
「フリー・ステイ・ギフト」対象ホテル一覧

ご予約の際は、ご希望のホテルまたは予約センターに直接ご連絡のうえ、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。なお、ホテルによりましては追加料金でご宿泊いただける日もございます。詳細は各ホテルにお問い合わせください。

対象期間：2016 年 4 月 1 日（金）～ 2017年 3 月 31 日（金）まで

ホテル名 所在地 TEL お部屋タイプ 追加料金が必要な日
※料金はお問い合わせください。 除外日

ホテルオークラ札幌 北海道札幌市中央区南 1 条西 5-9 -1

予約センター
0120-00-3741
（9:30 ～18:00
年中無休
年末年始を除く）

スタンダードフロア ハリウッ
ドツインまたはダブル なし 金・土・休前日、2017年雪祭り期間（開催期

間未定）

ホテルオークラ東京ベイ 千葉県浦安市舞浜 1-8 スーペリアルーム なし

金・土・休前日、2016.4/3～4/7、4/28、5/1
～5/7、7/17、7/24～7/28、7/31、8/1～
8/31、9/18、10/1～2017.1/5、1/8、3/19
～3/23、3/26～3/30

オークラ アカデミアパーク ホテル 千葉県木更津市かずさ鎌足 2-3-9 スタンダードツインまたはダブル 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/29～5/7、8/1～8/15、12/31～
2017.1/3

ホテル イースト 21 東京 東京都江東区東陽 6-3-3 スタンダードツインまたはダブル 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.5/3、5/4、7/30、8/13～8/15、
10/8、12/24、12/30～2017.1/2

ホテルオークラ新潟 新潟県新潟市中央区川端町 6-53 スタンダード ツインルーム 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.5/3～5/7、8/2～8/13、12/31～
2017.1/3

オークラアクトシティホテル浜松 静岡県浜松市中区板屋町 111-2 スタンダードツインルーム なし 2016.5/3～5/5、7/16、7/17、9/17、
9/18、12/31～2017.1/3

ホテルオークラ神戸 兵庫県神戸市中央区波止場町 2-1 デラックスツインまたはダブル なし
土曜・休前日、2016.4/28～5/7、8/10～
8/16、9/17～9/24、12/20～12/24、
12/31～2017.1/2

ホテルオークラ福岡 福岡県福岡市博多区下川端町 3-2 スーペリアーツインルーム 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/29～5/7、7/14、8/11～8/15、
12/23～12/25、12/31～2017.1/2、1/9

【オークラ ホテルズ ＆  リゾーツ】

ホテル日航ノースランド帯広 北海道帯広市西 2 条南 13-1

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 なし 2016.7/19、7/20、8/13

ホテル日航成田 千葉県成田市取香 500 エグゼクティブルーム なし 2016.5/1～5/3、8/6～8/14、12/30～
2017.1/2

川崎日航ホテル 神奈川県川崎市川崎区日進町 1 コンフォートツインルーム なし 土曜・休前日、2016.12/31、2017.1/1

ホテル日航金沢 石川県金沢市本町 2-15 -1 スタイリッシュツインルーム なし
土曜・休前日、2016.4/23～5/7、8/10～
8/20、9/17～9/24、11/3～11/5、12/30
～2017.1/2

ホテル日航大阪 大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-3-3 スタンダードツインルーム なし 土曜・休前日、2016.4/29～5/7、12/31～
2017. 1/3

ホテル日航関西空港 大阪府泉佐野市泉州空港北１ プレミアムエコノミークラス
ツインルーム なし 金・土・日・休前日、2016.4/29～5/3、8/5

～8/13、12/31～2017.1/2

ホテル日航姫路 兵庫県姫路市南駅前町 100 スタンダードツインルーム なし
2016.4/1～4/9、4/29～5/5、7/16、
7/17、9/17、9/18、10/8、10/9、12/30～
2017.1/9、3/18、3/19

ホテル日航奈良 奈良県奈良市三条本町 8-1 スタンダードツインルーム なし 2016.4/29、4/30、5/3、5/4、12/31～
2017.1/2

ホテル日航高知 旭ロイヤル 高知県高知市九反田 9-15 スタンダードツインルーム なし 土曜・休前日、2016.4/28～5/7、8/9～
8/15、12/31～2017.1/3

ホテル日航熊本 熊本県熊本市中央区上通町 2-1 スタンダードツインルーム なし 土曜・休前日、2016.4/29～5/4、12/31～
2017.1/2

ホテル日航那覇 グランドキャッスル
（2016年6月30日ご宿泊分まで利用可） 沖縄県那覇市首里山川町 1-132-1 スタンダードルーム なし 土曜・休前日、2016.5/2～5/7

