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「 フリー ・ステイ・ギ フト」 対 象 ホテル 一 覧

ご予約の際は、下記の予約窓口へ直接ご連絡のうえ、アメリカン・エキスプレスの「フリー・ステイ・ギフト」宿泊券ご利用の旨お伝えください。
※本状に掲載の内容は2019年2月現在のものです。対象ホテルは予告なく変更または中止させていただく場合がございますので、ご了承ください。
※最新の対象ホテルにつきましては、お持ちのカードのアメリカン・エキスプレスのウェブサイトをご確認ください。
※ご予約の際に、カード番号や宿泊券の発行番号および有効期限を確認させていただく場合がございますので、お手元にご用意の上お電話ください。
※ご宿泊当時点で対象カードを解約されていた場合、本券はご利用いただけません。
※特典の詳細は、各予約窓口でご確認ください。

対象期間：2019年4/1（月）～2020年3/31（火）まで

ホテル 名 所 在 地 予約窓口 お 部 屋タイプ 宿 泊 特 典 追加料金で宿泊可能な日
※料金はお問い合わせください。 対象外日

ホテルオークラ札 幌 北海 道 札 幌市

オークラニッコー
ホテルズ
予約センター
0120-00-3741

（9:30～18:00
年中無休
 年末年始を除く）

ハリウッドツインまたはダブル ウェルカムドリンク券 金曜日 土曜、休前日、2020年雪祭り期間（開催期間未定）

ホテルオークラ東 京ベイ 千葉 県浦安市 スーペリアツイン 1,000円分のレストラン 
利用券（1滞在1枚/室）

なし

土曜日、2019.4/1～4/5、4/28～5/5、7/14、7/26、7/28～8/25、
9/15、9/20、9/22、9/27、10/4、10/11、10/13.、10/18、10/25、
11/1、11/3、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13、12/20、
12/24～2020.1/3、1/12、2/23、3/13、3/20、3/22～3/31

オークラアカデミアパークホテル 千葉 県木更 津市 スタンダードツインまたはダブル レストランでのグラスワイン
1 杯（ディナー利用時）

土曜、休前日
※除外日はご利用いただけません 2019.4/27～5/5、8/10～8/15、12/31～2020.1/2

ホテルイースト 21 東 京 東 京都江 東区 スタンダードツインまたはダブル 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（12:00）

土曜、休前日、2019.4/29～5/2、5/5、
8/11～8/16、2020.1/2、1/3
※除外日はご利用いただけません

2019.5/3、5/4、12/31、2020.1/1

ホテルオークラ新 潟 新 潟県 新 潟市 スタンダードツイン 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（12:00）

土曜、休前日
※除外日はご利用いただけません。

2019.4/27～5/6、5/8～5/14、6/19～6/22、7/24～7/27、
8/2～8/3、8/10～8/15、8/23～8/25、9/5～9/7、9/13～
9/15、9/21、9/22、10/12～10/14、10/25、10/26、12/31
～2020.1/1、3/6、3/7、3/13、3/14、3/20～3/22

オークラアクトシティホテル浜 松 静岡県 浜 松市 スタンダードツイン なし 土曜、休前日
※除外日はご利用いただけません。

2019.5/3、5/4、9/27、9/28、10/3～10/5、10/8～10/11、
12/31～2020.1/3

ホテルオークラ神戸 兵 庫県 神戸市 メインフロア デラックスツイン
またはダブル

到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（13:00）

土曜、休前日
2018.4/29～5/2、5/5、9/25、9/27～10/2、10/4～10/7
※除外日はご利用いただけません。

2019.4/27、4/28、5/3、5/4、8/3、8/4、8/10～8/13、9/26、
10/3、10/8、10/24～10/26、11/16、11/21～11/23、
12/28～2020/1/2

