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ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ料金表 
2018年1月発効

ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ料金表：メンバーは、クラブ年会費のお支払いが必要です。加えて、

特定の予約や手続きには1件ごとに手数料を申し受けます。アメリカ・カナダ在住のメンバーの年会費は$170、その他

の地域に在住のメンバーの年会費は$204です。57ストリート・バケーション・スイーツ、HCスイーツ（別称：ザ・レジデ

ンス・バイ・ヒルトン・クラブ）、TDスイーツ（別称：ザ・ディストリクト・バイ・ヒルトン・クラブ）のオーナーには、年会費

（アメリカ・カナダ在住のメンバー：$290、その他の地域に在住のメンバー：$315）と、無制限のホームリゾート優先予

約、バイ・ヒルトン・クラブ優先予約、クラブ予約手数料（$80またはそれ以下）を含めた支払いオプションをご用意して

います。

登録料
     入会/アクティベーション料（登録手数料）
        HRCまたはその関連会社から購入した場合 
        第三者または個人販売から購入した場合 

 
$366
$599

     オーナーシップ譲渡費 $399

     アクティベーション料（任意の施設、1週ごと）* $399

手数料
  クラブリゾートの

     ホームウィーク予約 無料

      ホームリゾート優先予約、バイ・ヒルトン・クラブ優先予約、 
クラブ予約（変更可能）– 電話

$80

      ホームリゾート優先予約、バイ・ヒルトン・クラブ優先予約、 
クラブ予約（変更可能）– オンライン

$65

  クラブパートナー・パークス $104

  ポイントの延長

     ヒルトン・オナーズポイントへの交換 – 電話 $114

     ヒルトン・オナーズポイントへの交換 – オンライン $104

     セーブドポイントとしての繰り越し – 電話 $114

     セーブドポイントとしての繰り越し – オンライン $104

     キャンセルプロテクション $62

     RCIへ預け入れたポイントの延長 $129

     RCIへの預け入れ – 電話 $114

     RCIへの預け入れ – オンライン $104

     借り入れ 無料

  ゲスト利用確認

     ホームウィーク予約 無料

      ホームリゾート優先予約、バイ・ヒルトン・クラブ優先予約、 
クラブ予約 – 電話

$52

      ホームリゾート優先予約、バイ・ヒルトン・クラブ優先予約、 
クラブ予約 – オンライン

$52

     オープンシーズンレンタル予約 利用不可
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RCIエクスチェンジ料金表 
2018年1月発効

手数料
週単位でのRCI予約（予約1件あたり） $239

1泊単位でのRCI予約1

    1泊 $49

    2泊 $69

    3泊 $99

    4泊 $129

    5泊 $169

    6泊 $189

    7泊 $239

RCIゲスト利用確認書 $79

 リゾートより追加のハウスキーピング料金が請求されます。

追加料金：一部のリゾートでは、特定のアメニティ、ハウスキーピングサービス、光熱費、施設利用に追加料金を申し受

けることがあります。このような料金は、リゾートにより決定・請求されます。加えて、一部の司法管轄区域では、リゾー

ト施設利用に税金を支払う必要がある場合があります。宿泊税の支払いについては、リゾートに宿泊するメンバーまた

はゲストの責任となり、クラブの手数料の一部には含まれていません。



3 | ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ規約   

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 
RLバケーション・スイーツ（フロリダ州オーランド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第6～15週、24～32週、51～52週 ゴールド：第1～5週、16～23週、33～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ $109 $129 $823 スタジオ $77 $98 $602

スタジオ・プラス $120 $146 $918 スタジオ・プラス $89 $110 $686

スタジオ・ペントハウス $130 $156 $988 スタジオ・ペントハウス $99 $120 $756

スタジオ・ペントハウス 
プレミア $140 $166 $1,058 スタジオ・ペントハウス 

プレミア $109 $130 $826

1ベッドルーム $130 $156 $988 1ベッドルーム $99 $120 $756

1ベッドルーム・プラス $155 $181 $1,163 1ベッドルーム・プラス $124 $145 $931

1ベッドルーム・ 
ペントハウス $280 $300 $2,020 1ベッドルーム・ 

ペントハウス $240 $260 $1,740

1ベッドルーム・ 
ペントハウス プレミア $290 $310 $2,090 1ベッドルーム・ 

ペントハウス プレミア $250 $270 $1,810

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $200 $226 $1,478 2ベッドルーム・プラス $164 $185 $1,211

