
国名 都市名 グレード ホテル名 利用ホテルの一例

アララト・パーク・ハイアット・モスクワ デラックスホテル

インターコンチネンタル　モスクワ・トヴェルスカヤ

クラウンプラザ・モスクワ・ワールドトレードセンター 【メトロポールホテル】

サボイ

シェラトンパレス

スイスホテル・クラースヌィエ・ホルムィ

スタンダート・モスクワ　メンバーオブデザインホテル

セントレジス・モスクワ・ニコルスカヤ

ダイヤモンド・アパートメント

チェーホフ・ホテル　モスクワ　クリオコレクション

ナショナル・ラグジュアリー・コレクション

バルチュク・ケンピンスキー

ハイアットリージェンシー・モスクワ　ペトロフスキーパーク

ヒルトン・モスクワ・レニングラーツカヤ

フォー・シーズンズ マリオット・グランド

ペトロフ・パレス

マメイゾン　オールスイーツ・スパホテル　ポクロフカ

マリオット・ロイヤル・オーロラ

マリオット・ノーヴィアルバート

マリオット・グランド

メトロポール

ラディソン・コレクションホテル（旧ラディソン・ロイヤル　モスクワ）

ラディソン・ブル　オリンピスキー

リッツ・カールトン

ロシアン・シーズンズ

ロッテ・ホテル・モスクワ

アエロスター スーペリアクラス

アクアレーリ 【ボロジノホテル】

アサンブレーヤ・ニキーツカヤ

アジムトホテル・オリンピック

アジムトホテル・トゥーリスカヤ

アジムトホテル・スモーレンスカヤ

アルバートハウス

アルファ

アンバサドリー（旧ケブール・パレス）

イズマイロヴォ・ヴェガ

イリス・コングレス

インツーリスト・コローメンスコエ

インペリアシティ

エンパイア

コスモス

グラダ・ブティック(旧クズネツキー・イン）

クラウンプラザ・トレチャコフスカヤ

ゴールデンリング

ゴドゥノフ

コルストン・ホテル・モスクワ

スレーチェンスカヤ

ヒストリカル・ソヴィエツキー

ダニーロフスカヤ

ダブルツリーヒルトン・モスクワ　マリーナ

ノボテル・モスクワ・センター

ノボテル・モスクワ・キエフスカヤ

ノボテル・モスクワ・シェレメチェボエアポート 【ホリデイインレースナヤホテル】

パークイン・モスクワ　イズマイロヴォ

パークイン・モスクワ　ラディソン・サドゥ

バルチュク・ビューポイント

ヒストリカル・ホテル・ソヴェツキー

モスクワ市内でも由緒あるホテルのものが歴史的
価値を持っており外装・内装ともに美しい。モス
クワに位置し、赤の広場、クレムリン劇場へも徒
歩圏内。

モスクワ デラックス

モスクワ スーペリア

2007年に建てられた新しいホテル のソコルニキ
駅から100メートル い。市内中心部から4キロ。



ピョートルⅠ

ブダペスト

ブライトン

ブルガーコフ・レジデンス

プレジデント

プロトン・ビジネス・ホテル

ベガ

ペキン

ホリディイン・ヴィノグラドヴォ

ホリディイン・シモノフスキー

ホリディイン・スシチェフスキー

ホリディイン・ソコーリニキ

ホリデイイン・レースナヤ

ボロディノ・ビジネス・ホテル

マリオット・コートヤード・モスクワ・シティーセンター

マリオット・コートヤード・モスクワ・パヴェレーツカヤ

マリオット・トヴェルスカヤ

マルコポーロ・プレスニャ

マンダリン・モスクワ

メルキュール・アルバート

メルキュール・バウマンスカヤ

メルキュール・パヴェレーツカヤ

ラディソン・スラヴャンスカヤ・ホテル・ビジネスセンター

ルネッサンス・モスクワ　モナーク

アエロポリス

アカデミーチェスカヤ スタンダード

アートホテル 【ヴェガホテル】

アクアリウム

アストラス（セントラルツーリストハウス）

アルタイ