ホテルオークラ福岡 福岡県 福岡市 スーペリアツイン ウェルカムドリンク券 土曜、休前日
※除外日はご利用いただけません。

2019.4/27～5/5、6/6～6/9、7/13、7/14、12/28～
2020.1/2

【 オ ー クラ  ホ テルズ  ＆ リゾーツ 】

ホテル 名 所 在 地 予約窓口 お 部 屋タイプ 宿 泊 特 典 追加料金で宿泊可能な日
※料金はお問い合わせください。 対象外日

ホテル日航ノースランド 帯広 北海 道 帯広 市

オークラニッコー
ホテルズ 
予約センター
0120-00-3741 

（9:30～18:00
年中無休 
年末年始を除く）

スタンダードツイン A 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（12:00）

なし 2019.5/2～5/5、8/10～8/13、8/28、8/29

ホテル日航 成田 千葉 県 成田市 エグゼクティブツインルーム
( 禁煙 ) ウェルカムドリンク券 土曜、休前日 2019.12/31

グランドニッコー東 京 台場 東 京都港区 スーペリアツインまたはダブル レストラン 10％割引 なし 2019.4/27～5/5、8/10、8/11、12/28～2020.1/3、2/9

ホテル日航 立 川 東 京 東 京都立 川市 ハリウッドツイン 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（12:00）

2019.6/8、7/14、8/5、8/31、9/5、9/21、
9/22、9/28、10/12、10/13、10/22、
12/29、2020.3/20、3/21

2019.4/27～5/5、7/19～7/22、7/28、10/21、12/30～
2020.1/1、2/22～2/24

川崎日航ホテル 神 奈川県 川崎市 コンフォートツイン 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（13:00）

土曜、休前日、2019.12/31、2020.1/1 なし

ホテル日航 新 潟 新 潟県 新 潟市 デラックスツイン 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（12:00）

2019.4/27、4/28、5/3～5/5、5/9～5/12、
8/2、8/3、8/10～8/15、10/26、12/21、
12/22、12/31、2020.1/1、3/14、3/15

なし

ホテル日航 金 沢 石川県金 沢市 スタイリッシュツイン 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（13:00）

なし 土曜日、2019.4/27～5/5、7/14、8/10～8/14、9/15、
9/22、10/13、11/3、12/31～2020.1/3、1/12、2/23、3/20

ホテル日航 大阪 大阪 府 大阪 市 スタンダードツイン レストラン 10％割引

2019.4/13、4/27～5/2、7/14、7/27、8/3、
8/17、8/24、9/15、9/22、10/3～10/5、10/13、
10/19、10/26、11/3、11/9、12/7、12/14、
12/21、12/28、2020/2/1、2/22、2/23、3/21

2019/4/6、5/3、5/4、6/28、6/29、7/13、8/10、9/14、9/21、
10/12、11/2、11/16、11/23、11/30、12/31、2020.1/1、
1/25、3/20、3/28

ホテル日航関西空港 大阪 府泉佐 野市 プレミアムエコノミーツイン 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（14:00）

なし 土曜、休前日、2019.6/21～6/30、12/31、2020.1/1

ホテル日航 姫 路 兵 庫県 姫 路市 スタンダードツイン なし なし 2019.5/3～5/5、12/31～2020.1/2

ホテル日航 奈良 奈良 県奈良市 スタンダードツイン 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（13:00）

なし 2019.4/27、4/28、5/3～5/5、8/10～8/13、12/31～
2020.1/2

ホテル日航 高知 旭ロイヤル 高知県高知市 スタンダードツイン なし 土曜、休前日、20１9.4/27～5/5、8/9～
8/15、12/30～2020.1/3 なし

ホテル日航 熊本 熊本県熊本 市 スタンダードツイン 到着時の空室状況に応じて
お部屋の無料アップグレード

なし 土曜、休前日、2019.4/29～5/2、12/30～2020.1/2

ホテル日航 大 分 オアシスタワー 大 分県 大 分市 モデレートツイン なし なし 2019.10/1～10/21、12/30～2020.1/1、1/14

ホテル日航アリビラ 沖 縄 県中頭 郡 スーペリアツイン（禁煙） なし なし
金曜、土曜、休前日、2019.4/27～5/5、6/21～10/13、
11/1～11/3、12/21～2020.1/3、1/10～1/12、3/19～
3/21

