
〔トルコのホテルリスト〕
トルコ政府による格付けで分類しています。ご利用目的やグループサイズ、お部屋からの眺望等でおすすめのホテルは異なりますのでお問い合わせ下さい。

サフランボルなどの民家風ホテルや東トルコのホテルはバスタブがなく、シャワーのみのお部屋となります。

SL = スーパーデラックス　　L = デラックス　　　A = スーペリア　　　B = ファースト　　　C = エコノミー

４星ホテル ３星ホテル その他の特徴あるホテル

SL L A B C 洞窟ホテル、ブティックホテルなど

新市街 チュラーン・パレス（宮殿風） ジェイラン・インターコンチネンタル デデマン ユーロプラザ カートン 〔ブティックホテル・プチホテル〕
ヒルトン シェラトン・マスラック パークサ・ヒルトン ビュユックケバン 　ラ・メゾン（Ｌ）

フォーシーズンズ・ボスポラス スイスホテル・ザ・ボスポラス ムーベンピック ザ・セントラル・パレス エルボイ
レス・オットマンズ ザ・マルマラ ミッドタウン エラン
パークハイアット・マチカパレス コンラッド スルメリ ラーレスパーク・タクシム エイフェル
Ｗホテル グランド・ハイアット プリンセス グランド・オズタヌック ゴルデンエージ２

リッツ・カールトン グランド・ジェバヒル クリスタル グランド　エミン
ラディソン・BLU・ボスポラス ペラパレス ゴールデン・エイジ１ グランド　アント
ソファ グランドホテル・ハーリチ グリーンアンカ
クラウン・プラザ・ハルビエ ラマルティン グランド　ワシントン
デヴァン サヴォイ グランド　オンス

リオン グランド　メディア
メガラ・パレス ホテル　ネナ
キャラバンサライ オラン
ニッポン セレス
ポイント（４＋） ソウテュホテル
エレシン・タクシム プレスティージ
グリーンパーク・タクシム
ケバン
チューリヒ
フェロンヤ
マディソン・タクシム
マルマラ・ペラ 〔ブティックホテル・プチホテル〕
リッチモンド 　スルタン・アフメット・パレス（A）
エリート 　ジェラル・スルタン（A）

旧市街 フォーシーズンズ・スルタンアフメット バルセロ・エレシン・トプカピ ケント 　イブラヒム・パシャ（A）
アクギュン グランド・ヤヴズ 　ダフネ（A）
ラマダ・オールドシティ イーイタルプ 　ブルーヒルズ（A）

ブラック・バード 　アンティーク（A）
レガシー・オットマン ホリディイン・アタキョイ 　イェシル・エビ（A）
ホリディイン・シティ ヴァルダル・パレス 　ブルーハウス（A）
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ グランド・スター 　オットマン・インペリアル（A）
オールド・シティ ゲジィ 　キベレ（B）

プレジデント 　レディ・ディアナ（B）
オリエント・エクスプレス 　フェフミ・ベイ（B）
カラー 　アヴィンセナ（B）
セネタ 　アルカディア（B）
プレスティージ 　ヒストリア（B）
ロイヤル 　ノマーデ（Ｂ）
アソス 　ヒッポドローム（Ｂ）
チューリヒ 　ネナ（Ｂ）
クラス

空港周辺 シェラトン・アタキョイ WOWイスタンブール ギュネシ
または ポラット・ルネッサンス アルマダ
空港寄り ラディソン・BLU・エアポート WOWエアポート

ホリディイン・エアポート
グリーンパーク・メルテル

アジア側 ダブルツリー・バイ・ヒルトン・モダ マリオット・アジア スマハン・オン・ウォーター（SL)
クラウン・プラザ・アジア ソズビール（SL)
グリーンパーク・ペンディック アジア（L)

ボスポラス・パレス（L)

５星ホテル

イスタンブール

都市名



SL = スーパーデラックス　　L = デラックス　　　A = スーペリア　　　B = ファースト　　　C = エコノミー

４星ホテル ３星ホテル その他の特徴あるホテル

SL L A B C 洞窟ホテル、ブティックホテルなど

５星ホテル
都市名

シェラトン デデマン イチカレ ゴールド
ヒルトン ブユック・アナドル ケント アリフィン
スイスホテル エタップ・アルトゥネル ヒューストン アルメル

エセンポア・エアポート イキビン エリート
ラディソン・BLU アカル ゴルディオン
スルメリ アルディノ メトロポール

クラウン・プラザ アネモン カラジャ オントゥル・ブティック（A）
ヒルトン モーベンピック エーゲ・パレス イズミル・パレス
スイスホテル・グランド・エフェス アクサン ユムコール

