
利用予定ホテル・リスト　及び　グレード
NO. 1

都市名 グレード ホテル名

メキシコシティー スーパーデラックス フォーシーズンズ・メヒコ

 デラックス フィエスタアメリカーナ・レフォルマ、ヒルトン･レフォルマ、シェラトン・マリア・イザベル、クリスタルグランド・レフォルマ・ウノ

スーペリア ジェノバ・メキシコシティ、ロイヤル・レフォルマ、プラザ・フロレンシア、インペリアル・レフォルマ

スタンダード リッツ、メトロポル、フォンタン

メリダ デラックス ホリデイイン、フィエスタアメリカーナ、プレシデンテ・インターコンチ・ビジャ・メルセデス、ハイアット

スーペリア ロス・アルシャス、ミシオン・パナメリカーナ、デル・ゴベルナドール、エル・コンキスタドール

スタンダード ベストウェスタン・マヤ・ユカタン、レジデンシャル、コロン、モンテホ・パレス、アンバサダー、エル・カステジャーノ

カンクン スーパーデラックス マリオット・カサ・マグナ、パラディサス・カンクン

デラックス ハイアット・リージェンシー、グランド・オアシス、バルセロ・コスタ・カンクン

スーペリア ﾌﾗﾐﾝｺﾞ･ｶﾝｸﾝ、クリスタル・カンクン、ホリディ・イン・カンクン・アレーナ、レアル・イン・カンクン

スタンダード ホリデイイン・エクスプレス、バタブ・カンクン

グアダラハラ デラックス フィエスタアメリカーナ、ヒルトン・グアダラハラ、プレシデンテ・インターコンチネンタル、ＮＨグアダラハラ

スーペリア ホテル・デ・メンドーサ、ベストウェスタン・プラス・グランホテル・セントロヒストリコ、ミシオン・グアダラハラ、

スタンダード アランザズ・エコ、アランザズ・セントロ、ヌエボ・バジャルタ、ラファイエット

ビジャエルモッサ デラックス ハイアット・リージェンシー、クラウンプラザ、キンタレアル

スーペリア カミーノ・レアル、センカリ、ベスト・ウェスタン・マヤ、オルメカプラザ

スタンダード カリンダ・ビバ、プラザ・インデペンデンシア、クォリティ・イン、ハワードジョンソン

グアナファト スーペリア ミシオン・カサ・コロラダ、ミシオン・グアナファト、レアル・デ・ミナス・グアナファト、ポサダ・サンタフェ

チカンナ スタンダード チカンナ・エコ・ビレッジ

シュプヒル スタンダード デブリッツ・シュプヒル

パレンケ スーペリア ベスト・ウェスタン・マヤ・パレンケ、ミシオン・パレンケ、ビジャ・メルセデス

スタンダード プラザ・パレンケ、ヌトゥトゥン、チャンカー・リゾート

ウシュマル スタンダード ビジャ・アルコロジカス、ミシオン・ウシュマル、アシエンダ、

ロス・カボス スーペリア ウィンダム・リゾート、フィニステーラ

カンペチェ デラックス アシエンダ・プエルタ

スーペリア オーシャンビュー、バルアルテスホテル、デブリッツ

スタンダード プラザ・カンペチェ、ホリディイン

ハバナ スーペリア ホテルプラザ、コモドロ、メモリーズ、コパカバーナ

トリニダ― スーペリア アンコン、コスタ・スル、ラス・クエバス

バラデロ スーペリア メリア・バラデロ、メリア・ラス・アメリカス

サンティアゴ・デ・クーバ スーペリア メリア・サンティアゴ、カサ・グランダ

ベリーズシティ スーペリア プリンセスホテル＆カジノ、シャトーカリビアン、ラディソン・フォート・ジョージ

サン・イグナシオ スーペリア マルタズ・ゲスト・ハウス、カハル・ペチ・ビレッジ・リゾート

サン・ペドロ スーペリア サンブリーズスウォーツ、マヤン・プリンセス、サン・ペドロ・ホリデイ

