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国

都市

地区名

スペイン

マドリード

(1)
グラン・ヴィア通り、
ソル広場周辺

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

●EXEスイート33
●II カスティーリャ
●アベニダ・グランビア
●アローサ
●ヴィクトリア4
●エスパホテルグランビア
●エスパホテルプラザデエスパーニャ
●オペラ
●グランヴィア２５
●ドムス・セレクタ・アバル
●ドムス・セレクタ・アバル・マドリード・
スイート
●マドリッドグランヴィア２５
●マドリッドチェントロバイメリア
●プチパレス・クリッパー・グランビア
●ブルーセンス・ジェノバ
●ベスト・ウェスタン・カルロスV
●ホテル・アナコ
●レジ－ナ
●レックス
●レヘンテ
●ロス・コンデス
●プリンチペ・ピオ
●トリップ・グランヴィア
●アテネオ

●7イスラス
●イントゥール・パラシオ・サン・マル
ティン
●ヴィンチ・ヴィア６６
●ヴィンチ・キャピトル
●ヴィンチ・セントラム
●エンペラドール
●カタロニア・グランビア
●カタロニア・プエルタ・デル・ソル
●クアトロ・プエルタ・デル・ソル
●サント・ドミンゴ
●セナトール・グラン・ビア21
●セナトール・グラン・ビア70・スパ
●ソーホーブティックオペラ
●ドムス・セレックタ・メニナス
●トリップ・マドリード・プラサ・エス
パーニャ
●トリップ・マドリッド・シベレス
●トリップアンバサダー
●プティパレ プエルタ デル ソル
●ベスト ウェスタン マヨラスゴ
●マリア・エレナ・パラス
●ユーロスターズ・マドリッド・グラン
ヴィア
●ユーロスター・プラサ・マジョール
●ヴィンチ・ソーホー
●ACカールトン マドリッド
●ACアトーチャ
●パセオ・デルアルテ
●カタロニア・ゴヤ
●カタロニア・ラス・コルテス
●ACレコレトス
●ノボテル・マドリッド・センター
●NHマドリード・ナショナル
●シティーハウスフロリラノルテ・バイ・
ファアンダ
●アクセル・マドリード
●インディゴ・グランヴィア
●メルキュール・チェントロ
●トリップ・アトーチャ
●トリップ・メンフィス
●マドリッド・マリオット・プリンセサ
●メリア・カスティーリャ
●メリアマドリッドプリンセサ
●ラファエル・アトーチャ

デラックスクラス

ラグジュアリークラス

(2)(1)以外

バルセロナ

(1)
ランブラス通り、
旧市街周辺

●アストゥリアス
●アバ・アトーチャ
●イビス・チェントロ・ラス・ベンタス
●イビス・バレンティン・ベアト
●ガ二ベット
●セネター・カスティーリャ
●セルコテル・スイート・ヴィエナ
●セルコテル・トグマール
●トリップ・マドリッド・チャマルティン
●プエルタ・デ・トレド
●フランシスコプリメーロ
●ブルーセンスジェノヴァ
●ホリディイン ピラミッド
●マリオット・アウディトリアム
●メイドリッド
●メリア・アヴェニダ・アメリカ

●ACクスコ
●NHコレクション・アバスカル
●NHコレクション・マドリード・コロン
●ＮＨコレクション・パラシオ・デ・テパ
●NHサンヴィ
●NHパセオ・デル・プラド
●NHプリンシペ・デ・ベルガラ
●NHマドリード・スエシア
●NHマドリード・スルバーノ
●NHマドリード・パセオ・デ・アバナ
●NHマドリード・ラガスカ
●NHユーロビルディング
●NHリベラデルマンサーレス
●アイレグランホテルコロン
●アグマール
●アバ・マドリッド
●ウィーアーチャマルティン
●カスティーリャプラザ
●クラリッジ
●グラン・ヴェルサイユ
●グラン・アトランタ
●ｾﾙｺﾃﾙ・ｸﾞﾗﾝ･ｺﾝﾃﾞ･ﾃﾞｭｹ
●プラガ
●マイドリット
●メリア・ガルゴス
●メルカデール
●ノボテル・カンポ・デ・ラス・ナシオネ
ス
●オキシデンタル・カステリャーナ・ノ
ルテ
●ホリディイン・ラス・タブラス
●NHマドリード・ヴェンタス
●リウ・プラザ・エスパーニャ

●ACパラシオ・デル・レティーロ
●ヴィラ ・マグナ
●ウェスティン・パレス
●ウェリントン
●エスペリア・マドリッド
●グランメリアフェニックス
●プリンセサ・プラザ・マドリッド
●ビシャ・レアル
●ホテル・ミゲル・アンヘル・バイ・ブ
ルーベイ
●バルセロ・イマジン
●ユーロスターズ・マドリッド・タワー
●ザ・プリンチパル・マドリード

