2019年上期_アジアホテルリスト 台湾_T方面

【２０１９年上期ホテルリスト】台湾
カテゴリー

●ホテルグレードは該当国・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。
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聴風的歌

スタンダード（Ｂ）

長栄鳳凰酒店（礁渓）
老爺大飯店(ロイヤル)
晶泉丰旅（ウェルスプリング バイ シルク）
礁溪寒沐酒店
宜蘭力麗威斯汀度假酒店

蘭城晶英酒店（シルクプレイス）
東森海洋温泉酒店
礁溪鳳凰德陽川泉旅
冠翔世紀温泉會舘
捷絲旅―礁溪館（ｼﾞｬｽﾄｽﾘｰﾌﾟ礁溪館）
中天温泉渡假酒店（ホテルバレッタ）
兆品酒店礁溪（ﾒｿﾞﾝ ﾃﾞ ｼﾝ ﾎﾃﾙ礁溪）

礁渓山泉大飯店

山多利大飯店
麒麟太子大飯店

翡翠湾福華渡假飯店(ハワードビーチリゾートグリーンベイ)
新竹喜來登大飯店(シェラトン）
国賓大飯店
福華大飯店
老爺大酒店
關西六福莊生態渡假旅館（レオフーリゾート）
卡爾登飯店-北大館（カールトンホテル北大館）

愛琴海太平洋溫泉會館（名称変更）
煙波大飯店
福泰商務酒店
卡爾登飯店-中華館（カールトンホテル中華館）

九フン

礁渓温泉

翡翠湾

新竹

知本/台東

亞緻大飯店
台中金典酒店(スプレンダー台中)
台中林酒店（ザ・リン・ホテル）
台中日月千禧酒店（ミレニアム ヴィー ホテル 台中）

知本高野国際飯店(ゴヤホットスプリング)
日暉国際渡假村－台東池上
娜路彎大酒店(フォルモサナルワン ホテル＆リゾート)
老爺大飯店(ロイヤル)
知本金聯世紀酒店
鹿鳴温泉酒店
長栄桂冠大飯店(エバーグリーン)
全国大飯店(ナショナル)
福華大飯店(ハワードプリンス)
清新温泉渡假飯店(フレッシュフィールズ リゾート)
永豐棧酒店（テンパスホテル）
薆悦酒店（インハウスホテル台中）
台中威汀城市酒店（ホテルレーヴ）
台中薆悅酒店五權館（ｲﾝﾊｳｽﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ）

福宏商務旅館

亜湾温泉飯店
東台温泉飯店
新都大飯店（旧：統茂温泉旅館）
泓泉温泉渡假村

裕元花園酒店(ウインザー ホテル)
成旅晶贊飯店台中館
台中兆品酒店・兆尹楼
台中福泰桔子商旅一公園店
金典緑園道商旅パークレーンイン（旧：台中金典商旅）
台中馥品大飯店
台中日光温泉会館
西悠飯店（CU HOTEL）
台中港酒店（ハーバーホテル）
麗加園邸酒店
海湾芸術酒店（名称変更）
台中中科大飯店

台中

台中企業家大飯店
台中城市商旅（タイチュウ シティースイート）
台中雙星大飯店（ツインスターホテル）
台中兆品酒店・品臻楼
帝宝大飯店
富王大飯店
台中富信大飯店

富豪大飯店
台中新幹線花園酒店
台中世聯商旅(ﾘﾝｸﾜｰﾙﾄﾞﾎﾃﾙ台中）
皇家季節酒店(ロイヤルシーズンホテル）
五都大飯店（五都グランドシティホテル）
卡爾登飯店台中館（ｶｰﾙﾄﾝﾎﾃﾙ台中館）
太魯閣晶英酒店（シルクプレイスタロコ）

花蓮遠雄悦來大飯店
花蓮福容大飯店
美侖大飯店(パークビュー)
理想大地渡假飯店（プロミスランドリゾート）
花蓮翰品酒店（花蓮シャトー デ シン ホテル）
花蓮統茂松渡假荘園

