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国 都市 地区名 エコノミークラス スタンダードクラス スーペリアクラス デラックスクラス ラグジュアリークラス

名鉄観光サービス株式会社　等級別ホテルリスト　ドイツ

ドイツ ベルリン なし ●A&Oミッテ
●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
●アゴン・オペラ
●アドレマ
●アルデアノーヴム
●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
●ウィンダム・ガーデン・ベルリン・ミッ
テ
●グランド・ホステル・ベルリン・アー
バン
●ゲーツノーブム
●コンフォートリヒテンベルグ
●サヴォイ
●シティ カウンシル
●シルターホフ
●スカンディック・クアフェルステンダ
ム
●デイズインベルリンシティサウス
●トリップバイウィンダムシティ  イー
スト
●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・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
●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
●ベストウェスタン・シティ・オスト
●ベルリナーホフ
●ホリディインエクスプレスシティーセ
ンター
●ホリディインシティイースト・ランツベ
ルガーA
●ホリデイインシティセンターイースト
●メルキュール・アム・アレキサンダー
プラッツ
●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
●レオナルドベルリンシティウェスト
●ホリデイインシティウェスト
●シティホテルベルリンウェスト

●NHクラフュルステンダム
●ＮＨコレクション・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
●アジムットクアフュルステンダム
●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
●エストレル
●クーダム101
●クウラウンプラザポツダムプラッツ
●クラウンプラザベルリンシティセン
ター
●コートヤードマリオットシティーセン
ター
●ゴールデン・チューリップ・ハンブル
グ
●パークプラザウォールストリート
●パークプラザプリンツラウアーベル
グ
●ブライブ
●ベスト・ウェスタン・カントストラッセ
●ベルリン
●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
●マリティム・ホテル・ベルリン
●モーベンピック
●ラディソン・ブル
●ハイペリオン・ホテル・ベルリン
●リウ・プラザ
●レオナルド・ロイヤル・アレキサン
ダープラッツ

●インターコンチネンタル
●ウェスティン・グランド
●シェラトン・ベルリン・グランド・エス
プラナーデ
●シュタイゲンベルガー
●スイソテル
●ソフィテル・クアフィルステンダム
●ツォーベルリン
●ヒルトン
●プルマンシュバイツァーホフ
●マリオット
●ブリストル

●アドロン・ケンピンスキ
●グランド・ハイアット
●パレス
●リッツ・カールトン
●リージェント



●インターコンチネンタル
●ウェスティン・グランド
●ヒルトン・フランクフルト・シティ・セン
ター
●ラディソン・ブルー
●ル・メリディアン
●マリオットフランクフルト
●シェラトン フランクフルト エアポート
ホテル & カンファレンス センター
●シュタイゲンベルガー・エアポート

●NHコレクション・フランクフルト・シ
ティ
●H4ホテル・フランクフルト・メッセ
●サヴィーニーシティ
●シェラトンコングレス
●シタディンヌ・シティー・センター
●シュタイゲンベルガー・シティ
●シュタイゲンベルガー・メトロポリタ
ン
●トリップ・バイ・ウィンダム・フランクフ
ルト
●ホリデイ・イン・アルテ・オペラ
●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
●ウェルカム ホテル フランクフルト
●ハイアット プレイス フランクフルト
エアポート
●アレクサンダー・アムズー
●サボイ・フランクフルト
●インターシティハウプトバンホフ・
スッド

●シュタインゲンベルガー・フランクフ
ルターホフ
●グランドホテル ヘッシッシャーホフ
●ジュメイラ

フランクフルト
(空港周辺含む)

なし ●アドミラル
●アトリウム
●ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ
●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
●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
●サヴォイフランクフルト
●シティ・メルカトール
●シティホテル・フランクフルト
●チェントロ・ナショナル・デラックス・
シティー
●ノウブコンチネンタル
●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・メッセ
●フェイヴァード・ホテルプラザ
●ブリストル
●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
●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
●ラマダ・フランクフルト・メッセ
●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
●レジデンス
●東横INNフランクフルト中央駅前
●メルキュールフランクフルトエア
ポート
●ホテルフランクフルトメッセ　マネー
ジドバイメイア
●フレミングス エクスプレス ホテル フ
ランクフルト
●インターシティー フランクフルトエア
ポート



（１）中央駅周辺 ●アンバ
●クレアティフ・エレファント
●ゲルマニア
●ジーホテルアンドリビングミュンヘン
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
●ノヴム ホテル ミュンヘン アム ハウ
プト バーンホフ
●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

●NHコレクション・ミュンヘン・ババリ
ア
●エクセルシオール
●エデン・ウォルフ
●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
●ベスト・ウェスタン・アトリウム

●ル・メリディアン

●A&Oミュンヘン・レイム
●Ｋ＋Ｋアムハラス
●アートホテル・ＡＮＡ・イム・オリンピ
アパーク
●アルファ
●インペリアル
●ウエストエンド
●ジーホテルアンドリビングミュンヘン
ニンフェンブルグ
●ダニエル
●トリップバイウィンダムノース
●フェリンガーパーク
●ブルネンホフ
●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
●ザ センタールーム ホテル&アパー
トメント ミュンヘン メッセ
●メルキュール ホテル ミュンヘン
スード メッセ
●アジムット ホテル ミュンヘン

●アンビアンスリボリ
●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
●チェントロホテル・ムンディアル
●トルブラウ
●ヒルトン・シティ
●プラッツル
●プルマン
●ホリデイインシティセンター
●マリオット
●ユーロスターズ・グランドセントラル
●リージェント
●フォーポインツ・バイ・シェラトン・セ
ントラル
●メルキュール・シティ・センター
●ノボテル・ミュンヘン・メッセ

●ウェスティン・グランド
●ケーニッホフ
●ソフィテル・ミュンヘン・バイアー・ポ
スト
●パレス
●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
●バイエリッシャーホフ
●ロッコ・フォルテ・チャールズ

(2)(1)以外

ミュンヘン


