名鉄観光サービス株式会社 等級別ホテルリスト カナダ
国
カナダ

都市
バンクーバー

エコノミークラス
●バークレイ

スタンダードクラス
●ベストウエスタンシャトーグランビル
●ラマダバンクーバーダウンタウン
●デイズインバンクーバーダウンタウ
ン
●YWCAホテルバンクーバー

ウィスラー・ブラックコム

スーペリアクラス
●カルマナプラザ（コンド）
●センチュリープラザホテル & スパ
●コーストコールハーバーホテルバイ
アパ
●ホリデイイン ホテル & スイーツ ダウ
ンタウン
●サンドマンスイーツオンデイビー（コ
ンド）
●サンドマンホテルバンクーバーシ
ティーセンタ－
●ローズデールオンロブソン（コンド）
●レジデンスインバンクーバーダウン
タウン
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デラックスクラス
ラグジュアリークラス
●ハイアットリージェンシーバンクー
●フェアモントホテルバンクーバー
バー
●フェアモントウォーターフロント
●シェラトンウォールセンターセンチュ ●フェアモントパシフィックリム
リープラザホテル & スパ
●サットンプレイスホテルバンクーバー
●デルタバンクーバースイーツホテル
●メトロポリタンホテル・バンクーバー
●シャングリラホテル
●バンクーバーマリオットピナクルダウ
ンタウン
●パンパシフィックホテルバンクー
バー
●ウエスティンベイショア

●クリスタルロッジ
●アアバホテル
●リステルウィスラー
●ブラッコムロッジ
●タンタラスリゾートロッジ
●ウィスラービレッジイン + スィーツ
●マウンテンサイド ロッジ

●ヒルトンウィスラーリゾート＆スパ
●フェアモントシャトーウィスラー
●ウエスティンリゾート＆スパ
●フォーシーズンズリゾートウィスラー
●デルタウィスラービレッジスイーツ
（コンド）
●サミットロッジブティックホテル(コン
ド)
●パンパシフィック ウィスラー マウン
テンサイド（コンド）
●パンパシフィックウィスラービレッジ
センター（コンド）

●シャトービクトリア
●コーストハーバーサイドホテル＆ マ
リーナ
●ビクトリア リージェント ウォーターフ
ロント
●ダブルツリーバイヒルトンホテル＆ス
イーツビクトリア

●ホテルグランドパシフィック
●フェアモントエンプレス
●デルタ ビクトリアオーシャンポイント
リゾート
●イン アット ローレルポイント
●ビクトリアマリオットインナーハー
バー

ビクトリア

●ベストウエスタンカールトンプラザ
●サンドマン ホテル ビクトリア
●クオリティーインダウンタウンイン
ナーハーバー
●ハンティンドンマナーホテル
●ロイヤルスコットスィート
●コンフォートイン＆スイーツ

カルガリー

●コーストプラザホテルアンドコンフェ ●サンドマンホテルダウンタウンカルガ ●フェアモントパリサー
レンスセンター
リー
●カルガリーマリオット
●ラマダホテルダウンタウンカルガリー
●デルタボーバレー
●ラマダホテルダウンタウンカルガリー
●ハイアットリージェンシーカルガリー
●デイズインカルガリーサウス

カナディアン・ロッキー
（バンフ）

カナディアンロッキー（レ
イクルイーズ、ヨーホー
国立公園、コロンビア大
氷原）
カナディアンロッキー
（ジャスパー）

トロント

●バンフ ボイジャーイン
●インズオブバンフ（別館 STD
ROOM）
●バンパースイン

●バンフターミガンイン
●バンフカリブロッジ＆スパ
●インズオブバンフ（本館 SUP
ROOM）
●ブリュースターマウンテンロッジ
●エルク＆アベニューホテル (旧バン
フインターナショナル)
●カナルタロッジバンフ(旧スプルース
グローブイン)
●バンフイン
●マウントロイヤルホテルバンフ
●バンフアスペンロッジ
●ハイカントリーイン

●リムロックリゾート
●フェアモントバンフスプリングス
●バンフパークロッジ
●ムースホテル＆スイーツ
●フォックスホテル＆スィーツ
●ロイヤルカナディアンロッジ(旧デル
タロイヤルカナディアンロッジ)

●グレーシャービューロッジ
●クロッシング

●レイクルイーズイン
●ディアロッジ

●モレーンレイクロッジ
●エメラルドレイクロッジ
●ポストホテル

●トンキンイン
●マリーンロッジ
●マウントロブソン

●シャトージャスパー
●フェアモントジャスパーパークロッジ
●ベストウエスタンジャスパーイン & ス
イーツ
●ソーリッジホテル
●ロブスティックロッジ
●マーモットロッジ
●ピラミッドレイクロッジ
●テカラロッジ
●ウィスラーズ イン ジャスパー
●クリムゾンジャスパー(旧アメジスト
ロッジ)