グアテマラシティー デラックス グランド・ティカル・フトゥーラ、クラウン・プラザ、カミノ・レアル、クラリオン・スイーツ、バルセロ

スーペリア ホリディイン、ラディソンホテル＆スイーツグアテマラシティ

スタンダード セントロ・コロン、オクシデンタル・トメモリーノス、スリープ・イン

ビオドポ・デル・ケツァール スタンダード モンターニャ・デル・ケツァール、ランチ―トス・ロッジ

コバン スタンダード ラ・ポサーダ、セントラル、コバン・インペリアル

フローレス スーペリア カソナ・デル・ラゴ、ペテン・エスプレンディード、マヤ・インターナショナル、イスラ・デル・フローレス

スタンダード カソナ・デ・ラ・イスラ、ホテル・デル・パティオ

アンティグア デラックス ソレイル、カミノ・レアル・アンティグア

スーペリア ポルタ・ホテル・アンティグア

スタンダード ポサダ・デ・ドン・ロドリゴ、ポサダ・アンティグア、カサ・オバーリェ、カサ・ラ・カピーリャ

サンサルバドル デラックス インターコンチネンタル

スーペリア クラウンプラザ、シェラトン・プレジデンテ、ホリディイン、プリンセス

スタンダード マリスカル、クオリティーイン・エアポート、コンフォート、アリカンテ

コパン スーペリア マリーナ・コパン、クラリオン・コパン・ルイナス、カミノ・マヤ、プラサ・コパン

ボゴタ スーペリア ボゴタ・プラザ・サミット・ホテル、アンディーノ・ロイヤル、ホテル・デ・ラ・オペラ

スタンダード ＧＨＬ・ホテル・ロス・ヘロエス、ロイヤル・パーク・メトロテル

コーヒー地帯 スタンダード フィンカ・ホテル・エル・ボスケ・デル・サマン

キト スーペリア アナヒ、カフェ・クルトゥーラ、ホテルメルキュール、ホテル・キト

ミンド スーペリア サチャ・タミア、ヴェジャ・ビスタ、セプティモ・パライソ

コトパクシ スーペリア アシエンダ・シエネガ、アシエンダ・ポルベニール

バニョス スーペリア アシエンダ・レイト、サマリ、アシエンダ・ルナ・ルントゥン

テナ スーペリア サン・イシドロ・ロッジ、グアンゴ・ロッジ

アマゾンエリア スーペリア サチャ・ロッジ、セルバ・ロッジ、ナポ・ワイルドライフ・センター

コロンビア

　　　　メキシコ　

グァテマラ

エルサルバドル

ホンジュラス

ベリーズ

キューバ

エクアドル



NO. 2

都市名 カテゴリー ホテル名

リマ スーパーデラックス マリオット、ソフィテル・ロイヤルパーク・リマ、スイスオテル、カントリークラブ・リマ

デラックス エル・オリバール、シェラトン、メリア・リマ、ソル・デ・オロ・スイーツアパート

スーペリア ラ・アシエンダ、ホセ・アントニオ、ホセアントニオ・エクスクルーシブ、ミラフローレス・コロン、コスタ・デル・ソル・ラマダ

スタンダード マリエル、サンアウグスティン・コロニアル、サンブラス、ソネスタ・ポサダデルインカ・ミラフローレス

クスコ スーパーデラックス モナステリオ

デラックス リベルタドール・クスコ

スーペリア ホセアントニオ・クスコ、エコイン、ｺｽﾀﾃﾙｿﾙﾗﾏﾀﾞ･ｸｽｺ、ノボテル・クスコ、サン・アグスティン・エル・ドラド

スタンダード ミドリ、プラザ・デ・アルマス、サン・アグスティン・インターナショナル、ドン・カルロス

ウルバンバ デラックス タンボ・デル・インカ、アランワ、カサ・アンディーナ

スーペリア ソネスタ・ポサダ・デル・インカ、カサ・アンディーナ・バジェ・サグラード、アグストス

スタンダード サンアグスティン・ウルバンバ、パカリタンプ、ロイヤル・インカ・ピサック

