オセアニア・南太平洋・インド洋

※当社のホテルグレ－ドは、当該都市（地域）内での評価に基づき分別しております。その為、同じグレ－ドのホテルでも他の都市（地域）とサ－ビスや設備等が必ずしも同等ではありません。
※当該都市（地域）において大型博覧会、スポーツ大会、コンベンション、⾒本市等の開催、世界遺産に登録されており中⼼市街地の開発が制限されている場合など特有の事情がある場合、
予めパンフレットに記載された代替都市のホテルを手配させていただく場合がございます。

2017年10月1日～2018年3月31日ご出発分
国名

都市（地区）名

ラグジュアリー（ＬＬ）
インターコンチネンタル(エグゼクティブスイート）
ウエスティンシドニー(ヘリテージデラックス)
サースタンフォードアットサーキュラーキー(デラックスハーバービュー)
シェラトン・オン・ザ・パーク(エグゼクティブスイート)
シャングリラホテル(エグゼクティブグランドハーバービュー)
パークハイアット(オペラハウスビュー)

シドニー

スーパーデラックス(L)
インターコンチネンタル(ハーバービュー)
ウエスティンシドニー(ヘリテージスーペリア)
シェラトン・オン・ザ・パーク(パークビュー)

デラックス(S)

インターコンチネンタル
ウエスティンシドニー
ランガムシドニー
シドニーハーバーマリオットアットサーキュラキー(ハーバービュー、オペラビュー) サースタンフォードサーキュラーキー
シャングリラホテル(グランドハーバービュー、デラックスオペラハウスシティビュー) ピアワンシドニーハーバーオートグラフコレクション
フォーシーズンズホテル(ハーバービュー)
シドニーハーバーマリオット
シェラトン・オン・ザ・パーク
シャングリラホテル
スイスホテル
アストラルタワー＆レジデンスアットザスター
ソフィテルウェントワース
ヒルトン
フォーシーズンズホテル
ラディソン・ブル・プラザ・シドニー
アモラ・ホテル・ジャミソン・シドニー
ハイアットリージェンシーシドニー

スーペリア(A)
リッジスワールドスクエアシドニー
ホリデーインオールドシドニー
パークロイヤル・ダーリングハーバー
ブルマン・シドニー・ハイドパーク
ノボテル・シドニー・オン・ダーリングハーバー
ノボテル・ロックフォード・ダーリングハーバー
ノボテルセントラル
リッジスシドニーセントラル
ヴァイブホテル･シドニー
ザ・グレース
ホリディ・イン・ダーリングハーバー
シドニー・ブールバード
メルキュール・シドニー
ザシーベルレジデンスチャッズウッド
リッジズノースシドニー
コートヤードバイマリオットシドニーノースライド
ザタンクストリーム

シャトーエラン

ハンターバレー
ブルーマウンテンズ

エミレーツ ワンアンドオンリーウォルガンバレー

ブリスベン
インターコンチネンタル・サンクチュアリーコーブリゾート（クイーンズランダースイート）

ゴールドコースト

サーファーズパラダイス・マリオットリゾート(エグゼクティブスイート)
シェラトングランドミラージュ(ラグーン)
パラッツォ・ヴェルサーチ(スイート)
マントラオンビュー(コーナースィート）

シャングリラホテル・ザ マリーナ ケアンズ(ホライズンクラブ)

ケアンズ

パームコーブ
ポートダグラス

シェラトン・グランドミラージュ・リゾート(スイート)
ソフィテル(デラックススイート)
ランガム(エグゼクティブスイート)

