ヨーロッパホテルリスト

＜2022年4月1日～2022年10月31日出発に適用＞

●ホテルグレードはグレードの高い順にデラックスクラス、スーペリアクラス、スタンダードクラスとなります。
●（）内は近郊の都市名です。一部、空港等所在地を表記しています。
●ホテルの名称はホテル側の都合により、急遽変更となる場合があります。
●原則として各コースごとに表示したホテルグレードをご用意しますが、場合によっては表示されたグレードよりも高いグレードのホテルを利用することがございます。
●ホテルグレードは該当都市（方面）内での評価となります。同グレードでも他都市の場合、設備サービスは必ずしも同等ではありませんので、予めご了承ください
●同ホテルグレード内でも、ホテルを指定される場合は、別途追加代金が必要となります。追加代金は、ホテル、宿泊日により異なります。
アラブ首長国連邦
ドバイ
デラックス

デラックス
砂漠

JA オーシャンビューホテル
ＪＷマリオットマーキス
アトランティス・ザ・パーム
アドレス ドバイマリーナ
アドレス ビーチリゾート
アドレス ブルーバード
アドレス・スカイビュー
アドレス・ダウンタウン
アナンタラ・ドバイ・ザ・パーム・リゾート＆スパ
アルカスル
アルマーニ
アンダーズ・ドバイ・ザパーム
インターコンチネンタル フェスティバルシティー
ウェスティン・ドバイ・ミナ・セヤヒ・ビーチリゾート
グランドハイアット
グランドミレニアム
ケンピンスキー ザパーム
コンラッド
ザ オベロイ
ザ・パレスダウンタウン
ザ・メイダン
ジ・アドレスドバイモール
シェラトンジュメイラビーチ
シェラトンドバイクリークホテル＆タワーズ
シェラトンモールオブエミレーツ
シャングリラ
シュタインベルガー・ビジネスベイ
ｼﾞｭﾒｲﾗ・エミレーツタワー
ジュメイラ・ザビール・サライ
ジュメイラクリークサイド
ジュメイラビーチホテル
ソフィテル・ドバイ・ジュメイラビーチ
ソフィテル・ドバイ・ダウンタウン
ダルアルマシャフ
ドバイ マリオット アルジャダフ
パーク レジス クレスキン ホテル
バージュ・アル・アラブ
ハイアット・リージェンシー ドバイ
パラッツィオ・ベルサーチ・ドバイ
ヒルトン ドバイ アル ハブトゥール シティ
ヒルトンジュメイラビーチ
フォーシーズン・リゾート
ミナ・サラーム
メトロポリタンパレス
モーベンピック ジュメイラビーチ
ラッフルズ
ラディソン ロイヤル
ラディソン・ブル・ドバイ
リクソス・プレミアム
リッツカールトン ドバイ
ル・ロイヤルメリディアン
ルメリディアンドバイ
ロイヤルアトランティス
ロータス グランド ホテル アパートメント
ワンアンドオンリー ロイヤル ミラージュ
ワンアンドオンリーザ・パーム
アル・マハ・デザートリゾート＆スパ
バブ・アル・シャムス・デザートリゾート＆スパ

スーペリア

JW マリオット ドバイ
アイビス・アルリガ
アイビス・デイラ・シティーセンター
アイビス・モール・オブ・エミレーツ
アスコット
アベニュー
アラビアンパーク
アルシーフヘリテージ
ヴィダ・ダウンタウン
カールトンタワー
キャノピー・バイ・ヒルトンドバイ・アルシーフ
サンアンドスカイ（旧ロータス）
シービューホテル
ダブルツリーバイヒルトン・ビジネスベイ
タワーズロターナ
ノボテル デイラ シティーセンター
ハイアットプレイス・アルリガ
ビーダ ダウンタウン ドバイ
ヒルトン・ガーデン・イン・アルミナ
ヒルトン・ガーデン・イン・ミュラカバット
フォーチュンブティック
フォーポイントバイシェラトン・シェイクザイードロード
フローラグランド
ﾍﾞｽﾄｳｴｽﾀﾝﾌﾟﾚﾐｱ（ﾄﾚｰﾀﾞｰｽ ﾎﾃﾙ）
ホリデイイン
マジェスティック
マルコポーロ ホテル
ミレーニアム ドバイ エアポート
メトロポリタンデイラ
メトロポリタンドバイ
ラマダ ジュメイラ ホテル
ラマダ ダウンタウン
リージェントパレス
リビエラホテル
ロイヤル・アスコット
ローブシティセンター
ワーウィック ホテル ドバイ

スタンダード

クラリッジ
グランデール
シティーマックス・アルバルシャ
シティーマックス・バールドバイ
スーハ ホテル アパートメント
セント・ジョージ・ホテル
パノラマグランドホテル
ハワードジョンソン
ローブ・ダウンタウン
ローヴ・マリーナ

ＪＷマリオットグロブナーハウス
アンダーズ・ロンドン・リバプール・ストリート
インターコンチネンタル・ロンドン・パークレーン
ウエストベリー・ラクジュアリーコレクション・メイフェア
ウォルドルフヒルトン
コートハウス
コンラッド・ロンド・セント・ジェームズ
ザ・ケンジントン
ザ・プリンス アカトキ・ ロンドン
ザ・メイフェア・ア・ラディソンコレクション
ザ・メリルボーン
サヴォイ
ザランガム
シェラトン・グランド・パークレーン
シャングリラ・ホテル・アット・ザ・シャード
セント・パンクラス・ルネッサンス・ロンドン
ディリー
ハイアットリージェンシーロンドンチャーチル
ベントレー
マンダリンオリエンタル・ハイドパーク
モントカーム・アット・ブルワリー・ロンドン・シティ
ランドマーク
リッツ
レオナルド・ロイヤルホテル・ロンドン・セントポールズ
ロイヤルガーデン
ロイヤルホースガーズ
ローズウッドロンドン
ロンドン・ヒルトン・オン・バークレーン

スーペリア

Ｈ１０ロンドン・ウォータールー
Kウエスト・ホテル・アンド・スパ
アンバ・マーブルアーチ（旧シスル・マーブルアーチ）
ウェリントン・バイ・ブルー・オーキッド
クィーンズ・ゲート
グランジ・ランガム・コート
コーラスハイドパーク
コプソーン・タラ・ホテル・ロンドン・ケンジントン
ザ・タワー
ザ・ベイリーズ・ホテル・ロンドン
シーザー
シスルケンジントンガーデンズ
セント・ジェームズコート・アタージホテル・ロンドン
セントアーミンズ・ホテル・オートグラフ・コレクション
ダヌビウスホテル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・ウエストミンスター
ダブルツリーバイヒルトンロンドンヴィクトリア
ノブ・ポートマン・スクエア
ノボテルロンドンウェスト
パーク・インターナショナル ホテル
パーク・グランド・パディントン・コート・ロンドン
パークプラザ・ヴィクトリア（旧ヴィクトリア・パークプラザ）
ハードロック・ホテル・ロンドン（旧カンバーランド）
ヒルトン・ロンドン・オリンピア
ヒルトン・ロンドン・ケンジントン
ヒルトン・ロンドン・パディントン
ヒルトン・ロンドン・メトロポール
フィッツロヴィア（旧グランジ・フィッツロヴィア）
ホリデイイン・ロンドン・ケンジントンフォーラム
ミレニアム＆コプソーン・ホテルズ・アット・チェルシー・フットボールクラブ
ミレニアム・グロスター ・ホテル・ロンドン・ケンジントン
ミレニアム・ホテル・ロンドン・ナイツブリッジ
メルキュール・ケンジントン
ラディソン・ブル・エドワーディアン・ヴァンダービルト
レオナルド・ロイヤル・ロンドン・シティ（旧グランジ・シティー）
ロイヤル・ランカスター・ロンドン
ロチェスター・バイ・ブルー・オーキッド
NYXロンドン・ホルボーン(旧ジュリーズ・イン・ホルボーン）
アンバサダーズインブルームスベリー
キンプトン・フィッツロイ・ロンドン（旧ラッセル⇒プリンシパルロンドン）
クラウンプラザ・ロンドン・キングスクロス
グランジ・クラレンドン
グランジ・バッキンガム
グランジ・ビーチャム
グレンジ・ブルームス
グレンジ・ホワイトホール
シスル・ブルーメスベリー・パーク
シスル・ホルボーン
シダデンヌ・ホルボーン・コベント・ガーデン
ストランドパレス
ダブルツリーバイヒルトンウェストエンド
ヒルトン・ロンドン・ユーストン
ブルームスベリー
プルマン・ロンドン・セントパンクラス
ホリデイ・イン・ロンドン-リージェンツ・パーク
ホリディインブルームベリー
メルキュールロンドンブルームスベリー
ラディソン・ブル・エドワーディアン・グラフトン
ラディソン・ブル・エドワーディアン・ケニルワース
ラディソン・ブル・エドワーティアン・ブルームスベリー・ストリート

スタンダード

アシュレイ
アポロ
イビス・ロンドン・アールズコート
イビススタイルズ・ロンドン・ケンジントン
イビススタイルロンドンエクセル
ウエストベリーケンジントン
ウェッジ・ウッド
ガーデン・ビュー
クイーンズパーク
グレシャム
ケンジントン・ルームズ・アンド・アパートメンツ
ザ・29・ロンドン
シェークスピア
セントラルパーク
デイズ・ホテル・ロンドン・ウォータールー
ノーフォークプラザ
メリット・ケンジントン（旧オックスフォード）
ランカスター・ゲート
リリー
ローズ
ローヤルイーグル

スタンダード
大英博物館
地区指定

インペリアル
セントジャイルズ
タビストック
プレジデント
ベッドフォード
ロイヤルナショナル

イギリス
ロンドン
デラックス

スーペリア
大英博物館
地区指定

＜大英博物館地区＞
※大英博物館を中心に半径1.2ｋｍ圏内のホテル

＜大英博物館地区＞
※大英博物館を中心に半径1.2ｋｍ圏内のホテル

イタリア
ローマ
デラックス

NHコレクションローマパラッツォチンクエチェント
アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテル
インターコンチネンタル・ローマ・アンバシアトリ・パレス
インディゴ・ローマ・サンジョルジ
ウェスティン・エクセルシオール
グランド・ホテル・パレス（旧ボスコロパレス）
シナ・ベルニーニ・ブリストル
スプレンディド・ロイヤル
セントレジス・ローマ
ソフィテルヴィラボルゲーゼ
ディンギルテッラ
バイオ・ホテル・ラファエル - ルレ & シャトー
マジェスティック
レジーナバリオーニ
ロッコフォルテ・ ホテル・ デ ルシー
ロッコフォルテ・ホテル・デ・ラ・ヴィレ

スーペリア

HF55グランドホテル・パラティーノ
NHコレクション・ローマ・ ヴィットリオ・ ヴェネト
NHコレクション・ローマ・ジュスティニアーノ
NHコレクション・ローマ・セントロ
アングロ・アメリカーノ
インペリアーレ
エクセ インターナショナル パレス
エンパイア・パレス
クオリティ・ルージュ・エ・ノア
グランド・プラザ
コロンナ・パレス
コンドッティ・パレス
サヴォイ
システィーナ
ディ・メリーニ
デッレ・ナッツィオーニ
バルベリーニ
バロッコ
ベスト・ウェスタン・アール・デコ
ベスト・ウェリントン・プレジデント
ホワイト
マルチェラ・ローヤル・ルーフ・トップ・ガーデン
メチェナーテ・パレス
ル・メリディアン・ ヴィスコンティ
ルドヴィシ・パレス
ローズ ガーデン パレス
ローマ・タイムズ
ローマ・ライフ
ロマニコ・パレス
アウグスタ・ルチッラ・パレス
アリストン
ウナホテルズ・デコ・ローマ
キリナーレ
ザ・ハイブ
ジ・インデペンデント
ジェノヴァ
ジョベルティアート
スターホテル・メトロポール
ディアナルーフガーデン
ベストウエスタン・プレミアホテル・ロイヤル・サンティー
ベストウエスタン・ホテル・プラス・ウニヴェルソ
ベットーヤ・マッシモ ・ダツェリオ
ベットーヤ・メディテラネオ
モルガナ
レオナルド・ブティック・ホテル・ ローマ・ テルミニ

スタンダード

アテナ
アルバーニ
ヴィクトリア
エグゼクティブ
クオリティ・ホテル・ノヴァ・ドムス
クラブハウス
サンギスト
サンタコスタンツァ
ジョット
タオルミナ
ドナテロ
パーカー
ピラミッド
フラワー・ガーデン
プリシラ
ベスト・ウェスタン・アース
ベスト・ウェスタン・プレジデント
ポルタ・マジョーレ
マークアウレリオ

スタンダード
テルミニ駅
から半径
約600m圏内

ベットーヤ・アトランティコ・ホテル
アフロディーテ
アリストン
インペロ
ヴィラフランカ
ウィンドローゼ
ヴェローナ
キャピトル
ギャレス(ガレス)
ケネディ
コロナ
サン・マルコ
サンレモ
ジオベルティ
ジョルジ
スコット・ハウス
セレナ
ターミナル
ニッツァ
ノルド・ヌオバ
マディソン
マリアーノ
ミラーニ
モンテカルロ
リパブリカ