藍天麗池飯店(アズレホテル)
煙波大飯店
花蓮力麗哲園飯店
捷絲旅―花蓮館（ジャストスリープ）
花蓮富野渡假酒店
百事達国際飯店
成旅晶贊飯店 花蓮假期

曼波魚四季大飯店
花蓮亜士都大飯店
統帥大飯店(マーシャル)
F HOTEL
麗格休閒飯店（リガホテル）

君鴻国際酒店（スカイタワーホテル）
義大皇家飯店
漢来大飯店(ハイライ)

国賓大飯店(アンバサダー)
義大天悦飯店
圓山大飯店(グランド)
福華大飯店(ハワード)
寒軒国際大飯店 （ハンシェンインターナショナル）
麗尊酒店（ロイヤル・リーズ）

華王大飯店(キングダム)

金石大飯店-宜都館
高雄漢王洲際飯店
高雄橘子飯店
高雄中央飯店
高雄帝后飯店
立多商旅
統茂松柏大飯店
高雄哲園學產文教會館（ｶﾞｰﾃﾞﾝｴｼﾞｭｹｰｼｮﾝｶﾙﾁｬｰﾎﾃﾙ）

花蓮

西子灣大飯店 (愛河館)
翰品酒店（シャドーデシン）
華園大飯店(ホリデーガーデン)
麗景酒店（リーズブティック）
大都会酒店（メトロポリタンホテル）
捷絲旅―高雄中正館（ジャストスリープ）
國際星辰旅館（インターナショナルシチズン）（旧：国際星辰大飯店）

福容大飯店
城市商旅 高雄真愛館（城市商旅－高雄館から変更）
高雄

和逸高雄中山館（ﾎﾃﾙｺｰｼﾞｰ）
皇家金宸大飯店（ロイヤルゴールドホテル）

オークラ プレステージ台北
圓山大飯店(グランド)（本館）
君悦大飯店(グランドハイアット)
晶華酒店(リージェント台北)
香格里拉遠東国際大飯店(シャングリラファーイスタンプラザ)
台北喜来登大飯店(シェラトン)
台北Ｗ飯店
君品酒店（パレドシン）
老爺大飯店（ホテルロイヤル日航）
台北寒舍艾美酒店（ル・メリディアン）
六福居（レオフーレジデンス）
台北文華東方酒店(マンダリンオリエンタル)
寒舍艾麗酒店（ハンブルハウス）
台北慕軒（マディソン台北）
台北萬豪酒店（台北マリオットホテル）
台北六福萬怡酒店（コートヤード・バイ・マリオット台北）
美福大飯店（グランドメイフルホテル台北）
板橋凱撒大飯店（シーザーパーク板橋）
台北有園飯店
新板希爾頓酒店（ヒルトン台北新板）

西華飯店(シャーウッド)

台
湾

台北

墾丁/南台湾/車
城

桃園大渓笠復威斯汀度假酒店 (ウェスティン大溪 リゾート・桃園)

桃園/大渓

三峡

旗津道酒店（イン ヤング ホテル）
F ホテル
好地方大飯店
人道国際酒店（ジェンドウ インターナショナル ホテル）
HOTEL WO（窩飯店）
喜迎旅店
頭等艙
高雄富驛商旅
高雄商旅飯店（アーバンホテル）
慶泰大飯店(ガーラ)
麒麟商旅(Gallery Hotel)（旧：台北麒麟商務會館）
圓山大飯店(グランド）（インサイドルーム）

華國大飯店(インペリアルホテル)
台北長栄桂冠酒店(エバーグリーンローレル)
富譯酒店台北南東館(ＦＸ ＨＯＴＥＬ)
喜瑞飯店
首都大飯店旗艦館（キャピタルホテル旗艦館）
（変更）圓山大飯店(グランド）（麒麟庁）
国賓大飯店（アンバサダー）
康寧生活會館
城市商旅・南東館（シティースイート）
城市商旅・南西館（シティースイート）