2ベッドルーム・ 
ペントハウス $339 $375 $2,481 2ベッドルーム・ 

ペントハウス $299 $315 $2,141

2ベッドルーム・ 
ペントハウス プレミア $367 $403 $2,677 2ベッドルーム・ 

ペントハウス プレミア $320 $341 $2,303

3ベッドルーム $255 $286 $1,878 3ベッドルーム $224 $245 $1,631

3ベッドルーム・ 
ペントハウス $386 $459 $2,921 3ベッドルーム・ 

ペントハウス $346 $366 $2,482

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・バケーション・スイーツ（フロリダ州オーランド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ： 
第6～15週、24～32週、51～52週

ゴールド： 
第1～5週、16～23週、33～43週

シルバー： 
第44～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週） 部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

スタジオ $109 $129 $823 スタジオ $77 $98 $602 スタジオ $67 $88 $532

1ベッドルーム $130 $156 $988 1ベッドルーム $99 $120 $756 1ベッドルーム $89 $110 $686

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134 2ベッドルーム $143 $164 $1,064

3ベッドルーム $255 $286 $1,878 3ベッドルーム $224 $245 $1,631 3ベッドルーム $214 $234 $1,558

3ベッドルーム 
・プラス $286 $326 $2,122 3ベッドルーム 

・プラス $256 $276 $1,852 3ベッドルーム 
・プラス $246 $266 $1,782

フロリダ州のリゾート：オープンシーズンレンタル料金
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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
タスカニー・ビレッジ・バケーション・スイーツ（フロリダ州オーランド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第6～15週、24～32週、51～52週 ゴールド：第1～5週、16～23週、33～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ $109 $129 $823 スタジオ $77 $98 $602

1ベッドルーム $130 $156 $988 1ベッドルーム $99 $120 $756

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

3ベッドルーム $255 $286 $1,878 3ベッドルーム $224 $245 $1,631

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
LPバケーション・スイーツ（フロリダ州オーランド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第6～17週、22～34週、51～52週 ゴールド：第1～5週、18～21週、35～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ $109 $129 $823 スタジオ $77 $98 $602

スタジオ・プラス $120 $146 $918 スタジオ・プラス $89 $110 $686

1ベッドルーム $130 $156 $988 1ベッドルーム $99 $120 $756

1ベッドルーム・プラス $155 $181 $1,163 1ベッドルーム・プラス $124 $145 $931

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $200 $226 $1,478 2ベッドルーム・プラス $164 $185 $1,211

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

サウスビーチ・バケーション・スイーツ（フロリダ州サウスビーチ）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～17週、23～33週、51～52週 ゴールド：第18～22週、34～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

1ベッドルーム $130 $156 $988 1ベッドルーム $99 $120 $756

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

フロリダ州のリゾート：オープンシーズンレンタル料金（続き）
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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 
コハラコースト・バケーション・スイーツ（ハワイ州ワイコロア）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～18週、23～35週、42～52週 ゴールド：第19～22週、36～41週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $217 $243 $1,597 2ベッドルーム・プラス $180 $201 $1,323

2ベッドルーム・プレミア $250 $276 $1,828 2ベッドルーム・プレミア $214 $234 $1,558

ザ・ベイクラブ・アット・ワイコロア・ビーチ・リゾート
ザ・ベイクラブ・バケーション・オーナーシップ・プログラム（ハワイ州ワイコロア） 

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～18週、23～35週、42～52週 ゴールド：第19～22週、36～41週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

1ベッドルーム $158 $184 $1,184 1ベッドルーム $126 $147 $945

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $217 $243 $1,597 2ベッドルーム・プラス $180 $201 $1,323

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
WBKLバケーション・スイーツ（ハワイ州ワイコロア）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～18週、23～35週、42～52週 ゴールド：第19～22週、36～41週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

1ベッドルーム $158 $184 $1,184 1ベッドルーム $126 $147 $945

1ベッドルーム・プラス $185 $211 $1,373 1ベッドルーム・プラス $153 $174 $1,134

1ベッドルーム・プレミア $217 $243 $1,597 1ベッドルーム・プレミア $180 $201 $1,323

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $217 $243 $1,597 2ベッドルーム・プラス $180 $201 $1,323

