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日本 
ブランド ホテル名 エリア 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトンニセコビレッジ 北海道 
コンラッド・ホテル コンラッド東京 東新橋 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン東京 ⻄新宿 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン東京お台場 台場 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン東京ベイ 浦安 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン成田 成田 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン小田原リゾート＆スパ 小田原 
キュリオ・コレクション 
by ヒルトン 

旧軽井沢 KIKYO,  
キュリオ コレクション by ヒルトン 

軽井沢 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン名古屋 名古屋 
コンラッド・ホテル コンラッド大阪 中之島 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン大阪 梅田 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン福岡シーホーク 福岡 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン那覇 那覇 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーBY ヒルトン那覇首里城 那覇 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン沖縄北谷リゾート 北谷 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン沖縄北谷リゾート 北谷 
      

タイ 
ブランド ホテル名 エリア 
コンラッド・ホテル コンラッド・バンコク バンコク 

ダブルツリーby ヒルトン 
ダブルツリーby ヒルトン・ 
スクンビットバンコク 

バンコク 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・スクンビット・バンコク バンコク 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ミレニアム・ヒルトン・バンコク バンコク 
ウォルドーフ・アストリア・ 
ホテルズ&リゾート 

ウォルドーフ・アストリア・バンコク バンコク 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・パタヤ パタヤ 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・ホアヒン・リゾート＆スパ ホアヒン 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート 
ヒルトン・ 
プーケット・アルカディア・リゾート＆スパ 

カロン 

コンラッド・ホテル コンラッド・サムイ島 サムイ島 
      

香港 
ブランド ホテル名 エリア 
コンラッド・ホテル コンラッド香港 香港・アドミラリティ 
ヒルトン・ガーデン・イン ヒルトン・ガーデン・イン・香港モンコック 香港・モンコック 
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中国 
ブランド ホテル名 エリア 
コンラッド・ホテル コンラッド北京 北京 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン北京 北京 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン北京 北京 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン北京・キャピタル・エアポート 北京 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン北京・王府井 北京 
ウォルドーフ・アストリア・ 
ホテルズ&リゾート 

ウォルドーフ・アストリア北京 北京 

コンラッド・ホテル コンラッド広州 広州 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン広州 広州 

ダブルツリーby ヒルトン 
ダブルツリー by ヒルトン 
広州 - サイエンスシティ 

広州 

ハンプトン・イン by ヒルトン 
ハンプトン by ヒルトン 
広州天河スポーツセンター 

広州 

ハンプトン・イン by ヒルトン ハンプトン by ヒルトン広州珠江ニュータウン 広州 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン広州白雲 広州 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン広州サイエンスシティ 広州 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン広州天河 広州 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン深圳龍華 深圳 
ヒルトン・ガーデン・イン ヒルトン・ガーデン・イン・深圳宝安 深圳 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン深圳福田 深圳 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン深圳蛇口南海 深圳 
コンラッド・ホテル コンラッド三亜海棠湾 三亜 
キュリオ・コレクション 
by ヒルトン 

三亜崖州湾リゾート、 
キュリオコレクション by ヒルトン 

三亜 

ダブルツリーby ヒルトン 
ダブルツリー・リゾート by ヒルトン 
三亜 海棠湾 

三亜 

ヒルトン・ガーデン・イン ヒルトン・ガーデン・イン三亜 三亜 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン三亜 亜龍湾リゾート＆スパ 三亜 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン上海南翔 上海 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン上海浦東 上海 
ヒルトン・ガーデン・イン ヒルトン・ガーデン・イン上海虹橋 上海 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン上海虹橋 上海 
ウォルドーフ・アストリア・ 
ホテルズ&リゾート 

ウォルドーフ・アストリア 
上海・オン・ザ・バンド 

上海 

 

  



 

〒167-8001 東京都杉並区荻窪 4 丁目 30 番 16 号 
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