馥都飯店（グランドフォワードホテル）
康華大飯店(ゴールデンチャイナ)
天成大飯店(コスモス）
三徳大飯店(サントス)
燦路都飯店(サンルート)
神旺大飯店（サンワン）
深坑假日大飯店（深坑ホリデイイン）
中源大飯店（ニューコンチネンタル）
兄弟大飯店(ブラザー)
福容深坑大飯店 （フーロンホテル）
富園国際商務飯店（リッチガーデン）
老爺商務会館 南西館（ロイヤルイン台北南西）
台北東京国際飯店（東京インターナショナルホテル）
老爺商務会館 林森館（ロイヤルイン台北林森）
馥華商旅（フォワードホテル）
哲園商旅（レアレアガーデンホテル）
首都大飯店小巨蛋館（ザキャピタルホテルアリーナ）
峰巣(ビーハウス）
首都大飯店松山館（ザキャピタルホテル松山）
城市商旅西門館(シティスイート西門館）
台北国際大飯店 (タイペイ・インターナショナル・ホテル）
晶璽商旅・世貿館(アットブティック)
舞衣新宿・南京館(マイホテル南京館)
亜士都飯店(アスター)
大來飯店(デライト)
詩漫精品旅館(スマイル イン)
新站旅店(ニュー ステイ駅前)
雀客旅館(チェック イン)
謙商旅・総統府館(チェイインホテル ジョントンフ)
禾順商旅(ユアホテル) （旧 ホテルバンカ）
立多精品旅館(Ｗ5 ベストホテル）
洛碁驛大飯店（グリーンワールドステーションホテル）
謙商旅・東門館 （チェイイン ホテル）
藝宿商旅台北館（イー スゥ ホテル）
洛碁松山大飯店（グリーンワールド松山）
駿宇飯店（ホテルジューン）
洛碁南港大飯店（グリーンワールド南港)
萬事達行旅-中華館（ｳｫﾝｽﾀｰﾎﾃﾙ）
アンバ台北西門町ホテル
天成文旅華山町（コスモスクリエーション華山町）
華秦王子大飯店(グロリアプリンス)

台北凱撤大飯店(シーザーパーク)
神旺商務酒店（サンワンレジデンス）
台北伸適商旅（センス）
立多精品旅館（W5 Hotel Taipei）
台北美侖大飯店(パークビュー)
福華大飯店(ハワードプラザ)
台北花園大酒店（タイペイガーデン）
中和福朋喜来登大飯店（フォーポイントバイシェラトン）
台北福容大飯店（フーロンホテル）
台北馥敦大飯店・南京店（フラートン）
美麗信花園酒店（ミラマーガーデン）
国聯大飯店（ユナイテッドホテル）
台北商旅(ＬＥＳ ＳＵＩＴＥＳ ＴＡＩＰＥＩ)
皇家季節酒店（ロイヤルシーズンズ）
国泰商旅忠孝館（旧：國泰商旅）
欧華酒店（リビエラ）
和逸台北民生館（ホテルコージー）
誠品行旅（エスリテ ホテル）
和逸台北忠孝館（ホテルコージー）
圓山大飯店(グランド）（麒麟庁）
洛碁大飯店-建北商旅（グリーンワールドホテル建北商旅）
家美飯店(ウェルカム ホテル)
力麗哲園商旅(レアレアガーデンホテル)
台北国際飯店(インターナショナル)
洛碁南京大飯店(グリーンワールド南京)
凡登台北商務(ヴァンドームホテル)
金來商旅(ロイヤルビズ台北)
豪麗飯店(ロイヤルパレス)
宜家商旅（ラ メゾン ホテル）
逸寛文旅大安館（ホームホテル大安)
松年酒店（ソンネンホテル)
中山意舎酒店(アンバ 台北 ゾンシャン)
洛碁忠孝大飯店（グリーンワールド忠孝）
台北亜都麗緻大飯店（ランディス）
Hotel Mezi 日暉酒店-台北站前館
台北凱達大飯店（シーザーメトロ台北）
松山意舎酒店（アンバ台北松山）
台北城大飯店（台北シティホテル）
趣淘漫旅-台北（ホテルチャムチャム台北）
王朝大酒店（サンワールド・ダイナスティー）
宿之酒店（ｽｽﾞﾎﾃﾙ）
墾丁悠活麗緻渡假村（ヨーホービーチリゾート）
墾丁凱撤大飯店(シーザーパーク)
墾丁福華大飯店(ハワードビーチ)
墾丁H會館
墾丁泊逸渡假酒店（ボウティックス リゾート ホテル 墾丁）
桃園翰品酒店（シャトー・デ・シンホテル）
桃園鴻禧飯店
桃園桃禧航空城（ホテルオーチャードパーク）
台北諸富特華航桃園機場飯店（ノボテル）
桃園福容大飯店（フーロンホテル）
富立登國際大飯店 （フリーダムデサインホテル）