ホテル日航アリビラ 沖縄県中頭郡読谷村字儀間 600 スーペリアツインルーム
（禁煙 /眺望指定なし） なし 金・土・日・休前日、2016.4/28～5/4、6/17

～10/2、12/22～～2017.1/3

JAL プライベートリゾート オクマ 沖縄県国頭郡国頭村字奥間 913 メインコテージ なし 土曜・休前日、2016.4/28～5/7、6/25～
10/11、12/28～2017.1/3、3/18～3/31

【ニッコー・ホテルズ・インターナショナル】

ハイアット リージェンシー大阪 大阪府大阪市住之江区南港北 1-13-11 06-6612-1234 スタンダードルーム なし
土曜・休前日、2016.4/29、5/1、5/2、5/6、
8/11、8/12、8/14、8/15、12/23、12/30
～2017.1/2

ハイアット リージェンシー福岡 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-14 -1 092-412-1234 スタンダードルーム なし 土曜・休前日、2016.5/2～5/4、2017.1/1
～1/3、1/15

【ハイアット ホテルズ アンド リゾーツ】

ヒルトン成田 千葉県成田市小菅 456 0476-33-1121 ヒルトンルーム なし 土曜日、2016.4/1～4/15、5/2～5/7、
7/22～8/27、12/30～2017.1/2

ヒルトン東京 東京都新宿区西新宿 6-6 -2 03-3344-5111 ヒルトンルーム 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016. 5/3、5/4、5/16～5/19、7/16、
7/17、9/17、9/18、10/8、10/9、12/23、
12/24、12/30～2017.1/2、1/28～2/4

ヒルトン東京お台場 東京都港区台場 1-9 -1 03-5500-5500 ヒルトンルーム なし 金・土・休前日、2016.4/28～5/7、 8/6～
8/14、12/22～2017.1/3、3/18～3/31

ヒルトン小田原リゾート＆スパ 神奈川県小田原市根府川 583-1 0465-29-1000 ヒルトンルーム なし 土曜・休前日、2016.4/29～5/4、8/1～
8/30、12/25～2017.1/3

ヒルトン福岡シーホーク 福岡県福岡市中央区地行浜 2-2-3 092-844-8111 ヒルトンツインまたはダブル 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。 ドームイベント開催日

ダブルツリー by ヒルトン那覇 沖縄県那覇市東町 3-15 098-862-0123 クイーン 土曜日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/28、5/1～5/8、7/16、7/17、8/8
～8/15、9/17～9/19、10/8、10/9、11/2、
11/22、12/3、12/4、12/22～12/24、
12/26～2017.1/3、1/7、1/8、2/10、
3/18、3/19

【ヒルトン・ワールドワイド】
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※ご予約はご宿泊希望のホテルまたは予約センターに直接ご連絡ください。また、ご予約時に必ずアメリカン・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。　※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
況や除外日などの理由により、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2016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。　※最新の対象ホテルにつきましては、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。

※「大津プリンスホテル」は、2016年4月1日「びわ湖大津プリンスホテル」へと名称を変更いたします。

FSGB0216

ホテル名 所在地 TEL お部屋タイプ 追加料金が必要な日
※料金はお問い合わせください。 除外日

釧路プリンスホテル 北海道釧路市幸町 7-1

予約センター
0570-07-8686
(9:30 ～18:00）

スタンダードフロア ツイン
ルーム

土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.5/3、5/4、6/13～6/15、7/16、
7/17、8/11～8/14、9/3、9/9～9/11、
9/16～9/18、10/5、10/6

屈斜路プリンスホテル 北海道川上郡弟子屈町屈斜路温泉 ツインルームB なし 2016.4/1～4/27、6/14、8/25、10/17、
11/27～2017.3/31

函館大沼プリンスホテル 北海道亀田郡七飯町西大沼温泉 モデレートツイン なし
2016.5/3、5/4、7/16、7/17、8/13～
8/15、9/17、9/18、10/8、10/9、12/30～
2017.1/3

雫石プリンスホテル 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉 スタンダードツインルーム 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/1～4/15、4/29～5/4、8/1～
8/15、8/27、12/4～12/17、12/23～
12/25、12/30～2017.1/3、2/11、2/12、
3/18～3/31

十和田プリンスホテル 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔 マウンテンサイドツインルーム 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/1～4/14、4/23～5/8、7/16～
7/18、7/30～8/21、9/10、9/11、9/17～
9/22、10/7～2017.3/31