FH55グランドホテル・メディテラネオ
カリフォルニア
グランス・ホテル・イン・フローレン
サン・ガッロ・パレス
スターホテル・トスカニー
スターホテル・ミケランジェロ
セレッターニ
デリ・オラフィ
バレストリ
ピエール
ピッティ・パレス・アル・ポンテ・ベッキオ
ヒルトン・メトロポール
ヒルトンガーデンイン・ノヴォーリ
ブルネレスキ
ベルキエッリ
ベルニーニパレス
ルームメイト・ルカ
MH フィレンツェ・ホテル・アンド・スパ
NHコレクション・パラッツォ・ガッティ
アート・アトリエ
アドラーカヴァリエリ
アルバーニ・フィレンツェ
エンバシー
オロロジオ
クラフト
グランド・アドリアティコ
グランド・バリオニ
グランド・ミネルバ
クローチェ・ディ・マルタ
サンタマリアノヴェッラ
シーホテルズ・アンバシアトリ
シーホテルズ・ジョイ
シーホテル・ディプロマット
デ・ラ・ヴィレ
メルキュール・フィレンツェ・チェントロ
リヴォリ
ローマ
ロンドラ

スタンダード

iH ホテルズ フィレンツェ セレクト
ゴルフ
ジリオ
スパダイ
ドナテッロ
ピッティ パレス アル ポンテ ヴェッキオ
メディチ
ロレンツォ・イル・マニフィコ

スタンダード
SMN駅から
半径約500m
圏内

アウルム・フィレンツェ
アリナリ
アルバパレス
ヴァザーリ
ウニベルソ
コロナド・イタリア
サン・ジョルジョ・エ・オリンピック
シーホテル・クラブ
デレ・ナツィオーニ
バジレア
パラッツォ・オニサンティ
パラッツォ・ベッキオ
パリス
ボンチアーニ パラッツォ ピティ ブロッカルディ
マキャベリ・パレス
マルテッリ
ユニコルノ
レックス
ロッソ２３
ロンバルティア

スーペリア
（メストレ地区）

NHヴェネツィア・ラグーナ・パレス
カンパニーレベニス
ノボテル・ベネチア・メストレ・カステリャーナ
プラザ・ベニス
ベスト・ウェスタン・プラス・ボローニャ
レオナルドロイヤル

スタンダード
（メストレ地区）

スーペリア
（本島地区）

NH・ベネチア・サンタル・チア
アマデウス
アルベルゴ・カヴァレット・エ・ドージ・オルセオロ
カーニバル・パレス
カールトン・アンド・グランド・カナル
カデ・コンチ
ガブリエリ（旧ガブリエリ・サンドワース）
ケッテ
コロンビーナ
コンコルディア
サヴォイア・エ・ジョランダ
サトゥルニア・インターナショナル
スターホテル・スプレンディド・ベニス
ドゥオード・パレス
ドナ・パレス
パパドポリ・ベネツィア
パラッソ・プリウリ
パレス・ボンヴェッキアティ
プリンチペ
ボンヴェッキアティ
モナコ&グランド・キャナル
ラ・フェニーチェ・エ・デザルティス
リアッシディ・パレス
ルツィーニ・パレス
ロカンダ・ヴィヴァルディ

スタンダード
（本島地区）

アーロン
アリストン
アレキサンダー
アンバシアトーリ
ヴィエナ
ステイシティ・アパートホテル・ベニス・メストレ
スマート・ホテル・ホリデイ
セントラーレ
デルフィーノ
ベストウェスタン・ホテル・トリトーネ
ピアーヴ
プレジデント
ベスト・ウェスタン・プラス・ボローニャ
ＢＷプレミアＣＨＣコンチネンタル（旧コンチネンタル）
アランジェロ
アルシオーネ
アルベルゴ・サンマルコ
アンティーケ・フィグレ
アンティコ・パナダ
アンバサダー・トレ・ローズ
イル・マルカンテ・デ・ベネチア
ウニベルソ・ノルド
カールトン・カプリ（旧カプリ）
カサノヴァ
カンピエッロ
サン・ガッロ
サン・ズーリアン
サンタ・ジョルジオ
スカンジナビア
トレ・アルキ
ナチョナーレ
パガネッリ
マリブラン
モンテカルロ
ラックス
リアルト
リスボナ
ル・イゾレ
ロイヤル・サン・マルコ
ロザサルヴァ

スーペリア

NHナポリ・パノラマ
ＥＸＥマジェスティック
ウナ・ホテル・ナポリ
グランド・ホテル・オリエンテ
スターホテル・テルミナス
ヌオヴォ・レベッキーノ
パラッゾ・カラッチオーロ
ホリデイイン
ラマダ・バイ・ウィンダム・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

スタンダード

スーペリア
テルミニ駅
から半径
約600m圏内

フィレンツェ
デラックス

JKプレイス
ウェスティン・エクセルシオール
ゴールデンタワー・ホテル＆スパ
サヴォイ・フローレンス
シーナ・ヴィラメディチ（旧ヴィラ・メディチ）
セントレジス（旧グランド）
ヘルベティア＆ブリストル
ホテル・ヴィラコーラ
モンテベッロスプレンディド
リージェンシー

スーペリア

スーペリア
SMN駅から
半径約500m
圏内

ベネチア
デラックス
（本島地区）

ナポリ
デラックス

セントレジス・ベニス
グリティパレス
シーナ・センチュリオンパレス
ダニエリ
ベルモンド・ホテル・ チプリアーニ
バウアー・イル・パラッツォ
バウアー・パラッツォ
NHコレクション・ヴェネツィア・グランド ホテル・デイ・ドージ
ルナ・ホテル・バリオーニ
ロンドラ・パレス
メトロポール

ユーロスターズ・エクセルシオール
グランド・ホテル・ベスビオ←グランド・ヴィスヴィオ
グランドホテル・サンタ・ルチア
グランドホテル・パーカーズ

B&Bホテル・ナポリ←カブール
BWシグネチャーコレクション・パラディソ
イビス・スタイルズ・ナポリ・ガリバルディ
ガリバルディ
グランド ホテル ヨーロッパ
サン・ジョルジョ
デル・レアル・オルト・ボタニコ
ナポリ・スイート
ベスト・ウェスタン・プラザ
ベストウエスタン・JFK
ベラ・ナポリ
マグリス
メルキュール・ナポリ・チェントロ・アンジョイーノ

ミラノ
デラックス

ウェスティン・パレス
アルマーニ・ミラノ
エクセルシール・ガリア
グランド・エ・デ・ミラン
シーナ・ザ・グレイ（旧ザ・グレイ）
シェラトン・ディアナ・マジェスティック
パーク・ハイアット・ミラノ
ピエーレ
ヒルトン・ミラノ
フォーシーズンズ
プリンチペ・ディ・サボイヤ
ブルガリ
メリア・ミラノ

スーペリア

ACホテル・ミラノ・バイ・マリオット
IH アンバシアトリ(旧アンバシアトリ)
IH ジョイア
IH セント・ジョン・セスト・サンジョヴァン
NH・ミラノ・マキャベリ
NHコレクション・ミラノ・プレジデント
ウィンザー
ウナ・スカンジナビア
ウナ・トック
グランド・ヴィスコンティ・パレス
グランド・ボローネ・ディ・サジ
シーナ・デラ・ヴィレ（旧デ・ラ・ヴィレ）
シティーライフ・ポリザーノ
スターホテル・リッツ
ストラフ
ディ・カヴァリエリ
ブルネレスキ
ボコ・ミラノ-フィエラ
マニン
ラマダ・プラザ・ミラノ
ローザ・グランド・ミラノ
NYX ホテル ミラン
アウリーガ
アンドレオラセントラルホテル
ウナ・センチューリー
クラウン・プラザ・ミラン・シティ
グラム
スターホテル・アンダーソン
スターホテルE.C.HO.
スターホテル・リッツ
ドリア・グランド
ハイアット セントリック ミラン チェントラーレ
ﾌｫｰﾎﾟｲﾝﾂ･ﾊﾞｲ･ｼｪﾗﾄﾝ･ｾﾝﾀｰ(旧ｼｪﾗﾄﾝ･ﾌｫｰﾎﾟｲﾝﾂ･ｾﾝﾀｰ)
ベストウェスタンプラスホテルガレス （旧：ベストウェスタン・ガレス）
ベルーナ

スタンダード

B&Bホテル・オルナート
B&Bホテル・ポルテッロ
イビス・カ・グランダ
サンビ
スターホテルツーリスト
ハート・ホテル・ミラノ
ベストウェスタンアンタレスホテルコンコルデミラノ
ホテルメディオラヌム
ミラノ・パルマノヴァ
モーツァルト
モンテビアンコ・モキンバ
リッター

スタンダード
ミラノ中央駅
から半径
約700ｍ圏内

B AND B ホテル・ミラノ・アオスタ
iQホテル・ミラノ
４３ステーション
イビス・チェントロ
イビス・スタイル・ミラノ・チェントロ
カノーヴァ
スパイスホテルミラノチェントラーレ
ソペルガ
デミドフ
テルミナル
フローラ
ベルニーナ
ミトス

スーペリア

K&K マリア・テレジア
NHコレクション ウィーン ツェントラム
NHダニューブシティ
NHベルベデーレ
インターシティホテル ウィーン
オーストリアトレンド・ホテル・アナナス・ウィーン
オーストリアトレンド・ホテル・サヴォイェン・ウィーン
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
オーストリアトレンド・ホテル・ドッピオ ウィーン
コートヤード・バイ・マリオット・プラター・メッセ
シュテファニー
トレンド アナトール
ハーモニー・ウィーン
ヒルトン・ダニューブ・ウォーターフロント
ブティックホテル・ダス・チロル
ベルビュー
ホリデイイン・ウィーン・シティ
メルキュール・グランド・ビーダ-マイヤー
ヨハン・シュトラウス
ラディソン・ブル・パーク・ロイヤル・パレス
リンダー・アム・ベルベデーレ
ルームズ・ウィーン・プラーター

スタンダード

スーペリア
エリア指定
リンク内+
リンク外600m
以内

K&K パレス
アートホテル ANAアマデウス
アム パークリング
アム・コンツエルトハウスMギャラリー
アルマ ブティック ホテル
インペリアル・ライディング・スクール・ルネッサンス・ウイーン・ホテル
オーストリアトレンド・ホテル・アストリア・ウィーン
オーストリアトレンド・ホテル・オイローパ
オーストリアトレンド・ホテル・ラートハウスパーク・ウィーン
カイゼリン・エリザベス
シュロスホテル レーミッヒャー カイザー
スターライト・スイテン・レンガッセ
セセッション・アン・デルオペール
ダス ティグラ
ハイライト・スイーツ（旧スターライトスイテン・アムホイマアルクト）
ホテル・ヨゼフソフ・アム・ハータウス
メルキュール ウィーン ファースト
ルビー リッシ ホテル ウィーン
レジーナ

スタンダード
エリア指定
リンク内+
リンク外600m
以内

アム ショッテンポイント
アルコテル ウィンベルガー
アルコテル・ボルツマン
アルテ・ウィーン（旧アトランティス）
アルファ
イビス・マリアヒルフ
オーストリア クラシック ホテル
オーストリアトレンド・パークホテル・シェーンブルン・ウィーン
オーストリアトレンド・ホテル・バイム・テレジアヌム・ウィーン
カイザーホフ
クーゲル
クマー
グラフ シュタディオン
スターイン ホテル プレミアム ウィーン ハウプトバーンホフ
セナター
ダス カプリ
ツィプサー
ノヴム・プリンツ・オイゲン
パカットシティ
バッセナ・ウィーン・メッセ・プラター
ﾍﾞｽﾄウェスタン・プラス・アメディア
ペンション・バロネッセ
ペンション・バロン・アム・ショッテントール
ホテル＆パレ・シュトゥルドゥルホフ
ホテル・エンジアン・ウィーン
ホテル・ヨゼフィーネ
マイニンガー ホテル ウィーン ダウンタウン シシィ
メート ディペンス
メルキュール・ウエストバンホフ
モーツアルト
ライナース
ルシア
アドミラル

ゴルナードヒルシュ
ザッハー
シェラトン・グランド・ザルツブルク
ブリストル
ラディソン・ブルー・アルトシュタット

スーペリア

H+ホテル・ザルツブルグ
NHザルツブルグシティ
アルコテル・カステラーニ
アルテ ホテル ザルツブルク
アルトシュタットホテル・ヴァイセ・タウベ
イムラウアー＆ブラウ
イムラウアー・ピッター
ヴィラ・カールトン
ウィンダム・グランド・ザルツブルク・カンファレンスセンター
オーストリアトレンド・ホテル・オイローパ・ザルツブルク
カーセラーブロイ
クラウン・プラザ
ゴールドネス・シアター
ノイトール
ホリディインシテイ
モーツアルト

