
オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ

元のお部屋 アップグレード後のお部屋

プレステージルーム プレステージアッパーフロア 2,000

プレステージルームアッパーフロア プレステージコーナー 2,000

プレステージルーム プレステージコーナー 4,000

クラブルーム クラブコーナー 4,000

ヘリテージルーム ヘリテージバルコニー付 4,500

スーペリア デラックス 2,000

スーペリア エグゼクティブ 3,000

スーペリア ジュニアスイート 5,000

スーペリア デラックスジュニアスイート 7,000

スタンダード スーペリア 2,000

スーペリア デラックス 3,000

スタンダード デラックス 3,000

デラックス スイート 6,000

フォレスト・イン 昭和館 スタンダードダブル コーナーツイン 3,000

スタンダードシングル スタンダードツイン 1,000

スタンダードシングル デラックスツイン 2,000

スタンダードツイン デラックスツイン 1,000

スタンダードツイン(1階） スタンダードツイン(2階） 3,000

デラックスツイン（1階） デラックスツイン（2階） 3,000

スタンダードツイン(2階） デラックスツイン（1階） 9,000

スタンダードツイン（1階） デラックスツイン（1階） 12,000

スタンダードツイン（1階） デラックスツイン（2階） 15,000

スタンダードシングル（2名利用時） スタンダードツイン 1,000

スタンダードツイン（2名利用時） プレミアムコンフォートフロアスタンダードツイン 1,000

スタンダードツイン（2名利用時） コーナーツイン 2,000

スタンダードツイン（2名利用時） デラックスツイン 3,000

スタンダードツイン（2名利用時） スイート 5,000

アップグレードアワード (2023年4月～2024年3月）

オークラ アカデミアパーク ホテル

ホテル
対象のお部屋

ポイント

The Okura Tokyo

ホテルオークラ東京ベイ

ホテル イースト21東京

ホテルオークラ新潟

オークラアクトシティホテル浜松

ホテル鹿島ﾉ森



オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ

元のお部屋 アップグレード後のお部屋

アップグレードアワード (2023年4月～2024年3月）

ホテル
対象のお部屋

ポイント

シングルルーム（からすま京都ホテル） ツイン（からすま京都ホテル） 3,000

ツインルーム（からすま京都ホテル） プレミアムツイン（からすま京都ホテル） 7,000

シングル スタンダード 3,000

スタンダード スーペリア（街並側） 3,000

スタンダード スーペリア（東山側） 5,000

スタンダード コーナーデラックス 12,000

ダブルルーム スーペリアダブルルーム 3,000

スーペリアダブルルーム ガーデンダブルルーム 12,000

スーペリアツインルーム ガーデンツインルーム 12,000

メインスタンダード メインデラックス 3,000

オーセンティックスタンダード オーセンティックデラックス 3,000

メインスタンダード オーセンティックスタンダード 3,000

メインデラックス オーセンティックデラックス 3,000

スタンダードツイン ラージツイン 1,000

スタンダードツイン デラックスツイン 4,000

ホテルオークラＪＲハウステンボス スタンダードパークビューツイン スーペリアパークビューツイン 3,000

スタンダードツイン 桜島ビューツイン 4,000

桜島ビューツイン プレミアムツイン 18,000

シングルA グランド桜島ビューダブル 19,000

スーペリア デラックス 2,000

スタンダード スーペリア 1,000

スーペリア デラックス 2,000

スーペリア エグゼクティブ 4,000

デラックス エグゼクティブ 2,000

エグゼクティブ スーペリアスイート 4,000

スーペリアスイート デラックススイート 3,000

オークラ ガーデンホテル上海

SHIROYAMA HOTEL kagoshima

オークラ千葉ホテル

ホテルオークラ京都

ホテルオークラ神戸

ホテルオークラ福岡

ホテルオークラ京都 岡崎別邸



オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ

元のお部屋 アップグレード後のお部屋

アップグレードアワード (2023年4月～2024年3月）

ホテル
対象のお部屋

ポイント

デラックス オークラデラックス 4,000

デラックス ジュニアスイート 8,000

デラックス スーペリアスイート 12,000

プレステージ オークラプレステージ 2,000

プレステージ プレミアムプレステージ 7,000

オークラプレステージ プレミアムプレステージ 5,000

デラックス ビジネスデラックス 4,000

エグゼクティブビジネスデラックス エグゼクティブグランドデラックス 4,000

デラックス コーナーデラックス 5,000

オークラクラブ プレミアクラブ 4,000

プレミアクラブ プレステージクラブ 5,000

プレステージクラブ デラックススイート 8,000

デラックススイート プレステージスイート 5,000

デラックス 檜湯ルーム 3,000

檜湯ルーム プレミア コーナー 4,500

デラックス プレミア コーナー 7,000

シーニック シーニックラナイ 8,000

シーニック ドルフィンラナイ 18,000

シーニック オーシャンビュー 20,000

スーペリアビュー/スーペリアジュニアスイート スーペリアビュー ジュニアスイート 4,000

スーペリアビュー/スーペリアジュニアスイート エグゼクティブ 4,000

スーペリアビュー/スーペリアジュニアスイート エグゼクティブ ジュニアスイート 8,000

スーペリアビュー/スーペリアジュニアスイート パノラマルーム 10,000

・上記は2023年4月から2024年3月までのポイント数です。

・空室の確認およびご予約は、各ホテルへお電話ください。

・空室状況などにより承ることができない場合がございます。・12/30-1/3 は、共通除外日です。

・お一人様の場合も同じポイント数にて承ります。

・ステイアワードおよびロイヤル・エクスクルーシィヴ会員の客室ワンランクアップグレード特典との併用はできません。

・ポイント数はご予約時に減算いたします。なお、キャンセルした場合、ポイントはお戻しできませんので、あらかじめご了承ください。

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート

ホテルオークラアムステルダム 

ホテルオークラマカオ

オークラ プレステージ台北

ソウル新羅ホテル

オークラ プレステージバンコク

ホテルオークラマニラ


