゾート
コートヤード・カウアイアットココナッツビーチ
ワイポウリ・ビーチ・リゾート＆スパ・カウアイ ｂｙ アウトリガー
アウトリガー グアム ビーチ リゾート
オンワード・ビーチ・リゾート（オンワードタワー）
パシフィックスターリゾート＆スパ
グアムリーフ＆オリーブスパリゾート（インフィニティタワー）
ヒルトン・グアム・リゾート＆スパ
ホテル・ニッコー・グアム
シェラトンラグーナ グアム リゾート
パシフィック・アイランド・クラブ・グアム ロイヤルタワー

コートヤード キングカメハメハズ コナビーチ ホテル
グランドナニロアホテル ヒロ ダブルツリー バイ ヒルトン
キャッスル・ヒロ・ハワイアン（旧ヒロ・ハワイアン・ホテル）
ロイヤル・コナ・リゾート

コナ・シーサイド・ホテル

アクア・カウアイ・ビーチ・リゾート

ヒルトン・ガーデン・イン・カウアイ・ワイルア・ベイ
アストン・アット・ポイプカイ

ベイビューホテルグアム
ホテル・サンタフェ・グアム
パシフィック・アイランド・クラブ・グアム（ロイヤルタワー以外）
ホリデイリゾート＆スパグアム
レオパレスリゾートグアム
フィエスタリゾートグアム
グアムリーフ＆オリーブスパリゾート（ビーチタワー）
オンワード・ビーチ・リゾート（オンワードウィング）

ハイアット・リージェンシー・サイパン（メインウィング）
パシフィック・アイランド・クラブ・サイパン
グランヴィリオリゾート・サイパン（タガタワー）

カノア・リゾート・サイパン（エメラルドタワー）
グランヴィリオリゾート・サイパン（クリスタルタワー）
フィエスタリゾート＆スパ サイパン
サイパンワールドリゾート

グアム・プラザ・リゾート＆スパ
グランド・プラザ・ホテル
パシフィックベイホテル
ロイヤル オーキッド グアム ホテル
スターツ グアム ゴルフ リゾート
オーシャンビュー・ホテル＆レジデンス
ウィンダムガーデングアム
ヴェローナ リゾート＆スパ
ガーデン・ヴィラ・ホテル
タモンベイキャピタル
サイパン オーシャンビュー ホテル
グランヴィリオリゾート・サイパン（本館）
コーラル・オーシャン・ゴルフ・リゾート・クラブ
カノア・リゾート・サイパン（本館）

ハ
ワ
イ

マウイ島

ハワイ島

カウアイ島

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

セント・レジス・プリンスヴィル・リゾート
グランド・ハイアット・カウアイ・リゾート＆スパ

グアム

ウェスティン リゾート グアム
ハイアット・リージェンシー・グアム
ロッテ ホテル グアム
デュシタニ・グアム・リゾート

サイパン

アクア・リゾート・クラブ・サイパン
ハイアット・リージェンシー・サイパン（メインウィング以外）

ロタ
パラオ

パラオ・パシフィック・リゾート

Ｂ（スタンダード）

イリカイ ホテル＆ラグジュアリースイーツ
アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ
ワイキキ・ビーチコマー ｂｙ アウトリガー
ニュー・オータニ・カイマナ・ビーチ・ホテル
シェラトン・プリンセス・カイウラニ
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル
ハイアット・プレイス・ワイキキビーチ
オハナ ワイキキイースト ｂｙ アウトリガー
オハナ・ワイキキ・マリア by アウトリガー
コートヤード バイ マリオット ワイキキビーチ
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・アラナ・ワイキキ・ビーチ
アクア・パシフィック・モナーク
アストン・ワイキキ・サンセット
ア・ジョイ・ホテル
アストン・アット・ザ・ワイキキ・バニアン
ウィンダム バケーション リゾーツ ロイヤルガーデン アット ワイキキ
ワイキキ・リゾート・ホテル
アクア・バンブー・ワイキキ
ルアナ・ワイキキ・ホテル＆スイーツ
リージェンシー・オン・ビーチ・ウォーク・ワイキキ ｂｙ アウトリガー
キャッスル・ワイキキ・ショア
ワイキキ・ショア ｂｙ アウトリガー
ザ・サーフジャック・ホテル＆スイム・クラブ
ヒルトン・ガーデン・イン・ワイキキ・ビーチ
ハイアット セントリック ワイキキ ビーチ
ザ・レイロウ・オートグラフ・コレクション
カアナパリ・ビーチ・ホテル
アストン・カアナパリ・ショアーズ
アストン・マウイ・カアナパリ・ヴィラ
コートヤードマリオット マウイ カフルイ エアポート

ロタ・リゾート＆カントリークラブ
パラオ・プランテーション・リゾート
パラオ・ロイヤルリゾート

パレイシアホテルパラオ

1

アイナ・ナル・ラハイナ バイ アウトリガー
ロイヤル・ラハイナ・リゾート
マウイ・ビーチ・ホテル

ウエストプラザホテルダウンタウン
ウエストプラザホテルデセケル
ウエストプラザホテルマラカル
ウエストプラザホテルコーラルリーフ
ウエストプラザホテルバイ・ザ・シー

株式会社阪急交通社

