
国名 都市名 ラグジュアリー（ＬＬ） スーパーデラックス（Ｌ） デラックス（Ｓ） スーペリア(Ａ） スタンダード（Ｂ）

シェラトン WTC グランドメルキュールリビラプエラ エアポートマリオット アウグスタ ブルーバード
インターコンチネンタル シーザーパーク ファリアリマ ラディソンホテルパウリスタサンパウロ エクセルシオール
エミリアーノ トランスアメリカ クオリティホテルパウリスタ ウィンダム サンパウロ ベリー二
グランドハイアット マクサウンドプラザ べラスアルテスSPパウリスタマネージドバイアコー メルキュール イビラプエラ
ソフィテル ラディソンファリアリマ プルマンサンパウログアルーリョスエアポート ノルマンディー
ヒルトン モルンビ メリア パウリスタ モナココンベンションホテル
ファザーノ インターシティパウリスタ
ユニーク ニッケイパレス
ルネッサンス ブルーツリー プレミアム パウリスタ
ロテル ポルトベイ トランスアメリカベリーニ

マツバラホテル
メルキュールサンパウロパウリスタ

ベルモンド コパカバーナ パレス JWマリオット アウグストスコパカバーナ アトランティコ コパカバーナ
シーザーパークイパネマ サンタテレサ アストリアパレス レメー オットン パレス
ファザーノリオ シェラトンリオホテル＆リゾート イパネマプラザ ホテル グラナダ

ソフィテル　リオデジャネイロ　コパカバーナ ウィンザーアトランティカ カリフォルニアオトン
ペスターナ リオ アトランティカ ウィンザーエクセルシオール コパカバーナスール
リオオットンパレス ウィンザーグアナバラホテル サボイオットントラベル
リオデザイン ウィンザーマルティニーク メルキュール・リオ・ブティック・コパカバーナ
ロイヤル チューリップ ウィンザーパレス プレミアコパカバーナ

ウィンザー プラザ コパカバーナ ベストウエスタン リオ コパ
エベレスト リオ マール イパネマ
オリンダ リオ マジェスティック リオ パレス
グランドメルキュール・リオデジャネイロコパカバーナ ミラソル コパカバーナ
ノボテル・リオデジャネイロ・レメ ミラドール リオ
ブライア イパネマ リオ　プレジデンテ
ベストウエスタン プラス ソル イパネマ
ポルト ベイ リオ インターナショナル
マール パレス コパカバーナ
マリーナパレス
ロイヤルパレス
サウスアメリカンコパカバーナ

トロピカルマナウス コンフォートホテルマナウス ダビンチ
パークスィートマナウス センチュリー
ビラ　アマゾニア タージマハールコンチネンタル

ノボテル
ホリデイイン
ロードマナウス
アマゾンエコパークジャングルロッジ
インターシティ
ブルーツリープレミアムマナウス

ぺスターナサンルイス カウラウプライアホテル エキスプレッソXXＩサンルイス
メルキュールサンルイスモンブラン グランドサンルイスホテル ストップウェイホテル

ソラーレスィートビアリッツ ソラーレプライアベラ
ブリザマール ソラーレベラッジオホテル
ホリデーインサンルイス ベストウエスタンプライアマールホテル
ル ゼイロス サンルイス ホテルプレミア

ポルタス ダ アマゾニア
リトラネアプライアホテル

ポルト プレギッサ リゾート グラン　レンソイス　フラットレジデンス　 ドナマリア
　 ポサダエンカンテスドノルデステ ポサダドリオ

ポサダブリティ
ポルトブレグイサス
リオブレグイサス

ポサダ　ナケーラ　ジェリコアコアラ ポサダ　ヴィラ　ガジーナ
マイブルー

カサ サンアントニオ デルタパーク
カサ サンホセ ポサダ　ヴィラ パルナイバ
グランオダラ パイアグアス セラス
デルモンド ゴールデンチューリップ キャピタル
デビルプライム デルカス アマゾンプラザ
ヒッツパンタナール スラビエロ タイアマ

インターシティ グローバルガーデン
ホリディイン エクスプレス ビジネスプライム
マットグロッソパレス
パンタナールノルテポルトジョフレ サウスワイルドロッジ
アララスエコロッジ ポサダ リオカルロ
バルコトランスパンタナールパノラミコ ポサダ プソアレグレ
パンタナールマトグロッソホテル ポサダ ピウヴァル
リオムトゥンボートエクスペディコ ジャガーハウス ボート

ジャガーエコロジカル
ポサダ リオムツム
ジャガードパンタナールボートホテル

グランドパーク モハビ
バハマアパート アドバンス
ノボテル ハーバーセルフ
ジャンダイア インダイア パーク
ブリストル メトロポリタン

ガリ
アキミア

カイマン エコロジカル エンビアラ バラマンサ
ポサダ リフージオイルハ ファセンダ バレンコ
ポサダクサラス ファセンダ サンフランシスコ

ファセンダ バイア
ポサダ アグアペ
ジャガーフローテル
リオブレグイサス

ザガイア エコリゾート サンタ エスメラダ ポサダ スルクア
ヴェティガ ピラ ミウラ ポサダドリオダクア

ポサダ オルホ ダクア ポサダブリティ
カバナス ポルトブレグイサス
アグアス ボニート リオブレグイサス

アイパナ　プラザ
イビス　スタイル　ボアビスタ
ボアビスタ　エコホテル

アトス　ブーカ　H　プラスエグゼクティブ

ベルモンド ダス カタラタス ゴールデン パーク インターナショナル フォス ウィンダムゴールデンフォズスイーツ グランドカリマ
ブルボンカタラタス ビアレカタラタス コンチネンタルイン
マブテルマス＆リゾート ビアレ タワー サンマホテル