2ベッドルーム・プレミア $250 $276 $1,828 2ベッドルーム・プレミア $214 $234 $1,558

3ベッドルーム $255 $286 $1,878 3ベッドルーム $224 $245 $1,631

3ベッドルーム・プレミア $530 $603 $3,929 3ベッドルーム・プレミア $488 $509 $3,479

ハワイ州ビッグアイランド（ハワイ島）のリゾート：オープンシーズンレンタル料金
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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
ハワイアン・ビレッジ・バケーション・スイーツ（ハワイ州オアフ島）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～18週、23～35週、42～52週 ゴールド：第19～22週、36～41週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ $130 $151 $973 スタジオ $99 $120 $756

1ベッドルーム $158 $184 $1,184 1ベッドルーム $126 $147 $945

1ベッドルーム・プラス $185 $211 $1,373 1ベッドルーム・プラス $153 $174 $1,134

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $217 $243 $1,597 2ベッドルーム・プラス $180 $201 $1,323

2ベッドルーム・プレミア $250 $276 $1,828 2ベッドルーム・プレミア $214 $234 $1,558

3ベッドルーム・プラス $318 $359 $2,349 3ベッドルーム・プラス $286 $307 $2,065

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
GWバケーション・スイーツ（ハワイ州オアフ島）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～18週、23～35週、42～52週 ゴールド：第19～22週、36～41週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

1ベッドルーム $158 $184 $1,184 1ベッドルーム $126 $147 $945

1ベッドルーム・プラス $185 $211 $1,373 1ベッドルーム・プラス $153 $174 $1,134

1ベッドルーム・プレミア $217 $243 $1,597 1ベッドルーム・プレミア $180 $201 $1,323

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $217 $243 $1,597 2ベッドルーム・プラス $180 $201 $1,323

2ベッドルーム・プレミア $250 $276 $1,828 2ベッドルーム・プレミア $214 $234 $1,558

2ベッドルーム・ペントハウス $468 $505 $3,387 2ベッドルーム・ペントハウス $422 $442 $3,014

3ベッドルーム・ペントハウス $530 $603 $3,929 3ベッドルーム・ペントハウス $488 $509 $3,479

ハワイ州オアフ島のリゾート：オープンシーズンレンタル
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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
KTバケーション・スイーツ（ハワイ州オアフ島）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～18週、23～35週、42～52週 ゴールド：第19～22週、36～41週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ $130 $151 $973 スタジオ $99 $120 $756

1ベッドルーム $158 $184 $1,184 1ベッドルーム $126 $147 $945

1ベッドルーム・プラス $185 $211 $1,373 1ベッドルーム・プラス $153 $174 $1,134

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

 GIバケーション・スイーツ（ハワイ州オアフ島）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～18週、23～35週、42～52週 ゴールド：第19～22週、36～41週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

1ベッドルーム $158 $184 $1,184 1ベッドルーム $126 $147 $945

1ベッドルーム・プラス $185 $211 $1,373 1ベッドルーム・プラス $153 $174 $1,134

1ベッドルーム・プレミア $217 $243 $1,597 1ベッドルーム・プレミア $180 $201 $1,323

1ベッドルーム・プレミア・
ラグジュアリー $285 $306 $2,058 1ベッドルーム・プレミア・

ラグジュアリー $244 $265 $1,771

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $217 $243 $1,597 2ベッドルーム・プラス $180 $201 $1,323

2ベッドルーム・プレミア $250 $276 $1,828 2ベッドルーム・プレミア $214 $234 $1,558

2ベッドルーム・プレミア・
ラグジュアリー $468 $505 $3,387 2ベッドルーム・プレミア・

ラグジュアリー $422 $442 $3,014

2ベッドルーム・ 
ペントハウス $468 $505 $3,387 2ベッドルーム・ 

ペントハウス $422 $442 $3,014

2ベッドルーム・ 
ペントハウス プラス $468 $505 $3,387 2ベッドルーム・ 

ペントハウス プラス $422 $442 $3,014

2ベッドルーム・ 
ペントハウス プレミア $468 $505 $3,387 2ベッドルーム・ 

ペントハウス プレミア $422 $442 $3,014

3ベッドルーム・ 
ペントハウス プレミア $530 $603 $3,929 3ベッドルーム・ 

ペントハウス プレミア $488 $509 $3,479

ハワイ州オアフ島のリゾート：オープンシーズンレンタル（続き）
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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
BWバケーション・スイーツ（ハワイ州オアフ島）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～18週、23～35週、42～52週 ゴールド：第19～22週、36～41週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

