
ラグジュアリー その国、都市を代表する名門ホテル

デラックス 館内設備が充実し、快適な滞在ができるホテル

スーペリア 安心して宿泊できるコストパフォーマンスの高いホテル

スタンダード 施設や設備は標準的で経済的なホテル

エコノミー 価格を優先したサービス・施設内容のホテル

カジュアル サービス・施設内容は最低限のホテル

グレード ホテル名 グレード ホテル名
ラグジュアリー デラックス

長春シャングリ ラ（長春香格里拉大酒店） マックスコート(吉隆坡大飯店)
長春ノーブルホテル(長春名門海航酒店) 長春開元名都大酒店
長春春誼賓館／長春ヤマトホテル（旧名） 長春中日友好会館
国際大厦賓館（コクサイタイカヒンカン）
春誼賓館(シュンギヒンカン)
物貿賓館（ブツボウヒンカン）

グレード ホテル名 グレード ホテル名

インターコンチネンタル 大連 (大連中遠海運洲際酒店) ホテル ニッコー大連（大連日航飯店）

コンラッド大連（大連康莱徳酒店） スイッシュホテル大連(瑞詩酒店)

ニューワールド大連ホテル（大連新世界酒店）

ケンピンスキー ホテル 大連 (大連凱賓斯基飯店)

フラマホテル大連(大連富麗華大酒店)

シャングリ ラ ホテル大連（大連香格里拉大酒店）

ヒルトン大連（大連万達希爾頓酒店）

大連南航明珠大酒店 グランドメルキュールテーダホテル大連（大連泰達美爵酒店）

大連南山花園酒店 嘉信国際酒店

大連星海假日酒店 大連 ワンダ 国際飯店 (大連万達国際飯店)

大連九州国際大酒店

大連金海大酒店

ホリディインエクスプレス大連シティセンター（大連海尊智選假日酒店）

メルキュール テーダ ホテル 大連 (大連泰達美居酒店)

銀帆賓館

大連恒元大酒店

大連賓館

大連渤海明珠酒店

中山大酒店

日月潭大酒店

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ラグジュアリー デラックス

ソフィテル ワンダ ハルピン (哈爾濱万達索菲特大酒店) ホリデイ イン ハルピン(哈爾濱万達假日酒店)

ハルピンシャングリ ラ（哈爾濱香格里拉大酒店） 金谷大厦

龍門貴賓楼酒店/哈爾濱ヤマトホテル（旧名） 黒龍江崑崙大酒店

正明錦江大酒店

エコノミー 松花江凱莱商務酒店 (ハルピン グロリア イン) カジュアル

スーペリア スタンダード

OAK TOUR

／ゆとり旅

＜海外ホテルリスト＞

弊社では経験を通じてご参加いただいた数多くのお客様の評価と添乗員のレポートなどをもとにグレード区別けを行い表示しております

中国

長春（チョウシュン）

スーペリア スタンダード

エコノミー カジュアル

哈爾濱（ハルピン）

エコノミー カジュアル

大連（ダイレン）

ラグジュアリー デラックス

スーペリア スタンダード



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ウォルドルフ　アストリア 上海オンザバンド(上海外灘華尓道夫酒店） JWマリオット ホテル 上海 アット トゥモロースクエア（上海明天広場ＪＷ万豪酒店）

ザ ペニンシュラ上海(上海半島酒店) インターコンチネンタル上海エキスポ(上海世博洲際酒店)

パークハイアット 上海 (上海柏悦酒店) インターコンチネンタル上海浦西（上海浦西洲際酒店）

上海マリオット　ホテル　康橋（上海万豪康橋大酒店）

ウェスティン 外灘センター 上海 (上海威斯汀大飯店)

グランド ハイアット 上海 (上海金茂君悦大酒店)

ケリーホテル浦東上海(上海浦東嘉里大酒店)

ザ ポートマン リッツ カールトン上海（上海波特曼麗嘉酒店）

ザ　リッツカールトン上海浦東（上海浦東麗思カ爾頓酒店）

ザ・プリホテル　アンド　スパ

ジュメイラ上海 ヒマラヤホテル(上海卓美亜喜瑪拉雅酒店）

ソフィテル 上海 シャ山 オリエンタル (上海東方シャ山索菲特大酒店)

ハイアット オン ザ バンド (上海外灘茂悦大酒店)

ハイアット リージェンシー上海五角場

ヒルトン 上海 虹橋 (上海虹橋元一希尓頓酒店)

フェアモントピースホテル (和平飯店)

