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オークラ　プレステージ台北 華國大飯店(インペリアルホテル) 慶泰大飯店(ガーラ) 帝后大飯店(エンプレス）

六福皇宮(ウェスティン) 台北長栄桂冠酒店(エバーグリーンローレル) 台北麒麟商務會館(Gallery Hotel) 国王大飯店(エンペラー)

圓山大飯店(グランド)（本館） 富譯酒店台北南東館(ＦＸ　ＨＯＴＥＬ) 圓山大飯店(グランド）（インサイドルーム） 山水閣大飯店（グリーンワールドインチュンサン）

君悦大飯店(グランドハイアット) 野柳泊逸渡假酒店 圓山大飯店(グランド）（金龍庁） 洛碁大飯店（グリーンワールドインリンセン）

晶華酒店(リージェント台北) 喜瑞飯店 馥都飯店（グランドフォワードホテル） 洛碁大飯店-松江館（グリーンワールドホテル松江）

香格里拉遠東国際大飯店(シャングリラファーイスタンプラザ)
首都大飯店（キャピタル） 康華大飯店(ゴールデンチャイナ) 豪爵飯店（メトロホテル）

西華飯店(シャーウッド) 華秦王子大飯店(グロリアプリンス) 天成大飯店(コスモス） 世聯商務飯店（リンクワールド）

台北喜来登大飯店(シェラトン) 国賓大飯店（アンバサダー） 三徳大飯店(サントス) 長春商務旅館

台北Ｗ飯店 康寧生活會館 燦路都飯店(サンルート) 統一大飯店（ユナイト）

君品酒店（パレドシン） 王朝大酒店（サンワールド・ダイナスティー） 神旺大飯店（サンワン） 新仕界大飯店（ニューワールド）

老爺大飯店（ホテルロイヤル日航） 城市商旅・南東館（シティースイート） 深坑假日大飯店（深坑ホリデイイン） 伊楽園大飯店（パラダイス）

台北寒舍艾美酒店（ル・メリディアン） 城市商旅・南西館（シティースイート） 中源大飯店 上賓大飯店（ＶＩＰホテル）

六福居（レオフーレジデンス） 台北凱撤大飯店(シーザーパーク) 兄弟大飯店(ブラザー) 第一大飯店(ファースト)

台北文華東方酒店(マンダリンオリエンタル) 神旺商務酒店（サンワンレジデンス） 福容深坑大飯店　（フーロンホテル） 華華大飯店(フラワー)

台北亞都麗緻大飯店（ランディス） 台北伸適商旅（センス） 富園国際商務飯店（リッチガーデン） 北城大飯店（シティ）

寒舍艾麗酒店（ハンブルハウス） 立多精品旅館（W5 Hotel Taipei） 老爺商務会館　南西館（ロイヤルイン台北南西） 密都大飯店

台北慕軒（マディソン台北） 台北美侖大飯店(パークビュー) 台北東京国際飯店（東京インターナショナルホテル） 友萊飯店

福華大飯店(ハワードプラザ) 老爺商務会館　林森館（ロイヤルイン台北林森） 豪景大酒店（リバービュー）

台北花園大酒店（タイペイガーデン） 馥華商旅（フォワードホテル） 六福客桟(レオフー)

中和福朋喜来登大飯店（フォーポイントバイシェラトン） 哲園商旅 台北碧瑤飯店（ホテルB）

台北福容大飯店（フーロンホテル） 首都大飯店小巨蛋館（ザキャピタルホテルアリーナ） 凱統大飯店（KDMホテル）

台北馥敦大飯店・南京店（フラートン） 峰巣(ビーハウス） 瑞格商務会館（リーガルホテル）

美麗信花園酒店（ミラマーガーデン） 洛碁驛大飯店（グリーンワールドステーションホテル） 儷莱大飯店（リライトホテル）

国聯大飯店（ユナイテッドホテル） 宣美飯店(シュアンメイホテル)