　 レカント カタラタス スイサ
インタールディアム イグアス コロニアル　イグアス
ビバズカタラタス ラファイン セントロ
JLホテルバイブルボン ラファイン パレス

イグアス グランドホテル リゾート＆カジノ アメリアン ポルタル デル イグアス ライーセス エストゥリオン
グランメリアイグアス パノラミック　グランド オルキデアス

ロイスイーツ セントジョージ
メルキュールイグアスイル
フォールズイグアス

アルベアールパレス インターコンチネンタル 725コンチネンタル 562ノガーロ
ソフィテルブエノスアイレスレコレータ エンペラドール NHシティ NHクリヨン
フォーシーズンズ シェラトンブエノスアイレス NHコレクションブエノスアイレスジョーステン NHフロリダ
パーク タワー ラグジュアリー コレクション リベルタドール アメリアンブエノスアイレスパーク NHラティーノ
パークハイアット マデーロ シアンアメリカスタワー NHランカスター

プラザ エル コンキスタドール エクセホテル　コロン
メリア クラリッジ ダズラーリベルタ
リーガルパシフィック ダズラーマイプ CYAN デ　ラス　アメリカス
パークシルバーオベリスコ パークプラザユニーク パークセントラルユニーク

マリオット ホリデイインエクスプレス
ヒルトン
ブリストル
ラファイエット
レヘンテ パレス
ホテル　ボカ　バイ　デザイン　スイーツ
グランド　ブリーソ
ケントン パレス
ビセンテロペスホテル

ポサダ　ロス　アラモス アルトカラファテ エルガルポン
カウヤトゥン エルキホーテ
カラファテパルケ カルケン
コステンアイク カペンケ
カレシェン ホテル　セロ　カラファテ コイアイケン
ラゴスデルカラファテホテル シエラネバタ
ミラドールデルラゴ シリング
デザイン　スイーツ　カラファテ バイアレドンダ

ピコスデルスール
フライトルカ
ミケランジェロ
メウレン
ラルアイケ

ロスアヤス アルバトロス ウシュアイア
ロスカウケネス グンブレスデルマルティアル カプポロニオ

アルト　ウシュアイア ティエラデルフエゴ
レノックス ティエラデレジェンダス
ロスアセーボス トルケジェン
ロスニレス バイーアセレナ
ロスヤマナス ポサダプエギーナ
フエギーノ ホスタルデルボスケ

ラスレンガス
ロス ナランホス

ウアカレラ

ビセンテ ロペス

ウマウアカ

ボア　ビスタ

イグアス
（ブラジル側）

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

イグアス
（アルゼンチン側）

カラファテ

ウシュアイア

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

ブエノスアイレス

ブラジリア

ブ
ラ
ジ
ル

サンパウロ

リオデジャネイロ

マナウス

サンルイス

バヘリーニャス

ジェリコアコアラ

パルナイバ

クイアバ

北パンタナール　

カンポグランデ

南パンタナール

ボニート

中南米

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。
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チャルテン スィートホテル プドゥー ロッジ ホステリア
デスティノ スール ホテル デ モンターニャ＆スパ ホステリア センデロス
ホテルロスセロス ホテル ポインセノット

ルナフィン
エル　パライソ
ベルティカル ロッジ
ランチョ　グランデ
フィッツロイ

ラ　コマルカ
マルケス　デェ　トホ
エルマナンティアルデルシレンシオ
ポスタデプルママルカ

モラ
ホステリアアンティグアパタゴニア

アレハンドロⅠ
レガドミィコ
カサレアル
ホテルサルタ
アルメリア
アメリアン　サルタ

シェラトンコロニアゴルフ＆スパ ケンピンスキー イタリアーノ
フォーシーズンズカルメロ ポサダデルビレイ エルミラドール

ポサダドンアントニオ
ポサダプラザマヨール
ラディソンコロニアデルサクラメント
NHモンテビデオコロンビア
ダズラー

クラウンプラザアスンシオンホテル グアラニアスンシオンホテル インテルナシオナル
グラナドスパークアスンシオンホテル サべセンターホテル エクセシオールホテル
シェラトンアスンシオンホテル ラスマルガリータス セシリア
ブルボンコンメボルホテル チャコ

プレジデンテ
プレミア ヒル スイーツ＆ブティック

マンダリンオリエンタルサンティアゴ クラウンプラザサンティアゴ NHシウダサンティアゴ オルリー
サンクリストバルタワー シェラトンサンティアゴ ケネディ ディレクトール
リッツカールトン パークプラザ ディエゴデアルマグロエアポート トーレマヨール ライオン

プラザエルボスケパーク MRホテル プロビデンシア
プラザサンフランシスコ ノボテル フンダドール
マリオット フォーポイント ボナパルテ
NH コレクション プラザ サンティアゴ ホリディインサンティアゴエアポート ユーロ プロビテンシア
リーガルパシフィック プルマンサンティアゴエルボスケ レオナルドダビンチ

