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国 都市 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

ブリスベン ●ノボテルブリスベン
●メルキュールブリスベン

ゴールドコースト ●パラダイスアイランドリゾート
●ビーチコマーリゾート・サーファーズ
パラダイス（旧ブレークフリービーチコ
マー・サーファーズリゾート）
●パラダイスリゾート・ゴールドコース
ト
●クオリティーマーメードウォーターズ
●バイブホテル・ゴールドコースト
●アルファソブリンホテルゴールドコー
スト

●ヴォコゴールドコースト
●マントラクラウンタワーズ（旧クラウ
ンタワーズリゾートアパートメント）
●クラウンプラザ・サーファーズパラダ
イス
●ノボテルサーファーズパラダイス
●シーワールド・リゾート
●メルキュール・ゴールドコースト・リ
ゾート（旧ラディソンリゾート）
●マントラ・レジェンズ
●ザ・アイランド・ゴールドコースト

●マントラ　オン　ビュー
●ソフィテル・ゴールドコースト
●QTゴールドコースト（旧ゴールド
コーストインターナショナル）
●ザ・スターゴールドコースト
●RACVロイヤルパインズリゾート
●Q1リゾート＆スパ　ゴールドコースト
●マントラ・サンシティー・サーファーズ
パラダイス
●サーファーズパラダイス・マリオット
リゾート
●パラッツォ・ヴェルサーチ
●インターコンチネンタル・サンクチュ
アリーコーブリゾート（ホープアイラン
ド）
●ヒルトン　サーファーズパラダイス
●オークスゴールドコースト（ホテル
オーシャンスパ）

名鉄観光サービス株式会社　等級別ホテルリスト　オーストラリア

シドニー ●メトロホテル・マーロー・シドニー・セ
ントラル（旧メトロホテル・セントラル・
シドニー）
●デビアホテル
●アイビスホテル・ダーリングハー
バー
●ランデブー　ホテルシドニーセントラ
ル
●トラベルロッジ・ウィンヤード
●ベイビューブ-ルバード
●メルキュールホテル・シドニー
●リッジスカンパーダウンホテル
●キャピトルスクエアホテル
●アスパイアホテルシドニー
●グレート・サザン・ホテル

●リッジスワールドスクエアシドニー
●リッジスシドニーハーバー
●パークロイヤル・ダーリングハー
バー（旧クラウンプラザダーリング
ハーバー）
●ブルマン・シドニー・ハイドパーク（旧
シドニー・マリオット）
●ノボテル・シドニー・オン・ダーリング
ハーバー
●ノボテル・シドニー・ダーリングハー
バー
●フォーポインツ・バイ・シェラトン・
ダーリングハーバー・シドニー
●ノボテルセントラル（旧シティーゲー
トセントラル）
●リッジスシドニーセントラル（旧シー
ベルサリーヒルズ）
●ヴァイブホテル･シドニー
●ザ・グレース
●ホリディ・イン・ダーリングハーバー
●ヴァイブホテル・ラッシュカッターズ
シドニー
●ホリディ・イン・ポッツポイント
●パイプ　ホテル　ラッシュカッターズ
ベイ　シドニー
●パイプ　ホテル　シドニー
●トラベロッジ　ホテル　シドニー
●ハイアットリージェンシーシドニー
●クラウンプラザ　シドニー　ダーリン
グハーバー
●ホリディイン　シドニー　エアポート

●インターコンチネンタル
●フラトンシドニ－
●ランガムシドニー（旧オブザーバート
リー）
●サースタンフォードサーキュラー
キー
●ビアワンシドニーハーバー(旧シー
ベルピアワン）
●シドニーハーバーマリオット
●シェラトン・グランデ・シドニー・ハイ
ドパーク
●シャングリラホテル
●スイスホテル
●ザ・スター
●ソフィテルウェントワース
●ヒルトン
●フォーシーズンズホテル
●ラディソンブルーホテル・シドニー
●アモラ・ホテル・ジャミソン・シドニー
●ソフィテルダーリングハーバー
●インターコンチネンタル　シドニー
ダブルベイ