城市商旅・航空館（シティ・スイート）
中壢古華大飯店（ホテル古華シャトー）
桃園智選假日飯店（ホリデイインエクスプレス）
桃園住都大飯店（桃園住都プラザホテル）
晶悦国際飯店（プレザント ホテルズ インターナショナル）
中壢米堤大飯店（ルミディホテル中歴）
桃園享樂文旅（ヘドホテル）
三鴬福容大飯店
深坑假日飯店
富信大飯店

大坂根森林温泉渡假村
深坑福容飯店

関子嶺温泉スパリゾートホテル(統茂ホテル）
阿里山賓館（現代館）
高峰大飯店
東方明珠國際飯店

阿里山

阿里山賓館（歴史館）
登山別館
高山青大飯店

阿里山閣大飯店
神木賓館

耐斯王子大飯店（ナイスプリンスホテル嘉義）
雲登渡假会館（グランド ビュー リゾート ）

嘉義兆品飯店
繪日之丘（サンダイアログ）
柑子商旅（オレンジホテル）

嘉冠大飯店
永琦商旅
皇爵飯店
永悅商務大飯店

台糖長栄酒店(エバーグリーンプラザ)
桂田酒店
大億麗緻酒店(ターイーランディス)
台南晶英酒店（シルクプレイス台南）
和逸台南西門館（ホテルコージー）
台南老爺行旅
和逸台南西門館（ホテルコージー西門台南）

台南維悦酒店（台南ウェイ ヤット トン マオ グランドホテル）
台南大飯店(タイナン)
立多飯店（ベストホテル）
烏山頭湖境渡假会館
剣橋大飯店（ケンブリッジホテル）
華心大飯店(フアシンホテル）
富華大飯店（フワード ホテル）
富信大飯店（フーシンホテル）
台南富驛時尚酒店（FXホテル台南ミンシェン ロード ブランチ）

新朝代飯店（ダイナスティ）
天下大飯店（ラ プラザホテル）

日月潭大淶閣大酒店
日月潭大飯店
儷山林哲園会館
友山尊爵酒店
米堤大飯店
明琴清境荘園
埔里冠月精品旅館

埔里鎮宝大飯店(ホーリーチンポー)
埔里天水蓮大飯店
経典大飯店
立徳大飯店

景聖楼大飯店

水美温泉会館(ホットスプリングリゾート)
北投春天酒店(スプリングシティリゾート)
皇家季節酒店北投館（ロイヤルシーズンホテル）
北投大地酒店（ザ ガイア ホテル）