ダブルツリーバイヒルトンサンチアゴヴィタキューラ
アルティプラニコラパヌイ イオラナ
ハンガロア オセアニア

オタイ
ゴメロ
タハタイ
ビクトリア
マナベイ
イースター　アイランド　エコ　ロッジ
マヌタラ

ナヤラアタカマ アルティプラニコ イオラナトラチェ
カンブレスサンペドロ カサアタカマ ディエゴ　デ　アルマグロ

ティエラアタカマ キマル
テランタイロッジ トゥロール

パソナアタカマパート
ラカサデドントーマス

パタゴニアキャンプ エルピオネロ パンパホステル
デル パイネ エスタニカ　テラセラ　バランカ
エスタンシアエルオベヘロ ポサダ　3パッソス
ペオエ
ミラドールデルパイネ
モンテバルマセダ
ラゴグレイ
ラゴティンダル
ラストーレス
リオセラーノ
ロッジセロガイド
パンパロッジ
ホテル ドリームス デル エストレーチョ ディエゴ デ アルマグロ
ホテル カボ デ オルオス フィニステラエ
アルマスールプンタアレナス

ホテル ザ シングラー レモタ ベンダヴァル
ホテル コスタアウストラリス マルティングシンド
ウェスカル
アルティプラニコスール

ドリームズデラパタゴニア ディエゴデアルマグロ

パラドールアウストラルロッジ テラ　ルナロッジ

JWマリオット エステラール ミラフローレス ノボテル ヒラソレス
ウエスティン エル パルド ダブルツリー バイ ヒルトン リベルタドールリマ エルタンボⅠ
カントリークラブ カサアンディーナ　プレミアム　ミラフローレス エル コンダード ミラフローレス エルタンボⅡ

スイソテル クラウンプラザリマ カサ アンディーナ セレクト ミラフローレス カサ アンディーナ  スタンダード 

ヒルトン リマ ミラフローレス シェラトン コスタデルソル ウィンダム リマエアポート   ミラフローレス サンアントニオ
ベルモンドミラフローレスパーク ソネスタホテル エル オリバール コスタデルソル ウィンダム リマ カサ アンディーナ スタンダード 

ソル デ オロ サン アグスティンエスクルーシブ   ミラフローレス セントロ
メリア ホセ アントニオ カルメル
ラディソン デカポリス ミラフローレス ホセ アントニオエグゼクティブ サンダーバード カレラ
デルフィネス ホテル＆カジノ ホテルノビリティ ニューコルパック
ロイヤルパーク ラハシエンダ フェレミラフローレスホテル
ハイヤットセントリックサンイシドロ　 インカリ ラグジュアリー エンバハドーレス
エーシー ホリディイン　リマエアポート ブリタニア ミラフローレス
カサアンディーナプレミアムサンイシドロ アロフト リマ ミラフローレス イビス ラルコ ミラフローレス
M ギャラリー マントホテル リマ インサイド バイ メリア リマ ミラフローレス マリエル　ホテル　＆ アパートメンツ
ラディソン レッド ミラフローレス ホセアントニオ　デラックス ミラフローレス コロン

アラウィミラフローレス モンテ レアル
グランド ノビリティ レオン デ オロ イン＆スイート
ホリデイインリマミラフローレス キングダム
イビス スタイルズ リマ コンキスタドーレス エルタンボ　ドス　デ　マヨ
ダズラー　ミラフローレス エステラール サン イシドロ
フェアフィールド バイ マリオット リマ　ミラフローレス アンティグアミラフローレス
ダズラー リマ サンイシドロ ミラフローレスパシフシック

イビス リマ レドゥクト ミラフローレス
ミラフローレススイートセントロ
リブレ
アラウィ ミラフローレス エクスプレス
ベイビュー
リマック
スーリヤ
ハワードジョンソンリマ

JWマリオット コンベント クスコ シーマ アウグストス
アランワ クスコ ブティックホテル カサ アンディーナ プレミアム カサ アンディーナ スタンダード カテドラル
インカテラ ラ カソナ コスタデル ソル ラマダ クスコ カサ アンディーナ スタンダード コリカンチャ
ベルモンド パラシオ ナザレナス サン アグスティン エルドラド カサ アンディーナ スタンダード サンブラス
ベルモンド モナステリオ ソネスタ カサ アンディーナ スタンダード プラザ
パラシオ デル インカ ア ラグジュアリー コレクション ノボテル サマイ

ホセ アントニオ サン アグスティン インターナショナル
ロス ポルタレス スエニョス デル インカ
ウインダム　クスコサクサイワマン エンペラドール プラザ
ソネスタ ポサダ デル インカクスコ タイピカラ
テラ アンディーナ ティエラ デル ソル ホテル
ハシエンダ クスコ プラサ デ アルマス クスコ
ヒルトン ガーデンイン クスコ サランガ

カルメンカ
マベイ
ムナイワシ イン
ルイナス
ロイヤルインカⅠ
ロイヤルインカⅡ
アビタレ
インペリアル
プリスマ
ミドリ
フェレ
ポロ　クスコ  スイーツ
ロイヤルインクスコ
インカリ クスコ