マチュピチュ スーパーデラックス サンクチュアリー・ロッジ

 デラックス インカテラ・プエブロ、スマック

スーペリア エル・マピ、ティエラ・ビバ・マチュピチュ

スタンダード インティプンク・マチュピチュ、インティプンク・アラメダ、ラ・カバーニャ

プーノ デラックス リベルタドール・イスラ･エステベス

スーペリア ポサダ・デル・インカ･プーノ、カサアンディーナ・プライベートコレクション、ホセアントニオ・プーノ

スタンダード シユスタニ、ラ・アシエンダ、ケルカタニ、コロン・イン

タラポト スーペリア リオ・シルカヨ、プエルト・パルメラス、ラ・シレーナ・ラグーナ・ロッジ

ゴクタ スーペリア ゴクタ・ロッジ

チャチャポヤス スーペリア カサ・アンディーナ・チャチャポヤス、カサ・ビエハ、ビジャ・デ・パリス

ラパス デラックス プレジデンテ、ラディソン・プラサ、ヨーロッパ

スーペリア レイ・パレス、ラ・カソナ・ホテル・ブティック　

スクレ スーペリア サマリ、　ス・メルセー、レアル・アウディエンシア、サン・マリノ・ロイヤル、パラドール・サンタ・マリア

ポトシ スーペリア コロソ、バレリー、クラウディア、パトリモニオ、コロニアル

ウユニ塩湖 塩湖周辺 ルナ・サラダ、クリスタル・サマーニャ、パラシオ・デ・サル、スマ・リッチャリ

ホテル・タイカ・デ・ピエドラ・サン・ペドラ・デ・ケメス

ホテル・タイカ・デル・デシエルト

リオ・デ・ジャネイロ ロイヤル・チューリップ、オットン・パレス、マリナ・パレス、シェラトン・リオ、ペスターナ・リオ・アトランティカ

ポルト・ベイ・リオ・インターナショナル

スーペリア ウィンザー・パレス、ウィンザー・プラザ、ゴールデンチューリップ・レジェンテ、チューリップイン・コパカバナーナ、マーリン

スタンダード アトランティコ・コパカバーナ、カリフォルニア、マジェスティック・パレス、ウィンザー・コパ、チューリップイン・コンチネンタル

サンパウロ デラックス マクスード・プラザ・ホテル、ソフィテル・サンパウロ、インターコンチネンタル、ルネッサンス、ポルト・ベイ・ロテル

スーペリア ニッケイパレス、マツバラ・ホテル、ブル－・ツリ－・パウリスタ、ゴールデン・チューリップ・パウリスタ・プラザ

スタンダード ノルマンディ、ブラストン・サンパウロ、ノボテル、ザ・タイム・オットン・フラット

パンタナル サン・フランシスコ・ロッジ、アグアベ・ロッジ、シャーレス・ロッジ

ボニート ウェティガ・ホテル、オーリョ・ダグア、マルーア、ポウザーダ・アリゾナ

フォス・ド・イグアス デラックス マブ・テルマス、ブルボン

スーペリア コンチネンタル・イン、サン・マルティン、ゴールデン・チューリップ・インテルナシオナル、ビアーレ・カタラタス

スタンダード フォールズ・ガリ、ラファイン・パレス、レカント・パーク、カリマ

クリチーバ デラックス ラディソン、ペスターナ、ブルボン、フォーポイント・シェラトン、マブー

スーペリア ブルー・ツリー、マブー・ロイヤル

スタンダード クオリティ・ホテル、チューリップイン・バーテル、チューリップイン・サンタ・フェリシダーデ

ブラジリア デラックス ロイヤル・チューリップ・ブラジリア・アルボラーダ、メリア・ブラジル２１

スーペリア クビチェック・プラザ、マンハッタン・プラザ、ゴールデン・チューリップ・ブラジリア・アルボラーダ

スタンダード セント・ポール、メルクーレ・ブラジリア、メルクーレ・ブラジリア・リデール

オーロ・プレット デラックス モンデゴ・ポウサーダ、ソラール・ド・ロサリオ