1ベッドルーム・プラス $185 $211 $1,373 1ベッドルーム・プラス $153 $174 $1,134

1ベッドルーム・プレミア $217 $243 $1,597 1ベッドルーム・プレミア $180 $201 $1,323

エララ、ア・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ
LVタワー52バケーション・スイーツ（ネバダ州ラスベガス）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第7～22週、35～45週、51～52週 ゴールド：第1～6週、23～34週、46～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ $109 $129 $823 スタジオ $77 $98 $602 

スタジオ・プラス $142 $168 $1,072 スタジオ・プラス $111 $132 $840 

1ベッドルーム $147 $173 $1,107 1ベッドルーム $116 $137 $875 

1ベッドルーム・プラス $168 $194 $1,254 1ベッドルーム・プラス $137 $158 $1,022 

1ベッドルーム・グランド $183 $210 $1,362 1ベッドルーム・グランド $145 $166 $1,078 

1ベッドルーム・グランド・プラス $183 $210 $1,362 1ベッドルーム・グランド・プラス $145 $166 $1,078 

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134 

2ベッドルーム・プラス $218 $244 $1,604 2ベッドルーム・プラス $181 $202 $1,330 

2ベッドルーム・グランド $215 $240 $1,580 2ベッドルーム・グランド $180 $200 $1,320 

2ベッドルーム・グランド・プラス $225 $260 $1,680 2ベッドルーム・グランド・プラス $195 $215 $1,425 

3ベッドルーム 
（スタジオを含む） $230 $265 $1,715 3ベッドルーム 

（スタジオを含む） $200 $220 $1,460 

3ベッドルーム・プラス 
（スタジオ・プラスを含む） $265 $306 $1,978 3ベッドルーム・プラス 

（スタジオ・プラスを含む） $233 $254 $1,694 

3ベッドルーム 
（1ベッドルームを含む） $265 $306 $1,978 3ベッドルーム 

（1ベッドルームを含む） $233 $254 $1,694 

3ベッドルーム・プラス 
（1ベッドルーム・プラスを含む） $317 $343 $2,297 3ベッドルーム・プラス 

（1ベッドルーム・プラスを含む） $285 $306 $2,058 

4ベッドルーム $317 $343 $2,297 4ベッドルーム $285 $306 $2,058 

4ベッドルーム・プラス $327 $353 $2,367 4ベッドルーム・プラス $295 $316 $2,128 

ハワイ州オアフ島のリゾート：オープンシーズンレンタル（続き）

ラスベガスのリゾート：オープンシーズンレンタル料金
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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
FHRCスイーツ（ネバダ州ラスベガス）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第9～20週、37～43週、 
51～52週

ゴールド：第5～8週、21～36週、 
44～48週 シルバー：第1～4週、49～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週） 部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

スタジオ $109 $129 $823 スタジオ $77 $98 $602 スタジオ $67 $88 $532

1ベッドルーム $147 $174 $1,107 1ベッドルーム $116 $137 $875 1ベッドルーム $106 $126 $802

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134 2ベッドルーム $143 $164 $1,064

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

HTLVバケーション・スイーツ（ネバダ州ラスベガス）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第7～22週、35～45週、51～52週 ゴールド：第1～6週、23～34週、46～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ・プラス $142 $168 $1,072 スタジオ・プラス $111 $132 $840

1ベッドルーム $147 $173 $1,107 1ベッドルーム $116 $137 $875

1ベッドルーム・プラス $168 $194 $1,254 1ベッドルーム・プラス $137 $158 $1,022

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $218 $244 $1,604 2ベッドルーム・プラス $181 $202 $1,330

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
ラスベガス・バケーション・スイーツ（ネバダ州ラスベガス）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第9～20週、37～43週、 
51～52週