アランワ セイクリッド バレー カサ アンディーナ アグストス ウルバンバ
  ホテル＆ウェルネス   プレミアム ヴァッレ サグラド ティエラ ビバ バーイェ サグラード
タンボデルインカラグジュアリーコレクション ソル イ ルナ ルレ & シャトー ヴィラ ウルバンバ
ベルモンド リオ ザグラード エコ アンディナ ホテル

オリャンタイタンボ ロッジ
カソナ デ ユカイ
ＩＦＫロッジ
サン アグスティン ウルバンバ
サン アグスティン モナステリオ デ ラ レコレタ
ソネスタ ポサダ デル インカ ユカイ
トルネード ホテル
パカリタンプ
ハトゥンバレー

プエルトグアダル

ウルバンバ

ペ
ル
ー

モンテビデオ

パ
ラ
グ
ア
イ

アスンシオン

チ
リ

サンティアゴ

イースター島

サンペドロデアタカマ

パイネ

プンタアレナス

プエルトナタレス

コジャイケ

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

エル チャルテン

プルママルカ

ロス　アンティグオス

サルタ

ウ
ル
グ
ア
イ

コロニア

リマ

クスコ
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ピソナイ プエブロ
マベイ ウルバンバ
アシエンダ デル バジェ
ロイヤル インカ ピサック
AVA バジェ サグラド スポッツ

ベルモンド サンクチュアリー ロッジ カサ デル ソル アンディーナラグジュアリー
インカテラマチュピチュプエブロ ティエラ ビバ マチュピチュ インカタワー
スマック ハトゥン インティ ブティック ハトゥン インティ クラシック

アラメダイン
インティプンク　ホテルアンドスイ－ト
インペリオ マチュピチュ
ウィラコチャ イン
エル マピ
カサ　アンディーナ　スタンダード　マチュピチュ
キライン
グリンゴ ビルズ ホテル
ケロス
サンチュアリオ
タイピカーラ
パチャクテック
ハトゥンサマイ
ハナクパチャイン
ワマン
プレジデンテ
ラカバーニャ

　 ロイヤル インティ イン
テラサ　デ　ルナ
フェレマチュピチュ
エルタンボ　マピ
ジャヤ
フラワーズ ハウス

カサ アンディーナ プレミアム シーマ インティカ
ジーエイチエル ホテル ラゴ チチカカ ソネスタ ポサダ デル インカ プーノ エル ラーゴ
ホセアントニオ ロイヤル イン カサ アンディ－ナ スタンダ－ド
チチラカホテル  ケルカタニ

カソナ　コロン イン
シルスタニ イン
ティエラ ヴィパ プーノ プラザ ホテル
プラザ マヨール
アシエンダ プラザ デ アルマス
アシエンダ プーノ
コンデ デ　レモス
スイーテスドンカルロスフリアカ
ホテルドンカルロス

ビジャハスミン ソルデイカ
モッソーネ レアルホテルイカ
ラスドゥナス
ベルサンド
カサアンディーナ　スタンダード オロ ビエホ
ディーエムホテルスナスカ パレドネスイン
マホロ ラ　メゾンスイセ

アランワパラカス リゾート＆スパ エルミラド－ル
ダブルツリー リゾートバイ ヒルトン パラカス エンバシーホテル
ラアシエンダバイーアパラカス サンアグスティンパラカス
ホテルパラカス ラグジュアリーコレクションリゾート 　

カサアンディーナ　スタンダード

カサアンディーナ　プレミアム カサアンディ－ナ　セレクト　アレキパ　プラザ エルカビルド
コスタデルソルアレキパ エステラール　エル　ラーゴ

カサアンディーナ スタンダード
メリアナ

　 ラポサダデルプエンテ
サンアグスティン ポサダ デル モナステリオ
ラマイソンデリセ
コンデ　デ　レモス
ホテル　ムルシア
ラ　シャルカ
カサアシエンダ　アチャマキ
アンディーノクラブ
アウラウィパストーリ
ラ　ホヤ

ベルモンド　ラス　カシータス インカリエコロッジ エコインコルカ
アランワプエブリートエンカンタドデルコルカ カサアンディーナ　スタンダード
コヤワ　ホーム　イン
コルカロッジスパ&ホットスプリングス
ポソデルシエロ

リマリマ
オパルシエラリゾート
アプエコロッジ

JWマリオット NHエアポートターミナル２ ＮＨセントロ ヒストリコ エルエヘクティーボ
Ｗメキシコシティー ウィンダムガーデン メキシコシティ ポランコ ＮＨコレクション　レフォルマ リッツ　セントロ　イストリコ
セントレジス カミノレアルエアポート エンポリオ シウダーデメキシコ フォンタン　レフォルマ
フォーシーズンズホテル カミノレアル　ポランコ ライラ ベスト ウェスタン エストリル
マルキスレフォルマ ガレリア プラザ ホテル＆スイーツ　PF メトロポール
ラ カソーナ クラウン プラザ WTC コートヤード エアポート レヘンテ
ソフィテル メキシコシティ レフォルマ グランホテル センチュリー　ソナ ロサ ベストウェスタンマジェスティック
リッツカールトンメキシコシティ シェラトン マリア イサベル ホテル＆タワーズ ソカロ セントラル