アルバート

アンピール・ベラルースカヤ

イズマイロヴォ・ガンマ

イズマイロヴォ・デルタ

イビス・モスクワ・パヴェレツカヤ 【マキシマイルビス】

ヴォルガ

オールドシティ・モスクワ

カテリーナシティ

サリュート

スプートニク

ズベズドナヤ

ソユーズ

ツーリスト

チャイコフスキー

パーク・イン・サドゥ

プーシキン

ベータ

ボストーク

マキシマ・イルビス

マキシマ・ザリャー

マキシマ・スラヴィア

マキシマ・パノラマ

マトリョーシカ

マラジョージヌィ

モスクワ スタンダード

１９８０年、モスクワオリンピックに向けて改行
されたホテル。３０階建て。イズマイロボホテル
群のうちのひとつ、市内中心からは離れているが

2005年創業３０１室の清潔で新しいホテル。モ
スクワのメインストリートであるトベルスカヤ通
りからも近く、客室は明るい。ベラルーシ鉄道駅
にも近く中心部へのアクセスも良い。

2005年に改装されたホテル。ヴラジキノ駅から
600メートル。5階建96部屋。中心部へも乗り換
えなしで行く事が出来ます。



アストリア

エルミタージュ・ミュージアム　オフィシャルホテル

グランドホテル・ヨーロッパ デラックス

グランドホテル・エメラルド 【アストリア】

ケンピンスキー・モイカ22

コリンシア・サンクトペテルブルク

タレオン・インペリアルホテル

トレジーニ・パレス

フォー・シーズンス

ペトロ・パレス

ラディソン・ロイヤル　ペテルブルグ

ルネサンス・サンクトペテルブルク・バルティック

アングレテール

アンバサダー スーペリア

オリジナルソコス・オリンピアガーデン

ガイオット

クラウンプラザ・サンクトペテルブルグ　リゴフスキー

ゴーゴリ

コートヤード・バイ・マリオット・ヴァシリエフスキー

ゴールデン・トライアングル 【ペトロパレスホテル】

ソコス・オリンピックガーデン

ソコス・パレス

ソコス・ヴァシリエフスキー

デメトラ・アートホテル

ドストエフスキー

ドミーナ・サンクトペテルブルグ

ネフスキーフォーラム 【アンバサダーホテル】

ノボテル・サンクトペテルブルグセンター

パーク・イン・ラディソン・ネフスキー

プーシカ・イン

ベストウエスタン・プラスセンター

ヘルヴェティア・ホテル＆スウィーツ

ホリディ・イン・マスコフスキーバロータ

モスクワ

マルコポーロ・サンクトペテルブルク

ラディソン・ソーニャ・ホテル

ロッシ

アジムト

アステリア スタンダード

アルカディア 【モスクワホテル】

アルバートノルド

アレクサンダー・プラッツ

アトリウム

アンデルセン

イビス・サンクトペテルブルクセンター

エム・ホテル

オニクス

オフチンスカヤ 【アジムトホテル】

カメオ

クリストフ

サンクトペテルブルク

ステーションＫ43

ステーションＭ19

ダシコワ・レジデンス

デミドフ・ブリッジ

トラディション

ペテルブルク デラックス

ロシア

ペテルブルク スーペリア

233室。1912年開業の格調高いホテル。1991年
改装。イサク寺院の真向かいの便利な場所に立つ
古風で情趣のある7階建てのアストリアホテルと
5階建てのアングレーテルホテルからなる。最寄

2005年開業の8階建ての新しいホテル。元は歴
史的建物。ネフスキー通りからマーラヤモルスカ
ヤ通りを入った市内中心部にある。エルミター
ジュ美術館もイサク寺院も徒歩圏内。最寄の地下
鉄ネフスキー・プロスペクト駅

777室。1976年開業。ネフスキー通りの東端、
アレクサンドレ・ネフスキー-修道院のすぐそ
ば。地下鉄駅も近い。最寄り駅：地下鉄アレクサ
ンドラ・ネフスカヴァ駅