クラウンプラザハンターバレー
ザ・ゲストハウス
ペッパーズ・コンベント
リリアンフェルズ
フェアモントリゾート
ハイドロマジェスティック・ブルーマウンテン
プルマンブリスベンキングジョージスクエア
ノボテルブリスベン
ソフィテルブリスベンセントラル
メルキュールブリスベン
ヒルトンブリスベン
メルキュールブリスベンキングジョージスクエア
ガンバロホテル
マントラオンクイーン
クラウンプラザ・サーファーズパラダイス(オーシャンスパデラックスキング) マントラ・オン・ビュー（ハイ・オーシャンビュー）
ウォーターマーク＆スパ
サーファーズパラダイス・マリオットリゾート
クラウンプラザ・サーファーズパラダイス(スーペリアオーシャンビュー
アルファ・ソブリン
シェラトングランドミラージュ(ガーデン)
ソフィテル・ゴールドコースト
マントラクラウンタワーズ
パラッツォ・ヴェルサーチ
QTゴールドコースト
クラウンプラザ・サーファーズパラダイス(部屋指定無し)
ヒルトンサーファーズパラダイス・レジデンス（2ベッドルームレジデンス） ザ・スター・ゴールドコースト
ノボテルサーファーズパラダイス
マントラ・オン・ビュー(オーシャンビュー・スイート）
RACV ロイヤルパインズリゾート
シーワールド・リゾート
Q1リゾート＆スパ ゴールドコースト
メルキュール・ゴールドコースト・リゾート
マントラ・サンシティー・サーファーズパラダイス
マントラ・レジェンズ
バイブホテル・ゴールドコースト
プルマン ケアンズ インターナショナル(ハーバービュー)
プルマン ケアンズ インターナショナル
ノボテルケアンズオアシスリゾート
シャングリラホテル・ザ マリーナ ケアンズ(デラックスマリーナビュー) マントラ・エスプラネード（１BEDルームアパートメント）
パシフィック・ホテル・ケアンズ
プルマンリーフカジノ
シャングリラホテル・ザ マリーナ ケアンズ
ダブルツリーバイヒルトン
ヒルトンケアンズ（デラックス）
ヒルトンケアンズ
リッジズ・エスプラネード・リゾート
ブレークフリー・ロイヤル・ハーバーリゾート
マントラエスプラネード
リッジズ・エスプラネード・リゾート(１ＢＥＤルームアパートメント) マントラトリロジー
マントラトリロジー（１BEDルームアパートメント）
ホリディン ケアンズ ハーバーサイド
シェラトン・グランドミラージュ・リゾート
ケアンズ・ハーバーライツ

スタンダード(B)
メトロホテル・マーロー・シドニー・セントラル
デビアホテル
アイビスホテル・ダーリングハーバー
メトロホテル・オン・ピットストリート
ヴァイブホテル・ラッシュカッターズシドニー
ランデブー・スタジオ・ホテル・シドニー・セントラル
トラベロッジ・ウィンヤード
ホリディ・イン・ポッツポイント
リッジスカンパーダウンホテル
キャピタルスクエアホテル
メトロアスパイアホテル

ペッパーズ・ビーチクラブ＆スパ
アラマンダ・パームコーブ・バイ・ランセモア
シェラトン・グランドミラージュ・リゾート
クラウンタワーズ
ソフィテル(スーペリア)
パークハイアットメルボルン
インターコンチネンタル・メルボルン

メルボルン

グランドチャンセラー・パームコーブ

パース

ザ・アイランド
インターナショナルビーチリゾート
パラダイスアイランドリゾート
ビーチコマーリゾート・サーファーズパラダイス
パラダイスリゾート・ゴールドコースト
クオリティーマーメードウォーターズ

アカシアコート
イル・パラッツォ
ケアンズサンシャインタワー
ケアンズビレッジリゾート
ケアンズプラザ
ケアンズ・コロニアルクラブ・リゾート
ザ・ホテル・ケアンズ
ケアンズ・シェリダン・ホテル
ベイビレッジトロピカルレトリート
リッジスプラザケアンズ
コーラルツリーイン
ブレークフリー・ロイヤル・ハーバー
クインズコート
アイビススタイルケアンズ
アボットブティック
ケワラビーチリゾート

ラマダリゾートポートダグラス

ＱＴポートダグラス

ウエスティンメルボルン
グランドハイアット
ザ・ウインザー
スタンフォードプラザ
ソフィテル
ザ・コモ・ホテル
プルマン・メルボルン・オン・ザ・パーク
ランガム
インターコンチネンタル・メルボルン
クラウンメトロポール
プルマン・メルボルン・オン・ザ・パーク
シェラトンメルボルン
ヒルトンメルボルンサウスワーフ

ベイビュー･エデン･メルボルン
グランドホテル
シーベル・メルボルン・フリンダーズ・レーン
ノボテル・オン・コリンズ
クラウンプラザ・メルボルン
ダブルツリーバイヒルトン・メルボルン
メルボルンマリオット
メルボルン・パークビュー・ホテル
クラウン プロメナード
リッジスメルボルン
クラリオン・スイーツ・ゲートウェイ
ホテル・グランドチャンセラー・メルボルン