●リッツ
●グラン・メリア・パラシオ・デ・ロス・
ドゥケス
●インターコンチネンタル

●EXEランブラス・ボケリア
●H10 カタルーニャ プラザ
●HCCタベール
●ＨＣＣモンブラン
●NHバルセロナ・セントロ
●NHポディウム
●アダージオ
●アトランティス
●アバ・ランブラ
●エスペリア・ランブラス
●オリエンテ・アティラム
●ガウディ
●カレドニアン
●サン・アウグスティ
●シタディーン・ランブラス
●スイソ
●ダリア・ランブラス
●ヌーベル
●プリンシパル
●フロール・パークス
●ランブラス
●リアルト
●レヘンシア・コロン

●H10カサノバ
●H1898
●HCCサンモリッツ
●HCCレヘンテ
●NHコレクション・カルデロン
●アヴェニダ・パレス
●ウサバルセロナ
●エグゼ・ライエターナ・パレス
●エスパーニャ
●カタロニア・プラザ・カタルーニャ
●グラン・セントラル
●グランホテル・バルシノ
●ゴティゴ
●コロニアル
●コロン
●サンシ ディプタシオ
●シウタデジャ・バルセロナ
●シルケン・ランブラス
●セルス・リボリ・ランブラ
●バルセロナ・カテドラル
●ピュリッツァー
●ユーロスター・クリスタル・パレス
●ユーロスターズ・BCN・デザイン

●エル・パラス
●マンダリン・オリエンタル
●サー・ビクトール
●カサ・フステル
●クラリス
●ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾎﾃﾙ・ｱﾝﾄﾞ･ｽﾊﾟ・ﾊﾞﾙｾﾛﾅ
●ル・メリディアン
●ルネッサンス バルセロナ ホテル
●ロジャーデルリア

(2)(1)以外

●アラネア
●カタロニア・サグラダ・ファミリア
●デル･マル
●カタロニア・アヴィニョ
●ア－バン・グラン・ドゥカット

●レジーナ
●ロイヤル
●メディナセリ
●カタロニア・ボーン
●スノテル・セントラル
●カテドラル
●カタロニア・ランブラス
●カタロニア・カテドラル
●ヴィンチ・ガラ
●カタロニア・グランヴィア
●バルセロナ1882
●インディゴ・プラザ・カタルーニャ
●カタロニア・パセージ・グランヴィア

●4バルセロナ
●アウト・オガール
●アクタ・アズール（旧アズールバル
セロナ）
●アムレイ・サン・パウ
●イビスメリディアナ
●ヴィア・アウガスタ
●カタロニア・アテナス
●カタロニア・ローマ
●サンタマルタ
●シルケン サン ジェルバシ
●シルケン・ヴィラドマッド
●セネター
●シルケン・ヴィラドマッド
●セネター
●バルメス
●ホリデイイン・エクスプレス・バルセ
ロナ・シティ
●メディシス
●アラネア

●H10イタカ
●H10マリーナ・バルセロナ
●NH COLLECTIONコンスタンサ
●アッティカ21・バルセロナ・マール
●アバ・サンツ
●アバ・バルモラル
●アリマラ
●エキスポ
●オキシデンタル・アテネア・マル
●カタロニア ディナゴナル チェント
ロ
●カタロニア・エイシャンプル1864（--ベルナ）
●カタロニア・バルセロナ・505
●カタロニア・バルセロナ・プラザ
●ギャラリー
●グラン・トーレ・カタルーニャ
●ゲーツ・ディアゴナル
●コンコルディア
●コンデス・デ・バルセロナ
●シウタデッラ
●シルケングラン・ハバナ
●セナトゥール・バルセロナ・スパ
●デルビー
●トリップ・アポロ
●トリップ・コンダル・マール
●バルセロサンツ
●バルセロナ・ウニベルサル
●バルセロナ・ホテル・コロニアル
●バルモラル
●ヒルトン・バルセロナ
●フロントマリティム
●ベストウエスタン・プレミア・ダンテ
●ペレⅣ
●メリアサリア
●メリアスカイ
●ユーロホテル ディアゴナル ポート
●ルームメイト・カルラ
●カタロニア・パーク・プシェット
●オラ・エイサンプル

●アーツ
●クラウンプラザ
●グラン・ホテル・ラ・フロリダ
●ヒルトンディアゴナルマール
●フェアモント・レイファンカルロス
●プリンセサ ソフィア グラン
●ユーロスターズ グラン マリーナ
●Wバルセロナ
●ザ・レベル・アット・メリアスカイ
●ODバルセロナ