フォーシーズンズホテル浦東 上海（上海浦東四季酒店）

フォーシーズンズホテル上海（上海四季酒店）

マンダリンオリエンタル浦東上海（上海浦東文華東方酒店）

ロイヤルメリディアン上海（上海世茂皇家艾美酒店）

浦東シャングリ ラ上海（上海浦東香格里拉大酒店）

紅塔ホテル上海(上海紅塔豪華精選酒店)

静安シャングリ・ラ 上海

アスコット浦東上海（上海浦東雅詩閣） 88新天地

アンダーズ新天地上海（上海新天地安達仕酒店） グランド メルキュール 宝隆 ホテル 上海 (上海宝隆美爵酒店)

インターコンチネンタル 上海 浦東 (上海錦江湯臣洲際大酒店) グランドメルキュール上海虹橋(上海虹橋雅高美爵酒店)
ウィンダムグランドプラザロイヤルオリエンタル上海(興榮温徳姆至尊豪廷大酒店) コートヤード バイ マリオット上海浦東(上海斉魯万怡大酒店)

ウィンダムバンドイースト上海（上海興栄温徳姆酒店） コートヤードバイ マリオット上海徐家匯（上海西蔵大厦万怡酒店）

オークラ花園飯店 (上海花園飯店) ゴールデン チューリップ 上海 レインボー（旧：虹橋賓館）

オリエンタル リバーサイド ホテル (東方濱江大酒店) サンワンホテル上海（神旺大酒店）

ガンドン ホテル 上海 (上海粤海酒店) シャンハイ バロン ビジネス ホテル (上海賓龍商務酒店)

クラウンプラザ 浦東 (外高橋皇冠假日酒店) セントラル ホテル 上海 (王宝和大酒店)

クラウンプラザ 上海 (上海銀星皇冠假日酒店) ソフィテル ハイランド 上海 (上海索菲特海崙賓館)

クラウンプラザフーダン（上海復旦皇冠假日酒店） デイズホテル紅楼上海（紅楼戴斯賓館）
グランド　メルキュール上海　センチュリーパーク (上海証大美爵酒店) ノボテル アトランティス 上海 (海神諾富特大酒店)

グランドケンピンスキーホテル上海（上海凱賓斯基大酒店） パークビュー ホテル 上海 (東怡大酒店)

グランドセントラルホテル上海(上海大酒店） パークホテル（上海国際飯店）

コルディス上海虹橋 パークヤードホテル（博雅酒店）

ザ イートン ホテル パラダイス ホテル (上海甸園賓館)

ザ キューブ浦東(上海浦東緑地鉑驪酒店) ハワードジョンソン 淮海 ホテル 上海 (嘉豪淮海国際豪生酒店)

ザ ロンジモント上海(上海龍之夢大酒店) ハワードジョンソン虹橋エアポートホテル上海（上海虹橋金古源豪生大酒店）

サルボ ホテル 上海 (中福世福匯大酒店) フォーポインツ バイ シェラトン大寧(上海大寧福朋喜来登集団酒店)

シェラトン 上海 ホテル ＆ レジデンス 浦東 (上海浦東喜来登由由酒店) フォーポイント バイ シェラトン上海 浦東（上海浦東福朋喜来登由由酒店）

シェラトン上海嘉定ホテル ベストウエスタン浦東サンシャインホテル（最佳西方浦東聖莎大酒店）

シェラトン上海虹口ホテル（上海虹口三至喜来登酒店） ペンタホテル上海(上海貝尓特酒店)

スイスホテル グランド 上海 (上海宏安瑞士大酒店) ホリデイ イン ダウンタウン 上海 (上海広場長城假日酒店)

スカイフォーチュン ブティックホテル ホリデイ イン 浦東 (上海浦東假日酒店)
ダブルツリー バイ ヒルトン上海浦東（上海東錦江希爾頓逸林酒店） ホリデイ イン 古井 上海 (上海古井假日酒店)

ニューワールド上海ホテル(上海巴黎春天新世界酒店) ホリデイ イン上海浦東緑地（上海浦東緑地假日酒店）

ハワードジョンソン ザイダイプラザ 上海 (上海財大豪生大酒店) メリーホテル 上海(上海美麗園大酒店)

ハワードジョンソン展訊上海(上海展訊豪生酒店) ラマダ プラザ ピース ホテル (華美達和平大酒店)

プルマン上海スカイウェイ ホテル（上海斯格威鉑爾曼大酒店） ラマダ プラザ 浦東 サウス 上海 (上海金鉢華美達広場酒店)

ホテル インディゴ上海 オン ザ バンド（上海外灘英迪格酒店） ラマダ プラザ 浦東 上海 (上海浦東華美達大酒店)

