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リゾート 週番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

カールスバッド : カールスバッド・シーポイント・リゾート

カールスバッド : ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・アット・マーブリサ

カールスバッド : グランド・パシフィック・パリセーズ・リゾート

ブレッケンリッジ: ヴァルドロ･マウンテン･ロッジ

オーランド: ヒルトン･グランド･バケーションズ･クラブ･アット･シーワールド

オーランド: ヒルトン･グランド･バケーションズ･クラブ･アット･タスカニー･ビレッジ

オーランド: ラス・パルメラス、ア・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ 

オーランド: パーク・ソレイユ・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ･クラブ

マイアミビーチ: ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・アット・マックアルピン ‒ オーシャンプラザ

ハッチンソン島: プランテーション・ビーチ・クラブ・アット・インディアン・リバー・プランテーション・リゾート 

キャプティバ島: サウスシーズ･アイランド･リゾート  

フォート・マイヤーズ・ビーチ: シーウォッチ･オンザビーチ･リゾート 

マルコ島: ザ･チャーター･クラブ･オブ･マルコ･ビーチ® 

マルコ島: クラブ･リージェンシー･オブ･マルコ･アイランド

マルコ島: イーグルズ･ネスト･ビーチ･リゾート

マルコ島: サンセット･コーブ･リゾート

マルコ島: ザ･サーフ・クラブ･オブ・マルコ 

オアフ島: グランド･ワイキキアン・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ  *E *E

オアフ島: ホクラニ・ワイキキ・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ *E *E

オアフ島: カリア・スイーツ・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ *E *E

オアフ島: ラグーンタワー・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ *E *E

オアフ島: ザ・グランド・アイランダー・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ *E *E

ハワイ島: キングス･ランド・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ *E *E

ハワイ島: コハラ・スイーツ・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ *E *E

ハワイ島: ザ･ベイクラブ･アット･ワイコロア･ビーチ･リゾート  

ラスベガス: エララ・ア・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ *E

ラスベガス: ヒルトン･グランド･バケーションズ･クラブ･アット･ザ･フラミンゴ *E *E

ラスベガス: ヒルトン･グランド･バケーションズ･クラブ・オン･パラダイス *E

ラスベガス: ヒルトン･グランド･バケーションズ･クラブ・オン･ザ・ブルバード *E

ラスベガス:ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・アット・トランプ・インターナショナル・ホテル・ラスベガス *E

ニューヨーク: ザ・レジデンス・バイ・ヒルトン・クラブ *E *E

ニューヨーク: ウエスト57ストリート・バイ・ヒルトン・クラブ  *E *E

ヒルトンヘッド・アイランド：オーシャン・オーク・リゾート・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ

マートルビーチ: ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・アット・アンダーソン・オーシャン・クラブ *E

マートルビーチ: オーシャン22･バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ      *E

ユタ: サンライズ・ロッジ・ア・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ *E *E

ワシントンD.C.：ザ・ディストリクト・バイ・ヒルトン・クラブ *E

タスカニー : ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・アット・ボルゴ・アレ・ヴィニェ  *M  *M 

アカプルコ:  フィエスタ･アメリカーナ･ヴィラ･アカプルコ 

カンクーン: フィエスタ･アメリカーナ･ヴィラ･カンクーン

コスメル:  フィエスタ・アメリカーナ・コスメル・オールインクルーシブ

コスメル: ザ・エクスプロリアン・コスメル

コフンリッチ:ザ・エクスプロリアン・コフンリッチ

ロス・カボス:フィエスタ・アメリカーナ・ヴィラ・ロス・カボス

 

ロス・カボス: グランド・フィエスタ・アメリカーナ・ロス・カボス・オールインクルーシブ・ゴルフ＆スパ

プエルト・バヤルタ: グランド・フィエスタ・アメリカーナ・プエルト・バヤルタ・オールインクルーシブ

ヴィラモウラ: ヒルトン・ヴィラモウラ・バケーション・クラブ 

インバーネッシャー: ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・アット・コイラムブリッジ

バラター: ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・アット・クレイゲンダロック・ロッジズ

バラター: ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・アット・クレイゲンダロック・スイーツ

パースシャー: ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・アット・ダンケルド
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*E *E *E

シーズンの凡例：       

■ プラチナ       ■ ゴールド      ■ シルバー       ■ ブロンズ       *E 
 
2018年のイベント週        *M   メンテナンス週


