
 予約受付期間   

チェックイン⽇当⽇まで     

チェックイン⽇より
60⽇前〜14⽇前     

チェックイン⽇より
60⽇前〜14⽇前 

（2021年3⽉31⽇宿泊分まで）

チェックイン⽇より
186⽇前〜14⽇前 

（2021年3⽉31⽇宿泊分まで）

チェックイン⽇14⽇前まで
（2021年3⽉31⽇宿泊分まで）

※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。

JTB提携施設 シーズン・曜⽇関係なく固定

シギラリゾート ①ローシーズン （2020/9/22~12/28、2021/1/3〜3/31）　　
②ハイシーズン　(2020/12/29~12/31、2021/1/1〜1/2)

【2020年版】国内提携リゾート予約規定
空室確認/予約 使⽤可能ポイント 予約⼿数料

$112.00 

チェックイン予定⽇の　15⽇前~当⽇ 予約⼿数料および使⽤したポイントの100％

ホテルハーヴェスト     クラブサービス（電話）
0120-805-811/03-6866-4900

クラブ・ボーナス・セーブドポイント
（併⽤可能） $99.00 

東急バケーションズ     
予約センター

0120-618-109　午前11︓00〜午後5︓00
（祝⽇、年末年始除く）

JTB提携施設 
予約センター

03-5909-8736　午前9︓30〜午後5︓00
（⼟⽇祝除く）

シギラリゾート クラブサービス（電話）
0120-805-811/03-6866-4900

キャンセル規定
チェックイン予定⽇の　31⽇以上前

ヒルトン系列ホテル     クラブサービス（電話）
0120-805-811/03-6866-4900

クラブ・ボーナス・ヒルトンオナーズポイント
（併⽤可能）

予約⼿数料     

チェックイン予定⽇の　30~16⽇前 予約⼿数料および使⽤したポイントの50％

ポイント数の確認⽅法
ヒルトン系列ホテル     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。
ホテルハーヴェスト     

①平⽇・⽇曜　②⼟・休前⽇、特定⽇
東急バケーションズ     



都道府県 エリア 施設名 ポイント数
（2名利⽤時）

添い寝可能年齢
（定員に含まず） 定員 部屋タイプ

北海道 ニセコ ヒルトンニセコヴィレッジ 1,700~
汐留 コンラッド東京 4,750~

お台場 ヒルトンお台場 2,500~
新宿 ヒルトン東京 3,000~
舞浜 ヒルトン東京ベイ 2,500~
成⽥ ヒルトン成⽥ 1,000~

神奈川県 ⼩⽥原 ヒルトン⼩⽥原 3,500~

⻑野県 軽井沢 旧軽井沢キキョウ
キュリオコレクションバイヒルトン 4,750~

愛知県 名古屋 ヒルトン名古屋 2,900~
梅⽥ ヒルトン⼤阪 3,250~

中之島 コンラッド⼤阪 4,750~
福岡県 福岡 ヒルトン福岡 2,500~

ダブルツリー那覇 1,750~
ダブルツリー⾸⾥城 1,200~
ヒルトン沖縄北⾕ 2,500~

ダブルツリー沖縄北⾕ 2,000~
瀬底 ヒルトン瀬底 4,000~

千葉県 冨浦 ホテル&リゾーツ南房総 4,000 0-2歳:無料 4 和室/洋室
⽯川県 和倉温泉 あえの⾵ 7,000 0-2歳:無料 5~6 和室
⼭梨県 ⽯和温泉 銘⽯の宿　かげつ 7,000 0-4歳:3000円+税10% 6 和室
⻑野県 上諏訪温泉 浜の湯 4,000 0-1歳:無料 5 和室

