
 予約受付期間

  0120-805-811   03-6866-4900

  0120-805-811   03-6866-4900

※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・ダイレクトステイは、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。

【2023年版】　国内提携リゾート予約規定

*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。

空室確認/予約 使用可能ポイント 予約手数料

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）
$134.00 

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

ポイント数の確認方法

※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。

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。

※一部オーナーシップによって利用の制限がある場合がございます。

ホテルハーヴェスト
チェックアウト日60日前から

チェックイン日の16日前まで

クラブサービス  (電話・Web)     クラブポイント・セーブドポイント・リザーブドポイント

（併用可能）

電話 $119.00

Web $64.00

ご予約はこちらから   ボーナスポイント(併用不可)
電話 $119.00

Web $79.00

ホテルハーヴェスト
①平日・日曜

②土・休前日、特定日

                                                                                                                                                                                                                                           

クラブサービス（電話）

https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan


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※1
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※2
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(~03/31/23)
2 053-526-1713

浜松
ホテルハーヴェスト

浜名湖(04/01/23~)
4 053-526-1713

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

※1　裏磐梯グランデコ東京ホテルは2023年3月31日をもって提携終了

※2　ホテルハーヴェスト箱根明神平は2023年6月30日をもって提携終了

朝食・夕食無し

※使用可能ポイント

クラブポイント

セーブドポイント

リザーブドポイント

(併用可能)

ボーナスポイント

(併用不可)

栃木県

神奈川県 箱根

長野県

ツイン

ツイン

軽井沢
ホテルハーヴェスト

軽井沢
5 和洋室 0267-46-8109

静岡県

平日　　  　：4,480

土・休前日  ：6,720
ツイン

平日　  　　：2,560

土・休前日  ：4,000
和洋室

平日　　   ：3,840

土・休前日：5,920
ツイン

平日　　   ：3,520

土・休前日：5,600
ツイン

ホテルハーヴェスト

ポイント数   平日/休前日 部屋タイプ 備考

平日　　   ：3,840

土・休前日：5,920
ツイン

平日　 　　：4,640

土・休前日 ：6,880

平日　　  　：6,400

平日　　 　：5,760

土・休前日 ：7,200
デラックスツイン

平日　　   ：3,520

土・休前日：5,600
ツイン

平日　　 　：4,000

土・休前日 ：5,600
ツイン

平日　　　 ：2,880

土・休前日 ：4,320

和洋室

平日　  　　：3,520

土・休前日  ：5,280
和洋室

平日　  　　：6,240

土・休前日  ：7,840
ツイン

平日　　  　：2,880

土・休前日  ：4,160
ツイン

土・休前日  ：8,000

平日　  　　：3,840

土・休前日  ：5,600
ツイン

平日　  　　：6,720

土・休前日  ：8,480
和洋室

平日　  　　：2,400

土・休前日  ：3,680
ツイン

平日　　  　：3,360

土・休前日  ：4,960

平日　　    ：3,200

土・休前日 ：4,800
デラックスツイン

https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/urabandai-grandeco-tokyu-hotel-hotel-harvest/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/urabandai-grandeco-tokyu-hotel-hotel-harvest/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/urabandai-grandeco-tokyu-hotel-hotel-harvest/
tel:0241323200
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-kinugawa/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-kinugawa/
tel:0288760100
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-nasu/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-nasu/
tel:0287762085
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hakone-koshien/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hakone-koshien/
tel:0460840330
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hakone-hisui-hotel-harvest/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hakone-hisui-hotel-harvest/
tel:0460843300
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hakone-myoujindai/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hakone-myoujindai/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hakone-myoujindai/
tel:0460872034
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-ski-jam-katsuyama/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-ski-jam-katsuyama/
tel:0779870081
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-tateshina/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-tateshina/
tel:0266693200
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-kyu-karuizawa/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-kyu-karuizawa/
tel:0267413005
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-karuizawa/
tel:0267468109
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-tangram-hotel-harvest
tel:0262583511
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-atami-izusan/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-atami-izusan/
tel:0557800112
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-ito/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-ito/
tel:0557386373
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hamanako/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hamanako/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hamanako/
tel:0535261713
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hamanako/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hamanako/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-hamanako/
tel:0535261713
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-amagi-kogen/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-amagi-kogen/
tel:0557291155
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-kyoto-takagamine/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-kyoto-takagamine/
tel:0754911166
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-nanki-tanabe/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-nanki-tanabe/
tel:0739256106
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/arima-rokusai-hotel-harvest/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/arima-rokusai-hotel-harvest/
tel:0789035631
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-karuizawa/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/hotel-harvest-karuizawa/
tel:0267468109