アイビスメルボルンリトルバークストリート
メルキュールアルバートパーク
ヴァイブ・サヴォイホテル
ランデブーホテル・メルボルン
ノボテルセントキルダ
イビススタイル・メルボルン・ザ・ビクトリア
ベイビューオンザパーク
ホリディ・イン・オン・フリンダース
グランド・メルキュール・オン・スワンストン
メルキュールホテルウェルカム
メルキュールメルボルン・トレジュリーガーデンズ
ラディソン・オン・フラッグスタッフガーデンズ
クオリティホテル・バットマンズヒル・オン・コリンズ
メルキュール ノースメルボルン

エスプラネード ホテル フリーマントル バイリッジズ
クラウンプラザ
クラウンプロムナード
マントラオンヘイ
ジュンダラップリゾート
バインズリゾート
ノボテル・パース・ラングレー
メルキュール・パース
フォーポインツバイシェラトン

アイビス
グレート・サザン・ホテル・パース
ランデブーホテルパースセントラル
コンフォートイン＆スイーツ・グッドアース・パース
シティステイアパートメント
トラベロッジパース
シタディーンズ セントジョージ テラス
ニューエスプラネード
クオリティホテル・アンバサダー・パース
ペンシオーネ
ホリディ・イン・シティセンター
シーズンスオブパース
メトロホテル･パース
キングスパース
スリバンズ
コンフォートホテルパースシティ
コンフォートイン アンドスイート グッドアース パース
イビススタイルジェラルトン
コンフォートイン
オーシャンセンターホテル
マントラ
ベストウェスタンホスピタリティイン
モンキーマイアドルフィンリゾート

クエスト ウォーナンブール
クラウンメトロポール
パンパシフィックパース
ダクストン
ハイアットリージェンシー・パース
ランデブーホテルパース スカボロ
フレーザー・スイーツ・パース
パーメリア・ヒルトン
ザ・リチャードソン ホテル＆スパ
クラウンタワーズパース

ウォーナンブール
オーストラリア

ウォルドルフ・ルーラガーデンズ

ジェラルトン

モンキーマイア
ウェーブロック

ウエーブロックモーテル

ペンバートン

カリーバレーリゾート
ペンバートンホテル
ロードフォレスト

バンバリー
アルバニー
プリマンリゾートバンカーベイ

マーガレットリバー

マーガレットビーチリゾート

へリテージリゾートシャークベイ

シャークベイ
カルバリー

セルバンテス

カナナラ
キンバリーサンズ リゾート&スパ
ケーブルビーチクラブリゾート

ブルーム

スタンフォードグランド
スタンフォードプラザ
インターコンティネンタル
ヒルトン

アデレード

ロンギチュード131°

セイルズ・イン・ザ・デザート（テラス・ルーム）

エアーズロック

セイルスイン・ザ・デザート（スーペリアルーム）
デザート・ガーデンズ（デザート・デラックス）

キンバリーグランデ
アイビススタイルズカナナラ
カントリークラブリゾート
メルキュールブルーム
オークス ケーブル ビーチ サンクチュアリ
マングローブリゾートホテル
ブレイクフリーアデレード
グランドチャンセラー･アデレード･オン･ヒンドリー
ザ・シーベル・プレイフォード・アデレード
グランドチャンセラー･アデレード･オン･カリー
クラウンプラザ
デザート・ガーデンズ（ガーデンビュー）

キングスキャニオン
ヒルトン・ダーウィン
ノボテル・ダーウィンCBD

ダーウィン・セントラルホテル
マントラオンザエスプラネード
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・エスプラネード・ダーウィン(ホリディ・イン・エスプラネード) トラベロッジ・ミランビーナ・リゾート
スカイシティー・ダーウイン
メルキュール・カカドゥ・クロコダイルホテル

ダーウィン

カカドゥ
キャサリン
ハミルトン・アイランド・リゾート(ビーチクラブリゾート)

キングフィッシャーベイリゾート
リーフビューホテル(コーラルシービュー)

ヘイマン（ヘイマン･ウィング）

ヘイマン(プール・ウィング)