ゴールド：第5～8週、21～36週、 
44～48週 シルバー：第1～4週、49～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週） 部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

スタジオ $109 $129 $823 スタジオ $77 $98 $602 スタジオ $67 $88 $532

1ベッドルーム $147 $173 $1,107 1ベッドルーム $116 $137 $875 1ベッドルーム $106 $126 $802

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134 2ベッドルーム $143 $164 $1,064

ラスベガスのリゾート：オープンシーズンレンタル料金（続き）
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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
ラスベガス・ブルバード・バケーション・スイーツ（ネバダ州ラスベガス）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第9～20週、37～43週、51～52週 ゴールド：第1～8週、21～36週、44～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ $109 $129 $823 スタジオ $77 $98 $602

1ベッドルーム $147 $173 $1,107 1ベッドルーム $116 $137 $875

1ベッドルーム・プラス $168 $194 $1,254 1ベッドルーム・プラス $137 $158 $1,022

2ベッドルーム $185 $211 $1,373 2ベッドルーム $153 $174 $1,134

2ベッドルーム・プラス $218 $244 $1,604 2ベッドルーム・プラス $181 $202 $1,330

3ベッドルーム・プラス $265 $306 $1,978 3ベッドルーム・プラス $233 $254 $1,694

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
グランド・パシフィック・マーブリサ・リゾート（カリフォルニア州カールスバッド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第22～42週、51～52週 ゴールド：第1～21週、43～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ $109 $129 $823 スタジオ $77 $98 $602

スタジオ・プラス $120 $146 $918 スタジオ・プラス $89 $110 $686

1ベッドルーム $130 $156 $988 1ベッドルーム $99 $120 $756

1ベッドルーム・プラス $165 $193 $1,239 1ベッドルーム・プラス $133 $154 $994

2ベッドルーム $165 $193 $1,239 2ベッドルーム $133 $154 $994

2ベッドルーム・プラス $184 $210 $1,366 2ベッドルーム・プラス $147 $168 $1,092

2ベッドルーム・プレミア $211 $237 $1,555 2ベッドルーム・プレミア $174 $195 $1,281

3ベッドルーム $227 $260 $1,688 3ベッドルーム $195 $217 $1,431

3ベッドルーム・プラス $265 $306 $1,978 3ベッドルーム・プラス $233 $254 $1,694

ラスベガスのリゾート：オープンシーズンレンタル料金（続き）

カリフォルニア州のリゾート：オープンシーズンレンタル料金
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ヴァルドロ・マウンテン・ロッジ
ヴァルドロ・マウンテン・ロッジ（コロラド州ブレッケンリッジ）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～15週、26～36週、47～52週 ゴールド：第20～25週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ・プラス $120 $146 $918 スタジオ・プラス $89 $110 $686

1ベッドルーム $130 $156 $988 1ベッドルーム $99 $120 $756

1ベッドルーム・プラス $165 $193 $1,239 1ベッドルーム・プラス $133 $154 $994

2ベッドルーム $165 $193 $1,239 2ベッドルーム $133 $154 $994

2ベッドルーム・プラス $184 $210 $1,366 2ベッドルーム・プラス $147 $168 $1,092

3ベッドルーム $227 $260 $1,688 3ベッドルーム $195 $217 $1,431

シルバー：第37～46週 ブロンズ：第16～19週

スタジオ・プラス $78 $99 $609 スタジオ・プラス $78 $99 $609

1ベッドルーム $89 $110 $686 1ベッドルーム $89 $110 $686

1ベッドルーム・プラス $121 $143 $913 1ベッドルーム・プラス $121 $143 $913

2ベッドルーム $121 $143 $913 2ベッドルーム $121 $143 $913

2ベッドルーム・プラス $137 $158 $1,022 2ベッドルーム・プラス $137 $158 $1,022

3ベッドルーム $184 $205 $1,351 3ベッドルーム $184 $205 $1,351

マウンテンリゾート：オープンシーズンレンタル料金
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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
サンライズ・ロッジ（ユタ州パークシティ）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1～15週、47～52週 ゴールド：第20～36週 シルバー：第16～19週、37～46週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週） 部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