スーペリア

スタンダード ソラール・ダ・オペラ、クラシカ・ポウサーダ、アルカンジョ・ホテル・ポウサーダ

サルバドール デラックス ペスターナ・コンベント・ド・カルモ、ペスターナ・バイーア

スーペリア ＧＴ・リオ・ベルメーリョ、バイーア・オーソン、モンテ・パスコアル・サルバドル、ソル・ビクトリア・マリーナ

スタンダード バイーア・マール、ピラール・ポウザーダ、ソル・バッハ・サルバドル、マラズウ

ブエノスアイレス デラックス シェラトン・ブエノス アイレス、インタ－コンチネンタル、マリオット・プラザ

スーペリア NH フロリダ、アメリアン・パ－ク、エスタンシア・ビジャ・マリア

スタンダード オルリー、ウォルドルフ、ブリストル

カラファテ スーペリア エル・ガルポン・デ・グラシアール、ミケランジェロ、メウレン

プエルト・イグアス デラックス イグアス・グランドホテル(JUNIOR SUITE)、シェラトンインターナショナル・イグアスリゾ－ト(ﾌｫｰﾙｽﾞ･ﾋﾞｭｰ)

スーペリア エストリオン、ホテル・カタラタス

スタンダード セント・ジョージ(MASTER)

デラックス

ペルー

ボリビア

ブラジル

アルゼンチン



NO. 3

都市名 カテゴリー ホテル名

サンチャゴ デラックス パークプラザ、リーガルパシフィック、クラウンプラザ、マリオット、シェラトンサンチャゴ、ラディソン

スーペリア アトン・エル・ボスケ、ケネディー、NHシウダー・デ・サンチアゴ、ネルーダ、フォーポイント、ノボテル

スタンダード トーレマヨール、ディレクトール、プロビデンシア、ブルートゥリー・フンダドール、ボナパルト、オルリー、ユーロテル・プロビデンシア

イースター島 デラックス ハンガロア

スーペリア アルティプラニコ・ラパヌイ

スタンダード タハタイ、イオラナ、マヌタラ、マナベイ、オセアニア、オタイ、ゴメロ、ビクトリア

サンペドロデアタカマ デラックス アルト・アタカマ、エクスプローラ、アワシ、ティエラアタカマ

スーペリア カサ・アタカマ、アルティプラニコ、テランタイロッジ、サンペドロ・デ・アタカマ

スタンダード オステリア・サンペドロ、イオラナトラチェ、ラ・カサ・デ・ドン・トーマス、トゥロル、キマル

プンタ・アレナス デラックス ドリームズ

スーペリア カボ・デ・オルノス、レイ・ドン・フェリペ、ディエゴ・デ・アルマグロ、イスラ・レイ・ジョージ

スタンダード ティエラ・デル・フエゴ、ロス・ナベガンテス

プエルト・ナタレス デラックス ザ・シンギュラー

スーペリア コスタ・アウストラリス、アルティプラニコ・スール、インディゴ・パタゴニア、ナタリーノ、マルティン・グシンデ

スタンダード テマウケン

パイネ国立公園 スーペリア オステリア・ラゴ・グレイ、ラス　トーレス、ティエラ・パタゴニア、リオ・セラーノ

カラカス空港近辺 デラックス ユーロビルディング・エキスプレス、マリオット・プラヤ・グランデ、オレ・カリベ

スーペリア プライヤ・グランデ・マリーナ

スタンダード コスタ・レアル・スイーツ

カナイマ デラックス

スーペリア

スタンダード タプイ・ロッジ、ワク・ロッジ、ウカイマ・ロッジ、パラカウパ・ロッジ、ヴェネツール・ロッジ

ロス・ロケス デラックス

スーペリア

スタンダード ラ・ガビオタ、アクアレラ、カラコール、マカナオ、ナトゥラビバ、ラ・シガラ、ＬＴＡロッジ
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