上海（シャンハイ）

ラグジュアリー デラックス

スーペリア スタンダード



グレード ホテル名 グレード ホテル名

ホテル ニッコー上海 (上海日航飯店) ラマダ 浦東 エアポート ホテル (上海浦東機場華美達大酒店)

マジェスティプラザ上海 (上海南新雅大酒店) ラマダプラザゲートウエイ上海（嘉匯華美達大酒店）

ミレニアム虹橋(上海千禧海鴎大酒店) ラマダ浦東上海エキスポ（上海浦東華美達花廷酒店）

ラディソン ブル プラザ シン グオ ホテル (上海興国麗笙大酒店) リーガル 金豊 ホテル (富豪金豊酒店)

ラディソンBLU上海ホテルニューワールド（上海新世界麗笙大酒店） リーガル 上海 イーストアジア (上海富豪東亜酒店)

リーガル インターナショナル イースト アジア ホテル (上海富豪環球東亜酒店) ロイヤルトン ホテル 上海 (上海美侖大酒店)

ルネッサンス 上海 中山公園 ホテル (上海龍之夢万麗大酒店) 安亭 ヴィラ ホテル (安亭別墅花園酒店)

ルネッサンス上海普陀ホテル（上海明捷万麗酒店） 嘉瑞酒店(グリーンガーデン ホテル)

ルネッサンス上海揚子江ホテル（上海揚子江万麗大酒店） 海鴎飯店

ルネッサンス上海豫園ホテル（上海豫園万麗酒店） 銀河賓館（休業）

レ スイート オリエント 外灘 上海 (東方商旅) 古北湾大酒店

ロイヤルインターナショナルホテル上海 国際貴都大飯店

華亭賓館 上海スカイレインボーホテル

錦江飯店 上海宛平賓館

恒昇半島国際飯店 上海逸和龍柏飯店

衡山 マーラー ヴィラ (衡山馬勒別墅飯店) 上海浦西開元大酒店

上海 マリオット ホテル 虹橋 (上海万豪虹橋大酒店) 上海浦東麗晟假日酒店

上海 マリオットホテル 長風公園 (上海新発展亜太万豪酒店) 上海雲悦酒店

新錦江大酒店 上海吉臣酒店

上海マリオット　ホテル シティセンター(上海雅居楽万豪酒店） 上海金水湾大酒店

上海遠洋賓館 (オーシャンホテル) 上海光大会展中心国際大酒店

上海佳友維景大酒店 上海国際機場賓館

上海建国賓館 上海薩維尓金爵鹿安酒店

上海古象大酒店 (上海古象大酒店) 上海斯波特大酒店 (シャンハイ スポーツホテル)

上海衡山賓館 上海人済酒店

上海国信紫金山大酒店 上海清水湾大酒店

上海首席公館酒店 上海中祥大酒店

上海松江開元名都大酒店 上海帝ケイ花園大酒店（シャンハイ テイケイ カエン ダイシュテン）

上海大厦 上海虹口世紀大酒店

上海中油陽光大酒店 上海虹口世紀大酒店

上海虹橋迎賓館 上海波音酒店

上海明悦大酒店 上海賓館

上海銘徳大酒店 上海福泰商務酒店

上海揚子精品酒店 上海洋洋顕達度假酒店

虹橋錦江大酒店 上海利園国際大酒店

静安昆侖大酒店(上海希爾頓酒店) 上海龍門和一大酒店

上海空港酒店浦東機場店 上海緑地九龍賓館

城市酒店

新沙瓏国際賓館

瑞金賓館

瑞泰虹橋酒店

瑞峰公寓酒店

静安賓館

東湖賓館

同済戴斯大酒店

宝安大酒店

宝御酒店

邦臣万源大酒店

明城大酒店

蘭生大酒店

瀚海明玉大酒店

隆徳豊国際大酒店

上海（シャンハイ）

スーペリア スタンダード



グレード ホテル名 グレード ホテル名

アスターホテル（浦江飯店）
ホリデイインエクスプレス上海ザーベイ（上海北方智選假日酒店）

ラマダ上海閘北（上海華美達中土酒店）

ワシントン イン (上海華信頓商務酒店)

浦東大酒店

金外灘賓館 (ザ バンドホテル)

金沙江大酒店

金門大酒店 (パシフィック ホテル)

建工錦江大酒店

江蘇飯店

上海ジェイドリンクホテル（上海君麗大酒店）
上海園林格蘭雲天大酒店(グランド スカイライト ガーデンス ホテル シャンハイ)

上海華盈元博大酒店

上海華港雅閣酒店 (アーガイル インターナショナル エアポート ホテル ホンチャオ)