スタジオ・ 
プラス $120 $146 $918 スタジオ・ 

プラス $89 $110 $686 スタジオ・ 
プラス $78 $99 $609

スタジオ・ 
プレミア $130 $156 $988 スタジオ・ 

プレミア $99 $120 $756 スタジオ・ 
プレミア $89 $110 $686

1ベッドルーム・
プラス $165 $193 $1,239 1ベッドルーム・

プラス $133 $154 $994 1ベッドルーム・
プラス $121 $143 $913

1ベッドルーム・
プレミア $184 $210 $1,366 1ベッドルーム・

プレミア $147 $168 $1,092 1ベッドルーム・
プレミア $137 $158 $1,022

2ベッドルーム・
プラス $184 $210 $1,366 2ベッドルーム・

プラス $147 $168 $1,092 2ベッドルーム・
プラス $137 $158 $1,022

2ベッドルーム・
プレミア $211 $237 $1,555 2ベッドルーム・

プレミア $174 $195 $1,281 2ベッドルーム・
プレミア $164 $185 $1,211

3ベッドルーム・
プラス $265 $306 $1,978 3ベッドルーム・

プラス $233 $254 $1,694 3ベッドルーム・
プラス $223 $244 $1,624

3ベッドルーム・
プレミア $302 $344 $2,240 3ベッドルーム・

プレミア $266 $286 $1,922 3ベッドルーム・
プレミア $255 $276 $1,848

4ベッドルーム・
プラス $312 $354 $2,310 4ベッドルーム・

プラス $276 $296 $1,992 4ベッドルーム・
プラス $265 $286 $1,918

4ベッドルーム・
プレミア $322 $364 $2,380 4ベッドルーム・

プレミア $286 $306 $2,062 4ベッドルーム・
プレミア $275 $296 $1,988

マウンテンリゾート：オープンシーズンレンタル料金（続き）
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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

MBVバケーション・スイーツ（サウスカロライナ州ヒルトンヘッド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第21～35週 ゴールド：第8～20週、36～47週、 
51～52週 シルバー：第1～7週、48～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週） 部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

2ベッドルーム $311 $331 $2,237 2ベッドルーム $205 $228 $1,504 2ベッドルーム $127 $137 $919

2ベッドルーム・
プラス $363 $383 $2,601 2ベッドルーム・

プラス $255 $275 $1,845 2ベッドルーム・
プラス $160 $170 $1,150

2ベッドルーム・
プレミア $466 $486 $3,322 2ベッドルーム・

プレミア $295 $320 $2,140 2ベッドルーム・
プレミア $209 $219 $1,493

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
オーシャン22・バケーション・スイーツ（サウスカロライナ州マートルビーチ）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第21～35週 ゴールド：第8～20週、36～47週、 
51～52週 シルバー：第1～7週、48～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週） 部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

1ベッドルーム $151 $177 $1,135 1ベッドルーム $100 $121 $763 1ベッドルーム $88 $111 $685

1ベッドルーム・
プラス $185 $215 $1,385 1ベッドルーム・

プラス $135 $155 $1,005 1ベッドルーム・
プラス $122 $144 $920

2ベッドルーム $185 $215 $1,385 2ベッドルーム $135 $155 $1,005 2ベッドルーム $122 $144 $920

2ベッドルーム・
プラス $205 $230 $1,510 2ベッドルーム・

プラス $150 $170 $1,110 2ベッドルーム・
プラス $139 $160 $1,036

3ベッドルーム・
プラス $265 $310 $1,990 3ベッドルーム・

プラス $235 $255 $1,705 3ベッドルーム・
プラス $225 $245 $1,635

サウスカロライナ州のリゾート：オープンシーズンレンタル料金



 2018年1月1日発効 | 14

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

AOCバケーション・スイーツ（サウスカロライナ州マートルビーチ）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第21～35週 ゴールド：第8～20週、36～47週、 
51～52週 シルバー：第1～7週、48～50週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週） 部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