スタンダード

アム・ミラベルプラッツ
オーストリアトレンド・ホテル・ザルツブルグ・ミッテ
ガンスルホフ
クローネ 1512
ジェダーマン
ステイン
デル・ザルブルガーホフ
ドリント・シティ・ホテル・ザルツブルグ
パークホテル ブルナウアー
フィア・ヤーレスツァイテン
フォーサイド・ホテル・ザルツブルク
ﾍﾞｽﾄウェスタン・プラス・アメディア・アート
ホフヴイスト
ホヘンスタッフェン
マルクス・ジティクス
メリキュールシティー
ラッサーホフ

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・グランド・ホテル・クラスナポルスキー
NHコレクション・アムステルダム・ドーレン
アムステルダム・マリオット
インターコンチネンタル・アムステル
ウォルドルフアストリア
オークラ
グランド・ホテル・アマラス・アムステルダム
シェラトン・エアポート
ソフィテル・レジェンド・ザ・グランド・アムステルダム
デルヨーロッパ
パーク・プラザ・ビクトリア・アムステルダム
ピューリッツァー・アムステルダム
ヒルトン
ラディソン・ブルー
ラディソン・ブルーエアポート

スーペリア

INKﾎﾃﾙ・ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ・ﾊﾞｲMｷﾞｬﾗﾘｰ（旧ｺﾝﾍﾞﾝﾄ）
NHアムステルダムセンター
ＮＨエアポート
ＮＨミュージアムクォーター
QOアムステルダム
アポロ ホテル アムステルダム（旧：ウィンダム アポロ）
アレーナ
ヴァンデルバルクＡ４スキポール
ウェストコードファッション
クラウンプラザ・サウス（旧クラウンプラザ・スキポール）
ザ・マナー・アムステルダム
スイソテル
ダッチデザイン・アルテミス
パークプラザ・エアポート（旧ホリデイィン・スキポール）
ハードロックホテル・アムステルダム・アメリカン
ビルダーバーグ・ガーデン
ヒルトン・エアポート
フォンデル
ホリディ・イン・アムステルダム
ホリディ・イン・アムステルダム・アレーナ・タワー
ホリディ・イン・エクスプレス・アムステルダム・アレーナタワー
メルキュール・シティ
メルキュールセンターカナルディストリクト
ラマダ・エアポート（旧ドリントエアポート）
レンブラントスクエア・アムステルダム

スタンダード

地区指定
スーペリア

NHコレクション・フラワーマーケット
NHカランサ
NHシティセントレ
NHシラー
インテル
キンプトン・デ・ウィット
ザ・アルバス

地区指定
スタンダード

GR8リバーサイド(チューリップイン・リバーサイド)
NHズイド
XOブルータワー（旧：ベストウェスタンブルータワー）
アトランティス
アムステルダム・トローペン
アリーナ
イビス センター
イビス・エアポート
イビススタイル・アムステルダムシティー
ヴィクトリー
ウェストコード・アート・アムステルダム
ヴォンデル・パーク・プラザ
カーサ・アムステルダム
コートヤードマリオット・エアポート
コンサート
ザ・ED・アムステルダム
ナディア
ノボテルシティ
パークホテル
ハンプシャー・ホテル・ベートーヴェン
プリンセン
ベストウェスタン・デルフィ
ベストウエスタン・プラス・アムステルダム・エアポート
ボーテル
マノファ
メルキュールウエスト
ランカスター
NHカランサ
XOホテルズ・シティーセンター（旧：チューリップ・イン・センター）
アベニュー
イビススタイルズ・セントラル・ステーション(旧ﾍﾞﾙﾋﾞｭｰ）
イビス・アムステルダム・センター
イビス・アムステルダム・センター・ストープラ
ウエストコード・シティーセンター
エデン
シタデル
シントニコラス
デイ・ポート・ヴァン・クレーブ
ノバホテルアンドアパートメントアムステルダム
フランス
ロイヤル・アムステルダム

スーペリア
ミラノ中央駅
から半径
約700ｍ圏内

オーストリア
ウィーン
デラックス

ザルツブルグ
デラックス

SOウィーン
アンバサダー
インターコンチネンタル
インペリアル
グランド
ザッハー
ドゥ・フランス
パークハイアット
パレ・ハウゼン・ケンピンスキー
ヒルトン・ウィーン・パーク
ヒルトン・ウィーン・プラザ
ブリストル
フレミングス・セレクション・ウィーン・シティ
マリオット
メリディアン
リッツカールトン
リング

ヴィエナート・アム・ミュージアムクォーター(旧オーストロテル・フィンナート)

カプリコルノ
グラーベン
ケルントナーホフ
シティ・セントラル
ダス オーパンリンク
テルミナス
バヤッツオ
ポスト
マーク アウレル
メルキュール・ウイーン・ツェントラム
メルキュール・シティ
ロイヤル

オランダ
アムステルダム
デラックス

ダブルツリーバイヒルトンセントラスステーション（旧ダブルツリー・バイ・ヒルトン）

モーヴェンピック・シティ・センター
ルームメイトアイタナ
ルネッサンス

※アムステルダム中央駅を中心に半径1.6km圏内

※アムステルダム中央駅を中心に半径1.6km圏内

ハーグ
グランドホテルアムラスクールハウス
デスインデス
ヒルトンザハーグ

ユトレヒト
デラックス

ロッテルダム
デラックス

NHアトランティック
NHズーテメール（ズーテルメール）
NHデンハーグ
カールトンアンバサダー
ザハーグマリオット
パークホテルデンハーグ
バートホテル・スヘフェニンゲン
バビロン・デンハーグ
ビルダーバーグヨーロッパ
ブティックホテル・コロナ
ムーベンピック・ホテル・ハーグ
メルキュールデンハーグセントラル
レオナルド・ロイヤル・デンハーグ・プロムナーデ

NHノールトウェイク・カンファレンス・センター・レーウェンホルスト（ノールトウェイク）

イビスシティセンター
カールトンビーチ
コートガーデン
ゴールデンチューリップ・ズーテルメール・デンハーグ（ズーテルメール ）
ノボテル・デンハーグ・シティ・センター
ノボテル・デンハーグ・ワールドフォーラム
フレッチャー・スタッツホテル・デンハーグ
ホリディイン・エクスプレス・ザ・ハーグ・パリアメント

グランド・ホテル・カレル・V

スーペリア

NHユトレヒト
アポロ・ホテル・ユトレヒト・シティ・センター
マリーユトレヒトハンプシャークラシック

スタンダード

カールトンプレジデント
パークプラザユトレヒト
フレッチャー・ホテル（ニーウェガイン）
ミットランドホテルユトレヒト

ヒルトン
マリオット

スーペリア

サボイ・ホテル・ロッテルダム
ビルダーバーグパーク
ファンデル・ファルク・ホテル・ロッテルダム - ブレイドルプ

スタンダード

NHアトランタ
NHカペレ
インテルホテルズロッテルダムセンター
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
ホテル・ロッテルダム
ユーロ・ホテル・ツェントルム

シュタイゲンベルガー・ベレリヴ・オーラック
シュトルヘン
ヒルトン・エアポート
マリオット
モーヴェンピック・エアポート
ラディソンブルエアポート
ルネッサンスチューリッヒタワー

スーペリア

Ｈ＋ホテルチューリッヒ（旧ラマダシティ）
スタンダード
アカサ・スィート
アスコット
アラベラ・ノイエス・シュロス
アンバサダー・ア・ロペラ
エヌ・エイチ・エアポート
エンギマット・シティ・アンド・ガーデン(
エンギマット・シティ・アンド・ガーデン(旧エンギマット）
グロッケンホフ（旧ベストウェスタン・プレミア・グロッケンホフ)
コートヤード・チューリッヒ・ノース(旧：コートヤード・バイ・マリオット・ノルド）
ザンクト・ゴッタルト
シェラトン
スイソテルチューリッヒ
セントラルプラザ
ソレル・チューリッヒベルク
ドリントエアポート
ホリデイイン
ホリディィンメッセ
メルキュール・ストラー
モーヴェンピック・チューリッヒ・・レゲンズドルフ
レオナルド・ブティック・リギホフ

インターコンチネンタル
グランド・ケンピンスキー
プレジデント・ウイルソン
メトロポール（旧スイソテル・メトロポール）
ル・リッチモンド

スーペリア

ＮＨエアポート
NHジュネーヴ・シティ（旧ＮＨレックス）
イーストウェスト
イビス・ジュネーブ・センター・ラック（旧ナッシュ・ヴィル）
エンヴィ
オートイユ
クラウン・プラザ
コルナヴァン
トリップ・ベルン
ノボテル・サントル
ブリストル
ベストウエスタン ディプロマート
モーベンピック・エアポート
ラマダ・パーク・エアポート
ロイヤル
ロータリー・Ｍギャラリー・バイ・ソフィテル（旧ロータリー）
ワーウィック

スタンダード

アストリア
アドミラル
イビス・ジュネーブ・サントル・ガール
イビススタイルズジュネーブガール
イビスセントレナシオンズ
インターナショナル・アンド・テルミナス
エーデルワイス
エデン
キプリング
キャピトル
クリスタル
スイス
センチュリー
ドレイク・ロンシャン
ナッシュ・エアポート
ベストウェスタン・ストラスブール
ホリデイイン・エクスプレス・エアポート
ラマダ・アンコール
レ・ナシオナル

ヴィクトリア・ユングフラウ
リンドナー・グランド・ボー・リバージュ

スーペリア

インターラーケン
クレブス
ステッラ
ドゥ・ノール
ドゥ・ラック
メトロポール

スタンダード

アルトス
アルピナ
ヴァイセス・クロイツ
カールトン・ヨーロッパ・ヴィンテージ・アダルツ（カールトンヨーロッパ）
クリスタル
ザ・ヘイ・ホテル（旧）シティオーバーランド
シャレー・スイス
スプレンディード
セントラル・コンチネンタル
ゾンネ
ノイハウス・ゴルフアンドストランド
ベルナーホフ
ベルビュー
ボー・サイト
マッテンホフ・リゾート
メルク－ル
ランドホテル・ゴルフ
ロッスリ

スイス
チューリッヒ
デラックス

アストール
アパートホテル・チューリッヒ・エアポート
アレキサンダー
アレグラ・ロッジ
イビス・シティ・ウェスト
イビス・スタイルズ・チューリッヒ・シティーセンター
ヴェレンヴェルグ
エクストラ
ゴルドネス・シュヴェルト
コンフォート・ホテル・ロイヤル(旧:コンフォート・イン・ロイヤル）
ザイデンホフ
シューブル
ソレル・ザイデンホフ
ソレル・ゼーフェルト
ソレル・レックス
ツーリー・バイ・ファースバインド
ドゥ・テアトル
ノイフェルド
ノボテル・シティ・ウエスト
ノボテルエアポートメッセ
フェリックス（旧バシレア）
プラッテンホフ
ブリストル
モンタナ
ヨーロッパ
ラディソンホテル・チューリッヒエアポート（旧パーク・イン・バイ・ラディソン・エアポート）

レオナック
ジュネーブ
デラックス

インターラーケン
デラックス

ロイヤル・セントジョージ・インターラーケン・Mギャラリー（旧ロイヤル・セント・ジョーンズ）

グリンデルワルド
デラックス

ルッツェルン
デラックス

ローザンヌ
デラックス

ツェルマット
デラックス

グランドレジーナ
ロマンティック・シュヴァイツァーホフ

スーペリア

アイガーシェルフネス
アスペン・アルペン・ライフスタイル
キルヒビュール
クロイツ・ウント・ポスト
サンスターアルパイン・グリンデルワルト
スピーネ
ベルベデーレ（旧ベルヴェデーレ スイス クオリティ）

スタンダード

アイガーブリック・メイン・ビルディング
アルペンホーフ
ウォルトホテル・ベラリー
グリンデル・ワルターホフ
スタインボック
セントラル・ウォルター
ソヴァージュ
ダービー
パークホテル・シェーネッグ
ヒルシェン
ベルナーホフ
ユングフラウロッジ・スイス・マウンテン
レジデンス

シュヴァイツァーホフ
パレス

スーペリア

アストリア
グランド・ヨーロッパ
コンチネンタル・パーク
セントラル
デ・バランス
モノポール
モンタナ
ラディソンブル（旧ラディソンサス）
ルネッサンス(旧シラー)
ロマンティック・ヴィルデンマン

スタンダード

アメロン・フローラ(旧フローラ）
アルピナ
アンバサダー
イビススタイルルツェルンシティー
ヴァルトシュタッターホフ
デ・ザルプ
ドゥ・ラ・ぺ
ドライ・ケーニゲ
ベストウェスタン・クローネ(旧クローネ)
ルツェルナーホフ
ロートハウス（旧ベストウェスタン・ロートハウス）

ボー・リバージュ
ローザンヌ・パレス

スーペリア

アラゴン・スイス・ナイト・バイ・ファスビンド（アゴラ・スイス・ナイト）
アルファ・パルミエ・バイ・ファスビンド（旧アルファ・パルミエ）
コンチネンタル
シャトー・ドゥ－シー
ドゥ・ラ・ペ
ナッシュ・カールトン
ビクトリア
ベスト・ウェスタン・プラス・ミラボー
モーベンピック
ロイヤルサボイ

