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名鉄観光サービス株式会社　等級別ホテルリスト　タイ

タイ バンコク ●ＭＡ(旧マノーラ)
●バンコクシティイン
●セントリックラチャダー
●グランドアルパイン
●アイレジデンスサトーン
●アステラサトーン
●ウォラブリースクンビット

●バイヨークスカイ
●バンコクパレス
●バイヨークスィート
●バイヨークブティック
●ロイヤルベンジャ
●ロイヤルプレジデント
●キングストンスイーツ
●スイスパーク
●トンタラリバービュー
●マンダリンバイセンターポイント
●グランドスイスホテル
●アンバサダー
●オールシーズンズバンコクサイアム
●イビスサイアム
●センチュリーパーク
●アライズスクンビット
●グランドインカム
●ミラクルスワンナプーム
●デアーニ
●Ｓ３３コンパクト
●イビスナナ
●シタデインスクンビット８
●シタデインスクンビット１１
●シタデインスクンビット１６
●シタデインスクンビット２３
●フラマエクスクルシブサトーン
●フラマエクスクルシブスクンビット
●フラマエクスクルシブアソーク
●アロフトスクンビット
●スリウォンホテル

●モンティエン
●ザスコソン
●ノボテルオンサイアムスクエア
●レンブラント
●ホリデーインシーロム
●アーノマグランド（旧アーノマ）
●モンティエンリバーサイド
●アマラバンコク
●マジェスティックグランデ
●ロハツスイーツ
●ジャスミンシティ
●センターポイントチットロム
●センターポイントシーロム
●センターポイントプラトゥーナム
●センターポイントスクンビット10
●ラマダプラザメナムリバーサイドバンコク
●アマリウォーターゲート
●ホープランドソイ２４
●トリプルトゥーシーロム
●メルキュールサイアム
●ダブルツリーバイヒルトン
●フォーポイントシェラトン
●バンダラスイート
●アナンタラバンコクサトーン
●ホリデーインスクンビット２２
●ノボテルプルンチット
●ホリデーインエキスプレスサイアム
●プレジデントパークスクンビット２４
●インドラリージェント
●サイアム＠サイアム
●Uスクンビット
●Uサトーン
●パークプラザスクンビット
●グランドタワーイントンロー
●ノボテルプラチナムプラトゥーナム
●アットイーズサラディーン
●Ｓ１５スクンビット
●Ｓ３１スクンビット
●サマーセットトンロー

●ロイヤルオーキッドシェラトン
●プルマンバンコクキングパワー
●シャングリラホテルバンコク(シャングリラウ
イング)
●ＪＷマリオットバンコク
●ルメリディアン
●コンラッドバンコク
●インターコンチネンタル
●ウエスティングランデ
●クラウンプラザ
●プルマングランデスクンビット（旧グランドミ
レニアムスクンビット）
●ミレニアムヒルトン
●アマリウォーターゲート
●ソフィテルバンコクスクンビット
●タワークラブアットルブア
●シェラトングランデ
●チャトリウムリバーサイド
●ヒルトンスクンビット
●ルネッサンスラチャプラソン
●ソ―・ソフィテル
●エンポリアムスイーツ
●グランドセンターポイントターミナル２１
●グランドセンターポイントラチャダムリ
●グランドセンターポイントプルンチット
●プルマンバンコクホテルＧ
●マリオットスクンビットパーク
●マリオットスクンビットトンロー
●スイソテルナイラートパーク
●センタラグランドＡＴセントラルワールド
●ホリデーインバンコク
●ホアチャンヘリテージ
●メトロポリタンバンコク
●パトムワンプリンセス
●プラザアテネバンコク
●ラディソンブループラザ
●ノボテルエアポート
●オリエンタルレジデンス
●グランドセンターポイントスクンビット55
●アヴァニスクンビット
●ハイアットリージェンシー

●オークラプレステージ
●フォーシーズンズバンコク
●ザスコタイ
●ペニンシュラバンコク
●バンヤンツリー
●グランドハイアット
●マンダリンオリエンタル
●シャングリラ(クルッテップウイング)
●アナンタラバンコクリバーサイド
●アナンタラサイアム
●サイアムケンピンスキー
●セントレジスフォーシーズンズホテルバンコ
クアットチャオプラヤリバー
●ウォルドルフアストリアバンコク
●シンドーンケンピンスキー



タイ チェンマイ ●ホリデーガーデン
●ＢＰチェンマイシティホテル
●スターホテル
●ボステルイン

●チェンマイオーキッド
●デュアンタワン
●エンプレスチェンマイ
●ノボテルチェンマイ
●チェンマイヒルズ
●ロータスホテル
●メルキュールチェンマイ
●イースティンタン