スタジオ $116 $141 $887 スタジオ $85 $105 $655 スタジオ $73 $93 $571

1ベッドルーム $121 $146 $922 1ベッドルーム $88 $110 $682 1ベッドルーム $78 $100 $612

1ベッドルーム 
プラス $155 $182 $1,166 1ベッドルーム・

プラス $120 $145 $915 1ベッドルーム・
プラス $110 $135 $845

2ベッドルーム $155 $182 $1,166 2ベッドルーム $120 $145 $915 2ベッドルーム $110 $135 $845

2ベッドルーム 
プラス $175 $200 $1,300 2ベッドルーム・

プラス $137 $160 $1,028 2ベッドルーム・
プラス $127 $147 $949

3ベッドルーム 
プラス $250 $295 $1,885 3ベッドルーム・

プラス $225 $245 $1,635 3ベッドルーム・
プラス $215 $235 $1,565

ザ・ディストリクト・バイ・ヒルトン・クラブ 
TDスイーツ（ワシントンD.C.）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第10～32週、37～43週 ゴールド：第1～9週、33～36週、44～52週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

1ベッドルーム $185 $205 $1,355 1ベッドルーム $120 $140 $900

1ベッドルーム・プラス $215 $235 $1,565 1ベッドルーム・プラス $135 $155 $1,005

2ベッドルーム $390 $415 $2,805 2ベッドルーム $290 $310 $2,090

サウスカロライナ州のリゾート：オープンシーズンレンタル料金（続き）

アーバンリゾート：オープンシーズンレンタル料金
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ザ・レジデンス・バイ・ヒルトン・クラブ 
ザ・レジデンスHCスイーツ（ニューヨーク州ニューヨーク）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第7～28週、35～52週 ゴールド：第1～6週、29～34週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ・プレミア $700 $700 $4,900 スタジオ・プレミア $500 $500 $3,500

スタジオ・プレミア・ 
プラス $850 $850 $5,950 スタジオ・プレミア・ 

プラス $800 $800 $5,600

スタジオ・ペントハウス $1,200 $1,200 $8,400 スタジオ・ペントハウス $850 $850 $5,950

1ベッドルーム・プレミア $1,150 $1,150 $8,050 1ベッドルーム・プレミア $750 $750 $5,250

1ベッドルーム・ 
ペントハウス $1,400 $1,400 $9,800 1ベッドルーム・ 

ペントハウス $950 $950 $6,650

ウエスト57ストリート・バイ・ヒルトン・クラブ 
57ストリート・バケーション・スイーツ（ニューヨーク州ニューヨーク）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの14日前に開始）

プラチナ：第7～28週、35～52週 ゴールド：第1～6週、29～34週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

スタジオ・プラス $392 $392 $2,744 スタジオ・プラス $315 $373 $2,379

スタジオ・プレミア $568 $568 $3,976 スタジオ・プレミア $320 $380 $2,420

1ベッドルーム $627 $627 $4,389 1ベッドルーム $440 $502 $3,266

1ベッドルーム・プラス $675 $675 $4,725 1ベッドルーム・プラス $438 $496 $3,240

1ベッドルーム・プレミア $1,110 $1,110 $7,770 1ベッドルーム・プレミア $438 $496 $3,240

1ベッドルーム・ 
ペントハウス $1,150 $1,150 $8,050 1ベッドルーム・ 

ペントハウス $575 $665 $4,295

アーバンリゾート：オープンシーズンレンタル料金（続き）
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ヒルトン・ヴィラモウラ・バケーション・クラブ
ヒルトン・ヴィラモウラ・アス・カスカタス・バケーション・オーナーシップ・クラブ（ポルトガル）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第14～15週、20～43週、 
51～52週

ゴールド：第7～13週、16～19週、 
44～45週 シルバー：第1～6週、46～50週

部屋 
タイプ

月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

部屋 
タイプ

月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

部屋 
タイプ

月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

1ベッド
ルーム $130 $156 $988 1ベッド

ルーム $99 $120 $756 1ベッド
ルーム $89 $110 $686

2ベッド
ルーム $165 $193 $1,239 2ベッド

ルーム $133 $154 $994 2ベッド
ルーム $121 $143 $913

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

ボルゴ・アレ・ヴィニェ・フラクショナル・オーナーシップ・プロジェクト（イタリア）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1週、13～39週、52週 ゴールド：第2～12週、40～51週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