台北商旅(ＬＥＳ　ＳＵＩＴＥＳ　ＴＡＩＰＥＩ) 葳皇時尚飯店(V-ONEホテル)

皇家季節酒店（ロイヤルシーズンズ） 星辰飯店（シチズンホテル）

国泰商旅忠孝館（旧：國泰商旅） 愛客発商旅（本館）（ECFA）

欧華酒店（リビエラ） ジャスト・スリープ（西門町館）

和逸台北民生館（ホテルコージー） ジャスト・スリープ（林森館）

福泰桔子商旅-開封店（フォルテオレンジ）

誠品行旅 福泰桔子商旅-館前店（フォルテオレンジ）

和逸台北忠孝館（ホテルコージー） 福泰桔子商旅-林森店（フォルテオレンジ）

圓山大飯店(グランド）（麒麟庁） 華麗大飯店（フェラーリホテル）

洛碁大飯店-建北商旅（グリーンワールドホテル建北商旅） 台北喬美旅店（チャーミングホテル）

舞衣新宿（マイホテル）

洛碁中華大飯店（グリーンワールド中華）

東姿商務旅館（イースタンビューティー）

福君海悦大飯店（フォーチュンハイアット）

基隆 長榮桂冠酒店(エバーグリーン)

長栄鳳凰酒店（礁渓）　 蘭城晶英酒店（シルクプレイス）　 礁渓山泉大飯店 山多利大飯店

老爺大飯店(ロイヤル) 東森海洋温泉酒店 捷絲旅―礁溪館 麒麟太子大飯店

城市商旅・礁溪楓葉館

冠翔世紀温泉會舘

翡翠湾 翡翠湾福華大飯店(ハワードビーチリゾート)
太平洋翡翠湾温泉渡假飯店(パシフィックホットスプリングホテルグリ－ンベイ)

新竹喜來登大飯店(シェラトン） 煙波大飯店

国賓大飯店 福泰商務酒店

福華大飯店

老爺大酒店

新竹美麗信酒店

關西六福莊生態渡假旅館（レオフーリゾート）

知本高野国際飯店(ゴヤホットスプリング) 亜湾温泉飯店

日暉国際渡假村－台東池上 東台温泉飯店　

娜路彎大酒店(フォルモサナルワン　ホテル＆リゾート) 新都大飯店（旧：統茂温泉旅館）

老爺大飯店(ロイヤル) 泓泉温泉渡假村

知本金聯世紀酒店

鹿鳴温泉酒店

亞緻大飯店 長栄桂冠大飯店(エバーグリーン) 裕元花園酒店(ウインザー ホテル) 台中企業家大飯店

台中金典酒店(スプレンダー台中) 全国大飯店(ナショナル) 成旅晶贊飯店台中館 台中城市商旅（タイチュウ　シティースイート）

福華大飯店(ハワードプリンス) 台中兆品酒店・兆尹楼 台中雙星大飯戈占

清新温泉渡假飯店(フレッシュフィールズ リゾート) 台中福泰桔子商旅一公園店 台中兆品酒店・品臻楼

永豊桟麗緻酒店(リッツランディス) 台中金典商旅(スプレンダーイン） 帝宝大飯店

皇家季節酒店台中館 台中馥品大飯店 富王大飯店

台中日光温泉会館 文王大飯店

CU　HOTEL 台中馥品大飯店

台中港酒店（ハーバーホテル） 台中富信大飯店

麗加園邸酒店

通豪大飯店(プラザ)

台中中科大飯店

富豪大飯店

台中新幹線花園酒店

太魯閣晶英酒店（シルクプレイスタロコ） 花蓮遠雄悦來大飯店 藍天麗池飯店(アズレホテル) 曼波魚四季大飯店

花蓮福容大飯店 煙波大飯店 花蓮亜士都大飯店

美侖大飯店(パークビュー) 花蓮翰品酒店 統帥大飯店(マーシャル)