●センタラリバーサイドホテルチェンマイ
●ロイヤルプリンセス
●チェンマイグランドビューホテル
●タマリンドビレッジ
●カンタリーヒルズ
●パンヴィマン

●ル・メリディアン・チェンマイ
●シャングリラ・チェンマイ
●デュシットＤ２
●ラリンジンダウェルネス
●アナンタラチェンマイ
●シリパンナヴィラ
●クンパヤリゾート

●フォーシーズンズ・チェンマイ
●１３７ピラーズチェンマイ
●ベランダチェンマイザハイリゾート

●グランドメルキュールパトン
●メリディアンプーケット
●サイ―ラグーナプーケット
●アマタラ　ウェレジャーリゾート
●ダイアモンドクリフ
●カタタニプーケット
●ザ・スレート
●ルネサンスプーケット
●ヴィジットリゾート
●JWマリオットリゾート
●ラフローラパトン
●アンサナラグーナ
●ヒルトンプーケットアルカディアリゾート
●アンダマンホワイトビーチ
●スプラッシュビーチリゾート
●ハイアットリージェンシー
●カリマリゾート
●サラプーケット
●ケープパンワ
●プルマンプーケットパンワビーチリゾート
●センタラグランドビーチリゾート
●ツインパームスプーケット
●バヴィリオンプーケット
●プルマンプーケットパンワビーチ
●アヤラヒルトップス
●ボートハウス
●バンダラビラ

●アビスタハイダウェイ
●ショアアットカタタニ
●バンヤンツリープーケット
●シックスセンシズ
●アナンタラプーケットヴィラズ
●ナカアイランド
●アマンプリ
●トリサラプーケット
●ザラチャ
●アンダラリゾート＆ビラ
●キーマラ
●ポイントヤム
●ウェスティンスイレイベイ

タイ プーケット ●パトンロッジ
●パトンリゾート
●ザヴディアンリゾート
●カリムリゾー

●デュアンジット
●ベストウェスタンオーシャンリゾート
●チャームリゾート
●センタラアシュリー
●ピーチヒル
●ピーチブロッサム
●キーリゾート
●シービューパトン
●カタパーム
●プーケットメルリン
●アンダマンビーチスィート
●プーケットオーキッドリゾート
●バウマンブリ

●ロイヤルパラダイス
●ディーバナパトン
●ビヨンドリゾート カタ
●アンダマンエンブレイス
●ナップパトン
●プーケットマリオットリゾート＆スパ メルリン
ビーチ
●パトンメルリン
●サンウイングバンタオ
●サンウイングカマラ
●ノボテルヴィンテージパーク
●ノボテルカマラ
●カマラビーチ
●インピアナリゾートパトン
●ノボテルパトン
●ブラサリ
●サンスリ
●プーケットグレイスランド
●アマリプーケット
●アンダマンカナシアリゾー
●ダブルツリーバイヒルトンプーケット
●デュシタニラグーナ
●ホリディインリゾートプーケット



タイ サムイ ●バーンヒンサイ
●アルズリゾート
●イビスボプット
●チャウエンリゾート

●オゾチャウエン
●チャバサムイ
●ノラチャウエン
●ノラビーチ
●チャバカバナ
●センタラビラサムイ
●サムイオーキッドリゾート

●アマリ コーサムイ
●インピアナチャウエン
●バナナファンシー
●バーンサムイ
●ノラブリリゾート
●カラサムイ

●アナンタララワナ
●ルネンサスサムイ
●サリラヤヴィラズ
●シェラトンサムイ
●センタラ リザーブサムイ
●チャウエンリージェント
●ムアンサムイ
●ライブラリーサムイ
●サラサムイ
●ロイヤルムアンサムイヴィラ
●アナンタラボプット
●サンティブリビーチ
●ザ・ラマイサムイ
●シラヴァディー
●マイサムイ
●サムイリゾテル
●バヴィリオンサムイ

●メラティー
●トンサイベイ
●インターコンチネンタル
●バンヤンツリーサムイ
●シックスセンシズ
●コンラッドサムイ
●Wコサムイ
●ヴァナベッレリゾート
●フォーシーズンズサムイ

タイ カオラック ●グレイスランドカオラックビーチリゾート
●ザ・サンズ

●JWマリオットカオラック
●ラヴェラカオラック
●カオラックラグーナ
●ラフローラ

●サロジン
●カサデラフローラ
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