1ベッドルーム $130 $156 $988 1ベッドルーム $99 $120 $756

1ベッドルーム・プラス $165 $193 $1,239 1ベッドルーム・プラス $133 $154 $994

2ベッドルーム $165 $193 $1,239 2ベッドルーム $133 $154 $994

2ベッドルーム・プラス $184 $210 $1,366 2ベッドルーム・プラス $147 $168 $1,092

3ベッドルーム $227 $260 $1,688 3ベッドルーム $195 $217 $1,431

3ベッドルーム・プレミア $302 $344 $2,240 3ベッドルーム・プレミア $266 $286 $1,922

ヨーロッパのリゾート：オープンシーズンレンタル
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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
ロッジ・アット・ヒルトン・コイラムブリッジ・ホテル・アビモア（スコットランド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第14～15週、21～43週、51～52週 ゴールド：第7～13週、16～20週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

2ベッドルーム $165 $193 $1,239 2ベッドルーム $133 $154 $994

3ベッドルーム $227 $260 $1,688 3ベッドルーム $195 $217 $1,431

シルバー：第5～6週、44～47週 ブロンズ：第1～4週、48～50週

2ベッドルーム $121 $143 $913 2ベッドルーム $121 $143 $913

3ベッドルーム $184 $205 $1,351 3ベッドルーム $184 $205 $1,351

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

クレイゲンダロック・ロッジズ（スコットランド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1週、14～15週、21～43週、52週 ゴールド：第7～13週、16～20週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

1ベッドルーム $130 $156 $988 1ベッドルーム $99 $120 $756

2ベッドルーム $165 $193 $1,239 2ベッドルーム $133 $154 $994

3ベッドルーム $227 $260 $1,688 3ベッドルーム $195 $217 $1,431

3ベッドルーム・プラス $265 $306 $1,978 3ベッドルーム・プラス $233 $254 $1,694

シルバー：第5～6週、44～47週 ブロンズ：第2～4週、48～51週

1ベッドルーム $89 $110 $686 1ベッドルーム $89 $110 $686

2ベッドルーム $121 $143 $913 2ベッドルーム $121 $143 $913

3ベッドルーム $184 $205 $1,351 3ベッドルーム $184 $205 $1,351

3ベッドルーム・プラス $223 $244 $1,624 3ベッドルーム・プラス $223 $244 $1,624

ヨーロッパのリゾート：オープンシーズンレンタル（続き）
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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

クレイゲンダロック・スイーツ（スコットランド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第1週、14～15週、 
21～43週、52週 ゴールド：第7～13週、16～20週 シルバー：第2～6週、44～51週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週） 部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週）

スタジオ・ 
プラス $120 $146 $918 スタジオ・ 

プラス $89 $110 $686 スタジオ・ 
プラス $78 $99 $609

スタジオ・ 
プレミア $130 $156 $988 スタジオ・ 

プレミア $99 $120 $756 スタジオ・ 
プレミア $89 $110 $686

1ベッドルーム 
プレミア $184 $210 $1,366 1ベッドルーム 

プレミア $147 $168 $1,092 1ベッドルーム 
プレミア $137 $158 $1,022

2ベッドルーム 
プレミア $211 $237 $1,555 2ベッドルーム 

プレミア $174 $195 $1,281 2ベッドルーム 
プレミア $164 $185 $1,211

 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
ロッジ・アット・ヒルトン・ダンケルド・ハウス・ホテル・ダンケルド（スコットランド）

1泊あたりのオープンシーズンレンタル料金（チェックアウトの30日前に開始）

プラチナ：第14～15週、21～43週、51～52週 ゴールド：第7～13週、16～20週

部屋タイプ 月～木 
（1泊）

金～日 
（1泊）

7泊 
（1週） 部屋タイプ 月～木 

（1泊）
金～日 

（1泊）
7泊 

（1週）

2ベッドルーム $165 $193 $1,239 2ベッドルーム $133 $154 $994

3ベッドルーム $227 $260 $1,688 3ベッドルーム $195 $217 $1,431

シルバー：第5～6週、44～47週 ブロンズ：第1～4週、48～50週

2ベッドルーム $121 $143 $913 2ベッドルーム $121 $143 $913

3ベッドルーム $184 $205 $1,351 3ベッドルーム $184 $205 $1,351

ヨーロッパのリゾート：オープンシーズンレンタル（続き）