 

シンガポール 
ブランド ホテル名 エリア 
コンラッド・ホテル コンラッド・センテニアル・シンガポール シンガポール 

ヒルトン・ガーデン・イン 
ヒルトン・ガーデン・イン・ 
シンガポール・セラングーン 

シンガポール 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・シンガポール シンガポール 
      

インド 
ブランド ホテル名 エリア 

ヒルトン・ガーデン・イン 
ヒルトン・ガーデン・イン・ 
ニューデリー/サケット 

ニューデリー 

ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン・ゴア・アーポラ アーポラ 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン・アーメダバード アーメダバード 

ハンプトン・イン by ヒルトン 
ハンプトン・イン by ヒルトン・ 
ヴァドーダラー ・アルカプリ 

ヴァドーダラー 

ダブルツリーby ヒルトン 
ダブルツリーby ヒルトン・ 
グルガオン - ニューデリ NCR 

グルガオン 

ヒルトン・ガーデン・イン 
ヒルトン・ガーデン・イン・ 
グルガオン／バーニースクエア 

グルガオン 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート 
ヒルトン・ 
バンガロール・エンバシー・ゴルフリンクス 

バンガロール 

コンラッド・ホテル コンラッド・バンガロール バンガロール 

ダブルツリーby ヒルトン 
ダブルツリーby ヒルトン・スイーツ  
バンガロール 

バンガロール 

ヒルトン・ガーデン・イン 
ヒルトン・ガーデン・イン・トリヴァンドラ
ム 

トリヴァンドラム 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート 
ヒルトン・ 
ムンバイ・インターナショナル・エアポート 

ムンバイ 

コンラッド・ホテル コンラッド・プネ プネ 

ダブルツリーby ヒルトン 
ダブルツリーby ヒルトン・ 
プネ・チンチワッド 

プネ 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート 
ヒルトン・シリム・エステート・ 
リトリート＆スパ 

プネ 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・ジャイプール ジャイプール 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・チェンナイ チェンナイ 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン・アグラ アグラ 
ヒルトン・ガーデン・イン ヒルトン・ガーデン・イン・ラクナウ ラクナウ 
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オーストラリア 
ブランド ホテル名 エリア 

キュリオ・コレクション 
by ヒルトン 

ウェスト ホテル シドニー  
キュリオ コレクション バイ ヒルトン 

シドニー 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・シドニー シドニー 

ダブルツリーby ヒルトン 
ダブルツリーby ヒルトン ・ 
アリス・スプリングス 

アリス・スプリングス 

ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン ダーウィン ダーウィン 

ダブルツリーby ヒルトン 
ダブルツリーby ヒルトン  
ダーウィン・エスプラネード 

ダーウィン 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・ダーウィン ダーウィン 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン ケアンズ ケアンズ 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・ブリスベン ブリスベン 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・ケアンズ ケアンズ 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・サーファーズ・パラダイス ゴールドコースト 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・アデレード アデレード 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン ・メルボルン メルボルン 

ダブルツリーby ヒルトン 
ダブルツリーby ヒルトン・ 
パース・ノースブリッジ 

パース・ノースブリッ
ジ 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート パーメリア・ヒルトン・パース パース 
   

ニュージーランド 
ブランド ホテル名 エリア 
ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリー by ヒルトン・ウェリントン ウェリントン 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・オークランド オークランド 
ヒルトン・ホテルズ&リゾート ヒルトン・レイクタウポ タウポ 

ダブルツリーby ヒルトン 
シャトー・オン・ザ・パーク - クライストチ
ャーチ 、ダブルツリー by ヒルトン 

クライストチャーチ 

ダブルツリーby ヒルトン ダブルツリーby ヒルトン・クイーンズタウン クイーンズタウン 

ヒルトン・ホテルズ&リゾート 
ヒルトン・ 
クイーンズタウン・リゾート＆スパ 

クイーンズタウン 

 

 

 

 




