
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

アイランド シャングリ ラ香港 JW マリオット ホテル ホンコン

インターコンチネンタル香港 W 香港

カオルーン シャングリ ラ香港 インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港

ザ アッパー ハウス (奕居) クラウンプラザ 香港 コーズウェイベイ

ザ ペニンシュラ香港 グランド ハイアット 香港

ザ ランドマーク マンダリン オリエンタル 香港 ケリーホテル香港

ザ リッツ カールトン香港 コーディス香港 アット ランガムプレイス

フォーシーズンズ ホテル 香港 コンラッド香港

マンダリン オリエンタル 香港 ザ マレー香港 ニッコロホテル

ザ ミラ香港

ザ ランガム香港

シェラトン香港ホテル＆タワーズ

ハーバーグランド 香港

ハイアット リージェンシー香港 尖沙咀

ホテル アイコン

ル メリディアン サイバーポート

香港ディズニーランド・ホテル

オーベルジュ ディスカバリー ベイ 香港 イースト 香港
クラウン プラザ　ホンコン　カオルーン　イースト(香港九龍東皇冠假日酒店) イートン 香港

ゲートウェイ 香港 エンパイアホテル カオルーン チムサーチョイ

ザ エクセルシオール香港 エンパイアホテル 香港 ワンチャイ

ザ ラクス マナー カオルーン　ハーバーフロント　ホテル

ザ ロイヤルガーデン カオルーン コートヤードバイマリオット香港

ザ・パークレーン 香港、プルマン　ホテル コートヤードバイマリオット香港沙田

ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ コスモホテル香港

ディズニー・ハリウッド・ホテル ザ カオルーンホテル

ニューワールドミレニアム香港ホテル ザ キンバリー ホテル

ノボテル シティーゲイト 香港 ザ シティビュー

ハーバーグランド九龍 シティガーデン ホテル

ハイアット リージェンシー 香港 沙田 ドーセットワンチャイ香港

プリンスホテル ノボテル センチュリー 香港

ホテル　LKF　バイ　ロンバス ノボテル 香港 ネーザン ロード カオルーン

ホリデイ イン ゴールデン マイル 香港 パーク ホテル

マルコポーロ香港ホテル ハーバー プラザ ノースポイント

ランソン プレイス ホテル ハーバープラザ メトロポリス

リーガル エアポート ホテル ミラムーンホテル

リーガル香港ホテル ヒルトンガーデンイン香港モンコック

ルネッサンス カオルーン ホテル (香港九龍萬麗酒店) プルデンシャル ホテル (恆豐酒店)

ルネッサンス香港ハーバー ビュー ホテル ホテル パノラマ バイ ロンバス(隆堡麗景酒店)

ロイヤル プラザ ホテル ホテルインディゴ 香港アイランド

ロイヤルパシフィックホテル アンド タワーズ ホテルジェン　香港 バイ　シャングリ　ラ

香港 スカイシティ マリオット ホテル ホテルステージ

ハーバープラザ8ディグリーズ メトロパークホテル カオルーン

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

香港（ホンコン）

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

メトロパークホテル コーズウェイベイ 香港

ラン カイ フォン ホテル

リーガルカオルーンホテル

ロイヤルパークホテル

ロイヤルパシフィックホテル アンド タワーズ

ローズデイル ホテル　香港

ロテル アイランド サウス

ロテル コーズウエイベイ ハーバービュー

ロテル ニナ エ コンベンションセンター

香港 ゴールドコースト ホテル

香港ペンタホテル九龍

B P インターナショナル オヴォロアバディーンハーバー

アイクラブ ション ワン ホテル ホテル ボナパルト バイ ロンバス(隆堡國際雅逸酒店)

アイクラブ フォートレス ヒル ホテル

アイランドパシフィックホテル

アティチュード　オン　グランビル

イン ホテル 香港

オヴォロウェストカオルーン

ガーデンビュー香港

ガンドン ホテル

グランドシティホテル

ザ エンパイアー ホテル コーズウェイベイ

ザ シティビュー

ザ チャーターハウス コーズウェイベイ

ザ　ハーバービュー(湾景国際)

サウス パシフィック ホテル

シルカ ファー イースト ホテル 香港

スタンフォード ヒルビュー ホテル

スタンフォード ホテル モンコック

セントラルパーク ホテル

ソールズベリー YMCA オブ 香港

ドーセット カントウ ホンコン

ドーセットチュンワン香港

ドーセットモンコク香港

トラベロッジカオルーン

ハーバー プラザ リゾート シティ 香港

パンダ ホテル

ベスト ウエスタン グランド ホテル

ベスト ウエスタン プラス　ホテル 九龍

ベスト ウエスタン プラス　ホテル 香港

ベスト ウエスタン ホテル コーズウェイベイ 香港

ベスト ウエスタン ホテル ハーバービュー

ホテル プラーヴォ香港

ホテルサーブ

ホテルジェン　香港 バイ　シャングリ　ラ
ホリデイ イン エクスプレス カオルーン イースト(九龍東智選假日酒店)

ホリデイ イン エクスプレス 香港 モンコク

ホリデイインエクスプレス

メトロパーク ホテル モンコック

リーガル オリエンタル ホテル

リーガル リバーサイド ホテル

ロイヤルパークホテル

ロイヤルビュー ホテル

ローズデイル ホテル カオルーン

エコノミー カジュアル

香港（ホンコン）

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

JW マリオット ホテル マカオ

MGMマカオ

アルティラ マカオ

アンコールマカオ

ウィン マカオ

ウィン・パレス・コタイ

グランド コロアン ビーチ リゾート

グランド　ハイアット　マカオ

グランド リスボア ホテル

コンラッド マカオ コタイセントラル

ザ ヴェネチアン マカオ リゾート ホテル

ザ・リッツ・カールトン マカオ

シェラトングランド マカオホテル コタイセントラル

スター ワールド ホテル

スタジオ シティ マカオ スター タワー

セントレジス・マカオ, コタイセントラル

バンヤンツリーマカオ

フォーシーズンズホテル マカオ コタイストリップ

ポウサダ デ サンチャゴ

ホテル オークラ マカオ

マンダリン オリエンタル マカオ

ロックス ホテル

ギャラクシー ホテル エンペラー　ホテル　マカオ

グランド エンペラー ホテル カーサ レアル ホテル

グランド　ラパ　リゾート　マカオ ハーバービュー ホテル

ザ パリジャン マカオ ホテル ゴールデン ドラゴン

ザ ランドマーク ホテル ロイヤル

スタジオ シティ マカオ セレビリティ タワー ホリデイ・イン マカオ

ソフィテル マカオ ポンテ 16 リオ ホテル

ハードロック ホテル ワルド ホテル マカオ

ホテル リスボア マカオ 北京インペリアルパレスホテル

ホリデイ イン マカオ コタイ セントラル

ラルクホテルマカオ

イン ホテル マカオ

グランドビュー ホテル マカオ

ゴールデン クラウン チャイナ ホテル

フーワー ガンドン ホテル

ホテル シントラ

ホテル タイパ スクエア

マカオ マスターズ ホテル

メトロパーク ホテル マカオ

リージェンシー アート ホテル

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

マカオ特別行政区