●パークハイアット(オペラハウス
ビュー)

オーストラリア



ケアンズ ●アカシアコート
●イル・パラッツォ
●ケアンズサンシャインタワー
●ケアンズコロニアルクラブリゾート
●ケアンズビレッジリゾート
●ケアンズプラザ
●イビススタイルケアンズ
●ラマダ・バイ・ウインダム・ケアンズ・
シティセンター
●ケアンズ・シェリダンホテル
●ベイビレッジトロピカルレトリート
●リッジスプラザケアンズ
●コーラルツリーイン
●ブレークフリー・ロイヤル・ハーバー
●クイーンズコート
●ハイズホテル
●ホリディインケアンズハーバーサイ
ド

●ノボテルケアンズオアシスリゾート
●リッジズ・トレードウインズケアンズ
●パシフィック・ホテル・ケアンズ（旧パ
シフィックインターナショナル）
●ダブルツリーバイヒルトン（旧ホリ
ディ・イン）
●リッジズ・エスプラネード・リゾート
●マントラエスプラネード
●マントラトリロジー
●アボットケアンズ
●ベイリークリスタルブルックコレク
ションリゾート
●シャングリラホテル・ザ マリーナ ケ
アンズ

●プルマン ケアンズ インターナショナ
ル (旧ザシーベルケアンズ）
●ヒルトンケアンズ
●プルマンリーフカジノ

パームコーブ ●ケワラビーチリゾート ●グランドチャンセラー・パームコーブ
（旧ノボテル パームコープリゾート）

●ペッパーズビーチクラブパームコー
ブ
●アラマンダ・パームコーブ・バイ・ラ
ンセモア（旧アンサナリゾート＆スパ）

　

ポートダグラス ●ＱＴポートダグラス ●ラマダリゾートポートダグラス（旧メ
ルキュール・ポートダグラス・トゥリー
トップス・リゾート）
●シェラトン・ミラージュ

メルボルン ●アイビス
●マキュアーアルバートパーク（旧シ
ティーゲート・アルバートパーク・メル
ボルン）
●グランドチャンセラー
●ヴァイブ・サヴォイホテル
●ランデブーホテル・メルボルン
●ノボテルセントキルダ
●イビススタイル・メルボルン・ザ・ビク
トリア（旧ビクトリア）
●ベイビューオンザパーク
●メルキュールグランドスワンストン
●メルキュールメルボルン・トレジュ
リーガーデンズ（旧メルキュールメル
ボルン・スプリングストリート）
●ラディソン・オン・フラッグスタッフ
ガーデンズ
●バットマンズヒル・オン・コリンズ
●リッジスノースメルボルン
●ホリディイン　エクスプレス　メルボ
ルン　サウスバンク
●グレイト　サザン　ホテル

●ベイビュー･エデン･メルボルン
●グランドホテル
●グランドメルキュール
●ノボテル・オン・コリンズ
●クラウンプラザ・メルボルン
●ダブルツリーバイヒルトン・メルボル
ン（旧シティーゲート・メルボルン）
●メルボルンマリオット
●セントキルダロードパークビュー
●リッジスメルボルン
●クラリオン・スイーツ・ゲートウェイ
●ホリディイン　メルボルン　オン　フリ
ンダース
●ホリディイン　メルボルン　エアポー
ト
●コーズウェイ　353
●メルキュール　ウエルカム　メルボ
ルン

●ウエスティンメルボルン
●グランドハイアット
●ザ・ウインザー
●スタンフォードプラザ
●ソフィテル　メルボルン　オン　コリン
ズ
●ザ・コモ・ホテル
●プルマン・ヒルトン・オン・ザ・パーク
（旧メルボルン・ヒルトン・オン・ザ・
パーク）
●ランガム
●インターコンチネンタル　メルボルン
ザ・リアルト
●クラウンメトロポール
●パンパシフィックメルボルン
●クラウン　プロメナード
●クラウンタワーズ
●パークハイアットメルボルン