ハイアット リージェンシー
 クリスタルアーバンエアポート
ハンプトン イン & スイーツ フィエスタ イン エアポートホテル
  シウダー デ メキシコ - セントロ ヒストリコ
ヒルトン メキシコシティ レフォルマ フィエスタイン セントロ
ヒルトンエアポート フォーポイント シェラトン
フィエスタ アメリカーナ グランド チャプルテペック プラザ フロレンシア
フィエスタ アメリカーナ レフォルマ ロイヤル レフォルマ
プレジデンテ インターコンチネンタル メキシコシティ ウィー エアポート
ヘネベ シティセントロ
マリオット レフォルマ イストリコ　セントラル
バルセロメヒコレフォルマ シティ エクスプレス 
ル メリディアン   プラス レフォルマ エル アンヘル
スタラ　アルブルゴ ホテル クレ ソナロサ
クリスタル グランド スイーツ 
キンタ レアル プエブラ ＮＨ　プエブラ　セントロ　イストリコ ホテルサンペドロ
フジタヤ ケレタロ パラシオサンレオナルド ミシオンアルカンヘル
グランドフィエスタアメリカーナ ホリデーイン　ケレタロ　セントロ　イストリコ カサインプレミアケレタロ

レアル　デ　ミナス　トラディショナル レアルデミナスイン
プラザ カメリナス 　

カミノ レアル グアダラハラ レアル イン エキスポ アランザズ セントロ ヒストリコ
キンタ レアル グアダラハラ モラレス フランセ
ヒルトン グアダラハラ デ　メンドーサ レアル イン セントロ ヒストリコ
グランド フィェスタ アメリカーナ 
  グアダラハラ カントリー クラブ
フィエスタアメリカーナグアダラハラ
キンタ レアル オアハカ フォルティンプラザ オアハカレアル
グランドフィエスタ　アメリカーナオアハカ ミシオン デ ロス アンヘレス ミシオンオアハカ

アシエンダテモソン カサデルバラン ガンマ  メリダ エル カスティージョ アンバサダー
ロサス＆ショコラテ グラン レアル ユカタン エルコンキスタドール ゴベルナドール
アシエンダシカナトゥン ハイアットリージェンシーメリダ マリアデルカルメン コロニアル
マンシオンメリダ フィエスタアメリカーナメリダ ロスアルーシェス マヤユカタン
アシエンダメリダ プレジデンテインターコンチネンタルメリダ ハンプトン　バイ　ヒルトン　メリダ ミシオン メリダ パンアメリカーナ

ホリディインメリダ ヒルトンガーデンインメリダ レシデンシアル
ウィンダム　メリダ フィエスタインメリダ モンテホ パレス
NH コレクション
アシエンダ　チチェン ホテル＆バンガロー　マヤランド チェチェンイッツァー
ザ　ロッジ　アット　チェチェンイッツァー オカーン

ヴィジャス アルケオロヒカス
二ズック　リゾート＆スパ JWマリオット カンクン リゾート＆スパ イベロスター NYXホテル インペリアルラグ-ナ カンクン

ウェスティン エンポリオ ホテル＆スイーツ　カンクン グランド　オアシス　パーム オアシス スマート
  ラグナマール オーシャンリゾートビラ＆スパ オムニ カンクン ホテル＆ヴィラ オアシスカンクン セリナカンクンホテルゾーン
ハイアット シララ パナマ ジャック リゾート クリスタル　カンクン カンクンベイリゾート
グランド フィエスタ アメリカーナ コーラル ビーチ クリスタルグランドカンクン ドス プラヤス グラン ロイヤル ラグーン
ライブ アクア サンドス ビーチスケープ キンハ シナ スイーツ
リッツ カールトン ドリームスサンズカンクンリゾート＆スパ フラミンゴ カンクン ホテル カリベ インターナショナル カンクン
ル ブラン グラン パークロイヤル ベルエアー ホテル プラザ コカイ

ハードロック レアル イン オーシャンビュー カンクン アレナス
パラディサス カリプソ
フィエスタアメリカーナ コンデサ
インターコンチネンタル プレジデンテ
マリオット　カンクン　リゾート
リウ カンクン
リウ パレス ラス アメリカス
シークレッツ ザ バイン
フィエスタ アメリカーナ ビジャス カンクン
ハイアット　ジヴァ　カンクン
リウパレスペニンシュラ
ルネッサンス リゾート & マリーナ
ロイヤルトン シック 
  スイーツ カンクン リゾート & スパ

ポサダデラミシオン アグアエスコンディーダ
モンテタスコ サンタプリスカ

デラボルタ
ホテルビクトリア
ロマリンダ

ウルバンバ
（つづき）

ペ
ル
ー

カラス

チンチャ

メ
キ
シ
コ

イカ

ナスカ

パラカス

アレキパ

チャチャポヤス

ワラス

コルカ渓谷

ユンガイ

メキシコシティ

プエブラ

ケレタロ

グアダラハラ

オアハカ

メリダ

チェチェンイッツァー

カンクン

タスコ

マチュピチュ村

プーノ

フリアカ
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国名 都市名 ラグジュアリー（ＬＬ） スーパーデラックス（Ｌ） デラックス（Ｓ） スーペリア(Ａ） スタンダード（Ｂ）