フレーザー島
ハミルトン島
ヘイマン島
エアリービーチ
デイドリーム島

イビススタイルアルバニー
コンフォートインアルバニー
クオリティーイン・マーガレットリバー

クオリア

1

ウィットサンデー・ホリデーアパートメント

カルバリービーチリゾート
カルバリーパームリゾート
カルバリーエッジリゾート
セルバンテス・ピナクルズ・モーテル
ジュリアンベイモーテル（ジュリアンベイ）
ピナクルズエッジリゾート
ホテルカナナラ

アデレードメリディアン
セージ・ホテル・アデレード
セージ・ホテル・アデレード
メルキュールグロブナーホテル
チフリーオンサウステラスアデレード
アウトバック・パイオニア（ホテルルーム）
エミューウォークアパートメント
キングスキャニオンリゾート
クオリティーフロンティア・ホテルダーウイン
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ダーウィン

オーロラ・カカドウ・ホテル
カカドゥ・ロッジ・クーインダ・バイ・アコー
イビス・スタイルズキャサリン

パームバンガローズ

ヘイマン（ビーチ・ウィング）
コーラルシーリゾート(コーラルシースイート)
ノボテル・デイドリーム・アイランド・リゾート(デラックスオーシャンビュー)
株式会社阪急交通社

※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。

オセアニア・南太平洋・インド洋

※当該都市（地域）において大型博覧会、スポーツ大会、コンベンション、⾒本市等の開催、世界遺産に登録されており中⼼市街地の開発が制限されている場合など特有の事情がある場合、
予めパンフレットに記載された代替都市のホテルを手配させていただく場合がございます。
2017年10月1日～2018年3月31日ご出発分
国名

都市（地区）名
グリーン島
モートン島

ラグジュアリー（ＬＬ）

スーパーデラックス(L)
グリーンアイランドリゾート

デラックス(S)

スーペリア(A)
タンガルーマ・モートン・アイランド・リゾート
ロットネストロッジ

ロットネスト島
カンガルー島
グランドチャンセラー
レストポイントタワー

ホバート
オーストラリア

リッジズ
オールドウールストア・アパートメントホテル
ベストウェスタン ホバート

グランドチャンセラー
カントリークラブタスマニア
フレシネロッジ

ロンセストン
コールズベイ

クレイドルマウンテン
グランドミレニアムオークランド（エグゼクティブスイート）
シーベルキーウェスト
スタンフォードプラザ(エグゼクティブスイート)
ランガム(１ＢＥＤスイート)
ソフィテル オークランド
グランドミレニアムオークランド（エグゼクティブスイート）

オークランド

ペッパーズクレイドルマウンテンロッジ
クレイドルマウンテンホテル
メトロポリスレジデンス
グランドミレニアムオークランド
スタンフォードプラザ
プルマン
ヒルトン
ヘリテージ
スカイシティグランド
ランガム
アモーラホテルオークランド
オーブル・アット・ヘレンゲリ

ジョージ
ヘリテージ
ノボテル・キャセドラル スクエア
ペッパーズ クリアウォーターリゾート

クライストチャーチ

クラウンプラザ
コプソーン・ハーバーシティー（立て替え中）
スカイシティー
スペンサーオンバイロン
グランドメルキュールオークランド
リッジス
グランドチャンセラー
ノボテル・エラズリー
シティライフオークランド
ノボテル・オークランド・エアポート
シーニックホテル
ワイプナホテルアンドカンファレンスセンター
ジェットパークオークランドエアポート
コプソーンオークランドシティー
クワドラントホテル&スイーツ
アディナ アパートメント ホテル オークランド ブリトマート
ブイアール クイーン ストリート ホテル & スイーツ
クエストオークランド
シャトーオンザパーク ア ダブルツリーバイ ヒルトン
ランデブーホテル
コモドール エアポートホテル
リッジス ラティマー
スディマ・ホテル・クライストチャーチ・エアポート

クライストチャーチ近郊
クラウンプラザ
ヘリテージ
ミルブルックリゾート【アロータウン】
ミレニアム
ホテルサンモリッツクィーンズタウン
ソフィテル
ヒルトン・クィーンズタウン
ナゲットポイント
ダブルツリーバイヒルトン・クイーンズタウン
ペッパーズ ビーコン
リーズ
ノボテル・クイーンズタウン・レイクサイド
オークスショアホテル
ミレニアム
ノボテルレイクサイド
ロトルアレイクリゾート