ナウチルス・イン

ナ・サピョールナム

ネフスキー・アスター

ネフスキー・エクスプレス
550室。1970年開業。フォンタンカ運河沿いに
立つ3棟からなるホテル。

ネフスキー・グランド
旧ソ連系の大型ホテル。ネフスキー大通りまでは
徒歩で25分程。

ネフスキー・ベーレク93 最寄り駅：地下鉄バルチースカヤ駅

ネフスキー・ベーレク122

ネプチューン

バイ・ザ・エルミタージュ

ハッピー・プーシキン

パーク・イン・プルコフスカヤ

パーク・イン・プリバルチスカヤ

パーク・リオン　ブリッジ

フィフス・コーナー

ブラザーズ・カラマーゾフ

ブリストル

プレミア

ペテルブルグスカヤ・エレーギヤ

ベルヴェデール・ネフスキー

モイカ５

ラドガ

ラフマニノフ・アートホテル

リオン

リゴテル

リドヴァル・ブティック・ホテル

ルーシ

ローゼス・ミニ

コートヤード・マリオネット

サンホテル スーペリア

バイカルビジネスセンター 【サンホテル】

ヨーロッパ

ズヴェズダ

ホテル　サイエン

アンガラ

イビス スタンダード

イルクーツク 【イルクーツク】

インペリア

シティホテル

セントラル

ビクトリア

マトリョーシカホテル

マルクス

ルーシ

スーペリア アナスタシア

レジェンド・オブ・バイカル

バイカルホテル

バイカルスキーテレマ

マヤークホテル 【バイカルホテル】

プリバイカルスカヤ
56室。1979年開業、2006年改装。バイカル湖
に臨む高台に位置している。

クレストーヴァヤ・パーチ
リストビヤンカのホテルのうち、最もよく利用さ
れる老舗ホテル。

【バイカルホテル】

アジムトホテル・ムルマンスク

パーク・バイ・ラディソンポリアルヌィゾーリ

メリディアンホテル

オグニ・ムルマンスカ スタンダード

フィヨルドホテル 【メリディアンホテル】

50室。1999年開業、2007年改装の4階建てのホ
テル。市内中心部から離れている。空港からは約
4km。

224室。1979年開業、2007年改装。9階建ての
大規模ホテル。アンガラ河畔に立地し、市内中心
部まで約1km。レストラン、バー、カジノ、
フィットネスセンター、ビジネスセンター、郵便