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

中南米

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。

ガンマ カンペチェ マレコン オーシャンビュー
アシエンダ プエルタ ラグジュアリー コレクション バルアルテス

プラザ
マリオット フィエスタインセンカリ オルメカプラザ
キンタエデン ビバ オルメカ プラザ アーバン エクスプレス
クラウンプラザ マヤタバスコ
ハイアットリージェンシー
ホリデイイン アエロプエルト
カミノレアルベラクルース ヒルトン ガーデン イン
ガレリアプラザベラクルース コンフォートイン
グランド フィエスタ アメリカーナ ダブル ツリー バイ ヒルトン
フィエスタ イン ボカ デル リオ ハワードジョンソンベラクルース
　 フィエスタインマレコン

ベラクルースセントロイストリコ
ホリデイイン セントロイストリコ
コレクションオーモカンボ
ルイス
サリナス
ノボテルポサリカ
ビクトリア
フィエスタインポサリカ
ポサリカ
ポサリカイン

カスティージョサンタセシリア ポサダサンタフェ サンディエゴ
エクス アシエンダ サン ハビエル ホリディインエキスプレス グラン プラザ
キンタラスアカシアス ミシオングアナフアト
キンタラスアロンドラス レアルデミナスグアナフアト
ミシオン カサコロラダ ラアバディア

ベルコン　デル　シエロ
ビレイ　デ　メンドサ ベストウェスタン プラス グランホテル モレリア

カジノ モレリア
ミシオン カテドラル モレリア
アラメダ セントロ ヒストリコ
ハワード ジョンソン カレ レアル
ベスト ウエスタン ポサダ デ ドン バスコ
ミシオン セントロ ヒストリコ
ラ パロキア
ホステリアサンフェリペ
ブティック キンタ チャナ ブラル カバナス サファリ
チャンカ リゾート ヴィレッジ キンハ
ヴィラ メルセデス シバルバ
シウダット レアル パレンケ チャプリス
プラザ パレンケ トゥリーハ エクスプレス
ミシオン パレンケ ニュトゥトゥンパレンケ

マヤ　パレンケ
マジョルカ

ホテル　スイーツ　メヒコ　プラザ　カンペストレ

メゾンドデルマルケス 　

フィエスタアメリカーナ アシエンダ ガリンド

シークレッツ モシェ プラヤデルカルメン
グランべラス リビエラマヤ

ゾエトリー ヴィラ 
  ロランディ イスラ・ムヘーレス カンクン
サラトガ バレンティン　キンタ　アベニダ アルマドーレスサンタンデール ドービル
サンタイサベル ナシオナル アンボスムンドス ネプチューノ　トリトン
サンフェリペ＆サンチャゴ デ ベフカル ハバナリブレ メモリーズ ミラマール べダド　サン　ジョンズ
グランホテル　マンザナ　ケンピンスキ パルケセントラル オファリル アクアリオ
パーカード メリアコイバ コンデデビジャヌエバ
グラン・ホテル・ブリストル メリアハバナ サンミゲル

パノラマ（プレミアムオーシャンビュー) テレグラフォ
グラン アストン ラ ハバナ フロリダ

マルケスデプラド
ラケル
NHカプリ
コモドロ
アストンパノラマ
コパカバーナ
イングラテラ
プラザ
H10パノラマ
リビエラ
モンテハバナ

イベロスタートリニダ トリニダデルマール アンコン
ラ ウニオン コスタスル
ラロンダ ラスクエバス
ハグア ファロルナ
メリアサン　カルロス ランチョルナ

イベロスター バラデロ トリップ ペニンシュラ クアトロ　パルマス アレナスドラダス
パラディサス メリア ペニンスラ パラデロ ソルクラブコラルシレナス アレナスドラダスブランカス
プリンセサデルマル メリアバラデロ ソルパルメラス カワマ
エル パトリアルカ メリアラスアメリカス プラヤデオーロ ビジャ　トルトゥーガ
ロイヤルトン　ヒカコス メリアラスアンティージャス メモリーズ　バラデロ

グランド メモリーズ バラデロ
イベロスターラグアナスール
ヴィスタ　アスール
イベロスターベラビスタ
メリアマリーナバラデロ
メリアインターナショナル
メリア サンチャゴ デ クーパ ヴェルサイユ サン ファン

カサ グランダ ラスアメリカス
インペリアル

カマウェイ
グラン ホテル カマウェイ
コロン カマウェイ
プエルト プリンシペ
プラザ カマウェイ

ＪＷマリオット グランドホテルメルキュールアラメダキト カフェクルトゥーラ ホスタルフエンテデピエドラ
スイソテルキト ホテルキト ヌーハウス　デラックスホテル
ホテルシェラトンキト ホテルダンカールトンキト ホテルエンバシー ホテルレアルアウディエンシア

ラディソンロイヤルキト ビエハ　クバ
ウィンダム キト エアポート リンコン　デ　プエンボ
ホテルパティオアンダルス
ホリデイインキトエアポート

ロイヤルパームホテル ヴィララグーナ ホスタルマイナオ
ホテルシルバーステイン ホテルニンファ
ホテルソルイマル
ホテルフェルナンディーナ
ホテルレッドブービー
ホテル トリアングロ デ ダーウィン
アルバトロス
グランドホテル レオン マリーノ
ヴィララグーナ
ホテル ラ イスラ