イスミラ クスメット
シェラトン（チェシメ） カヤ・プレスティージ アンバ

ベスト・ウェスタン・コナック パームシティー
キリム サーマルバルチョワ
グランドプラザ グランドゼイベック
マルラ

カリスマ アダクレ エフェシア イェニ　ヒッタイト
パイン・ベイ インバット キスメット パーム
コルマル オヌラ ツーサン プナル
アクア・ファンタジー スルメリ バティハン

ファンタジア パイン・ベイ・マリーナ
ブルースカイ グランド・オズチェリック
リッチモンド・エフェソス
クリスタル・カイマクル（カイマクル） アルトゥノズ（ネブシェヒル） カワス（ネブシェヒル） 〔洞窟ホテル〕
デデマン（ネブシェヒル） カッパドキア・ロッジ（ネブシェ） シェケルヤパン（ネブシェヒル） 　ケーブ・リゾート（SLーウチヒサル）
ペリシア（ユルギュップ） ペリタワー（ネブシェヒル） フローリア（ユルギュップ） 　アナトリアン・ハウス（SLーギョレメ）
ディンラー（ユルギュップ） ムスタファ（ユルギュップ） アルカダシュ（ユルギュップ） 　ミュージアム（SLーウチヒサル）
グランド・エラス（アクサライ） ゴメダ（ユルギュップ） ユキュセッレー（ユルギュップ） 　ＭＤＣ（SLーユルギュップ）
ヒルトン（カイセリ） カッパドキア・イン（ウチヒサル） アルメリ（カイセリ） 　ユナック・エブレリ（Lーユルギュップ）
スーハンホテル（アバノス） アルトゥンヤズ（アバノス） アルテュンサライ（カイセリ） 　アルフィナ（Lーユルギュップ）

イールトゥク（アバノス） コンフォル（カイセリ） 　ケーブ・スイート（Lーギョレメ）
ブユック（アバノス） テズジャンラー（アクサライ） 　ユスフ・パシャ・コナウ（Lーギョレメ）
アーチリ（アクサライ） 　レジェント（Lーギョレメ）
トゥーリスト（ギョレメ） 　ギュル・コナクラル（Lーシナソス）

　アタマン（Aーギョレメ）
　アルゴス・イン（Lーウチヒサル）
　エルケプ・エブレリ（Aーユルギュップ）
　ケレベッキ・エブレリ（Aーギョレメ）
　ベジルハネ（Aームスタファパシャ）
　デルビッシュ（A－ギョレメ）
　ブルジュ・カヤ（B－ユルギュップ）石造り
　クラル（B－ユルギュップ）石造り

サーマル・コロッセア リューカスリバー コチャック
リッチモンド・スパ リッチモンド・サーマル
ラルージュ・ポラット

コチャック
パム・サーマル ヘラクレス・サーマル
グランド・マーデン（旧ﾋｴﾗﾎﾟﾘｽ） Ｃ＆Ｈ（旧ハルジュ）

トリポリス
ヴィラ・リューカス
グランド・セヴキ

リクソス オズカイマック セルチュク
デデマン オズカイマック・パーク イェニセマ

デュンダール
バルクチラール
ベラ

イズミール

クシャダス

アンカラ

カッパドキア

パムッカレ

コンヤ



SL = スーパーデラックス　　L = デラックス　　　A = スーペリア　　　B = ファースト　　　C = エコノミー

４星ホテル ３星ホテル その他の特徴あるホテル

SL L A B C 洞窟ホテル、ブティックホテルなど

５星ホテル
都市名

コリン ツーサン ビュユック・ツルバ
イリス アナファルタラール
アコール
エデン・ガーデン
アカルス

アルミラ ホリデイイン ギョンルフェラー
チェリッキ・パレス アナトリア ケント
キャラバンサライ・サーマル ディリメン

グランド・ヤズジ
センター

グランド・テミゼル グランド・ミラノ
ハリッチ・パーク マレ
サーマル・サルハン カリフ
　　　　　　　（エディレミット）

サンセット ヴィバイスケンデル
ベルクソイ
ウズ 〔民家風ホテル〕
ザリフレ 　カディオグル・シェザデ・コナウ

　タフスィンベイ・コナウ
　パシャ＆ゴークチュール・コナウ
　ハティジェ・ハヌム・コナウ
　ハブズル・コナウ
　フィクリエ・ハニム・コナウ
　チェリク・パラス
　エブル・コナウ
〔隊商宿風ホテル〕
　ジンジ・ハン