スタンダード

アラガール
クリスタル
コンフォート・インターヨーロッパ
スイス・ワイン・バイ・ファスビンド（旧シティ）
チューリップ・イン
ホテル・ドゥー・ブルーバール（ブルバール）

グランドツェルマッターホフ
モンセルバン・パレス（旧モンセンバンパレス）
モンテ・ローザ

スーペリア

アストリア
アリステーラ・スイスフレアー
アルバナ・レアル
アルペンホフ
アレックス
アンタレス
アンバサダー
ギナベル
クリスチャーナ・マウンテン・アンド・スパ（旧クリスチャニア）
シュバイツァーホフ（旧シュバイツァーホフ・レジデンス）
シュロスホテル(旧シュロスホテル・テンネ)
ゾンネ
テスタ・グリシア
ナショナル
ニコレッタ
ベストウエスタン・アルペンリゾート
ホテルボルックス
ル・ミラボー・ホテル・アンド・スパ（旧ミラボー）
レックス

スタンダード

アドニス
アルペン・ロイヤル
イエガーホフ
クローネ
ゴルナーグラート・ドルフ（旧ゴルナーグラート）
シミ
ダービー
パークホテル・ボーサイト
フェニックス
ブリストル
ぺーレン
バタフライ（旧ベストウェスタン・バタフライ）
ホリディ
レックス

サンモリッツ
デラックス

ケンピンスキー・グランド

ベルン
デラックス

スーペリア

アートブティックモノポール
アルバナ
オイローパ
クリスタル
クルム
サンジャン
シュヴァイツァーホフ
シュテファニ

スタンダード

ソルダネッラ
ゾンネ
ノルダー
ハウザー
ピッツ（旧ロフラー）
ベーレン
ホイザー
ラウディネッラ
レイネ・ヴィクトリア

スーペリア

スイソオテル・クルザール・ベルン（旧アレグロ）
アンバサダー
サヴォイ
ノボテルエキスポ
バーレン・アムブンデスプラッツ（旧バーレン）
バイエルン
ザ・ブリストル（旧ベストウエスタン・ブリストル）
ベストウエスタン・ベルン（旧ベルン）

スタンダード

アルファ
クロイツ・ベルン・モダン・シティ・ホテル（旧クロイツ）
コンチネンタル
シティ･アム･バンホフ（旧：シティ）
ソレル・アドール
ソレル・アラベル
ソレル・ホテル・アドア

スーペリア

エリート・アドロン
エリート・アルカディア
エリート・エデン・パーク
エリート・カロライナ・タワー
エリート・マリーナ・タワー
エリートパレス
エリテ・プラザ
クラリオン アマランテン
クラリオン・ストックホルム
クラリオン・ホテル・サイン
シー・ストックホルム（旧：ノルディック・シー）
シェップスホルメン
スカンディック・アップランズガタン
ｽｶﾝﾃﾞｨｯｸ･ｱﾘｱﾄﾞﾈ（旧ｽｶﾝﾃﾞｨｯｸ･ｱﾘｱﾄﾈ）
ｽｶﾝﾃﾞｨｯｸ･ｲﾝﾌﾗ･ｼﾃｨ（旧ｽｶﾝﾃﾞｨｯｸ･ｼﾃｨ）
スカンディック・ガムラスタン

スタンダード

クオリティグローブ
クオリティナッカ
クリスタル・プラザ
クング・ガール
コンフォート・ホテル・ストックホルム
スカンディック・アップランズガタン
スカンディック・ナンバー53
スカンディック・ハッセルベッケン
スカンディック・フォーファーツ
スカンディック・ヤルヴァクロック
テグネルルンデン
ファースト・ホテル・ノルタル
フレイス
ヘイマーケット・バイ・スカンディック(旧:スカンディック・ヘイマーケット）
ベストウエスタン・コム
ベストウェスタン・ベントレーズ
ベストウェスタンロイヤルスター
モーニントン
リラ・ラドマネン
ロード・ネルソン

スタンダード

4バルセロナ
アウト・オガール
アクタ・アズール（旧アズールバルセロナ）
アムレイ・サン・パウ
アラネア
イビスメリディアナ
ヴィア・アウガスタ
ヴィラドマット
カタロニア・アテナス
カタロニア・サグラダ・ファミリア
カタロニア・ローマ
シルケン サン ジェルバシ
ホリデイイン・エクスプレス・バルセロナ・シティ・22 @
メディシス

スタンダード
（ｶﾀﾙｰﾆｬ地区）

EXEランブラス・ボケリア
H10・カタルーニャ・プラザ・ブティック
HCCタベール
ＨＣＣモンブラン
アダージョ・ガストロノミック
アトランティス・バイ・Atbcn
アバ・ランブラ
エスペリア・ランブラス
オリエンテ・アティラム
ガウディ
カレドニアン
サン・アウグスティ
サンタマルタ
シタディーン・ランブラス
ジャズ
スイソ
ダリア・ランブラス
デル･マル
ヌーベル
フロール・パークス
ランブラス
リアルト
レオナルド・ホテル・バルセロナ・ラス・ランブラス
レヘンシア・コロン

スウェーデン
ストックホルム
デラックス

グランド
グランドザルショーバーテン
シェラトン
ノービス
ヒルトン・スルッセン
ラディソン・ブルー・ストランド
ラディソン・ブルー・ロイヤルバイキング

スカンディック・グランド・セントラル(旧:グランド・セントラル・バイ・スカンディック）

スカンディック・コンチネンタル
スカンディック・ノーラ・バントリエ
スカンディック・パーク
スカンディック・プリンス・フィリップ(旧：ベストウェスタン プラス プリンス フィリップ）

スカンディックマルメン
スカンディックアングレ
スカンディッククララ（旧リカストックホルム）
スタールマスターガーデン
セントラル
ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝ・キャンパー・ﾊﾞｲ・ｽｶﾝﾃﾞｨｯｸ（旧ｽｶﾝﾃﾞｨｯｸ・ｾﾙゲル・ﾌﾟﾗｻﾞ）
ディプロマット
テルミナス(旧：インディゴ・テルミナス）
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・ショースタッド
ビリエル・ヤール
ファーストライゼン
ベストウエスタン・カーラプラン
ヘルステン
ホテル・ジェー
ミス・クララ
ラディソン・ブル・ウォータフロント
ラディソン・ブル・スカイシティ
ラディソン・ブル・ロイヤルパーク
リッダーガータン

スペイン
バルセロナ
デラックス

ODバルセロナ
アーツ
エル・パラス
オラ・エイサンプル
カサ・フステル
クラリス・ホテル&スパ
グラン・ホテル・ラ・フロリダ
グランド・ホテル・セントラル（旧グランセントラル）
サー・ビクトール
ノブ・ホテル・バルセロナ（旧グラン・トーレ・カタルーニャ）
ヒルトンディアゴナルマール
フェアモント・レイファンカルロス
プリンセサ ソフィア グラン
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾎﾃﾙ・ｱﾝﾄﾞ･ｽﾊﾟ・ﾊﾞﾙｾﾛﾅ（旧ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸ）
マンダリン・オリエンタル
モニュメント
ユーロスターズ グラン マリーナ
ル・メリディアン
ルネッサンス バルセロナ ホテル

スーペリア

スーペリア
（ｶﾀﾙｰﾆｬ地区）
カタルーニャ
広場を中心に
半径1.2ｋｍ以内

H10イタカ
H10マリーナ・バルセロナ
NH COLLECTIONコンスタンサ
アストリア
アッティカ21・バルセロナ・マール
アバ・サンツ
アバ・バルモラル
アリマラ
インターコンチネンタル（旧クラウンプラザ）
エキスポ
オキシデンタル・アテネア・マル（旧バルチェロ・アテネア・マル）
カタロニア ディナゴナル チェントロ
カタロニア・エイシャンプル1864（---ベルナ）
カタロニア・バルセロナ・505
カタロニア・バルセロナ・プラザ
ギャラリー
グランド・ホテル・セントラル
グランホテル・ハバナ
コンコルディア
コンダル・マール・バイ・メリア（旧トリップ・コンダル・マール）
セナトゥール・バルセロナ・スパ
デルビー
バルセロサンツ
バルセロナ・アポロ・アフィリアテッド・バイ・メリア
バルセロナ・ウニベルサル
バルセロナ・ホテル・コロニアル
バルセロナ1882
バルモラル
ヒルトン・バルセロナ
フロント・マリティム
ベストウエスタン・プレミア・ダンテ
ペレⅣ
メリア・バルセロナ・サリア
メリア・バルセロナ・スカイ
ユーロホテル ディアゴナル ポート
ルームメイト・カルラ（旧987バルセロナ）
ロジャー・デ・ジュリア
H10カサノバ
H1898
HCCサンモリッツ
HCCレヘンテ
NHコレクション・カルデロン
アヴェニダ・パレス
ウサバルセロナ
エグゼ・クリスタル・パレス
エグゼ・ライエターナ・パレス
エスパーニャ
カタロニア・プラザ・カタルーニャ
シックスティーツー
グランホテル・バルシノ（旧バルシノ）
ゴティゴ
コロニアルー
コロン
コンデス・デ・バルセロナ
キンプトン・ヴィヴィドラ
NHコレクション・バルセロナ・ポディウム
サンシ ディプタシオ
シウタデジャ・バルセロナ
シウタデッラ
シルケン・ランブラス
セルス・リボリ・ランブラ(旧リボリ・ランブラス)
バルセロナ・カテドラル
バルメス
ピュリッツァー
メディナセリ
ユーロスターズ・BCN・デザイン
レジーナ
ロイヤル ランブラス

カタルーニャ
広場を中心に
半径1.2ｋｍ以内

マドリッド
デラックス

グランビア
周辺地区
デラックス
地下鉄グランビア駅
を中心に半径
1ｋｍ以内

ホテル・パラシオ・デル・レティーロ・オートグラフ・コレクション
インターコンチネンタル
ヴィラ ・マグナ
ウェリントン・ホテル&スパ・マドリード
グラン・メリア・パラシオ・デ・ロス・ドゥケス
グランメリアフェニックス
ハイアット・リージェンシー・エスペリア・マドリード
ミゲル・アンヘル
メリアマドリッドプリンセサ
リッツ

スーペリア

ACカールトン マドリッド
ACクスコ
H10プエルタ・デ・アルカラ
NHコレクション・マドリード・アバスカル
NHコレクション・マドリード・コロン
NHコレクション・マドリード・パセオ・デル・プラド
NHコレクション・マドリード・ユーロビルディング
NHマドリード・スルバーノ
NHマドリード・ナショナル
NHマドリード・パセオ・デ・アバナ
NHマドリード・プリンシペ・デ・ベルガラ
NHマドリード・ラガスカ
NHマドリッド・ベンタス
NHリベラデルマンサーレス
NYXマドリッド（旧グラン・アトランタ）
アイレグランホテルコロン
アグマール
アバ・マドリッド
ヴィア・カステジャーナ
ヴィンチ・ゾマ
キャノピー・バイ・ヒルトン・カステリャーナ
クラリッジ
グラン・ヴェルサイユ
コートヤード・バイ・マリオット・マドリード・プリンセサ
ｾﾙｺﾃﾙ・ｸﾞﾗﾝ･ｺﾝﾃﾞ･ﾃﾞｭｹ(旧ｸﾞﾗﾝ･ﾎﾃﾙ･ｺﾝﾃﾞ･ﾃﾞｭｹ)
チャマルティン・ザ・ワン
トリップ・マドリード・アトーチャ
ノボテル・マドリッド・センター
パセオ・デルアルテ
プラガ
プリンセサ・プラザ・マドリッド
ホテル・マドリード・プラザ・エスパーニャ・アフィリアテッド・バイ・メリア
マイドリット
メリア・カスティーリャ
メリア・マドリード・セラーノ
メルキュール・マドリード・セントロ
ラファエル・アトーチャ

スタンダード

アクタ・マドフォール
アストゥリアス
アバ・アトーチャ
イビス・チェントロ・ラス・ベンタス
イビス・バレンティン・ベアト
ガ二ベット
セネター・カスティーリャ
スイーツ・ヴィエナ・プラザ・デ・エスパーニャ
エセンティア・トグマール
ホテル・マドリード・チャマルティン・アフィリアテッド・バイ・メリア
ドン・ピオ
プエルタ・デ・トレド
フランシスコプリメーロ
プリンチペ・ピオ
ブルーセンスジェノヴァ
ホリディイン ピラミッド
マドリード・マリオット・アウディートーリウム・ホテル＆カンファレンス・センタ
メリア・アヴェニダ・アメリカ

NHコレクション・パラシオ・デ・テパ
NHコレクション・マドリッド・スエシア
アーバン
ウェスティン・パレス
ウルソ・ホテル・アンド・スパ
ザ・プリンチパル・マドリッド
ビシャ・レアル
グラン・メリア・パラシオ・デ・ロス・デュケス