ヒルトン コロングアヤキルホテル プラザサンラファエル
ホテルオロベルデ
ユニパークホテル
ウィンダム グアヤキル  
ホリデイ イン グアヤキル エアポート

ガーデンホテルサンノゼ
リンコン プエンボ

コスタリカマリオットサンホセ クラウンプラザコロビシ クオリティーレアルサンホセ カントリーイン＆スィーツ
レアルインターコンチネンタル ダブルツリーカリアリバイヒルトン ベストウェスタンプラスサンホセ ビジャトゥールノン

バルセロサンホセ ホリディインアウロラ ブーゲンビリア
グラン ホテル コスタリカ　 ホリディインエクスプレス プレジデンテ
  クリオコレクション バイ ヒルトン ラディソンサンホセ スリープイン　サンホセ

ホテル　バルモラル
エルエスタブロ エリコニア
ポコアポコ　ホテル＆スパ クラウドフォレスト
ベルマール フォンダベラ

モンターニャモンテベルデ
モンテベルデ　カントリーロッジ
カラ　ロッジ
シプレセス
ジャガルンディ　ロッジ
エル　アタルデセル
エル　アマネセル
ロス　ハルディネス

サベグレ　ホテル　ナチュナル　リザーブ＆スパ トロゴン　ロッジ
スリア　ロッジ
ミリアムズ ケツアレス

マケンケ エコ ロッジ ラグーナ　デル　ラガルト　ロッジ
ペダシート デ シエロ

ヒルトン ガーデン インリベリア エアポート アシエンダ グアチペリン

アラ アンビグア ロッジ
ホテル エル バンブ
ガビラン　リオ　サラピキ　ロッジ
セルバ　ヴェルデ　ロッジ

レオン

バヤドリド

サン ファン デル リオ

イスラ・ムヘーレス

メ
キ
シ
コ

リベリア

サラピキ

コ
ス
タ
リ
カ

グアナフアト

モレリア

パツクアロ

パレンケ

プラヤデルカルメン

キ
ュ
ー
バ

ハバナ

トリニダー

シエンフエゴス

バラデロ

サンチャゴ デ クーパ

カマウェイ

カンペチェ

ビジャエルモッサ

ベラクルース

ポサリカ

エ
ク
ア
ド
ル

キト

ガラパゴス

グアヤキル

プエンボ

サンホセ

モンテベルデ

サン　ヘラルド　
デ　ドータ

ボカタパータ
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国名 都市名 ラグジュアリー（ＬＬ） スーパーデラックス（Ｌ） デラックス（Ｓ） スーペリア(Ａ） スタンダード（Ｂ）

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

中南米

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。

アレナルキオロ タバコンリゾート＆グランドスパ アレナルスプリングスリゾート アレナルパライソ
ザスプリングスリゾート＆スパ ロイヤルコリン アレナルマノア アレナルボルケーノイン
（ザスリングリゾート） マウンテンパラダイス サン　ボスコ　イン

マジックマウンテン アレナル モンテチアリ
モンターニャデフエゴ ボルケーノロッジ
ロスラゴス ラバスタコタル
シレンシオデルカンポ ローマスデルボルカン

アレナルエクスペリエンス
フォルトゥーナ　ダウンタウン　イン
エコ　アレナル
アレナル　オアシス　エコ　ロッジ
カンポ　ベルデ

ラ　フォルトゥーナ
リンダ ビスタ アレナル

オレカリベ コスタ レアル スィーツ
プラヤグランデカリベ＆マリーナ
マリオットプラヤグランデ
ユーロビルディングエクスプレス
アラメル　ロッジ カンパメントウカイマ

カンパメントパラカウパ
タプイロッジ
ワクロッジ

ベストウエスタンマライン
ベネテウールオリノコホテル
ユーロビルディングプラザグアヤナ

アナコンダ
カンパメント トゥリスティコ ぺトイ
グランサバーナ
ヤコーロッジ

ソフィテルヴィクトリアレジア BOGホテル テケンダマ アンデスプラザ
ＪＷマリオット Wホテル コートヤード　バイ　マリオット　ボゴタ　エアポート イビスボゴタミュゼオ
フォーシーズン　カサメディナ エステラル パルケ デ ラ 93 101パークハウス エジナボゴタ
フォーシーズン　 カーサ　ダンカールトン ソネスタボゴタ エステラー　アパートメント
グランドハイアット シェラトン パークインバイラディソン エステラー　スィートジョーンズ

ヒルトン エグゼバカタ　95 エステラー　デラフェリア
マリオット ソネスタボゴタ エンバシー スイーツ バイ ヒルトン  ロサレス
NHコレクション　ハシエンダ　ロイヤル ダンカールトン エンバシーパーク
NHコレクション　WTC　ロイヤル ハビテル クラリオン　プラザ　サミット
NHコレクション　アンディーノ　ロイヤル ボゴタリージェンシー ウサクエン カーサ　レアル
NHコレクション　テラ100　ロイヤル ホリディインボゴタエアポート カソナ　レアル
NHコレクション　テレポート　ロイヤル マディソン イン コスモス1000

フォーポインツバイシェラトン サンタバーバラレアル
アトン　ボゴタ　93 ラマダボゴタパルケ93
アトン　ボゴタ　100 ロザレス　プラザ
GHLキャピタル BH　ビセンテナリオ
ダブルツリーバイヒルトン　パルケ93
ダブルツリーバイヒルトン　カイエ100
モリソン１１４
モリソン84
NH メトロテル ロイヤル
NH パビリオン ロイヤル
エステラー　ラ　フォンタナ

