
 予約受付期間   

チェックイン日より

60日前～14日前     

※注1)  ヒルトン系列ホテルを予約の際にキャンペーンご利用の場合、予約規定が一部異なります。(次項参照)

※注1）ボーナスポイントの有効期限以降にボーナスポイントを使用した予約をキャンセルした場合は、使用したボーナスポイントの100%が失効します。

※注2)  ヒルトン系列ホテルは、各ホテル規定に準ずるため、ご予約時にご案内いたします。

①平日・日曜

⑤ハイシーズン上期　(2021/1/1～1/2, 4/29～5/4)　     ⑥ハイシーズン下期　(2021/7/16～8/5, 8/15～8/28, 12/29～12/30)

ヒルトン系列ホテル   チェックイン日当日まで     
クラブポイント ・ボーナスポイント・ヒルトンオナーズポイント                          

（併用可能）

クラブポイント・ボーナスポイント・セーブドポイント

（併用可能）

クラブサービス（電話）

0120-805-811/03-6866-4900

ポイント数の確認方法

キャンセル規定

キャンセル規定 ヒルトン・グランド・バケーションズのキャンセル規定に準ずる

シギラリゾート 

※各日程・曜日の必要ポイント数は次ページのポイント表よりご確認頂けます。

混雑状況(日程)・ご利用人数によって日々変動致します。ポイントと現金の併用が可能です。

【2021年版】国内提携リゾート予約規定

予約手数料

ホテルハーヴェスト     

使用可能ポイント空室確認/予約

⑦ピークシーズン　(2021/8/6～8/14, 12/31)

シギラリゾート 

ヒルトン系列ホテル     

③ミドルシーズン上期（2021/6/11～6/30）　　　　　　　    ④ミドルシーズン下期（2021/7/1～7/15, 8/29～10/10）

②土・休前日、特定日
ホテルハーヴェスト     

チェックイン日14日前まで

（2021年6月30日宿泊分まで）

$99.00 

①ローシーズン上期（2021/1/3～4/28, 5/5～6/10）　　②ローシズン下期（2021/10/11～12/28）

*以下の内容は予告なく終了・変更となる場合がございます。

$119.00 



都道府県 エリア 施設名

北海道 ニセコ ヒルトンニセコヴィレッジ
汐留 コンラッド東京
お台場 ヒルトンお台場
新宿 ヒルトン東京
舞浜 ヒルトン東京ベイ
成田 ヒルトン成田 特典:

神奈川県 小田原 ヒルトン小田原

使用ポイント:

愛知県 名古屋 ヒルトン名古屋
梅田 ヒルトン大阪 予約手数料:

中之島 コンラッド大阪 予約受付:

福岡県 福岡 ヒルトン福岡 キャンセル規定:

ダブルツリー那覇
ダブルツリー首里城
ヒルトン沖縄北谷 対象ホテル:

ダブルツリー沖縄北谷
瀬底 ヒルトン瀬底

※1  スタンダードルーム(2名1室)ご利用時のおおよそのポイント数となります。シーズンによってポイントが変動しますのでご了承ください。

　　　 お子様の添い寝規定（年齢、定員に含む）は各ホテルによって異なります。

※   海外ヒルトン系列ホテルの検索を行う場合は、ヒルトンHオナーズのページ(hiltonhotels.jp)をご利用ください。

都道府県 エリア 施設名 ポイント数 （2名利用時） 定員 部屋タイプ

朝食付き

備考

 ボーナスポイント　　　　 

(併用可能)

沖縄県

スーペリアスイート

プールヴィラ

ラグーンスイート

0-3歳：無料

4歳-5歳：2000円+税10%

6-11歳：5000円+税10%

添い寝年齢 （定員に含まず）

3

3

　　　　　　　　　　　　　　　　

※使用可能ポイント

 飲食20%割引(一部制限有)

対象ホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　HGVメンバー様限定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒルトン系列ホテルの特別レートご宿泊プログラム

朝食無料

ホテル規定の1営業日前（日祝日休）までにお

電話でご連絡ください。

詳細

スペシャルホテルステイ　キャンペーン

①6,000/②6,400

③10,000/④11,400

⑤13,000/⑥14,600

⑦16,400

シギラベイサイドスイート

アラマンダ
宮古島

北谷

3,000 

3,000 

3,000~4,000

4,000～6,000

3,000~4,500

3,000~4,000

3,000~5,000

1,000 

3,000~4,000

4,000~6,000

2,500~4,000

〇

〇

　　　　クラブポイント　　　　

　セーブドポイント

クラブポイント目安※1

6,000 

6,000 

6,000 

東京都

千葉県

大阪府

沖縄県

那覇

3,000~4,000

$99.00 

3,000~3,500

〇

〇

〇

〇

チェックインの8日前まで

ヒルトン系列ホテル　

シギラリゾート

　　　ボーナスポイント　(併用可能)