グランビア
周辺地区
スーペリア
地下鉄グランビア駅
を中心に半径
1ｋｍ以内

7イスラス（旧シエテイスラス ）
NHコレクション・マドリード・グランヴィア
インサイド・マドリード・グランビア
イントゥール・パラシオ・サン・マルティン
ヴィンチ・ヴィア６６
ヴィンチ・キャピトル
ヴィンチ・セントラム
ヴィンチ・ソーホー
エンペラドール
カタロニア・グランビア（旧カタローナ・ガウディ）
カタロニア・プエルタ・デル・ソル
クアトロ・プエルタ・デル・ソル
サント・ドミンゴ
セナトール・グラン・ビア70・スパ
ソーホー・ブティック・コングレソ
ソーホーブティックオペラ
ドムス・セレックタ・メニナス
プチ・パレス・プラザ・エスパーニャ
プティパレ プエルタ デル ソル
プラザ・エスパーニャ・マネージド・バイ・メリア
フランシスコ I
マヨラスコ
ユーロスター・プラサ・マジョール
ユーロスターズ・カサ・デ・ラ・リリカ
ユーロスターズ・マドリッド・グランヴィア

グランビア
周辺地区
スタンダード
地下鉄グランビア駅
を中心に半径
1ｋｍ以内

EXEスイート33
II カスティーリャ
アテネオ
アバル・デザイン・スイート
アバル・ブティック&デザイン・ホテル
アベニダ・グランビア（旧ハイテク・グラン・アベニダ）
ヴィクトリア4
エスパホテルグランビア
エスパホテルプラザデエスパーニャ
オペラ
コルテソ
プチパレス・クリッパー・グランビア
ブルーセンス・ジェノバ
ホテル・アナコ
ホテル・マドリード・グランヴィア・25・アフィリアテッド・バイ・メリア
ホテル・マドリード・セントロ・アフィリアテッド・バイ・メリア
リアビニ
ルームメイト・マカレナ - グランヴィア
レジ－ナ
レヘンテ
ロス・コンデス

アール・デコ・インペリアル
アールヌーボーパレス
アンバサダー・ズラター・ウサ
インターコンチネンタル
エスプラナーデ
オキシデンタル・プラハ・ウィルソン
カルロIV デディカア・アンソロジー
グランド・ボヘミアン
コスモポリタン

スーペリア

９８７プラハ
EA エンバシー プラハ
EA ホテル ジュリス
EA ホテル ダウンタウン
EA ホテル ニュータウ
EA ホテル ロココ
Ｋ＆Ｋフェニックス
K+K ホテル セントラル
NHプラハシティ
アストリア
アドリア
アブソルタム・ウェルネス・ホテル
アメティスト
アンジェリス
インサイド バイ メリア プラハ オールド タウン
インターナショナル
ウィーンハウス ディプロマット
ウィーンハウスアンデルスプラハ
エリゼ
オキシデンタル・ファイヴ
カールトン
クラリオン・ホテル・プラハ・シティ
グランディウム
クレメント
コートヤード・マリオット・プラハ・シティ
コリンシア
ジュリアン
ジョセフ
センチュリー・オールドタウン
デザイン ホテル ジュエル プラハ
デザイン・メトロポール
ドン・ジョバンニ
ノボテルウェンセレススクエア
パノラマ
ブティックホテル・セブン・デイズ
プラザ・アルタ・ホテル

スタンダード

アトランティック
アーキバルド シティ
アクサ ホテル プラハ
アリストン・アンド・アリストン・パティオ
アンダンテ ホテル
アンビアンス
イビス・ウィンセスラス・スクエア
イビス・オールドタウン
イビスマラストラナ
ウノプラハ
エグゼ・シティパーク
オキシデンタル・プラハ
オペラ
カヴァリエ
クラリス
シティ・クラウン
スリー クラウン・ホテル
ティル
デュオ
トップ
ノワール
パーフ
プラハ センター プラザ
ベルベデーレ
ペンタホテル プラハ
ホワイトライオン
ミュシャ
メリクール
ユニオン
ロイヤル プラザ
ロイヤル・コート
ロット

チェコ
プラハ
デラックス

パリ
ヒルトン
ヒルトン・オールド・タウン
フォーシーズンズ
プラハ マリオット
プレジデント
ル・パレ・アート

ベストウェスタン・シティ・モラン
ヘルミタージュ・ホテル・プラハ
ボーホー プラハ
ボタニック・ホテル・プラハ
マジェスティック・プラザ
ママイソンリバーサイド
ヤルタ・ブティック・ホテル
ラ・バレリナ
レオナルド
レオンドール
ロイヤルプラハ
ローマ
チェスキークルムロフ
デラックス
ルゼ

スーペリア

オールド・イン
ゴールド
ズラティアンデル
グランド
ドヴォルザーク
ベルビュー
ムリン

スタンダード

ヴィシエフラド
ウトゥリールブー（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）
クルムロヴスカー ポハドゥカ
ブルタヴァ
ペレグリン
レオナルド
ロイヤルカノン（チェスケーブデヨビッツェ）

スーペリア

SKTアナエ
アドミラル
71・ニューハウン
インペリアル
グランド
コペンハーゲン・アイランド
コペンハーゲン・ストランド
コペンハーゲン・プラザ
コング・アーサー
コンフォート・ヴェスターブロ
ザ・スクエア
スカンディック・ウェバーズ
スカンディック・パレス
スカンディック・ホテル・コペンハーゲン
スカンディックフロント
ティボリ
ファースト・２７
ファースト・コング・フレデリク
ファースト・メイフェア（旧クラリオン・メイフェア）
フェニックス
ホテル・SP34
スカンディック・コビイェン
スカンディック・スペクトゥルム

スタンダード

アクセル・グールスマンテン
アスコット
アストリア(旧スリープアストリア)
アブサロン
アベニュー
イブセン
ウェイくアップ・コペンハーゲン・カーステン・ニーブルスゲード
ウェイくアップ・コペンハーゲン・ボーガーゲード
エルミタージュ⇒スカンディック・エルミタージュ
オステルポート
キャブイン・シティ
キャブイン・スカンジナビア
クオリティ・エアポート・ダン
クオリティエステルポート
グッドモーニング・シティ・スター（旧グッドモーニング+スター）
コペンハーゲン メルキュール
ココ（旧コペンハーゲン・クラウン）
サボイ
スカンディック・スラスホルメン（旧：ファースト・ホテルコペ
スカンディックシドハヴァネン
スリープセントラム
デュノール
デンマーク
パペット・グールス・マンテン
ファースト・Ｇ ＆スイート
ファースト・ホテル・メイフェア
ファースト・ヨーロッパ
リッチモンド
ロッシーニ
ザ・ハクスリー・BW プリミエール・コレクション

デンマーク
コペンハーゲン
デラックス

ソフィテル
ダングレテール
ﾎﾃﾙ ｻﾝｸﾄ ﾍﾟﾄﾘ（旧ﾌｧｰｽﾄ･ｻﾝｸﾄ･ﾍﾟﾄﾘ）
マリオット
ラディソン・ブルー・スカンジナビア
ラディゾンコレクション・ロイヤルコペンハーゲン（旧ラディソン・ブルー・ロイヤル）

ノビス

ドイツ
ベルリン
デラックス

アドロン・ケンピンスキ
インターコンチネンタル
ウェスティン・グランド
グランド・ハイアット

スーペリア

シュタイゲンベルガー
ドリント・クアフュルステンダム・ベルリン
ツォーベルリン
パレス
ヒルトン
ブリストル（旧ブリストル・ケンピンスキー）
プルマンシュバイツァーホフ
マリオット

インターコンチネンタル
ウェスティン・グランド
グランドホテル ヘッシッシャーホフ
シュタインゲンベルガー・フランクフルターホフ
ヒルトン・フランクフルト・シティ・センター(旧ヒルトン・フランクフルト)
ラディソン・ブルー
ル・メリディアン(旧ル・メリディアン・パーク)

スタンダード

A&Oミッテ
NH フランクフルト ヴィラ
NHアレキサンダープラッツ
NHシティーウエスト
NHベルリンポツダムプラッツ
アジムト・ベルリン・クアフェルステンダム
アタッシェ アン デア メッセ
アドレマ
アルファ
イビス スタイルズ ベルリン アレクサンダープラッツ
イビスメッセ
ヴィエナ・ハウス・イージー・ベルリン
ウィンダム・ガーデン・ベルリン・ミッテ（旧ベストウェスタン・ミッテ）
カムイン・ベルリン・クアフェルステンダム
グッドモーニング+ベルリン・シティ・イースト
クラシックホテル・ハッケシャー・マルクト
グランド・ホステル・ベルリン・アーバン
コンフォートリヒテンベルグ
サヴォイ
シルターホフ
スカイライン ホテル
スカラ
スカンディック・クアフェルステンダム
ツェウトラム
デイズインベルリンシティサウス
ドミシル
ノヴム ホテル フランケ アム クアフュルステンダム
ノヴム・ホテル・アルデア・ベルリン・セントラム
ノヴム・ホテル・ゲイツ・ベルリン・シャルロッテンブルク
ノヴム・リヒトブルク・アム・クアフュルステンダム
ノボテル・ミッテ
パークイン・アレキサンダープラッツ（旧ラディソン）
ハンプトン・バイ・ヒルトン・アレキサンダープラッツ
ベストウェスタン・アム・スピッターマーケット
ベストウエスタン・ホテル・アム・シュピッテルマルクト
ベルリナーホフ
ホリデイイン・ベルリン・シティイースト・ランツベルガー・アレー
ホリデイイン・ベルリン・シティセンター・イースト・プレンツラウアーベルク
ホリディインエクスプレスシティーセンター
メルキュール・ベルリン・ツェントラム
メルキュール・ベルリン・ミッテ
モンドリアン・スイーツ・チェックポイント・チャーリー
リンドナーホテル アム クーダム
レジデンス イン フランクフルト シティセンター

スタンダード

H4ホテル・フランクフルト・メッセ
NH フランクフルト ヴィラ
アタッシェ アン デア メッセ
アドミラル
アトリウム
ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ（旧ｲﾋﾞｽ ｽﾀｲﾙｽﾞ ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ ｼﾃｨ）
イビス・シティメッセ
イビススタイルズフランクフルトシティ
イビスセントラム
インターシティハウプトバンホフ・スッド
エクセルシオール
エルベ
カラー
コンフォート・セントラル・ステーション(旧コンフォート・シティ・センター）
サヴォイフランクフルト
シティ・メルカトール
スカイライン ホテル
スカラ
スターイン・フランクフルト・セントラム・バイ・コンフォート
チェントロ・ナショナル・デラックス・シティー（旧ナショナル）
ツェウトラム
ドミシル
ノウブコンチネンタル（旧コンチネンタル）
ノボテルシティ
ハンプトン・バイ・ヒルトン・シティ・センター・イースト
ハンプトン・バイ・ヒルトン・シティ・センター・メッセ
ヒルトン・ガーデン・イン・フランクフルト・シティ・センター
フェイヴァード・ホテルプラザ
ブリストル
フレミング・エクスプレスホテル・フランクフルト
フレミングス
ホリディインエクスプレスフランクフルトメッセ
ミネルバ
ミラマール
メルキュールカイザーホフシティーセンター
メルキュールホテル&レジデンス・フランクフルトメッセ

アートテル ベルリン クーダム
アダージョ ベルリン クアヒュルステンダム
アバ・ベルリン
アメロン・アビオン・シュプレボーゲン・ウォーターサイド
アルコテル ジョン F
アルコテル ベルベット
アングルテール
インディゴ・ベルリン・アレキサンダープラッツ
ウィーンハウス・アンデルス(旧アンデルス・バイ・ウィーンハウス)
エストレル
オイローパ スタイル
カタルーニャ ベルリン ミッテ
クーダム101
クウラウンプラザポツダムプラッツ（旧ウィンダムクラウンプラザ）
クラウンプラザベルリンシティセンター
クラシックホテル・アレクサンダー・プラザ
コートヤードマリオットシティーセンター
コンコルド
ザ・フランクフルト
スカンディック フランクフルト ムーゼウムズウーファー
セレクト ジャンダルメンマルクト
パークプラザウォールストリート
ハイペリオン・ホテル・ベルリン
ベスト・ウェスタン・カントストラッセ
ベルリン
ホテル・ブライブトロイ・ ベルリン・バイ・ゴールデン チューリップ
ホテル・ベルリン・セントラル・ディストリクト
ホリディインシティセンターアレキサンダープラッツ
マリティム・プロアリテ
メリア ベルリン
モーベンピック
ラディソン・ブル
リウ・プラザ
レオナルド ベルリン ミッテ
レオナルド・ロイヤル・アレキサンダープラッツ

シェラトン・ベルリン・グランド・エスプラナーデ(旧グランド・エスプラナーデ)

フランクフルト
デラックス

NHクラフュルステンダム
NHコル・アム・チェックポイント・チャーリー
ＮＨコレクション・ミッテ・フリードリヒシュトラーセ(旧NHコル・ミッテ・フレイドリッヒストラッセ)