パース ●アイビス
●グレート・サザン・ホテル・パース
（旧アイビススタイルズパース）
●ランデブー ホテル パース セントラ
ル（旧ランデブースタジオ）
●グッドアースホテル
●シティステイアパートメント
●シタディーンズ セントジョージ テラ
ス（旧サマーセット・セント・ジョージテ
ラス）
●ニューエスプラネード
●パースアンバサダー
●ペンシオーネ
●シーズンスオブパース
●メトロホテル･パース
●キングスパース
●スリバンズ
●コンフォートホテルパースシティ
●コンフォートイン ベル アイ パース
（旧インペリアルコート）

●エスプラネード ホテル フリーマント
ル バイリッジズ（旧エスプラネード・フ
リーマントル）
●クラウンプラザ
●クラウンプロムナード
●マントラオンヘイ
●ジュンダラップリゾート
●バインズリゾート（旧ノボテル・バイ
ンズリゾート）
●ノボテル・ラングレー
●パーメリア・ヒルトン
●メルキュール・パース
●リッジス・パース
●フォーポインツバイシェラトン
●ホリディ・イン・シティセンター
●ダクストン　ホテル　パース
●トラベロッジパース

●クラウンメトロポール
●パンパシフィックパース（旧シェラト
ン・パース）
●ダクストン
●ハイアットリージェンシー・パース
●ランデブーホテル　パース
●フレーザー・スイーツ・パース
●インターコンチネンタル　パース　シ
ティセンター
●クラウンホテル

●クラウンタワーズ

アデレード ●アデレードメリディアン
●チフリーオンサウステラス・アデレー
ド
●グランドチフリー
●メルキュールグロブナーホテル
●ホリデイインエクスプレスアデレード

●ブレイクフリーアデレード（旧サビ
ル・シティー・スイート）
●グランドチャンセラー･アデレード･オ
ン･ヒンドリー
●ザ・プレイフォード・アデレード・Ｍ
ギャラリー
●グランドチャンセラー･アデレード･オ
ン･カリー
●クラウンプラザ

●スタンフォードグランド
●スタンフォードプラザ
●インターコンティネンタル（旧ハイ
アットリージェンシー）
●ヒルトン

エアーズロック ●アウトバック・パイオニア（ホテル
ルーム）
●エミューウォークアパートメント

●デザート・ガーデンズ ●セイルスイン・ザ・デザート ●ロンギチュード131"

ダーウィン ●フロンティア・ホテル　ダーウイン
●ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ダー
ウィン（旧ホリディ・イン・ダーウィン）

●リッジス・ダーウィン・セントラルホテ
ル
●マントラオンザエスプラネード ← マ
ントラ・オン・ヘイ（ホテルルーム）
●トラベロッジ・ミランビーナ・リゾート

●ヒルトン・ダーウィン（旧クラウンプラ
ザ・ダーウィン）
●ノボテル・アトリウム
●ダブルツリー・バイ・ヒルトン・エスプ
ラネード・ダーウィン(ホリディ・イン・エ
スプラネード)
●スカイシティー・ダーウイン

カカドゥ ●オーロラ・カカドウ・ホテル
●カカドゥ・ロッジ・クーインダ・バイ・ア
コー（旧ガガジュー・ロッジ・クーイン
ダ）

●メルキュール・カカドゥ・クロコダイル
ホテル（旧ガガジュー・クロコダイル・
ホリディ・イン）

ハミルトン島 ●パームバンガロー＆テラス ●ウィットサンデー・ホリデーアパート
メント
●ハミルトン・アイランド・リゾート(リー
フビューホテル)

●ハミルトン・アイランド・リゾート（ビー
チクラブリゾート）

●ハミルトン・アイランド・リゾート(クオ
リア)

ヘイマン島 ●インターコンチネンタル・ヘイマン・
アイランドリゾート