伊東温泉 ⾵の薫 7,000 0-2歳:無料 4 和洋室

稲取温泉 稲取銀⽔荘 7,000

0-1歳:無料
2-3歳:4000円+税10%

※2021年1⽉以降〜
0-2歳:無料

3-5歳:4000円+税10%

6 和室

和歌⼭県 勝浦温泉 ホテル浦島 4,000 0-2歳:無料
3-5歳:3000円+税10% 5 和室

兵庫県 有⾺温泉 古泉閣 7,000 0-6歳:無料 4 和室

⼭⼝県 ⻑⾨湯本温泉 ⼤⾕⼭荘 7,000 0-2歳:無料
3-5歳:1500円+税10% 5 和室

⿅児島県 指宿温泉 指宿⽩⽔館 7,000 0-1歳:無料 6 和洋室
①4,000
②10,000 3 スーペリアスイート

①6,000
②13,000 3 プールヴィラ

ラグーンスイート

静岡県 伊⾖⾼原
東急バケーションズ

伊⾖⾼原（愛⽝家族）
①3,000
②4,400

なし
(0歳児から1名様扱い） 6 2LDK東急バケーションズ 朝⾷・⼣⾷なし

※東急バケーションズの宿泊ポイント数は、１部屋あたりに必要なポイント数です。

朝⾷・⼣⾷付き

朝⾷付き

沖縄県 宮古島 シギラベイサイドスイート
アラマンダ シギラリゾート

0-3歳︓無料
4歳-5歳︓2000円+税10%
6-11歳︓5000円+税10%

朝⾷付き

JTB提携施設

朝⾷付き
朝⾷・⼣⾷付き
朝⾷・⼣⾷付き

朝⾷付き

朝⾷付き

静岡県

朝⾷付き

朝⾷付き

備考

ヒルトン系列ホテル

※左記のポイント数は固定ではなく⽬安です。
各ホテルの混雑状況(⽇程)・ご利⽤⼈数によって変動致します。

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。
詳細はクラブサービスまでお問合せください。

東京都

千葉県

⼤阪府

沖縄県

那覇

北⾕

朝⾷付き



都道府県 エリア 施設名 ポイント数
平⽇/休前⽇ 定員

福島県 裏磐梯 裏磐梯グランデコ
東急ホテル

平⽇　　  　︓2,400
⼟・休前⽇︓3,700 3

⻤怒川 ホテルハーヴェスト
⻤怒川

平⽇　　  　︓2,000
⼟・休前⽇︓3,000 4

那須 ホテルハーヴェスト
那須

平⽇　　  　︓2,400
⼟・休前⽇︓3,700 3

ホテルハーヴェスト
箱根甲⼦園

平⽇　　  　︓2,200
⼟・休前⽇︓3,500 3

ホテルハーヴェスト
箱根翡翠

平⽇　　 　︓3,600
⼟・休前⽇︓4,500 3

ホテルハーヴェスト
箱根明神平

平⽇　　 　︓2,200
⼟・休前⽇︓3,500 3

福井県 勝⼭ ホテルハーヴェスト
スキージャム勝⼭

平⽇　　 　︓2,500
⼟・休前⽇︓3,500 4

茅野 ホテルハーヴェスト
蓼科

平⽇　　　 ︓1,800
⼟・休前⽇︓2,700 3

軽井沢 ホテルハーヴェスト
旧軽井沢

平⽇　 　　︓2,900
⼟・休前⽇︓4,300 4

軽井沢 ホテルハーヴェスト
軽井沢

平⽇　　  　︓4,000
⼟・休前⽇︓5,000 5

信濃町 ホテルタングラム 平⽇　  　　︓2,400
⼟・休前⽇︓3,500 4

熱海 ホテルハーヴェスト
熱海伊⾖⼭

平⽇　  　　︓4,200
⼟・休前⽇︓5,300 5

伊東温泉 ホテルハーヴェスト
伊東

平⽇　　  　︓2,100
⼟・休前⽇︓3,100 5

浜松 ホテルハーヴェスト
浜名湖

平⽇　  　　︓1,500
⼟・休前⽇︓2,300 2

伊⾖ ホテルハーヴェスト
天城⾼原

平⽇　  　　︓2,200
⼟・休前⽇︓3,300 5

京都府 京都 ホテルハーヴェスト
京都鷹峯

平⽇　  　　︓3,900
⼟・休前⽇︓4,900 4

和歌⼭県 ⽥辺 ホテルハーヴェスト
南紀⽥辺

平⽇　　  　︓1,800
⼟・休前⽇︓2,600 3

兵庫県 有⾺温泉 ホテルハーヴェスト
有⾺六彩

平⽇　　  　︓2,800
⼟・休前⽇︓4,200 3

ホテルハーヴェスト 朝⾷・⼣⾷なし

栃⽊県

ツイン

デラックスツイン

ツイン

ツイン

ツイン

静岡県

箱根神奈川県

⻑野県

ツイン

ツイン

和洋室

和洋室

備考部屋タイプ

デラックスツイン

        1〜3名　ツイン
        4〜5名　和洋室

ツイン

ツイン

ツイン

ツイン

ツイン

和洋室

デラックスツイン