上海興宇大酒店

上海錦江青年会賓館

上海金島温莎酒店(シャンハイキントウオンサシュテン)

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ラグジュアリー デラックス

クラウンプラザホテル瀋陽中山(瀋陽中山皇冠假日酒店) グロリアプラザ瀋陽（瀋陽凱莱酒店）

クラウンプラザ瀋陽パークビュー（国際皇冠假日酒店） ニューワールド 瀋陽 (瀋陽新世界酒店)

グランド ハイアット 瀋陽（瀋陽君悦酒店） ハワードジョンソングランドホテル瀋陽(徳郡豪生大酒店)

ケンピンスキー瀋陽（瀋陽凱賓斯基飯店） ホリデイ イン瀋陽中山（瀋陽中山假日酒店）

シャングリ ラ 瀋陽（瀋陽香格里拉大酒店） レキシントン瀋陽リッチゲート ホテル(瀋陽華府天地莱星頓酒店)

ソフィテル瀋陽リド 金都飯店
ダブルツリー バイ ヒルトン ホテル 瀋陽（瀋陽保成希爾頓逸林酒店） 沈阳香格里拉今旅酒店　(旧沈阳香格里拉今旅酒店)

瀋陽皇朝万豪酒店 曼哈頓丹鳳白露酒店（マンハッタン ホテル）

遼寧賓館／奉天ヤマトホテル（旧名） 瀋陽時代広場酒店

エコノミー 金杯商務酒店 カジュアル

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ザ ウェスティン西安（西安威斯汀大酒店） グランドパーク西安（君楽城堡酒店）

シャングリ ラ 西安 (西安香格里拉大酒店) ハワードジョンソン プラザ 西安 (金花豪生国際大酒店)

ソフィテル西安（西安索菲特人民大厦） パラダイスリゾート（曲江恵賓苑賓館）

ハイアットリージェンシー西安 グランドメトロパークホテル西安（西安阿房宮維景国際大酒店）

ヒルトン 西安（西安万達希尓頓酒店） シェラトン 西安 (西安喜来登大酒店)

クラウンプラザ西安(西安皇冠假日酒店） グランド ダイナスティ カルチャー ホテル(旧グランド ニューワールド ホテル)

グランド メルキュール 西安 (西安豪華美居人民大厦) 唐華賓館

西安グランドノーブルホテル(皇城豪門酒店) メルキュール ホテル 西安 (西安美居人民大厦)
シェラトン西安賽瑞城北ホテル（西安賽瑞喜来登大酒店（城北）） 金石国際大酒店

ゴールデン フラワー ホテル バイ シャングリラ (西安金花大酒店) 恒佳好世界大酒店

西安建国飯店

西安国際会議中心 曲江賓館

西安紫金山大酒店

西安賓館

西安頤和宮大酒店

天域グロリアホテル（天域凱莱大酒店）

ラグジュアリー デラックス

スーペリア スタンダード

エコノミー カジュアル

カジュアル

瀋陽（シンヨウ）

スーペリア スタンダード

西安（セイアン）

エコノミー

上海（シャンハイ）



グレード ホテル名 グレード ホテル名

含光門大酒店(ガンコウモンダイシュテン)

秦宝賓館 (シンホウヒンカン)

西安城市酒店

西安天閲酒店

東方大酒店

万年飯店

陝西航空大酒店

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ラグジュアリー デラックス

吐魯番火洲大酒店 トルファン賓館 (吐魯番賓館)

吐哈石油大厦 交河荘園酒店

西洲大酒店

吐魯番大飯店

鴻遠酒店(コウエンシュテン)

グレード ホテル名 グレード ホテル名

シェラトン ウルムチ ホテル (喜来登烏魯木斉酒店)

ヒルトン ウルムチ（烏魯木斉希爾頓酒店）

新疆尊茂銀都酒店

新疆尊茂鴻福酒店

南航明珠國際酒店(旧ケンピンスキーウルムチ)

新疆瑞豪国際酒店

新彊海徳酒店 トーチホテル（火炬大厦）(旧トーチホテル（火炬大厦）)

新疆鴻福大飯店 鴻金大酒店

東方王朝酒店

美麗華酒店

ラマダホテルウルムチ (新疆屯河華美達酒店)

エコノミー カジュアル

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ラグジュアリー シャングリ ラ ホテル 蘇州 (蘇州香格里拉大酒店) デラックス

アスターホテル蘇州 グロリアプラザホテル蘇州（蘇州凱莱大酒店）

グランドメトロパークホテル蘇州（蘇州維景国際大酒店） フォーポイントバイ シェラトン蘇州（蘇州福朋酒店）

胥城大厦 (キャッスル ホテル) ホリデイ イン ジャスミン蘇州(蘇州茉莉花假日酒店)