スタンダード

イルクーツク スーペリア

イルクーツク

ペテルブルク スタンダード

スタンダード

リストビヤンカ

スタンダード

スーペリア

ムルマンスク

スタンダード



ディスカバリー・ムルマンスク

アムール

アリ

ウザーラ

パルス

ハバロフスクシティ・ブティック

ソプカ スーペリア

オリンピックホテル 【アリホテル】

ロータス 24室。ハバロフスク内の高級ホテルのひとつ。

ビジネスセンター、カジノ、サウナ、プールなど
の施設も充実。非喫煙部屋あり。

アファリナ スタンダード

インツーリスト 【インツーリストホテル】

エニグマ

エロフェイ

オーロラ

サッポロ
262室。ハバロフスク最大のホテル。アムール河
に臨む13階建てで、展望は抜群。

ツーリスト
和食レストラン「ユニハブ」がある。市街地から
は少し離れている。

ツェントラリナヤ

ハバロフスク

ヴェルサル

ヴェルバ

アジムト・ウラジオストク スーペリア

ロッテ 【ヴェルサイユホテル】

アストリア・ウラジオストク

ヴェルサイユ

ヴィラ・アルテ

アクフェス西洋 スタンダード

アムールスキー・ザリーフ 【プリモーリエホテル】

アヴァンタ

エクアトル

ガバニ 【プリモーリエホテル】

ジェムチュジナ
66室。1964年開業。2011年改装。清潔感のあ
る評判の良いホテル。

プリモーリエ
ビジネスセンター、フィットネスクラブもある。
中心地に近い。

ルネッサンス

マリャーク

サンタリゾート スーペリア

ストロベリー・ヒルズ

ルビン 【サンタリゾートホテル】

メガパレス

サッポロ

パシフィックプラザ

ユビレイナヤ スタンダード

ベルカ 【ユビレイナヤ】

ガガーリン

ラーダ

ユーラシア

モネロン
2004年オープン。ユジノ・サハリンス広場の近
くに建てられたホテル。

ナターリア
市内中心地からはやや離れているが、小さな町な
ので不便というほどではない。客室はシンプルで
清潔感がある。

ルィバーク

ツーリスト

スーペリア ドルチェ・ヴィタ

アヴァチャ スタンダード

ペトロパヴロフスク 【アヴァチャ】

スーペリア

スタンダード

ユジノサハリンスク

ウラジオストク

スーペリア

スタンダード

スーペリア

スタンダード

2006年改装。3階建てのリゾートタイプのホテ
ル。市の中心地からは３㌔。館内及び客室ともに
広く快適。

42室。市の中心地にある。ホテル内は静かで落
ち着いた雰囲気。ウラジオストク駅から徒歩約
10分。

ハバロフスク



ベル-カム-ツアー スタンダード

アンタリウス 【アンタリウス】

ブルーレイク パラトゥンカリゾートエリアに位置する。

バーシニア
プレハブ小屋をイメージして造られ、別荘のよう
なホテル。

フラミンゴ

11ミラーズ・デザイン

プレミアパレス デラックス

オペラ 【プレミアパレスホテル】

ハイアットリージェンシー

フェアマウント・グランド

ラディソンサス

ナショナルヌィ

ドニープロ スーペリア

インプレッサドニープロホテル 【ドニープロホテル】

クレシャーチク

シティホテル

メルキュールホテル・コングレス

ラディソン・ブル　ホテル・キエフ

ラディソン・ブル　ポディール・キエフ

リビエラ

プレジデントホテルキエフスキー

ホリデイ・イン

ポードルプラザ

アルファヴィタ

ブラチスラバ スタンダード

アドリア

コザーツキー 【ブラチスラバホテル】

ツーリスト

イビス・キエフ　レイルウェイステーション

ウクライナ

アドリア

イビス・キエフ　シティセンター

ミール

ルース

スラブチッチ

セナートル

リービジ

アルティスホテル スーペリア

レヴァルホテルネリス 【アルティスホテル】

ヨーロッパロイヤルビリニウス

ベストウェスタンビリニウス

ダニエラホテル

ホリデイイン・ビリニウス

ラマダ・ビリニウス

ラディソン　ブル　ロイヤル　アストリージャ　ホテル
ヴィリニュス

ナルティス

ノボテル・ビリニウス

ベスト　ウェスタン　ヴィリニュス

クラウンプラザ

グランド　ホテル　ケンピンスキー　ヴィリニュス

ホテル　コンティ

ラディソンサス・アストリア

インペリアル　ホテル　&　レストラン

ルレ　＆　シャトー　スティクリアイ　ホテル

スーペリア

スタンダード

スタンダード

スタンダード

デラックス

ペトロパヴロフスク・
カムチャツキー

（パラトゥンカ含む)

ウクライナ

リトア ア ヴ リ ス

1909年開業2005年改装。ウクライナで最初の
５つ星ホテル。ヨーロッパ調の落ち着いた客室。
市内中心部にあり地下鉄も近くフレシチャーチク

80室。5階立てホテル。市内中心部に位置し、市
場やバスステーションからも近く便利。

1964年開業2006年改装。12階建て186室、市
内中心部にある高級ホテル。独立広場の目の前に
あり観光にも便利。

1980年開業2006年改装。13階建て333質の大
きなホテル。ドニエプル川の東岸にある。最寄の
地下鉄まで200㍍で観光にも便利なホテル。

2001年開業5階建て65部屋のホテル。旧市街の
中心部にあり観光に便利。客室は清潔でサービス
が行き届いている。館内にはジムやサウナ、屋内
プールなども完備。徒歩圏内に大聖堂やゲディミ
ナス城などの観光スポットがある。