龍邦僑園會館
台北北投雅樂軒酒店（アロフト台北北投）

熱海大飯店

福容大飯店（漁人碼頭）
亞太飯店

成旅晶贊飯店
淡水福格大飯店
福容温泉会館

翰品酒店
麗京棧酒店

白金花園酒店(プラチナホテル）

嘉義

香格里拉遠東国際大飯店（シャングリラ）

台南

涵碧楼大飯店(ザ・ラルー サンムーンレイク)
日月行館
日月潭馥麗温泉大飯店
埔里/日月潭/清 日月潭雲品酒店（フローデシン）
境/溪頭

北投温泉

淡水

日勝生加賀屋國際溫泉飯店
麗禧溫泉酒店
北投老爺大酒店（ホテルロイヤル北投）

金山
新荘/泰山/新店
蘇澳
蘆洲
苗栗
野柳
雲林
鹿港
澎湖
石門ダム

国王大飯店(エンペラー)
洛碁山水閣大飯店（グリーンワールドインチュンサン）（旧 山水閣大飯店）
洛碁大飯店 林森館（グリーンワールドインリンセン）
洛碁大飯店-松江館（グリーンワールドホテル松江）
豪爵飯店（メトロホテル）
世聯商務飯店（リンクワールド）
長春商務旅館（エバースプリング）
統一大飯店（ユナイト）
新仕界大飯店（ニューワールド）
一楽園大飯店（パラダイス）
上賓大飯店（ＶＩＰホテル）
第一大飯店(ファースト)
洛碁大飯店-花華館（フローラホテル）（旧：花華大飯店）
北城大飯店（シティ）
密都大飯店（メドウホテル）
友萊飯店（フレンズホテルヨライリージェンシー）
豪景大酒店（リバービュー）
六福客桟(レオフー)
台北碧瑤飯店（ホテルB）
凱統大飯店（KDMホテル）
瑞格商務会館（リーガルホテル）
儷莱大飯店（リライトホテル）
宣美飯店(シュアンメイホテル)
葳皇時尚飯店(V-ONEホテル)
星辰飯店（シチズンホテル）
愛客発商旅（本館）（ECFA）
ジャスト・スリープ（西門町館）
ジャスト・スリープ（林森館）
福泰桔子商旅-開封店（オレンジホテルカイフォン）
福泰桔子商旅-館前店（オレンジホテル カンゼン）
福泰桔子商旅-林森店（オレンジホテル リンセン）
華麗大飯店（フェラーリホテル）
台北喬美旅店（チャーミングホテル）
舞衣新宿（マイホテル）
洛碁中華大飯店（グリーンワールド中華）
東姿商務旅館（イースタンビューティー）
福君海悦大飯店（フォーチュンハイアット）
首都大飯店 南京館 (キャピタル・ホテル・南京）
RF比堤商旅 建北館 (RFプリティ・ホテル 建北館）
貴都大飯店(クリスタル)
絲達爾旅店(スターホテル タイペイ)
新客来南西館(ニューステイ南西)
采舍精品旅館(カイシー ホテル)
金帥商旅(キンシホテル)
西門星辰大飯店(シイメン シチズン ホテル)
長虹大飯店(レインボーホテル)
新凱商務飯店（シルケンホテル）
萬事達行旅-西門館（ｳｫﾝｽﾀｰﾎﾃﾙ）
萬事達行旅-松山館（ｳｫﾝｽﾀｰﾎﾃﾙ）
三貝茲飯店（トリプルベッツ）

南台湾大飯店(サウスフォーモサ)
墾丁力麗哲園（リーリーガーデンホテル）

深坑/汐止
関子嶺温泉

高雄京城大飯店(ホテル キングス タウン)
九福大飯店（エバーラック）
力麗久居棧旅店（リーリー9ホテル）-高雄館

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館（レイクショアホテル蘇澳四季双泉館）
成旅晶贊飯店
苗栗兆品酒店（苗栗ﾒｿﾞﾝ・ﾃﾞ・ｼﾝﾎﾃﾙ）

楽頣飯店(ラクレホテル）
薆悅酒店野柳渡假館（ｲﾝﾊｳｽﾎﾃﾙ野柳）
華安大飯店（メトロホテル）

剣湖山王子大飯店
鹿港永樂酒店（ユニオンハウスルーカン）
福朋喜來登酒店
百世多麗花園酒店（ペスカドレス）
石門水庫福華渡假別館（ハワードレイクリゾート石門ダム）

1／1