ザチャーリー サンフェルナンドプラザ エステラーブルー ノベルティースィーツ
インターコンチネンタル ダンカールトンメディジン アートホテル アルカラバン
マリオット フォーポインツバイシェラトン ポブラドアレハンドリア プラザマヨール

NHコレクション　ロイヤル トリップメディジン パルケプラザ
ダンカールトンベルフォート リンカーン サンペドロデルフエルテ
ポブラドプラザ GHL サンディエゴ カンパーナブティック
エステラー ミラ デ オロ ホリデーインエキスプレス　

ロス　レクエルドス エルエンクエントロ
ポートベロ カンペストレピカピエドラ

グアタトゥール
ピエトラ サンタ
ラゴスデ 
アナコンダ
デカメロン　デカロッジ　ティクナ

ソフィテルレジェンド　サンタクララ アルミランテ カピラ デルマール エステラー オセアニア
チャールストンサンタテレサ オキシデンタルグランド カリベ バイ ファランダ コスタデルソル
カササンアグスティン ヒルトン カルタヘナプラザ サンフェリペ

ラスアメリカストーレデルマール GHL コラレス デ インディアス プレミアムカルタヘナ
ラディソン ダンカルタヘナ ドラドプラザ
インターコンチネンタル レガッタ ドン ペドロデ エレディア
ハイアットリージェンシー ハンプトンベイバイヒルトン バヒア

アリュール　ショコラ　ホテル プラヤクラブ
アーティレリア
アトランティック
カサラフェ
デカメロン 

　 エウロパ ラ カソナ ホテル ブティック リアルプラザホテル＆コンベンションセンター
カサ グランデ スイーツ ホスタルナイラ エル レイ パレス
カサグランデホテルズ レノーヴァ
カミノ レアル アパートホテル  
コルテスホテル
プレジデンテ
リッツアパートホテル
スイーツ　カミノレアル
アティックス
テクノブティック
カサグランデ　エクスプレス
ミトゥルスール
カミノ レアル
センサス ホテル
ロス　 タヒボス
コルデズ
ハンプトンバイヒルトン
マリオット

ヴィッラ アンティグア
オテル デ ス メルセー
サマリー ホテル ブティック
パラドール サンタ マリア ラ レアル

ロス ジャルディネス デ マルク クエバ

タイカデルデシエルト

カチロッジ クリスタル サマニャ タンボアイマラ
パラシオ デ サル ハルディネス デ ウユニ
ルナ サラダ ロス ヒラソーレス
スマ　リッチャリ タイカ デ サル
　 ラ マヒア デ ウユニ
　 サマイワシ

トニート
アルムデナ　スイーツ
タンボコケサ
ブティックアンディ―ナ
フラメンコアルティプラニコエコホテル

レアルインターコンチネンタル ラス　アメリカス ビルトモア エクスプレス
ウエスティン カミノ レアル ホリデイイン ベストウェスタンストフェラ
クラリオン スイーツ ラディソン
グランド ティカル フトゥラ
バルセロ
カミノレアルアンティグア ポルタホテルアンティグア ポサダデドンロドリゴアンティグア
ソレイル ラスファローラス
ムセオカササントドミンゴ

アティトラン ポサダデドンロドリンゴパナハッチェル
ポルタデルラゴ リビエラデアティトラン

レヒス
ハルディネスデルラゴ
ホテル マンション デル リオ

ホテル ロンガローネ

ウエスティンカミノレアル カソナデルラゴ カソナデライスラ
ホテルペテン エスプレンディッド ペテン

イスラデフローレス
ビスタ レアル ホテル マヤインターナショナル

インターコンチネンタル ミラマール エルパナマ
シェラトン カントリーイン＆スイーツ
ブリストル ベネト

ホリデーイン
リウ
トリップバイウインダム　パナマセントロ

ル メリディアン ガンボア レインフォレスト リゾート
ハンプトンバイヒルトン パナマ
クラリオン ヴィクトリア

コ
ス
タ
リ
カ

グアテマラ シティ

アンティグア

パナハッチェル

リオドゥルセ

リオオンド

フローレス

グ
ア
テ
マ
ラ

コルチャニ

パ
ナ
マ

パナマシティー

フォルトゥーナ

ベ
ネ
ズ
エ
ラ

カラカス近郊

カナイマ

プエルトオルダス

サンタエレナ

コ
ロ
ン
ビ
ア

ボゴタ

メデジン

グアタペ

レティシア

カルタヘナ

ラパス

サンタクルス

スクレ

ウユニ

ビヤ マール

シロリ　デザート

ボ
リ
ビ
ア

エディオンダ湖
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国名 都市名 ラグジュアリー（ＬＬ） スーパーデラックス（Ｌ） デラックス（Ｓ） スーペリア(Ａ） スタンダード（Ｂ）

  2022年10月1日～2023年3月31日出発分

中南米

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。

グラリオン コパン ルイナス ホテルプラザ コパン
ホテル マリーナ コパン ホテルカミノ マヤ

ラディソン フォート ジョージ ホテル マリーナ ラマダベリーズシティプリンセス
グレートハウスイン ベストウエスタン ビルトモア ホテル

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス

コパン ルイナス

ベ
リ
ー
ズ

ベリーズシティ
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