グランドプリンスホテル新高輪 東京都港区高輪 3-13-1 スーペリアナチュラルツイン 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/2、4/9、4/29、5/3、5/4、7/16、
8/11、8/12、9/17、9/18、10/9、10月の
土曜日、11月の土曜日、12/23、12/24、
12/31～2017.1/2、2/25、3/18、3/25

品川プリンスホテル 東京都港区高輪 4-10 -30 メインタワー ツインルーム
（低層）

土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/2、4/9、4/29、5/3、5/4、7/16、
8/11、8/12、9/17、9/18、10/9、10月の
土曜日、11月の土曜日、12/23、12/24、
12/31～2017.1/2、2/25、3/18、3/25

新横浜プリンスホテル 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-4 ツインルーム なし
土曜・休前日、2016.5/2～5/4、7/17、
8/14～8/22、9/18、10/9、10/27、
10/28、12/31

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 144 本館 ガーデンビューツイン
ルーム

土曜日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/29～5/7、7/16、7/17、7/31～
8/21、9/17、9/18、9/21～9/23、10/8、
10/9、12/10、12/23、12/24、12/29～
2017.1/3、1/7、1/8、3/18、3/19

箱根仙石原プリンスホテル 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1246 Hikari・Kodachiスーペリア なし

土曜日、2016.4/23、4/29、4/30、5/1～
5/7、7/16、7/17、8/8～8/27、9/1、9/17、
9/18、10/7～10/9、12/26～2017.1/8、
2/23～2/28、3/1～3/6

箱根湯の花プリンスホテル 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯 93 和室 12畳 +広縁 4畳 なし 土曜・休前日、2016.4/29～5/4、8/10～
8/20、12/29～2017.1/3

大磯プリンスホテル 神奈川県中郡大磯町国府本郷 546 ツインルームD なし
2016.4/29、4/30、5/3、5/4、7/2、7/9、
7/16～8/28、9/3、9/10、9/17、9/18、
12/3、12/4、12/31～2017.3/31

ザ・プリンス 軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 スーペリアツインルーム なし

土曜・休前日、2016.4/29～5/7、7/16～
9/10、9/18、10/8、10/9、11/19、11/27
～12/2、12/23～2017.1/3、1/8、1/14、
3/18、3/19

軽井沢 浅間プリンスホテル 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 ツインルーム なし
土曜・休前日、2016.4/1～4/8、4/29
～5/4、7/16、7/17、8/1～8/31、9/17、
9/18、10/8、10/9、11/20～2017.3/31

下田プリンスホテル 静岡県下田市白浜 1547-1 ツインルームAまたはB なし 2016.4/29～5/7、7/16～8/31、12/29～
2017.1/3

びわ湖大津プリンスホテル
（旧：大津プリンスホテル） 滋賀県大津市におの浜 4-7-7 スカイフロア ツインルーム なし 2016.4/28～5/7、8/8～8/15、11/12～

12/4、12/31～2017.1/3

グランドプリンスホテル京都 京都府京都市左京区宝ヶ池 スーペリアフロア ツインルーム 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/2、4/9、5/3～5/5、7/16、8/13、
11/5、11/12～12/3、12/31～2017.1/2、
3/18、3/19、3/25

グランドプリンスホテル広島 広島県広島市南区元宇品町 23-1 スーペリアフロア ツインルーム 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/1～4/15、4/23～5/8、7/16、
7/17、7/23、8/4～8/14、9/17、9/18、
10/8、10/9、12/31～2017.1/2、3/18、
3/19

日南海岸 南郷プリンスホテル 宮崎県日南市南郷町城浦 ツインルーム 土曜・休前日
※除外日はご利用いただけません。 2016.12/31～2017.1/2、1/31～2/28

【プリンスホテルズ＆リゾーツ】

ロイヤルパークホテル 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1 03-3667-1111 スタンダードフロア スタンダードタイプ
土曜日
※除外日はご利用いただけません。

2016.4/30、 5/3、5/4、7/17、9/17、
9/18、10/9、 12/23、12/24、12/31～
2017.1/2

横浜ロイヤルパークホテル
神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-2-1-3

045-221-1133
（月～金 9:00～20:00
土日祝 9:00～19:00）

レギュラーフロア スタンダー
ドツイン シティビュー なし

金・土・休前日、花火大会開催日、2016.5/1
～5/7、6/2、7/17、8/1～8/20、9/18、
10/9、12/22～2017.1/3、1/16、3/19

【ロイヤルパークホテルズ アンド リゾーツ】
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