キエフ

スーペリア



サルナス

スカンディックホテル・ネリンガ

シェークスピアブティック

コングレスホテル スタンダード

エコテル 【コングレスホテル】

アカペラ

シティゲート

アート　ホテル　ムーン　ガーデン

ヨーロッパシティ・ビリニウス

マノ　ラザ

マルチアリス

IVOLITA　ヴィリニュス　ホテル

ラトンダ・セントラムホテル

セントロ クバス - エンジェル

ナウヤシス

コンフォート　ヴィリニウス

ユニケスティツエントラム

パノラマ

グーテンベルグス スーペリア

オペラ　ホテル　&　スパ

ホテル　ベルグス

ガーデンパレス

セント　ピーターズ　ブティック　ホテル

ギャラリー　パーク　ホテル　&　スパ,　シャトー　&　ホ
テル　コレクション

ドミナ　イン 【グーテンベルクス】

グランド　ポエット　ホテル　バイ　セマラ

ホテル・ド・ロメ

マリチクパークホテル　リガ

メルキュール　リガ　センター

ホテル　ベルグス

プルマン　リガ　オールド　タウン

アイランド

ドーム　ホテル　&　スパ

ラディソン　ブル　リージェネ　ホテル

ラディソン　ブル　エリザベーテ　ホテル　リガ

ラディソンSASダウガワ

リクスウェル　セントラル　ホテル

リクスウェル　ガートルード　ホテル

レヴァルホテル・リゼーネ

モンテ　クリスト

ヨーロッパロイヤル・リガ

ヘスティア　ホテル　ユーゲント

ロイヤル　スクエア　ホテル　&　スイーツ

ロイヤル　カジノ　スパ　&　リゾート

ホテル　ローマ

アスター　リガ

グランド・パレス

モニカセントラム

グランド・パレス

モニカセントラム

ウェルトン　ホテル　リガ　&　スパ

ラディソン　ブル　ダウカヴァ　ホテル

レヴァルホテル・　ラトビア

アヴァロン

コンベンタセータ スタンダード

ハンザ 【コンベンタ・セータ】

コロンナ　ホテル　ブリジータ

セントラ

スロカス　オーケー

スーペリア

リトアニア ヴェリニュス

リーガラトビア

旧市街中心部にあり、観光には理想的な立地。周
辺にカテドラル、オペラ、バレエ劇場、ゲティミ
ノ通り（Gedimino）、会議場、国会議事堂があ

2001年開業。6階建ての36部屋のこじんまりと
したホテル。かつての印刷所を改装してオープン
したクラシックなホテル。ドゥァマ広場に位置し
立地も良い。

スタンダード



アルベルト

トス

リーガ

アビタル

ビクトリア

フォーラムス

プリモ

リックスウェル　オールド　リガ　パレス　ホテル

ヨーロッパシティ　リガ

カラベラ

ティア

ドミーナ　イン　シティ スーペリア

メリトン グランド 【ドミーナ　イン　シティ】

ラディソンSASタリン

シュロースル

スイソテル　タリン

パークコンスル・シュロスレ

バルティック　ホテル　ヴァナ　ヴィル

レバル オリンピア

サンクトペテルブルグ

ノルディック　ホテル　フォーラム

テレグラーフ　オートグラフ　コレクション

マーチャンツ　ハウス　ホテル

ホテル　パレス　タリン

ラディソン　ブル　スカイ　ホテル　タリン

ヒルトン　タリン　パーク

バルティック　ホテル　インペリアル

ヘスティア　ホテル　イルマリネ

ヘスティア　ホテル　エウローパ

ブティック　ホテル バイ　タリンホテルズ

スリーシスターズ

タリンク　シティ　ホテル

レバル パークホテル＆カジノ

スカンディック　パレス

エルミタージュ スタンダード

レヴァルインタリン 【エルミタージュホテル】

オル

マイ　シティ　ホテル

タニリーナ

ユニークスティ

メリトン　オールド　タウン

オールドタウン　マエストロ

レバル　セントラル

ドミナイルマリーネ

オリジナル　ソコス　ホテル　ヴィル

パーク　イン　バイ　ラディソン　セントラル　タリン

メトロポール

リジャ　オールド　タウン　ホテル

ピリタトップスパ

ゴッタード　レジデンツ

ヘスティア　ホテル　バロンズ

カレブスパ

ロッカ　アル　マレ

オレビ・レジデント

チンギスハンホテル

ケンピンスキー・ハンホテル

ベストウエスタン・プレミア

ウランバートルホテル

ブルースカイ

スーペリア

スタンダード

タリンエストニア

スタンダード

2004年開業、7階建て91部屋のホテル。旧市街
から徒歩5分のところにあり立地も良い。

1996年開業、2002年改装済み4階建て141部屋
のホテル。修道院跡を改修して造られた総合ホテ
ル。ホテル内にはギフトショップもあり、市内中
心部にあるため観光客にはとても便利なホテル。