リクソス・プレミアム シェラトン オフォ アラティンヤ・プリンス グリーンランド 〔ブティックホテル・プチホテル〕
デデマン クラブ・セラ ディンラー ミタット ミニヨン・タウンハウス
ファレズ クシュラハン プリンス ナサ・フローラ テュワナ
ポルトベッロ ララ・ファルコン アンタリアホテル リング ドアン
ザ・マルマラ ジェンディル アカンテュス シーグール ニノワ
タルヤ ヒルサイド・スー ベストウェスタン・カーン スタート アテリア
アドニス ICホテル・エアポート チグリス

ベレッキ リクソス・プレミアム グロリア・ゴルフリゾート アトランティス ベレック・ビーチリゾート オズィ・クラブ・コラルタン 〔ブティックホテル・プチホテル〕
地中海沿岸 ケンピンスキー・ドーム パイン・ビーチ ベルパーク リヴァーサイド 　カディルス・ツリーハウス（オリンポス-A）

（アンタルヤ周辺） リマック・アトランティス・ビーチ 　ダフネ（オリンポス-A）
シレネ・ゴルフリゾート 　オリンポス　ロッジ（オリンポス-A）

マナヴガット ペリシア ベリンダ ヘメラ 　チラリ（オリンポス-A）
テュルクアズ ノヴァホテル プロメテ 　サンダンス・ナチュール（ケメル-A）

シデ アマラ・ビーチ ホテル・セリン バルット　ホテル　アカンテュス アリス　スイト 　ベルケ・ランチュ（ケメル-A）
ホテル・エステリア テュルクアズ・ホテル・リゾート バルットホテル　ヘメラ バロット　ホテル　ジェンネット 　ラレ・パーク　（シデ-A）
パロマ・ペリシア スラルサライ ホテル　ベリンダ 　ヴィラ・ラピン（マナヴガット-A）

アランヤ クラブ　パラディソ オリエント・パレス ファースト・クラス ディンラ アライイェ 　ベデステン・クラブ（アランヤ-A）
サンセット・ビーチ グランド・カプタン ディリタ アスカ　バラン
クラブ・ゴールデン・アレナ ドアンアイ ディザルア グランド　アティッラ
マック・アランシア・リゾート セラプス テュルタシ クラブ　ホテル　ティタン

カシュ クラブ　ホテル　フェッロス
エキジ

カルカン＆ クラブ　クサントス プラット
パタラ サミラ

ブルサ

チャナッカレ

アンタルヤ

アイワルク＆エディレミット

ベルガマ

サフランボル



SL = スーパーデラックス　　L = デラックス　　　A = スーペリア　　　B = ファースト　　　C = エコノミー

４星ホテル ３星ホテル その他の特徴あるホテル

SL L A B C 洞窟ホテル、ブティックホテルなど

５星ホテル
都市名

ケメル コンリンシア・クラブ アルバ・リゾート ゴールデン・ロテュス アイテュン アウラ
アマラ・ウィング・リゾート オズカイマック・マリーナ グランド・ケメル カプラン・パラダイス イディロス

ケメル・リゾート グランド・リング アレナ キリシ・ラ・パーム
キリシ・アリンダ・ビーチ フェスティワール・テキロヴァ ラリッサ・イン
ラ・メール ゲリドンヤ オティウム・ホテルブルー

ディディム カプリス　パレス ホテルファーストクラス クラス　ホテル
エーゲ海沿岸 ディディム　ビーチ ザ．ホリデイ　リゾート テンプル

ボドルム ケンピンスキー・ボドルム アズカ　 キャラバンサライ アンブロシア セルデュンヤ＆ペテュンヤ
ホテル・バイア サマラ アート・ボドルム マラビーチ
クラブ・ホテル・イシス カデュカレ・リゾート アサルルック・ビーチ テネドス
ザ・マルマラ ラ・ブランチェ クラブ・イゼル・ビーチ アヤザ・アクア