パンパシフィック蘇州(蘇州呉宮泛太平洋酒店) 雅戈尓皇朝大酒店

ホテルニッコー蘇州 新城花園酒店

ルネッサンス 蘇州 (蘇州尼盛万麗酒店) 蘇州金澄大酒店

春申湖度假大酒店(シュンシンコトカダイシュテン) 蘇州新世紀大酒店

蘇州マリオットホテル（蘇州万豪酒店） 蘇州蘇苑ホテル

蘇州温徳姆花園酒店(旧蘇州玄妙馬哥孛羅酒店) 蘇州竹輝飯店 (ソシュウチクキハンテン)

蘇州南園賓館 (ソシュウナンエンヒンカン) 蘇州南亜賓館

中華園大飯店 蘇州友聯假日酒店

泊逸精品酒店(旧亜致精品酒店) 蘇州陽澄アイランドホテル

天平大酒店

吐魯番（トルファン）

スーペリア スタンダード

エコノミー カジュアル

西安（セイアン）

烏魯木斉（ウルムチ）

スーペリア スタンダード

蘇州（ソシュウ）

スーペリア スタンダード

ラグジュアリー デラックス

エコノミー カジュアル



グレード ホテル名 グレード ホテル名
ショウ門飯店(ショウモンハンテン)

宜家開元酒店

蘇州建屋美居酒店(メルキュール ソシュウ パークホテル＆スイーツ)

蘇州富駅時尚酒店

南林飯店 (ナンリンハンテン)

麗晶水庄大酒店

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ウェスティン広州（広州海航威斯汀酒店）

グランド ハイアット 広州 (広州富力君悦大酒店)

ザ リッツカールトン 広州 (広州富力麗思嘉爾頓酒店)

シャングリ ラ ホテル 広州 (広州香格里拉大酒店)
マンダリンオリエンタル広州（広州文華東方酒店）

クラウンプラザ広州シティセンター（広州中心皇冠假日酒店） アジア 国際大酒店 (亜洲国際大酒店)

シェラトン広州ホテル（粤海喜来登酒店） ホテル ランドマーク 広東 (華厦大酒店)

チャイナホテル ア マリオット (中国大酒店) ホリデイ イン シティセンター 広州 (広州文化假日酒店)

ヒルトン広州天河（広州天河希爾頓酒店） ラマダ パール ホテル 広州 (広州凱旋華美達大酒店)

プルマン白雲空港 広州（広州白雲机場鉑爾曼大酒店） ランドマーク インターナショナル ホテル (華厦国際商務酒店)

ホテル ニッコー広州（広州日航酒店） ローズデール 広州 (広州珀麗酒店)

ホリデイ イン 十甫 広州 (広州十甫假日酒店) 遠洋賓館

広州ガーデンホテル（広州花園酒店） 広州白雲賓館

広州建国酒店 江湾大酒店
広州白雲機場智選假日酒店 （ホリデイインエクスプレス広洲白雲エアポート） 中国市長大厦

東方賓館

南洋長勝酒店
白天鵝賓館

遠洋大厦

月亮湾酒店

広州賓館
新天河賓館

グレード ホテル名 グレード ホテル名

ホテルプルマン張家界

青和錦江国際酒店

張家界逸臣華天大酒店

張家界陽光酒店

張家界メン南国際酒店 京渓国際酒店

張家界国際大酒店 錦天国際酒店

張家界藍天大酒店 湘電国際酒店

張家界維也納酒店 天子大酒店

凱天国際酒店

金洲大酒店

亘立国際酒店

エコノミー カジュアル

張家界（チョウカカイ）

スーペリア スタンダード

ラグジュア

リー
デラックス

エコノミー カジュアル

広州（コウシュウ）

ラグジュアリー デラックス

スーペリア スタンダード

蘇州（ソシュウ）

エコノミー カジュアル



グレード ホテル名 グレード ホテル名
ラグジュア

リー
シャングリラ ホテル 桂林（桂林香格里拉大酒店） デラックス 桂林漓江大瀑布飯店

シェラトン 桂林 ホテル (喜来登桂林大宇大飯店) フォーチュン　コンドミニアムホテル（桂林幸運酒店）

帝苑酒店 桂山（華星）大酒店

桂林観光酒店

桂林賓館

桂林環球大酒店

桂林丹桂大酒店

桂林伏波大酒店

榕湖飯店

エコノミー カジュアル

桂林（ケイリン）

スーペリア スタンダード