2001年開業6階建て68部屋のホテル。旧市街の
18世紀の建物を改装した新しいホテル。部屋は
シックで落ち着いた感じ。インターネット可能。



ノヴォテル

フヴスグル・レイク

イビス・スタイル

ロイヤルマウンテン

シャングリラホテル

ホリデイインホテル

バヤンゴールホテル

ノボテルホテル

イビススタイル

ズーチ

ラマダホテル

グランドヒル

ハブホテル スタンダード

フラワーホテル

コンチネンタル

ボヤージュホテル

エヴァーグリーンホテル

プラチナム

プレミアムホテル

UB　INN

プーマ・インペリアル

パークホテル

インターコンチネンタル デラックスホテル

イビス・ヒーローズ 【インターコンチネンタルホテル】

ウィンダム

チューリップ・イン・ブダペスト・ミレニアム

ミラン・インターナショナル

233室。近くには日本センターがある。

タシケント・パレス スーペリアホテル

マルカジィ 【タシケント・パレスホテル】

ラディソン

グランド・ミール

デデマン

ショドリク・パレス

ロッテ

グランド・ベーク

ラ・グランド・プラザ スタンダードホテル

【ラ・グランド・プラザホテル】

ウズベキスタン

ベク

グランド　ラデュス

ポイタフト

マリカ

ラデュスＪＳＳ

165室。タシケント空港から15kmにあるホテ
ル。

ブハラ・パレス スーペリアホテル

グランド・ブハラ 【ブハラ・パレスホテル】

マリカ・ブハラ

ザルガロン・プラザ 空港から5km。11階建て223室のホテル。

アジア スタンダードホテル

セムルグ 【アジアホテル】

オマール・ハヤム

マリカ

アメリア・ブティック

エミール

カラヴァン

モダリハン
ウズベキスタン

ブハラ

スーペリア

スタンダード

スーペリア

スタンダード

デラックス

モンゴル ウランバートル

スタンダード

スーペリア

232室。近くにはウズベキスタン歴史博物館、
ニューワールド（レストラン）、ナヴォイ・オペ
ラ・バレエ劇場などがあり、街の中心に位置して

タシケント



ホヴリ・ポヨン

サロム・イン

サーシャ＆サン

ポルソ

ビビ・ハヌム

アスル

ザルガロン・Ｂ＆Ｂ

アイスト 空港まで約15分、54室のホテル。

プレジデント スーペリア・ホテル

リーガル・パレス 【プレジデント・ホテル】

アフロシヤブ・パレス

サマルカンド・プラザ

アジア・ホテル

パノラマ

エミルハン

グランド・サマルカンド

グランド・サマルカンド　スーペリア 165室。空港・鉄道駅まで車で約15分。

マリカ・ディヨラ

ラグラマーク

レジスタン・プラザ

アルバ スタンダードホテル

セントラル・サマルカンド 【グランド・サマルカンド】

シティ

マリカ・プライム

マリカ・クラシック

ベーク

プラタン 30室。中心部にあり、鉄道駅までは車で10分。

ユーラシアホテル スタンダードホテル

デナウホテル 【ユーラシア・ホテル】

シャフリサブズ　スター スタンダードホテル

オリエントスターシャフリサブズ 【シャフリサブズスター・ホテル】

アルカンチ スタンダードホテル

アジア・ヒヴァ

ベーク・ヒヴァ

ユーラシア

カラ

マリカ・ヒヴァ

マリカ・ヘイヴァク

マリカ・ホレズム

メロス B&B

オリエントスター

シャムズ

クォシャ・ダルヴァーザ

デラックス アルメニアマリオット・エレヴァン

グランドホテル・エレヴァン

アニプラザホテル スーペリアホテル

ベストウエスタン・コングレスセンター

メトロポールホテル 【アニプラザホテル】