詳細はこちらから

　　　　QRコードからも　　　　　

ご確認いただけます。

①4,000/②4,800

③8,000/④8,900

⑤10,000/⑥10,7000

⑦12,000

長野県
旧軽井沢キキョウ

キュリオコレクションバイヒルトン
軽井沢 4,500~6,000

国内6か所

韓国 ミレニアムソウル ヒルトン

クラブポイント、セーブドポイント、

https://nisekovillage.hiltonjapan.co.jp/
https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/
https://www.hiltonodaiba.jp/
https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/
https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/
https://www.hiltonnarita.jp/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/club-membership/member-offers-promotions/hotels
https://odawara.hiltonjapan.co.jp/
https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/
https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/
https://osaka.hiltonjapan.co.jp/
https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/
https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/
https://doubletree-naha.hiltonjapan.co.jp/
https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/
https://chatan.hiltonjapan.co.jp/
https://doubletree-chatan.hiltonjapan.co.jp/
https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/club-membership/member-offers-promotions/hotels
https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/
https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/


都道府県 エリア 施設名 定員 電話番号

福島県 裏磐梯
裏磐梯グランデコ

東急ホテル
3 0241-32-3200

鬼怒川
ホテルハーヴェスト

鬼怒川
4 0288-76-0100

那須
ホテルハーヴェスト

那須
3 0287-76-2085

ホテルハーヴェスト

箱根甲子園
3 0460-84-0330

ホテルハーヴェスト

箱根翡翠
3 0460-84-3300

ホテルハーヴェスト

箱根明神平
3 0460-87-2034

福井県 勝山
ホテルハーヴェスト

スキージャム勝山
4 0779-87-0081

茅野
ホテルハーヴェスト

蓼科
3 0266-69-3200

軽井沢
ホテルハーヴェスト

旧軽井沢
4 0267-41-3005

信濃町 ホテルタングラム 4 026-258-3511

熱海
ホテルハーヴェスト

熱海伊豆山
5 0557-80-0112

伊東温泉
ホテルハーヴェスト

伊東
5 0557-38-6373

浜松
ホテルハーヴェスト

浜名湖
2 053-526-1713

伊豆
ホテルハーヴェスト

天城高原
5 0557-29-1155

京都府 京都
ホテルハーヴェスト

京都鷹峯
4 075-491-1166

和歌山県 田辺
ホテルハーヴェスト

南紀田辺
3 0739-25-6106

兵庫県 有馬温泉
ホテルハーヴェスト

有馬六彩
3 078-903-5631

　　 　　クラブポイント

　※使用可能ポイント

朝食・夕食無し

　セーブドポイント

　　　　ボーナスポイント　　　

(併用可能)

0267-46-8109
 1～3名　ツイン  

  4~5名　和洋室
軽井沢

ツイン

ツイン

ツイン

和洋室

ツイン

和洋室

和洋室

部屋タイプ

ツイン

静岡県

栃木県

神奈川県 箱根

長野県

平日　  　　：4,200

土・休前日：5,300

平日　  　　：2,400

土・休前日：3,500

平日　 　　：2,900

土・休前日：4,300

平日　　　 ：1,800

土・休前日：2,700

平日　　 　：2,500

土・休前日：3,500

平日　　 　：2,200

土・休前日：3,500

平日　　 　：3,600

土・休前日：4,500

平日　　  　：2,200

土・休前日：3,500

平日　　  　：2,400

土・休前日：3,700

平日　　  　：2,000

土・休前日：3,000

平日　　  　：2,100

土・休前日：3,100

ポイント数   平日/休前日

平日　　  　：2,800

土・休前日：4,200

平日　　  　：1,800

土・休前日：2,600

平日　  　　：3,900

土・休前日：4,900

平日　  　　：2,200

土・休前日：3,300

平日　  　　：1,500

土・休前日：2,300

備考

平日　　  　：2,400

土・休前日：3,700

ホテルハーヴェスト

軽井沢

平日　　  　：4,000

土・休前日：5,000
5

デラックスツイン

ツイン

ツイン

ツイン

デラックスツイン

ツイン

ツイン

デラックスツイン

ツイン

ホテルハーヴェスト