クイーンズタウン

ロトルア

エッジウォーターリゾート(スイート)

ワナカ

ハミテージ(プレミアムルーム)
ハミテージ(スーペリアルーム)

マウントクック地方

アスペン・アパートメント
シーニックスィーツクィーンズタウン
コプソーン・レイクフロント
メルキュールリゾート
リッジスレイクランドリゾート
コプソーンホテルアンドアパートメント
スイスベルリゾート コロネットピーク
ラマダ
オークスクラブリゾート

ディスティンクション ロトルア
ホリディ・イン
リッジス
スディマ・ホテル・レイクロトルア
エッジウォーターリゾート
グランドメルキュール・オークリッジリゾート・レイクワナカ
ハミテージ(スタンダード)
ペッパーズブルーウォーターリゾート【テカポ】

ディスティンクション テアナウホテル＆ビラ
テアナウ
シーニックサザンクロス
ディスティンクション ダニーデン
シーニックダニーデンシティーホテル

ダニーデン

オアマル
インターコンチネンタル
ジェームスクック・グランドチャンセラー
アモラ

ウエリントン

ノボテルウェリントン
グランドメルキュールウェリントン
リッジス ウエリントン

ミルフォード

ルートバーン
ミレニアム・ホテル＆リゾート・マヌエルズ・タウポ
パウダーホーン・シャトー
シャトートンガリロ
レイクランドタウポモーターイン
ヒルトンレイクタウポ 【タウポ】
ワイラケイリゾート 【タウポ】

トンガリロ地方

ウエストランド地方

モルディブ

南太平洋
インド洋

カンガルー・アイランド・シーサイド・イン
オーロラ・オゾン・ホテル
メルキュール・カンガルーロッジ
サマーセットオンザピアホバート
ハドレ―ズ オリエント ホテル
レナオブホバート
ベストウェスタン プラス ロンセストン
ペニーロイヤルホテル

ダイヤモンドアイランドリゾート
ビーチフロント・アット・ビチェノ
シルバーサンズ
ウィンターサン ガーデンズモーテル
ビシェノ・バイ・ザ・ベイ

ピチェノ

ニュージーランド

スタンダード(B)

コンラッド・モルディブ・ランガリアイランド
ワン＆オンリー・モルディブ・アット・リーティラ
フォーシーズンズ・リゾート・モルディブ・アット・ランダー・ギラーヴァル
フォーシーズンズ・リゾート・モルディブ・アット・クダフラ
シャングリラ・ヴィリンギリ・リゾート＆スパ
ギリ ランカンフシ モルディブ
パーク ハイアット モルディブ ハダハア
フバフェンフシ
タージ エキゾティカ リゾート＆スパ
JAマナファル
コンスタンス ハラヴェリ モルディブ
ジュメイラ ヴィッタベリ
アミラフシ

ココ ボドゥヒティ
ココパーム・ドゥニコル
カヌフラ モルディブ
バロス・モルディブ
オルベリ・ビーチ＆スパ・リゾート
ザ サン シヤム イルフシ モルディブ
リリィ・ビーチ・リゾート＆スパ
ロビンソンクラブ
アンサナ・ヴェラヴァル
ラックス サウス アリ アトール
シックスセンシズ・ラーム
ザ レジデンス モルディブ
デュシタニ モルディブ
アウトリガー コノッタ モルディブ リゾート
フィノール
オーゼン バイ アトモスフィア

ヴェラッサル・モルディブ
アダーラン・プレステージ・ヴァドゥ
センターラ・グランド・アイランドリゾート＆スパ・モルディブ
アナンタラ ディグ モルディブ
アナンタラ ヴェリ モルディブ
センターラ ラスフシ リゾート＆スパ モルディブ
サンアクア ヴィルリーフ
ココア アイランド モルディブ
コンスタンス ムーフシ モルディブ
アマリ ハヴォダ モルディブ
ヴィヴァンタ バイ タージコーラル リーフ

トラギリ アイランド リゾート
マクヌドゥ アイランド リゾート
サマーアイランド
オーブル アット ヘレンゲリ
アダーラン プレステージ オーシャンヴィラズ
アンサナ イフル