アララトホテル

ナショナル

インペリアル・ハウス

ダイモンド・ハウス

ヨーロッパホテル
245室11階建て。 オペラバレエ劇場の近くにあ
る。明るいロビー

シャフリサブズ スタンダード

ウズベキスタン

スーペリア

スタンダード

スタンダ ド

サマルカンド

スーペリア

デナウ スタンダード

ヒヴァ スタンダード

アルメニア エレバン



ダブルツリーヒルトン・エレヴァン　シティセンター

ハイアット・プレイス

アルメニアロイヤルパレス

ラズダンホテル スタンダードホテル

オリンピアホテル 【ラズダンホテル】

イビス・エレヴァンセンター

アビアトランスホテル

バスホテル
全58室15階だてホテル。待ちの北西にあるホテ
ル。

アルメニアン・ロイヤルパレス

エルブニホテル

スーペリア アイヴァニ・オールドトビリシ スーペリアホテル

アメリ・プラザ

アート・ブティック

アストリア・トビリシ

コートヤードマリオット

ベストウエスタン　トビリシ・アート

ガレリ・パレス

グランド・パレス

ジャスト・イン　トビリシ

ＺＰパレス

ＫＭＭ

コステ

クロンパレスホテル・トビリシ

マリオン

メルキュール・トビリシ　オールドタウン

ニュー・チフリス

ラマダ・アンコール

キング・ゴルガサーリ

リバーサイド

シティ・アベニュー

トビリシェリ

トビリシ・イン

チフリス・パレス

ツィタージン・シティセンター

ショタ・ルスタヴェーリ

エリ・プラザ

ルムス

シェラトンメテヒパレス 【コートヤードマリオット】

ラディソンサス

シンパチヤ
自由広場に面して建つマリオット系列の高級ホテ
ル。

スタンダー
ド

シャルデンホテル スタンダードホテル

トリホテル 【シャルデンホテル】

ヴァラジホテル

オールドメテヒ 2007年にオープンした3階建てのホテル。

リバーサイド アンチハティ教会の隣。

イリアニ

クラウンホテル スーペリア・ホテル

アリプ・イン

アナトリヤ

アズコット

イーストレジェンド・パノラマ

ウィンターパーク

オールド・ゲイツ

カフカス・バクーシティ＆レジデンス

ゲンジェリ・プラザ

ブーリバール・サイド

エクセルシオール

サファイア

トビリシグルジア

アルメニア エレバン



サファイア・イン

サファイア・シティ

ホリデイ・イン

サファイア・バイール

ステイブリッジ・スイーツ

フェルモント

ハイアット・リージェンシー

ヒルトン

プリミエルホテル 【クラウン・ホテル】

プロメナード・バクー

プルマン

チャートラム

アトロパットホテル

ブーリバールホテル・バクー　オートグラフコレクション

インツーリスト・バクー　オートグラフコレクション

スルタンインホテル ２００７年オープン。９３室のホテル。

パークインホテル 市内中心にあるどこにいくにも便利。

ブルシュ・ホテルス　サヒーリ

ラマダ

ラディソンサスプラザ

ブティック19

ブティック

リッチ

ルネサンス・パレス　バクー

ビリギャフ

ブティックパレスホテル

サンライズホテル スタンダードホテル

ディプロマットホテル 【サンライズホテル】

ギズ・ガラスィ

オースティン

シアター・ブティック

ニェミ

ダビンチ

アイヴィ・ガーデン

エンパイアホテル

オールドシティイン
２００６年オープン２０部屋のこじんまりしたホ
テル。

コンスルホテル

バクー

スーペリア

スタンダード

アゼルバイジャン
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