スーペリア

NHコレクション・フランクフルト・シティ(旧NHフランクフルトシティ）
H4ホテル・フランクフルト・メッセ
アレキサンダー・アム・ズー
オイローパ スタイル
コンコルド
サヴィーニーシティ（旧サヴィーニーシティメッセ）
シタディンヌ・シティー・センター
シュタイゲンベルガー・メトロポリタン
スカンディック フランクフルト ムーゼウムズウーファー
トリップ・バイ・ウィンダム・フランクフルト
プラザ・フランクフルト・コングレス・ホテル
ホリデイ・イン・アルテ・オペラ
マリオットフランクフルト
マリティムフランクフルト
ムーヴェンピック・シティ
メンフィス
モノポール
レオナルドロイヤル

ラマダ・シティ・センター＆ファイナンシャルディストリクト(旧ラマダ・シティ・センター)

リンドナーコングレス
レオナルド・フランクフルト・シティ・センター（旧レオナルド ホテル フランクフルト シティ）

レジデンス
レジデンス イン フランクフルト シティセンター
東横INNフランクフルト中央駅前
ミュンヘン
デラックス

ウェスティン・グランド(旧ウェスティン・グランド・アラベラパーク)
ケーニッホフ
ソフィテル・ミュンヘン・バイアー・ポスト
バイエリッシャーホフ
ヒルトン・パーク
フィア・ヤーレスツァイテン・ケンピンスキー
マンダリン・オリエンタル
ミュンヘン・パレス
ル・メリディアン

スーペリア

アドミラル
アハトホテル・ミュンヘン・スッド
アンビアンスリボリ
ヴィエナ・ハウス・イージー・ミュンヘン
オペラ
コートヤード・シティ・イースト
シェラトンアラベラパーク
シェラトンミュンヘンウェストパーク
シタディーヌ・アルヌルフパーク
シュバービンガー・ヴァールハイト・バイ・ガイゼル
チェントロホテル・ムンディアル(旧ブリストル)
トルブラウ
ノボテルミュンヘンエアポート
ヒルトン・シティ
プラッツル
プルマン

スタンダード

アートホテル・ＡＮＡ・イム・オリンピアパーク(旧フォーポインツシェラトン・オリンピックパーク)

ホリデイ・イン・ロイヒテンベルグリング（旧アンジェロ・バイ・ヴィエナハウス・ロイヒテンベルグリング)

ホリデイインエクスプレスシティーウエスト
ホリデイインシティセンター
ホリデイインミュンヘン・ウェストパーク
マリオット
ユーロスターズ・グランドセントラル
レオナルド・アラベラパーク
ﾚｵﾅﾙﾄﾞﾎﾃﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾂ（旧ﾚｵﾅﾙﾄﾞ ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾂ）
スーペリア
中央駅周辺

ケルン
デラックス

エクセルシオールエルンスト
ドリントアムヒューマーケット
ハイアットリージェンシー
ヒルトン
リンドナー ホテル シティ プラザ

アドリア
イーザートア
イビス スタイルズ オスト メッセ
イビス・シティ・ウェスト
インペリアル
ウエストエンド
セネター
ダニエル
チューリップイン・ミュンヘン・メッセ
トリップバイウィンダムノース（旧トリップバイウィンダム）
ノボテル・メッセ
ハンプトンバイヒルトンミュンヘンシティウェスト
フェリンガーパーク
フォーポインツ・バイ・シェラトン・セントラル
ブルネンホフ
ベストウエスタン・ミュンヘン・ハウプトバーンホフ
ホリデｨインサウス
メルキュール アルトシュタット
メルキュール・ミュンヘン・サウス・メッセ(旧メルキュール・オルビス)
B＆B ホテル・ ミュンヘン・ハウプトバーンホフ
MK・ミュンヘン・シティ
アートホテル ミュンヘン
アトリウム
アルファ(旧アルファセンター)
アンバ
イビス・ミュンヘン・シティ
ヴィ ヴァディ ホテル ダウンタウン ミュンヘン
キングス ホテル センター
クレアティフ・エレファント
シュア・ホテル・バイ・ベスト・ウェスタン・ミュンヘン・ハウプトバンホフ
ダマス・シティ
ドイチェス・シアター・シュタット・ミッテ
ドライ・レーベン
ブティック・ホテル・ゲルマニア
ブルネンホフ
ヘルヴェティア ホテル ミュンヘン シティ センター
ミラベル
メトロポール
メルキュール・シティ・センター
リラクサ ホテル ミュンヘン
ロイヤル

NHコレクション・ミュンヘン・ババリア
アスター
アルペン・ホテル・ミュンヘン
アロフト ミュンヘン
エクセルシオール
エデン・ウォルフ
キングス ホテル ファーストクラス
コート・ヤード・バイ・マリオット・シティセンター
マリティム
マルク
ユーロースター・ブック
レオナルド・ホテル・ミュンヘン・シティ・センター

スタンダード
中央駅周辺

スーペリア

アイゼンフット
アルテス・ブラウハウス
ヴィラ・ミッターマイヤー
ゴルドナー・ヒルシュ
ティルマン リーメンシュナイダー
プリンツ
ミッターマイヤーズ・アルター・エゴ
ライヒス・クーヘンマイスター
ラッペン ホテル（旧ツム・ラッペン）
ロマンティック・マルクスターム

スタンダード

トップホテル・ゴールデネス・ファス
シュランネ
ツール・リンデ
ブルグ
メリアン
ローター・ハーン
ローテンブルガーホフ

スーペリア

NHケルン・アルシュタッド
ＮＨコレクションケルンメディアパーク
アートホテル
アジムット・ホテル・ケルン
ウィンダム
シュタイゲンベルガー
トリップバイウィンダムシティーセンター
ドリントアムホイマルクト
プルマンケルン
マリティム
ラディソンブルー
レオナルド・ホテル・ケルン・ボン・エアポート

スタンダード

アムアウグスティーナプラッツ
トリップイン・ホテル・コンティ
ノヴム ホテル レオネット ケルン アルトシュタット
ノボテルケルンシティ
フランドリッシャーホフ
プレミア・イン・ケルン・シティ・センター
メルキュールウェスト
メルキュールセヴェリンショフ
レオナルド ロイヤル ホテル ケルン アム スタッドヴァルド

中央駅を中心に
半径600m以内

ローテンブルグ
デラックス

A&Oミュンヘン・ハーフトバーンホフ
A&Oミュンヘン・ハッカーブリュッケ
A&Oミュンヘン・レイム
Ｋ＋Ｋアムハラス
NHミュンヘン・シティ・スッド（旧ＮＨミュンヘン・スッド）

中央駅を中心に
半径600m以内

ドレスデン
デラックス

ハンブルグ
デラックス

ライプチヒ
デラックス

ビルダーバーグ・ベルビュー・ドレスデン
ゲヴァントハウス・ドレスデン・オートグラフ・コレクション
ケンピンスキー・タッシェンベルグバレ
ハイペリオン・ドレスデン・アム・シュロス
ヒルトン
ルレ&シャトー・ホテル・ビューロー・パレ

スーペリア

NHコレクション・ドレスデン・アルトマルクト
アム・テラッセンウーファー
アメディア プラザ ドレスデン
インサイド ドレスデン
インディゴ ドレスデン
エルプフロレンツ ドレスデン
シュタイゲンベルガーホテル・デ・サクセ
ドリント
ドルメロシティ
バイエリッシャー・ホフ・ドレスデン
プルマン ドレスデン ネヴァ
マリティム
ラディソン・ブルー・パーク・ホテル＆カンファレンス センター
レジデンツ・アルト
ロマンティック ホテル ビューロー レジデンツ

スタンダード

NHドレスデンノイシュタット（旧NHドレスデン）
アハト・ホテル・ドレスデン・アルシュタット
アムテラッセン・ウーバー
アメディアホテル・エルブプロムナーデ
イビス・ドレスデン・ツェントラム
インターシティ（旧デイズイン・インターシティ）
ウィンダム ガーデン ドレスデン
エルブフローレンツ
コートヤード・ドレスデン
ザ・スチューデント・ホテル・ドレスデン
スーパー8・バイ・ウィンダム・ドレスデン
スター・ジー・ホテル・プレミウム・ドレスデン・アルトマルク
パークイン・バイ・ラディソン・ドレスデン
バイエリッシャー ホフ
ベストウエスタン・マクランダー・ホテル・ドレスデン
ペンク・ホテル・ドレスデン
ホリデイイン アム ツウィンガー
レオナルド ホテル ドレスデン アルトシュタット
レオナルド・ホテル・ドレスデン・アルトシュタット

ケンビンスキーアトランティック
フェアモント・ホテル・フィア ヤーレスツァイテン
ル・メリディアン・ハンブルク

スーペリア

ザ・フォントネー ハンブルグ
スタンダード
クラウンプラザ・ホテル・ハンブルク・シティ・アルスター←クラウンプラザ
シュタイゲンベルガー
パークハイアット
マリオット
ラディソンブルー
ルネッサンス
レオナルド・ホテル・スティルホルン

NHコレクション・ハンブルク・シティ
NHハンブルク・アルトナ
NHハンブルク・ホーナー・レンバーン
イビス・ホテル・ハンブルク・アルスター・セントラム
インターシティ・ハンブルク・ダムトール・メッセ
インターシティホテル・ハンブルク・アルトナ
エゴン・ハンブルク・シティ
シティー・ミッテ
ドミシル・ハンブルク・バイ・ゴールデン・チューリップ
ノヴム・ホテル・グラフ・モルトケ ハンブルク
ハンプトン・バイ・ヒルトン・シティーセンター
メルキュール・ハンブルク・ミッテ
ライヒスホフ・ハンブルク・キュリオコレクション・バイ・ヒルトン
レオナルド・ホテル・ハンブルク・シティ・ノード

ウェスティン
ファルステンホフ

スーペリア

アトランタ・インターナショナル
ペンタホテル
マリオット
ラディソンブルー

スタンダード

H+ ホテル・ライプツィヒ
NHメッセ
アハト・コンフォート・メッセ・ライプチヒ
ドリント・ホテル・ライプチヒ
ベストウエスタン ホテル ライプツィヒ シティ センター
マークグラフ・ライプツィヒ
ライプチヒ・シティ・ノルド・バイ・カンパニーレ

クラリオン・ハブ（旧クラリオン・ロイヤルクリスチャニア）
グランド
コンチネンタル
スカンディック・ホルメン・パーク（旧ホルメンコルンパークリカ）
ラディソン・ブルー・スカンジナビア
ラディソン・ブルー・ニーダーレン
ラディソン・ブルー・プラザ

スーペリア

クラリオン・コレクション・バスティオン
クラリオン・コレクション・フォルケティーテレト
クラリオンホテルサボイ
スカンディック・ヴィクトリア

スタンダード

Ｐホテルズ・オスロ
アンカー
アンカー・アパートメント
クオリティサボイ
クラリオン・コレクション・ガーベルフース
コンフォート・カール・ヨハン
コンフォート・グランド・セントラル
コンフォートボルスバルゲン
サガ
スカンディック・ビホルテン
スカンディックショーリスト
スカンディックトリアデン
トーン・アストリア
トーン・ヴィカ・アトリウム
トーン・オスロ・パノラマ
トーン・ジルデンローブ
トーン・スペクトラム
トーン・スロットパルケン
トーン・セシル
トーン・テルミナス
トーン・ムンク
トーン・ヨーロッパ
トーン・ローゼンクランツ
トライアングル
ファースト・ノーブル・ハウス．
ベストウェスタンボンデハイメン

アナンタラ・ニュー ヨーク・パレス・ブダペスト
インターコンチネンタル
ケンピンスキー・コンヴィヌス
コリンシアホテルブダペスト
ソフィテルブダペストチェーンブリッジ
ヒルトン・ブダペスト
フォーシーズンズ・グレシャム・パレス
マリオット
リッツカールトン(旧ル・メリディアン)

スーペリア

NHブダペスト・シティ
アトリウムファッション
コンチネンタル
ダニュービスグランドマルギットシゲット
ダヌビウス・ヘルス・スパ・リゾート・マルギットシゲット
ダヌビウス・ホテル・ハンガリア・シティ・センター
ダヌビウス・ホテル・ヘリア
ノボテル・セントラム
ブティックホテル・ブダペスト(旧ブティック・ザラ)
ベルディ・グランド
マリオット・コートヤード・シティ・センター
マルマラ
メルキュール コロナ
メルキュールブダペスト・キャッスルヒル
ラディソン・ブル・ベケ
レオナルドブダペスト
ロイヤル・パーク・ブティック・ホテル

スタンダード

アトランティック
イビス スタイル ブダペスト シティ
イビス スタイルズ ブタペスト センター
イビス・セントラム
イビスヒーロースクエア
カールトン
ゴールデン・パーク
シティ・ホテル・マーチャーシュ
シティ・ホテル・ユニオ(旧ユニオ)
シルバー・ホテル・ブダペスト・シティ・センター
ダニュビスアストリアシティーセンター
ハンゲスト・ミレニアム
メルキュールシティセンター