オークランドローズパーク
ホテルグランドオークランドエアポート
ホリディ・イン・オークランドエアポート
ベストウェスタンプレジデントホテル
オークランド・シティーホテル
スディマホテル･オークランドエアポート
グランドウィンザー

クォリティーホテルエルムス
ハートランドホテルコッツウォルド
アイビス クライストチャーチ
ブレイクフリーオンカシェル
ホテル アッシュバートン 【アッシュバートン】
グロブナーホテル 【ティマル】
メスベンリゾート 【メスベン】
ブリンクリーリゾート 【メスベン】
ハートランドホテルクィーンズタウン
アスペン・ホテル
ホリデーイン クィーンズタウン
シャーウッド

コプソーンロトルア
プリンセスゲート
アイビス
ラマダリゾートワナカ
ゴッドレーリゾート【テカポ】
マッケンジーカントリーイン【トワイゼル】
ヘリテージゲートウェイ【オマラマ】
カントリータイムリゾート【オマラマ】
キングスゲートホテル
ビレッジイン
フィヨルドランドホテル＆モーテル
ディスティンクション ラクスモア
キングスゲートホテル
ショアライン
パシフィックパーク
ビクトリアホテル
ワインズホテル ダニーデン
メルキュールダニーデンレジャーロッジ
ブライドン ホテル
アイビス
ウェストプラザ
コプソーンホテルウェリントンオリエンタルベイ
ウィリスウェリントン
ベイプラザ
ザソーンドンウェリントン
グレイドハウス
ポンポローナロッジ
クィンティンロッジ
マイターピークロッジ
レイク・マッケンジー・ロッジ
ルートバーン・フォールズ･ロッジ
スコーテル・アルパイン・リゾート
レイクランドリゾート〔タウポ〕
ザ・パーク・ホテル ルアペフ

キングスゲートグレイマウス 【グレイマウス】
ハートランドホテルグレーシャーカントリーホテル
テラスモーテル 【フランツジョセフ】
プンガグローブモーターロッジ 【フランツジョセフ】
ベラビスタモーテル 【フランツジョセフ】
ハートランドホテルフォックスグレーシャー
シーニックホテルフランツジョセフグレイシャー
ディスティンクション・テウェヘカ 【フォックスグレイシャー】
ハートランドワールドヘリテージ
ビヤドゥ アイランド リゾート
バンドス モルディブ
エンブドゥ ヴィレッジ

フルレアイランド
リラックスイン
カムホテル
ムーカイホテル
バーニホテル
ホリディイン
セントラルホテル

マーレ
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株式会社阪急交通社

オセアニア・南太平洋・インド洋

※当社のホテルグレ－ドは、当該都市（地域）内での評価に基づき分別しております。その為、同じグレ－ドのホテルでも他の都市（地域）とサ－ビスや設備等が必ずしも同等ではありません。
※当該都市（地域）において大型博覧会、スポーツ大会、コンベンション、⾒本市等の開催、世界遺産に登録されており中⼼市街地の開発が制限されている場合など特有の事情がある場合、
予めパンフレットに記載された代替都市のホテルを手配させていただく場合がございます。

2017年10月1日～2018年3月31日ご出発分
国名

都市（地区）名

タヒチ

ラグジュアリー（ＬＬ）
コンラッド・ボラボラヌイ
インターコンチネンタル・ボラボラ・リゾート＆タラソスパ
インターコンチネンタル・ボラボラ・ル・モアナ・リゾート
ザ・セントレジス・リゾート・ボラボラ
フォーシーズンズ・リゾート・ボラボラ
ル・メリディアン・ボラボラ
ボラボラ・パールビーチリゾート＆スパ
ヒルトン・モーレア・ラグーン・リゾート＆スパ
インターコンチネンタル・モーレア・リゾート＆スパ
星野リゾート・キアオラ・ランギロア
ル・タハア・プライベートアイランド＆スパ

ニューカレドニア

スーパーデラックス(L)
ソフィテル・ボラボラ・マララ・ビーチ＆プラベートアイランド
ソフィテル・モーレア・イアオラ・ビーチリゾート
マナバビーチリゾート＆スパ モーレア
星野リゾート・キアオラ・ランギロア
ル・マイタイ・ポリネシア
ル・タハア・プライベートアイランド＆スパ
ル・メリディアン・ボラボラ
ボラボラ・パールビーチリゾート＆スパ
ヒルトン・モーレア・ラグーン・リゾート＆スパ
インターコンチネンタル・モーレア・リゾート＆スパ