ホテル JAL シティ名古屋 錦 愛 知県 名古屋市 スーペリアツイン 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（13:00）

2019.8/10～8/15 なし

ホテル JAL シティ那 覇 沖 縄 県 那 覇市 ツインルーム なし 2019.4/27～5/5、8/10～8/12、12/1、
12/28～2020.1/2 なし

【 ホ テルニッコ ー ＆ J A L シ ティ】

ホテル 名 所 在 地 予約窓口 お 部 屋タイプ 宿 泊 特 典 追加料金で宿泊可能な日
※料金はお問い合わせください。 対象外日

仙台ロイヤルパークホテル 宮城 県仙台市 022-377-2111 スタンダードルーム なし

土曜日、2019.4/27～5/5、7/13、14、
8/10～8/17、9/14、9/15、9/21、9/22、
10/12、10/13、11/2、11/3、12/28～
2020.1/4、2/22～2/25、3/20～3/21

なし

ロイヤルパークホテル 東 京都中央区 03-3667-1111
スタンダードフロア
スタンダードルーム

到着時の空室状況に応じて
お部屋のアップグレード

土曜日、4月全日、2019.5/1～5/3、7/14、
8/11、9/15、9/20、9/22、10/6、10/13、
１0/20～11/3、12/22、12/29、12/30、
2020.1/2、1/3、1/12、2/23、3/20～3/31
※除外日はご利用いただけません。

2019.4/6、4/13、12/21、12/31、2020.1/1、1/5

横 浜ロイヤルパークホテル 神 奈川県 横 浜市 045-221-1133
（9:00～19:00）

レギュラーフロア
デラックスツイン シティビュー

・ 到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（12:00）

金曜日
※除外日はご利用いただけません。

土曜、休前日、2019.4/27～5/5、8/8～14、8/28～8/30、
9/20、10/11、10/21、10/25、11/1、12/21～12/24、12/26
～2020.1/3、1/20

【 ロ イヤル パ ー クホ テルズ ア ンドリゾーツ 】
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ホテル名 所在地 予約窓口 お部屋タイプ 宿泊特典 追加料金で宿泊可能な日
※料金はお問い合わせください。 対象外日

釧路プリンスホテル 北海道釧路市

予約センター
0570-07-8686
(9:30～18:00）

スタンダードツインルーム

・�到着時の空室状況に応じて
アーリーチェックイン（12:00）
・�プリンスホテルオリジナルミ
ネラルウォータープレゼント

なし 2019.6/20～6/22、6/24、6/29、7/13、7/14、8/9～8/19、
9/14～9/15、9/21～9/22

屈斜路プリンスホテル 北海道川上郡 ツインルーム B なし なし 2019.4/1～4/26、7/19、8/10～8/15、10/14、11/24～
2020.3/31

函館大沼プリンスホテル 北海道亀田郡 モデレートツイン なし なし 2019.4/27～5/5、7/13、7/14、9/3、9/14、9/15、9/21、
9/22、10/12、10/13、11/24～11/30、12/31、2020.1/1

雫石プリンスホテル 岩手県岩手郡 スタンダードツインルーム なし なし 2019.4/1～4/12、4/27～5/5、8/3～8/17、8/30～8/31、9/14、9/15、
9/21、9/22、10/12、10/13、12/1～12/12、12/27～2020.1/4、1/11、1/12

十和田プリンスホテル 秋田県鹿角郡 マウンテンサイドツインルーム なし なし 2019.4/1～4/12、4/20～5/5、6/15、7/13、7/14、8/3～8/24、
9/14、9/15、9/21、9/22、10/12～11/3、11/10～2020.3/31