カンプ
グロ・クルヴィ
ヒルトン・ヘルシンキ・ストランド
ラディソン・ブルー・プラザ
ラディソン・ブルー・ロイヤル
ラップランド・ブレヴァルディ
セントジョージ

スーペリア

インディゴ
オリジナル・ソコス・プレジデンティ
オリジナル・ソコストリブラ
オリジナルソコスヴァークナー
オリジナル・ソコス・ヘルシンキ
カタヤノッカ
クラウス・K
クラウンプラザﾍﾙｼﾝｷ・エスペリア（旧クラウン・プラザ）
クラリオン ホテル ヘルシンキ
グロ・アート(旧リンナ)
スカンディック・グランド・マリーナ
スカンディック・シモンケンタ
スカンディック・パーク
スカンディック・バイ・マルスキ（旧スカンディック・マルスキ）
スカンディック・パッシ
スカンディック・メイラティ（旧：クムルスシティメイラティ）
ヒルトン・カラスタヤトルッパ
セウラフォーネ
ファビアン
ヘイブン
ホリデイ・イン・シティ・ウェスト・ルオハナハティ
ホリデイ・イン・シティ・センター
ラップランドホテル・プレヴァルディ
ラディソン ブル アレクサンテリ
ラディソン・ブル・シーサイド
リラ・ロバーツ

スタンダード

アーサー
オリジナルソコス・アルバート
オリジナルソコスパシラ
スカンディック・カイサニエミ(旧：クムルス・カイサニエミ）
スカンディック・カリオ（旧：クムルス・カリオ）
スカンディック・ハカニエミ(旧：クムルス・ハカニエミ）
スカンディック・ヘルシンキ・アヴィアポリス（旧：クムルス・エアポート）
ソロソコストルニ
カールトン
ヘルカ
ユーロホステル

ノルウェー
オスロ
デラックス

スカンディック・セントオラブス・プラス（旧：スカンディック・エッデルコッペン）

スカンディック・オスロ・シティ
スカンディック・ソリ(旧スカンディックＫＮＡ)
スカンディック・ビホルテン
スカンディック・ホルベルグ
ソリア・モリア
トーン・オペラ
トーンホテル・ブリストル（旧ブリストル】
ファーストミレニアム
ベストウェスタン・カールヨハン(旧カールヨハン)
スカンディック・カールヨハン
フログナー・ハウス・アパートメンツ・スコフヴィエン8
スカンディックヘルソフィア
ラディソンブル・アルナ
トーン・ストロ
クオリティ33

ハンガリー
ブタペスト
デラックス

フィンランド
ヘルシンキ
デラックス

フランス
パリ
デラックス

ウェスティン
ウェストミンスター
グランド・ホテル・パレ・ロイヤル
コンコルドルテシア
シャングリ・ラ・ホテル パリ
スクリーブ・パリ・オペラ
ドゥルーブル
パークハイアットパリヴァンドーム
ハイアット・パリ・マドレーヌ
フォーシーズンズジョルジュサンク
フォーション
プラザアテネ
ブリストル
ペニンシュラ
ホテルドクリヨン
ポンロワイヤル
マンダリン・オリエンタル
ムーリス
リッツ
ルグランインターコンチネンタル
ルロイヤルモンソーラファエルズパリ

スーペリア

123セバストポル
スタンダード
クラウンプラザレピュブリック
コンコルド・モンパルナス（旧：カタローニュ・パリ・ガール・モンパルナス）
ニュー・ホテル・ヴォルテール
ノボテル・ガール・モンパルナス
ノボテル・パリ・サントル・トゥール・エッフェル
ハイアットリージェンシーエトワール（旧：コンコルドラファイエット）
プチ・ボーマルシェ・ホテル＆スパ
プラザ・エリゼ
ブラッドフォード エリゼ
プルマン・パリ・トゥール・エッフェル
プルマン・パリ・モンパスナス
プルマンパリサントルベルシー （旧：プルマンベルシー）
ベルモント
ホリデイイン・ガールドエスト
ホリデイインサンジェルマンデプレ
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
メリディアンエトワール
メルキュール ・パリ19・フィルハーモニー・ラヴィレット
メルキュールセントレ・ツールエッフェル
リトル・パレス
ル・１２３・エリゼ・アストテル
ル・セナ
ルジャルダンドゥマレ
ロイヤル
ワーウィック・パリ

スーペリア
地区指定

メゾン・ アスター・ パリ・ キュリオ・ コレクション・ バイ・ ヒルトン
34Bアストテル
アストラ・オペラ・アストテル
ヴィラオペラドゥルーオ
エドワールセット
オイゲン・アン・ヴィル
オルセオペラ・ベストウェスタン・プレミア・コレクション
カスティーユ
カスティリヨンヌ
クィーンマリー
ゴールデンチューリップ・オペラ・ド・ノアイユ
ゴールデンチューリップ・ワシントン・オペラ
サンジェイムズアルバニー
シャヴァネル
セントピーターズバーグ
ニューホテルロブリン
パークレーン
ヒルトン・オペラ・パリ（旧：コンコルド・オペラ）
マドレーヌプラザ
マリオットパリオペラアンバサダー
マルテ・アストテル
マンサール
ミレニアム・オペラ・パリ
メイフェア
メルキュール・パリ・オペラ・ガルニエ・ホテル & スパ
リリック
ル・マトゥラン
ル・ラヴォワジエ
ルーメンルーブル
ルペラ
レジーナ・ルーブル
ロイヤル・サントノーレ・パリ・ルーブル

スタンダード
地区指定

※オペラ・ガルニエより半径1.4㎞以内、徒歩20分以内

イビス・スタイルズ パリ・ ネイション・ ポルト・ ドゥ・ モントルイユ
B&Bホテル・パリ17・バティニョル
アポジア
アミオット
アンドレ・ラタン
イビス・ スタイルズ・ パリ・ ネイション・ コース・ ドゥ・ ヴァンセンヌ
イビス・ スタイルズ・ パリ・ プラス・ ディタリー・ ビュット・ オ カイユ
イビス・スタイルズ・パリ・ベルシー
イビス・パリ・ 17 クリシー・ バティニョール
イビススタイルズガールドレストシャトーランドン
イビスパリ・アレジア・モンパルナス
イビスポルトドベルシー
ヴィラ・ドゥ・メイヌ
カンパニール・パリ・エスト・ポルト・ド・バニョレ（20区外）
カンパニール・パリ19・ラ ヴィレット
カンパニール・ベルシー・ヴィレッジ
カンパニール・ベルティエ
カンパニール・メーヌ・モンパルナス
コンフォート・パリ・ポルト・ド・イブリー（旧キリアド・スッド・ポルトディブリー）
コンフォートダヴーナシオン
ザ・リミックス
シタディーヌ・サンジェルマン・デプレ
シタディーヌ・トゥール・エッフェル・パリ
シタディーヌ・バスティーユ・マレ
シタディーヌ・プラス・ディイタリー
シタディーヌ・メイン・モンパルナス・パリ
シタディーヌ・モンマルトル
シタディーヌ・リパブリック・パリ
シタディーン・ディド・モンパルナス
シタディーン・レ・アール
ティモテル・オデッサ・モンパルナス
トライブ・パリ・バティニョル
ベストウェスタンオリビアオペラ
ベルンオペラ
マレナ
メルキュール・ガルド・リヨンTGV
メルキュールポルトドベルサイユ（20区外）
メルキュールモンマルトル・サクレクレール
ル・ルレ・ド・マレ
ルクルブ
レジーナ・オペラ・グランブールヴァール
ロイヤル・マンサール
Ｂ．Ｗ．ロンセレーオペラ
アカディアアストテル（旧アカディア・オペラ）
アスコットオペラ
アストリアアストテル（旧アストリアオペラ）
イル・ド・フランス・オペラ
ヴァンドーム・オペラ
ヴィクトール・マース
ヴィクトリア
エクセルシオール・オペラ
エデン・オペラ
エリオスオペラ
オーガスティン・アストテル
オースティンズ・サンラザール
グランドゥアーブル
コーマルタン オペラ アストテル
コロナ・ロディエール
コロナオペラ
シタディーン・オペラ・パリ
シュシュ
ジョイス
ジョーク・アストテル
ジョージ・アストテル
ショワズール・オペラ
チャリングクロス
ティモテルオペラマドレーヌ
ドヌー・オペラ
ニュー・ホテル・サンラザール
ニューホテルオペラ
ニューホテルラファイエット
パームアストテル（旧パームオペラ）
パックスオペラ
ハバナ
パリ・ラファイエット
フランス・ダンタン・オペラ
ベージュ
ベスト・ウエスタン・オペラドゥルーオ
ベストウェスタンプルミエルスワン
ホテル & スパ・ロイヤル・マドレーヌ
マセナ
マドレーヌオスマン
メルキュール・パリ・オペラ・ルーブル
モンテローザアストテル（旧モンテローザ）
ロイヤル・オペラ
ロートレックオペラ
ロレットアストテル（アストテル）ロレットオペラ
ロンドルエニューヨーク
※オペラ・ガルニエより半径1.4㎞以内、徒歩20分以内

モンサンミッシェル
デラックス

スーペリア

ルレサンミッシェル（対岸地区）

スタンダード

ヴェール（対岸地区）
オーベルジュサンピエール
ガブリエル（旧フォーミュラー・ヴェール）（対岸地区）
サンオーベル（対岸地区）
テラスプーラール（島内）
デラディーグ（旧ディーグ）（対岸地区）
ムートンブラン（島内）
メルキュール（対岸地区）
ラクロワブランシェ（島内）
ラメールプーラール（島内）
ルレデュロイ（対岸地区）

アヴィニヨン
デラックス

スーペリア

オーベルジュドゥカサーヌ
グランド
クロワトルサンルイ
ノボテルサントレ
ブリストル
ラ・ミランド
メルキュールアヴィニヨンセンターパレデパップ
メルキュールポンドアヴィニヨンセンター
ヨーロッパ
ドゥオルロージュ

スタンダード

イビスサントルガール
イビスサントルポンドユーロップ
イビススタイルアヴィニヨンスッド
キリヤッドコートインガールＴＧＶ
ダニエリ
ノボテルノルド
ルマニャン

アルル
デラックス

スーペリア

ジュールセザール

スタンダード

アカシア
アルルプラザ
イビス・スタイルズ・アルル・パレ・デ・コングレ
イビス・バジェット・アルル・ パレ・ デ・ コングレ
キリアドアルル
グラン・ホテル・ノールピニュ
フォーラム（旧：ドゥフォーラム）
ベストウェスタンアトリウム
ミレーユ

スーペリア

アクアベッラ
グランドホテルロワルネ
シャトーデラピオリーヌ
ブティック・ホテル・セザンヌ
ルネッサンス

スタンダード

アパートホテル・アダージョ・エクスアンプロヴァンス・センター
オダリス・ シティ・ エクサン・ プロバンス・ アトリウム
エスカル・オセアニア
オダリス・シティ・エクスサン・プロヴァンス・ レ・ フロリディアヌ
ゴールデン・ チューリップ・ エクスサン・ プロヴァンス
デス・オウガスティン
ノボテル・ボーマノワール
ノボテルポントデアルク
ベストウエスタン・ル・ガリス・サントル・ヴィル
オテル・バーディ・バイ・ハッピーカルチャー
ロタンド

エクサンプロヴァンス
デラックス
ヴィラ・ガリチ
ル・ピゴネ

ニース
デラックス

ネグレスコ
ハイアット・リージェンシー ・パレ・ドゥ ラ・メディテラネ
ル・メリディアン

スーペリア

ＮＨニース
アストン・ラ・スカラ
アナンタラ・プラザ・二ース
ウェストエンド
ウェストミンスターホテル・アンド・スパ
エクセルシオール
エリントンセンター
ザ ジェイ ホテル バイ ハッピーカルチャー
ザ デック バイ ハッピーカルチャー
スプレンディド ホテル＆スパ
ニースリビエラ
ベスト・ウエスタン・プラス・マセナ
ベストウェスタン プルミエ ルーズベルト
ベストウェスタン・アルバ
ボーリバージュ
ボスコロ・ニース・ホテル・アンド・スパ
ホリディインニース
メルキュールサントルノートルダム
メルキュールニースセンターグリマルディ
メルキュールプロムナードデザングレ
ラ マルメゾン
ラ・ペルーズ
ラディソンブルホテルニース
ル グリマルディ バイ ハッピーカルチャ

スタンダード

アポジア
アマリリス
アリア
アルベールプルミエ
アンバサダー
イビス スタイルズ ニース ビューポート
イビスサントレガレ
イビスセンターノートルダム
ヴァンドーム
ヴィラ リボリ
ヴィラ・オテロ ・バイ・ハッピーカルチャー
ヴィラ・ブーゲンビル・バイ・ハッピーカルチャー
ウニヴェール
エスプリ ダジュール
ゴウノード
コントドニース
ザ ナップ バイ ハッピーカルチャー
サンゴタール
ド・スエード
ドゥ ラ フォンテーヌ
ドゥ・ピン
ドゥベルン
ドゥミディ
ノボテル・サントル・ヴュー・ニース
パガニーニ
ビッコ・ニース・サントル・バイ・ウィンダム
ビュスビー
フローレンス
ベスト ウエスタン プラス ニース コージー
ベストウェスタンニューヨーク
ベストウェスタンプラス・ブライスガーデン
モンシニー・ニース
ラネックス（旧ミラボー）
ルG
ル・ノアイレス・ニース・ギャレ
ル・ノイユ・ニース ガール
ルレ・アクロポリス
ルレメルキュールマルシェオーフルール
ロカルノ