●ボンドプレース
●チェルシーホテル
●ホリデイイントロントダウンタウンセン ●ダブルツリーバイヒルトントロントダ
ター
ウンタウン(旧メトロポリタン)
●ストラスコナ
●コートヤードバイマリオットトロントダ
ウンタウン
●ノボテル トロント センター
●デルタトロントイースト（スカボロー）

●ヒルトントロント
●シェラトンセンタートロント
●ウエスティンハーバーキャッスル
●フェアモントロイヤルヨーク
●ルネッサンストロントホテルダウンタ
ウン
●インターコンチネンタルトロントセン
ター
●インターコンチネンタル トロント
ヨークビル
●メリディアン キング エドワード
●フォーシーズンホテルトロント
●パークハイアット
●マリオットトロントブロアヨークビル
●ハイアットリージェンシートロント
●デルタトロント

●フェアモントシャトーレイクルイーズ

ナイアガラフォールズ

●スカイラインホテル & ウォーター
パークナイアガラフォールズ
●ラマダ バイ ウインダハム ナイアガ
ラフォールズ
●フォールスホテル＆イン(旧デイズイ
ンクリフトンヒル)
●コートヤードナイアガラフォールズバ
イマリオット
●コンフォートインフォールズビュー

●シェラトンオンザ フォールズ(街側)
●クラウン プラザ フォールズビュー(街
側)
●ヒルトンナイアガラフォールズ(街側)
●ザ オークス ホテル オーバールッキ
ングザフォールズ
●マリオットゲートウェイオンザフォー
ルズ（街側）
●タブルツリー フォールズビュー リ
ゾート＆スパ
●ラディソンホテル＆スィート

●シェラトンオンザ フォールズ（滝側）
●クラウン プラザ フォールズビュー
（滝側）
●ヒルトンナイアガラフォールズ（滝
側）
●エンバシースィートナイアガラフォー
ルズ
●マリオットナイアガラフォールズ
フォールズビュー
●マリオットゲートウェイオンザフォー
ルズ（滝側）

モントリオール

●カントリースイーツ
●ベストウエスタンビルマレー
●ホリデイインセレクトモントリオール
センタービル
●デイズインモントリオールダウンタウ
ン
●ベストウエスタンホテルヨーロッパダ
ウンタウン

●プラスデュプイモントリオールダウン
タウン
●スプリングヒルスイーツバイマリオッ
ト
●エンバシースイーツバイヒルトンモン
トリオール

●デルタモントリオール
●フェアモントクイーンエリザベス
●ダブルツリーバイヒルトンモントリ
●リッツカールトンモントリオール
オール(旧ハイアットリージェンシーモ
ントリオール
●マリオットシャトーシャンプレイン
●シェラトンモントリオール
●ホテルボナベンチャー(旧ヒルトンボ
ナベンチャー）
●インターコンチネンタルモントリオー
ル
●オムニモントリオール

ケベックシティ

●シャトーベルヴュー
●ベストウエスタンセントールビル

●ホテルクラレンドン
●ホテルシャトーローリエ
●マノアビクトリア
●ロイヤルウィリアム

●デルタケベック
●ホテルパレスロイヤル
●ヒルトンケベック

ローレンシャン

●マノアセントソーバ(サンソベール)
●アックスホテルモントレンブラン(旧コ
ンフォートイン)
●

●ホリデイインエクスプレス ＆ スイー ●マリオットレジデンスイン
ツ (旧 ル カンダハール)
●ウエスティンリゾートトレンブラン
●ル・スイート・トレンブラン
●ホテルデュラック
●ホームウッドスイートバイヒルトンモ
ントレンブラン

P.E.I (シャーロットタウン、
キャベンディッシュ）

●シャーロットタウンイン＆カンファレン
スセンター(旧ベストウエスタンシャー
ロットタウン)
●ロッドロイヤルティーイン & スイーツ
●カナダベストバリューイン & スイーツ
●リゾートアットキャベンディッシュコー
ナー
●シャイニングウォーター

●ダンディーアームスイン
●ホリデイインエキスプレスシャーロッ
トタウン
●キンドレッドスピリッツカントリーイン
(B&B)

●ロッドシャーロットタウン
●ルマングランド
●デルタプリンスエドワード
●ロッドクロウブッシュ
●ロッドブルデネルリバー

●フェアモントル シャトーフロンテナッ
ク

●フェアモント・トレンブランホテル