嬬恋プリンスホテル 群馬県吾妻郡 モデレートツインルーム

・�到着時の空室状況に応じて
お部屋のアップグレード
・�到着時の空室状況に応じて
アーリーチェックイン（12:00）

なし 2019.4/1～4/19、4/27～5/5、8/10～8/14、8/31、11/24
～2020.3/31

グランドプリンスホテル新高輪 東京都港区 スーペリアナチュラルツイン
スーペリアモダンキング

・�到着時の空室状況に応じて
アーリーチェックイン（12:00）

土曜、休前日
※除外日はご利用いただけません。 2019.10/4、10/5、10/12～11/3、12/31、2020.1/1

東京プリンスホテル 東京都港区 スーペリアツインルーム、
スーペリアダブルルーム なし

2019.4/27～5/5、7/13、7/14、8/10、8/11、
9/14、9/15、9/21、9/22、10/12、10/13、
11/22、11/23、12/21、12/30、2020.3/19
～3/21

2019.10/19～10/26、11/1、11/2、12/31～2020.1/3、
3/28

品川プリンスホテル 東京都港区 メインタワーツイン
アネックスタワーダブル なし 土曜、休前日

※除外日はご利用いただけません。 2019.10/4、10/5、10/12～11/3、12/31、2020.1/1

新横浜プリンスホテル 神奈川県横浜市 ツインルーム なし なし 土曜、休前日、2019.9/20～9/22、10/11～10/13、10/19、
10/25～10/31、11/1～11/3、12/31、2020.1/1

ザ・プリンス�箱根芦ノ湖 神奈川県足柄下郡 本館ガーデンビューツインルーム なし 土曜、休前日
※除外はご利用いただけません。

2019.4/27～5/5、7/31～8/18、8/21、8/25、11/30、12/27
～2020.1/3

箱根仙石原プリンスホテル 神奈川県足柄下郡 スーペリアツインルーム なし 土曜日
※除外はご利用いただけません。

2019.4/27～4/30、5/1～5/5、7/13、7/14、8/10～8/14、
8/20～26、9/14、9/15、9/21、9/22、10/12、10/13、11/2、
11/3、12/28～12/31、2020.1/1～1/4、2/4、3/20、3/21

箱根湯の花プリンスホテル 神奈川県足柄下郡 和室 なし 2020.2/1、2/8、2/15、2/22 土曜・休前日、、2019.8/9～8/24、12/27～2020.1/5、1
月・2月の火曜・水曜、3/20～3/31

大磯プリンスホテル 神奈川県中郡 オーシャンビューツイン（禁煙） なし なし 2019.4/27～5/5、7/13～8/31、9/7、9/14、9/15、11/30、
12/1、12/28～2020.1/4

ザ・プリンス�軽井沢 長野県北佐久郡 スーペリアツインルーム なし なし
土曜日、2019.4/28～5/5、6/12～6/19、7/14～9/8、
9/15、9/22、10/13、11/3、11/22、11/24～11/28、12/15
～2020.1/4、1/12、1/19～1/31、2/23、3/20

軽井沢浅間プリンスホテル 長野県北佐久郡 スタンダードツインルーム なし 土曜、休前日
※除外日はご利用いただけません。

2019.5/3～5/5、7/13、7/14、8/10～8/17、12/1～12/3、
12/30～2020.1/2

下田プリンスホテル 静岡県下田市 ツインルーム B なし なし
2019.4/27～5/5、7/6、7/13～8/31、9/14、9/15、9/21、
9/22、10/12、10/13、11/2、11/3、12/21、12/22、12/28～
2020.1/4、3/20、3/21

名古屋プリンスホテル�スカイタワー 愛知県名古屋市 スカイツインルーム
スカイキングルーム

・�到着時の空室状況に応じて
アーリーチェックイン（14:00）
・�到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（13:00）

2019.4/27～4/29、5/3～5/6、7/13、7/14、
8/3、8/9～8/13、8/17、8/24、8/31、9/14、
9/15、9/21、9/22、10/12、10/13、11/2、
11/3、12/21～12/23、12/28～12/31、
2020.1/1、1/11、3/7、3/8、3/20、3/21