理想大地渡假飯店（プロミスランドリゾート） 花蓮力麗哲園飯店 F　HOTEL

　 捷絲旅―花蓮館（ジャストスリープ）

花蓮富野渡假酒店

百事達国際飯店

君鴻国際酒店（スカイタワーホテル） 国賓大飯店(アンバサダー) 華王大飯店(キングダム) 金石大飯店-宜都館

義大皇家飯店 義大天悦飯店 西子灣大飯店　(愛河館) 高雄漢王洲際飯店

漢来大飯店(ハイライ) 圓山大飯店(グランド) 翰品酒店（シャドーデシン） 高雄橘子飯店

福華大飯店(ハワード) 華園大飯店(ホリデーガーデン) 高雄中央飯店

寒軒国際大飯店 （ハンシェンインターナショナル） 麗景酒店（リーズブティック） 高雄帝后飯店

麗尊酒店（ロイヤル・リーズ） 大都会酒店（メトロポリタンホテル） 立多商旅

福容大飯店 捷絲旅―高雄館（ジャストスリープ） 統茂松柏大飯店

城市商旅－高雄館 国際星辰大飯店（ナショナルシティズン） 高雄哲園商旅

高雄京城大飯店(ホテル キングス タウン)

墾丁悠活麗緻渡假村 南台湾大飯店(サウスフォーモサ)

墾丁凱撤大飯店(シーザーパーク) 墾丁力麗哲園

墾丁福華大飯店(ハワードビーチ)

六福荘泡湯渡假旅館(レオフーリゾート）

桃園翰品酒店 城市商旅・航空館

桃園鴻禧飯店 中壢古華大飯店

桃園桃禧航空城 桃園智選假日飯店

台北諸富特華航桃園機場飯店（ノボテル） 桃園住都大飯店

桃園福容大飯店 桃園大飯店(トウエンホリディ)

富立登國際大飯店 

三峡 大坂根森林温泉渡假村 三鴬福容大飯店

深坑假日飯店

深坑福容飯店

富信大飯店

関子嶺温泉 関子嶺温泉スパリゾートホテル(統茂ホテル）

阿里山賓館（現代館） 阿里山賓館（歴史館） 阿里山閣大飯店

高峰大飯店 登山別館

剣湖山王子大飯店 嘉義兆品飯店 嘉冠大飯店

耐斯王子大飯店（ナイスプリンスホテル嘉義） 皇爵飯店

香格里拉遠東国際大飯店（シャングリラ） 台糖長栄酒店(エバーグリーンプラザ) 維悦統茂酒店

桂田酒店 朝代大飯店(ダイナスティ)

大億麗緻酒店(ターイーランディス) 台南大飯店(タイナン)

台南晶英酒店（シルクプレイス　タイナン）

和逸台南西門館（ホテルコージー）

台南老爺行旅

涵碧楼大飯店(ザ・ラルー　サンムーンレイク) 日月潭大淶閣大酒店 景聖楼大飯店

日月行館 日月潭大飯店 埔里鎮宝大飯店(ホーリーチンポー)

日月潭馥麗温泉大飯店 儷山林哲園会館 埔里天水蓮大飯店

日月潭雲品酒店（フローデシン） 友山尊爵酒店 経典大飯店

米堤大飯店 立徳大飯店

明琴清境荘園

日勝生加賀屋國際溫泉飯店
水美温泉会館(ホットスプリングリゾート) 龍邦僑園會館 熱海大飯店

麗禧溫泉酒店 北投春天酒店(スプリングシティリゾート)

福容大飯店（漁人碼頭） 成旅晶贊飯店

淡水福格大飯店

福容温泉会館　

金山

新荘 翰品酒店

蘆洲 成旅晶贊飯店

石門ダム 石門水庫福華渡假別館（ハワードレイクリゾート石門ダム）

礁渓温泉

新竹

知本/台東

台中

墾丁/南台湾/

車城

阿里山

台

湾

花蓮

高雄

台北

淡水

桃園/大渓

深坑/汐止

嘉義

台南

埔里/日月潭/

清境/溪頭

北投温泉