マルマリス アクア マルテュ・リゾート アレメナ アイデリア
マレス アート・マルマリス ブルー・レインボー
エラガンセ クラブ・アルマル クラブ・ホテル・ディナ
ロビンソン・セレクト フォルテュナ・ビーチ エフェス・イン
ヌマル キャラバンサライ・マルマリス ジュニペル

フェティイェ クラブ　ベルジェキス マジェスティ　クラブ　テュアナ アリゼ テュルクアズ・ガーデン
リキア　ワード デスティナ・リゾート ハルマン
ヒルトン セイハン マヴィ　スルメリ

ザイム　オール
インジ
セデフ
ビュユック　アンタキア オズジハン
ハママット　サーマル オロンテス
イッソス（イスケンデルン） クラブジャスミン（イスケンデルン）

アルスズ（イスケンデルン）
ヒルトン サヒル　マルテュ ビユック・ヤルチュン
インターコンチネンタル スルタシャ ミステュル
タシュジュ・ベスト（スィリフケ） アルテュン　オルフォズ（スリフ）

〔東トルコ地方〕
ボズドアン バルダクチュ・タシュサライ
イスアス
ゼウス ユーフラテス（２星ホテル）

インパシュ ビユック・マラシュ
グランド・ホテル ティリメン アユンタップ ベルクズハン（隊商宿）
テュージャン ラヴァンダ ヴェリッジ（２星ホテル） アナドル・エヴレリ（石造民家風）
デデマン エデッサ ユクセルハン
エル・ルーハ 八ラン

ビユック・マルディン ビレン エルドバ・コナクラル（民家風）
ネジルハン（ヌサイビン） オズトプラックラル（クズルテペ） アルテュクル・キャラバンサライ（隊商宿）
マティアット

クラス・ホテル デデマン グランド　ギュレリ
マラバディ ディヤル　ビュユック
プレスティージ ミロール
アルテュンカユス アヴサル
イェニ・シナン ベズギンレル

グランド　アッコザ
メリット・サフマラン アクダマル
ビユック・ウラルテュ グランド　アルシサ
タマラ テュシュバ

ヤクット

アダナ

アンタクヤ＆イスケンデルン

メルスィン＆スィリフケ

カフラマン・マラシュ

ガズィアンテップ

シャンルウルファ＆ハラン

アドュヤマン（ネムルート）

キャフタ（ネムルート）

マルディン

ディヤルバクル

マラティア

ワン



SL = スーパーデラックス　　L = デラックス　　　A = スーペリア　　　B = ファースト　　　C = エコノミー

４星ホテル ３星ホテル その他の特徴あるホテル

SL L A B C 洞窟ホテル、ブティックホテルなど

５星ホテル
都市名

ホテル　ヌーハ（２星ホテル）
ビュユック　アール
シムーエル（ドグネヤズット）
アララット（ドグネヤズット）

サルカムシュ・トプラック チャムカル
カラバー
シムーエル　カルス

ポラット・ルネッサンス デデマン　パランドケン ディラヴェル
パラン

〔黒海沿岸地方〕
デデマン アスヌル ハシムオール（アイデル高原）
グランド・チャヴショール シス（アイデル高原）

イナン（ウズンギョル）
クロール（ウズンギョル）

グランド・ゾルル ビユック・スメラ ウズンクム タシュクン（スルタンムラット高原）
ウォーター・パラダイス アクスラル
　　　　　（アクチャアバット）
ウスタ・パーク ホロン
ズィタシュ（ズィガナ山）
ニュー・ジャスミン ハンジラル

キット・テュル
ヤルチュン（ファテュサ） バルックタシュ

ベルデ
グランドホテル

ビユック・サムスン エアーポート・リゾート
ヤフェヤ

アップル・パレス ビユック・アマスィア 〔民家風ホテル〕
グランド・ハルシェナ
グランド・パシャ
シュクルベイ・コナウ
エミンエフェンディ・コナウ
エズギ

ウルガズ・マウント・リゾート ダーバシュ（スキーリゾート） テュラシュ 〔民家風ホテル〕
　　　　　　　　（スキーリゾート） トプラクチュラル・コナウ
タクシム　インタナショナル（山） ボル・サーマル（山） エセンテペ（山）
ビュユックアバント（湖） コル（山） カシミル（山）

キョロール（山）

サムスン

アマスヤ

カスタモヌ

ボル（ボル山＆アバント湖）

リゼ

トラブゾン

ギレスン

オルデュ

アール＆ドゥバヤズット

カルス

エルズルム