アミーゴ
スタイゲンベルガー・ウゥルチャーズ
スタンホープ・ホテル・バイ・トーン ホテルズ
ソフィテル・ブリュッセル・ルイーズ
ソフィテルヨーロッパ
バルセイバイワーウィック
ビーマノス
ヒルトン・ブリュッセル・グラン・プラス
マリオット
メトロポール
ラディソン・ブルー・ロイヤル
ル・シャトレイン
ル・プラザ
ワーウィックブリュッセル（旧ロイヤル・ウィンザー）

スーペリア

B&Bホテル・ブラッセル・センター・ルイーズ
イザンアベニュールイーズ
ヴァン・デル・ヴァルク・ホテル・ブリュッセル・エアポート
グレシャムベレルゾン
コリンシア・グランド・ホテル・アストリア
ザ・プレジデント・ブリュッセルズ・ホテル
ソフィテルアストリア
トーンホテルブリストルステファニー
ノボテルミディーステーション
ヒルトン・ガーデンイン・ブリュッセル・シティセンター
ファーストユーロフラット
プルマンミディー
ペンタホテル・シティセンター
ホリディ・インエアポート
ラディソン レッド ブリュッセル
ラマダ・ブリュ・ウォールウェー
９ホテル・サブロン
NHｶﾙﾌｰﾙ･ﾄﾞｭ･ﾙﾛｯﾌﾟ（旧ｶﾙﾌｰﾙ･ﾄﾞｭ･ﾙﾛｯﾌﾟ）
NH コレクション ブリュッセル センター
NHグランド・パレス・アーレンベルグ
NHブリュッセルブルーム
NH ルイーズ
コートヤード・ブリュッセル・EU
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ブリュッセル シティ
ドミニカン
トーンブリュッセルシティセンター
ノボテル・オフ・グランプラス
ノボテル・ブリュッセル・シティ・サントル
ピローシティホテルブリュッセルセンター
ピローズ・グランド・ブティック・ホテル・プレイス・ルップ
ホテル・インディゴ・ブリュッセル - シティ
マリヴォー
メルキュールセントルミディ
ユーベル・グランプラス
ルネッサンス

スタンダード

イビス・エラスムス
イビス・センター・ガール・ドゥ・ミディ
ヴィラ・ロワイヤル
カタロニア・ブリュッセル(旧HCブリュッセル/カタロニア・フォーラム）
シタディーン・トワゾン・ドール・ブリュッセル・アパートホテル
シル
スリナ ホテル ブリュッセル
パークインラディソンミディ
ヒュッゲ
ファーストユーロフラット
プログレス
マーティンズEU(旧マーティンズセントラルパーク)

スタンダード
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ地区
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽを
中心に半径
1.6km圏内

アトラス
アパートホテルアダジオ・ブリュッセル・グランプラス
アリス
アルマ
イビス オフ グランプラス
イビス・シティー・センター
ヴァン・ベレ
オペラ
クイーン・アン
シャンボール
セント ニコラス
ノボテルブリュッセルシティーセンター
フローリス・アルルカン・グランド・プレイス
ベストウェスタン･シティーセンター
ベストウェスタン・ロイヤル・センター(旧ロイヤル・センター)
ホテル・フーベルト・グランド・プラス
ヤドヤ

ベルギー
ブリュッセル
デラックス

ｽｰﾍﾟﾘｱ
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ地区
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽを
中心に半径
1.6km圏内

ブルージュ
デラックス

デュークスパレス

スーペリア

ＮＨブルージュ
アカシア
アラゴン
アルティンズ・ル・オウド・ヒュイス・ド・アムステルダム
クラウン・プラザ
グランドホテル・カッセルベルグ
ゴールデンチューリップ・デ・メディチ
ドゥ・オランジェリー
ドゥ・チュイルリーエン
ペラート
ローゼンブルク

スタンダード

アカデミー
アルバート
アルベール・プルミエ
イビス・セントラム
グリーンパーク（旧レオナルドブルージュ ）
ゲストハウス・ミラベル
ナバラ
ノボテル・セントラム
パーク
ハンス・メムリンク
プティエ
フロリス・カロス
ボタニック
ホテル・ムッシュ・アーネスト
ポルティナリ
マーティンズ・ブルージュ
マレベルグ

アントワープ
デラックス

ヒルトン・オールド・タウン

スーペリア

NHコレクション・アントワープセンター
クオリティー・アントワープ・ツェントラム・オペラ
クラウン・プラザ
シアター
デ・カイザー（ド・ケイセール）
バンクス
ファン・デル・ファルク・ホテル・アントワープ
ホテルインディゴシティーセンター
ラディソンブル・アストリッド・ホテル・アントワープ
リンドナーホテル＆シティーラウンジ

スタンダード

B AND B ホテル・アントワープ・サウス
アンバサダースイーツ（アンバサダー）
イビス・セントラム
エデン
ケイザーレイ
センチュリー
ダイヤモンド
トリップバイ・ウィンダム・アントワープ・
ノボテル・アントワープ
ハンプトン・バイ・ヒルトン・セントラル・ステーション
プレミア・スイート・プラス・アントワープ
ホリデイ・イン・エクスプレス・シティ・ノース
ホリデイイン・エクスプレス・アントワープ・シティノース
レオナルド

VIPグランド
アベニーダ・パレス
アルティス・アベニダ
アルティス・グランド
イベロスター・セレクション・リスボア
インターコンチネンタル
エピックサナ
コリンシア
シェラトン
ティアラ・パーク・アトランティック
ドン・ペドロ
フォーシーズンズリッツ
ポサーダ・デ・リスボア
マリオット

スーペリア

VIP エクゼクティブ・エントレカンポス（旧VIPエグゼクティブ・ヴィラ・リカ） スタンダード
VIPエグゼクティブ・アーツ
VIPエグゼクティブ・エデン・アパートメント
VIPエグゼクティブ・サルタルーニャ
VIPエグゼクティブディプロマティコ
VIPスイーツマルケ
アライアス・パーク（旧アルティス・パーク）
アルティス・プライム
オライアスパーク
サナ・マルホア
サナ・メトロポリタン
サナ・リスボア
ゼニット・リスボア
ソフィテル・リスボン・リベルダーデ
チサール
チボリ・アベニーダ・リベルテ（旧チボリ・リスボア）
ティボリ・ジャルディムー＞アヴァニ・アベニーダ・リベルダーデ
ド・シアード
トリップオリエンテ
ドン・マヌエル1世
ネヤ・リスボア
ノボテル
ブティックホテル・ポルトガル
ポルトガル
マルケス・デ・ポンバル
ムンディアル
メトロポール
ラディソン・ブル
ルテシア
ルテシア・スマート・デザイン

3Kバルセロナ
AS リスボナ
VIPインベルナ
VIPエグゼクティブズリーク
ＶＩＰスイーツド・マルケス
アヴェニーダ・パーク
アマデウス
エキスポ・アストリア
エドワール7世
ｴﾝﾊﾞｲｼｬﾄﾞｰﾙ
ザ・７ホテル
ジョルジュＶ
デゥアス・ナソエス
デミドフ
トラベル・パーク
ナシオナル
フロリダ
ホテル・イン・ロシオ
ホリデイ・イン
ホリデイ・イン・コンチネンタル
ボルヘス・シアード
マサ・アルミランテ
ミラパルケ
メルキュール
メルキュールマルホア
リアルパルケ
リスボア
レジデンシャル・フロレセンテ

ウェスティン・ドラゴナーラパレスリゾート（セントジュリアン）
グランド・ホテル・エクセルシオール（フロリアーナ）
コリンシア・サン・ジョージ・ベイ（セントジュリアン）
ザ・パレス（スリーマ）
ヒルトン（セントジュリアン）
フェニシア（旧：ル・メリディアン･フェニシア）（フロリアーナ）

スーペリア

1926ホテル＆スパ（スリーマ）
アルジェント（セントジュリアン）
ウォーターフロント（スリーマ）
カヴァリエリ・アート（セントジュリアン）
ケネディ・ノヴァ（スリーマ）
ゴールデンチューリップ・ビバルディ（セントジュリアン）
ヴィクトリア(旧ザ・ビトリア)（スリーマ）
ザ・エンバシー（バレッタ）
ジュリアーニ
プレルナ ホテル&スパ （スリーマ）
マリーナ・コリンシア・ビーチ・リゾート（セントジュリアン）

アレキサンドラ（セントジュリアン）
ヴァレンティーナ（セントジュリアン）
エスティーアズール（グジラ）
エスティースリーマ(旧セント・スリエマ)（セントジュリアン）
エスティーブルーベイ(旧セント・ブルーベイ＆アパートメント)（スリーマ）
エスティーブルーベイスイート（グジラ）
エスティーベイビュー(旧ベイ・ビュー)（スリーマ）
オズボーン（バレッタ）
ザ・ディストリクト（セントジュリアン）
プラザ＆プラザ・リージェンシー（スリーマ）

ポルトガル
リスボン
デラックス

マルタ
デラックス

ラディソン・ブルーセントジュリアン（旧ラディソン・ブル・リゾート）（セントジュリアン）

マリオット（セントジュリアン）

スタンダード

ラトビア
リガ
デラックス

ギャラリー・パーク
グランド・パレス
ドーム・ホテル＆スパ
プルマン・リガ・オールド・タウン
ロイヤル・スクエア＆スイート
グランド・ホテル・ケンピンスキー
グランド・ポエット
ラディゾン・ブルー・リゼネ
ヒルトン・ガーデン・イン・リガ・オールドタウン

スーペリア

ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙホテル ＆ ﾚｽﾄﾗﾝ（旧ﾗﾏﾀﾞ＆ｽｲーﾄ）

スーペリア

アヴァロン＆カンファレンス
ラディゾン・ブル・オールドタウン・リガ（旧アスター・リガ）
ACホテル・バイ・マリオット（旧アルバート）
ウェルトン・セントラム＆スパ
ウェルトン・リガ＆スパ
ウェルトン・リバーサイド・スパ
オペラ・ホテル＆スパ
ガーデン・パレス
グーテンベルクス
シティ・シアター
セマラ ホテル メトロポール
セント・ピーターズ・ブティック
タリンク
ネイブルクス
ヘスティア・ホエル・ユーゲント(旧：ＰＫリガ）
ベレビューパーク・リガ
メルキュール・リガ・センター
モニカ・セントラム
ヨーロッパ・ロイヤル
ラディ・ウン・ドラウギ
ﾗﾃﾞｨｿﾝ・ﾌﾞﾙ・ﾀﾞｳｶﾞｳﾞｧ・ﾘｶﾞ
リックスウェル・オールド・リガ パレス
リックスウェル・セントラ
リックスウェル・テラスデザイン
ローマ
ラディゾン・ブル・カンファレンス＆スパ
ラディソン・ブル・エリザベーテ

スタンダード

イビス・リガ・センター
ハンザ
フォーラムス
リジャ・イリナ（旧リュックスウェル・イリナ）
リュックスウエル・ガルトルード
リジャ・ドムス（旧リュックスウェル・ドムス）
プリモ
リュックスウェル・コベンタ・セタ
リジャ・ティア
クラリオンコレクションホテルヴァルデマス
イビス・スタイルズ・リガ

アーダゴニスト・アート
アルティス・セントラム

スタンダード

グラタ
イヴォリタ（旧コンフォート）
コンフォート・LT
ドミュ・マリア
パノラマ
アート・シティ・イン（旧ヨーロッパシティ）
エコテル

スタンダード

イビス・センター
ホフ
マグヌス
メトロポリス

リトアニア
ヴィリニウス
デラックス

グランド・ホテル・ケンピンスキー（旧ケンピンスキー・カテドラル・スクエア）

スティクリアイ
ナルティス
パカイ
ラディソン・ブルー・ロイヤル・アストリア
ダブルツリーバイ・ヒルトン

カウナス
デラックス

アンバートン・カテドラル・スクエア（旧アンバートン・コジーカテドラル・スクエア）

ヴィルニア
クラウン・プラザ
コングレス
コングレス・アヴェニュー
コンティ
シェイクスピア・ブティック
ネリンガ
ノボテル・センター
ベストウエスタン・ヴィリニュス
ヨーロッパ・ロイヤル
ラディソン・ブルーホテル・リエッヴァ
ﾗﾃﾞｨｿﾝ・ﾌﾞﾙ・ﾀﾞｳｶﾞｳﾞｧ・ﾘｶﾞ
スーペリア

アンバートン・コジー
カウナス
パーク・イン・バイ・ラディソン
ベスト・バルチック
ベストウェスタン・サンタコス
ヨーロッパ・ロイヤル