デラックス(S)
インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート
ル・メリディアン・タヒチ
タヒチ・パール・リゾート

ル・メリディアン・ヌメア（リゾートスイート）
ル・メリディアン・イルデパン（ビーチビューバンガロースイート）
ル・メリディアン・イルデパン（ウォーターフロントバンガロースイート）
ル・メリディアン・イルデパン（ココナッツグローブバンガロースイート）
ル・メリディアン・ヌーメア(スーペリアオーシャンビュールーム）
ル・メリディアン・ヌーメア(クラシックガーデンビュールーム)

エスカペードアイランドリゾート（水上バンガロー）
ラマダ・ホテル＆スイーツ・ヌメア
シャトーロワイヤル・ビーチリゾート＆スパ
シェラトン・ニューカレドニア・デヴァ・リゾート＆スパ
ル・メリディアン・イルデパン（スーペリアルーム）
ル・メリディアン・イルデパン（デラックスルーム）
パラディド・ウベア

南太平洋
インド洋
ボモ・アイランドリゾート
マナ・アイランドリゾート(ハネムーンブレ)

フィジー

シェラトン・フィジー(オーシャンリゾート)
ザ・ウエスティンリゾート＆スパ（デラックスビーチフロントルーム）

シェラトン・フィジー
ザ・ウエスティンリゾート＆スパ(ビーチフロント)
マナ・アイランドリゾート(オーシャンフロントスイート、オーシャンフロントブレ) シャングリラ・フィジアンリゾート(スイート)
フィジービーチリゾート＆スパ マネージド ｂｙ ヒルトン
ナビティー(スイート)
リクリクラグーンリゾート
マナ・アイランドリゾート(オーシャンフロントブレ)
ワーウィック・フィジー(スイート)
ソフィテル・フィジー・リゾート＆スパ（オーシャンテラス）
アウトリガー・オン・ザ・ラグーン・フィジー（プランテーションブレ）
シェラトン・デナラウ・ビラ（シーフロントゲストルーム）
マタマノアアイランドリゾート
トコリキアイランドリゾート
ビーチコマーアイランドリゾート
ロマニアイランドリゾート

スーペリア(A)
マナバ・スィート・タヒチ

エスカペードアイランドリゾート（ガーデンバンガロー）
ウレ・テラ・ビーチリゾート
エスカペードアイランドリゾート（ビーチバンガロー）
ヒルトン・ヌメア・ラ・プロムナード・レジデンス

アウトリガー・オン・ザ・ラグーン・フィジー
キャスターウェイアイランド
ザ・ウエスティンリゾート＆スパ(デラックスガーデンビュー)
シェラトン・ロイヤルデナラウ・ビラ（デラックスゲストルーム）
シャングリラ・フィジアンリゾート(オーシャンビュー、ファミリールーム)
トレジャーアイランド
プランテーションアイランド
ソフィテル・フィジー・リゾート＆スパ（オーシャンビュー）
マナ・アイランドリゾート(デラックスオーシャンビュー)
ソナイサリアイランドリゾート
フィジービーチリゾート&スパマネージメントbyヒルトン
マロロアイランドリゾート
ホワイトグラスオーシャンリゾート 【タンナ島】

バヌアツ
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スタンダード(B)

ドレウヴィラージュ 【リフー島】
ネンゴネヴィラージュ 【マレ島】
ヌバタ
ホテル・ボーリバージュ
ホテル・ボープレ
ホテル・クブニ
ホテル・コジュー
カサ・デル・ソル
ル・ラゴン
タノアインターナショナル
ナビティー(オーシャンビュー)
ハイダウェイリゾート
マナ・アイランドリゾート(アイランドブレ)
ノボテルフィジー
ワーウィック・フィジー(オーシャンビュー)
メルキュール

メラネシアン・ポートビラ 【ポートビラ】
モーリングス ホテル 【ポートビラ】
エバーグリーンリゾート 【タンナ島】
ザ・エスピリッツ 【サント島】

株式会社阪急交通社