なし

びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県大津市 スカイフロアツインルーム なし なし 2019.5/3、5/4、8/8、8/10～8/14、11/23、11/30、12/31、
2020.1/1

グランドプリンスホテル京都 京都府京都市 デラックスツイン ・�到着時の空室状況に応じて
レイトチェックアウト（12:00）

土曜日、2019.4/1～4/5、�4/28,、5/5、�
7/14、8/11～8/16、9/15、�9/22、�
10/13、�11/3、�11/15、�11/17～11/22、�
2020.1/12、�2/10、�3/19

2019.5/2～5/4、�11/23、11/30、12/31、
2020.1/1

グランドプリンスホテル広島 広島県広島市 スーペリアフロアツインルーム なし なし

2019.4/6、4/27～5/5、7/13、7/14、7/27、8/3～8/5、8/10
～8/14、8/24、9/14、9/15、9/21、9/22、10/5、10/12、
10/13、10/19、10/26、11/2、11/3、11/9、11/16、11/23、
12/28～2020.1/2、3/19～3/21

日南海岸南郷プリンスホテル 宮崎県日南市 ツインルーム なし なし 2019.4/27～5/5、7/13、7/14、8/10～8/14、11/2～
11/20、12/28～2020.1/4、1/31～2/29

【プリンスホテルズ＆リゾーツ】

ホテル名 所在地 予約窓口 お部屋タイプ 宿泊特典 追加料金で宿泊可能な日
※料金はお問い合わせください。 対象外日

ハイアット�リージェンシー�大阪 大阪府大阪市 06-6612-1234 スタンダードルーム なし 土曜、休前日
※除外日はご利用いただけません。 2019.5/3～5/5、8/10～8/13、12/31、2020.1/1

【ハイアットホテルズアンドリゾーツ】

ホテル名 所在地 予約窓口 お部屋タイプ 宿泊特典 追加料金で宿泊可能な日
※料金はお問い合わせください。 対象外日

ヒルトン成田 千葉県成田市 0476-33-1121 ヒルトンルーム なし なし 2019.12/31、2020.１/１

ヒルトン小田原リゾート＆スパ 神奈川県小田原市 0465-29-1000 ヒルトンスーペリアツイン なし 2019.8/3～8/8、8/18～8/25 土曜、休前日、2019.4/27～5/5、12/27～2020.1/4

ヒルトン福岡シーホーク 福岡県福岡市 092-844-8111 ヒルトンツインまたはダブル なし ドームイベント開催日を除く土曜・休前日 ドームイベント開催日

【ヒルトン・ワールドワイド】

※ご予約は上記の予約窓口へ直接ご連絡のうえ、アメリカン・エキスプレスの「フリー・ステイ・ギフト」宿泊券ご利用の旨をお申し出ください。
※チェックイン時に同封の宿泊券およびカードのご呈示が必要となります。　※宿泊券のご提示がない場合、各ホテル所定の宿泊料を頂戴します。
※基本カード会員様、または家族カード／追加カード会員様ご本人を含む宿泊のみにご利用いただけます。
※上記記載の客室タイプが無料宿泊の対象となります。ホテルによっては対象客室との差額をお支払いいただくことにより、客室がアップグレードとなる場合もございます。
※1泊食事なしのプランとなります。　※休前日とは、祝日の前日を指します。　※対象ホテル、除外日などは変更となる場合がございます。
※ご予約後の取消料につきましては各ホテルにご確認ください。万が一、取消料が発生した場合は、ホテルの取消規定に従い直接ホテルにお支払いください。
※本プログラムでご利用いただける客室数には制限がございます。空室状況や除外などの理由により、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※他の特典との併用はできません。　※本状に掲載の内容は2019年2月現在のものです。予告なく変更または中止させていただく場合がございますので、ご了承ください。
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