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OWNER'S VOICE オーナー様からの声

妻が29年間勤めた職場を定年退
職。「お疲れ様、還暦おめでとう」
そんな妻への感謝の気持ちと、私
達の結婚30周年もあり「いつもと
ひと味違う思い出に残るハワイ旅行
に」と思い、グランド・ワイキキアン
のペントハウスに泊まる事にしま
した。35階の専用ラウンジでチェッ
クイン。ラウンジはラグーン側で 
レインボータワーを眼下に海の景色
も素晴らしくスタッフに２人の写真
を撮って頂きました。私達の部屋は
アラモアナ方面が一望でき２人では
広すぎるくらい。おまけにリビング
で食事をしながらサンセットが見ら
れ大変満足しました。今回の旅行で
は私達２人にとってたくさんの素晴
らしい思い出ができました。

三上さんご家族
妻への感謝の気持ち

ヒルトン・グランド・バケーションズ
のバケーション・オーナーシップ・
リゾートを購入して7回目の利用で
す。今回は3年ぶりのラスベガス旅
行。道路の整備もされていて殆ど渋
滞も無く快適に過ごせました。エラ
ラのペントハウスに泊まり、家族皆
で大満足でした。夜景もホテルパリ
スのエッフェル塔をはじめ素敵なネ
オンが見え最高に素敵で、日常を忘
れさせてくれる部屋は感動的でし
た。 5歳の娘も色々覚える時期にな
り…英語のテレビにも慣れ英会話教
室の成果が表れ楽しんでいました。
新婚旅行でバケーション・オーナー
シップ・リゾートを購入して毎年海
外旅行を家族(主人・娘・実母・私の
4人)で楽しめ、素敵な思い出が作れ
本当に幸せな人生だと思います。

中西さんご家族
もう最高に幸せな旅行でした

1人娘の結婚式で訪れたハワイ。娘
を嫁がせる父親の心情は滲み出る
熱いものが物語っておりました。ワ
イキキの空を紅く染めて沈んで行く
夕陽に慰めてもらったものです。以
来ハワイを訪れることが増え3年前
にグランド・ワイキキアンを購入。
妻はソファでゆったりと手芸を楽し
み、私はバルコニーで爽やかな風に
吹かれながら本を読んだり、旅日記
を書いたりして時を過ごし、疲れる
と8階のラウンジで妻とコーヒーを
楽しんで、気分をリフレッシュさせ
１日を過ごしています。次は可愛い
天使２人を産んだ娘の家族と来よう
と、現在の1LDKから2LDKへアップ
グレードを済ませ次のバケーション
を楽しみにしています。

仙洞田さんご家族
ハワイの夕日に魅せられて

ヒルトン・グランド・バケーションズ

hgvc.co.jp

（ 月〜 金 9：00 a.m.〜7：00 p.m.　土・日・祝 6：00 p.m.）
※おかけ間違いのないようご注意ください。

0120-805-824
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ヒルトン・グランド・バケーションズ
バケーション·オーナーシップ・リゾートのご案内

こ れ か ら の バ ケ ー シ ョ ン は

「 暮 ら す 」よ う に 過 ご せ る 場 所 で

本ウェブサイトはバケーション・オーナーシップ販売を目的としています。ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ LLC は交換代理エージェントです。所有権付きの週単位のユニット販売価格は＄9,650 〜 
$750,000 です。ユニット販売価格は予告なく変更することがあります。

広告主は、6355 MetroWest Blvd. Suite 180, Orlando, FL 32835 に所在するヒルトン・リゾーツ・コーポレーション（日本におけるマーケティング・エージェントは、〒 160-6108 東京都新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産
新宿グランドタワー 8 階に所在のヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーションです。）および〒 160-6108 東京都新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー 8 階に所在する Hilton Grand Vacations 
Japan 合同会社です。

ヒルトン・グランド・バケーションズは、ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス社またはその子会社の商標 であり、ヒルトン・グランド・バケーションズ社にライセンスが付与されています。ヒルトン・グ
ランド・バケーションズ並びにその施設および各プログラムは、ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス社とのライセンス契約に基づき、ヒルトン・グランド・バケーションズの名称により運営されています。
特定の不動産物件は、ヒルトン・グランド・バケーションズ社または Hilton Grand Vacations Japan 合同会社との不動産管理契約に基づきヒルトン・グランド・バケーションズまたはヒルトン・クラブの名称により運
営されています。広告主ならびにヒルトン・グランド・バケーションズ社およびそのいかなる関係会社も、第三者の開発業者・販売者による表明には一切責任を持ちません。

ザ・グランド・アイランダーの開発、販売主は Blackstone Real Estate Partners VI L.P 気付 345 Park Avenue, New York, New York 10154 に所在する BRE Grand Islander, LLC です。BRE Grand Islander, LLC はヒルトン・グランド・
バケーションズの名の下に非独占的且つ限定的なザ・グランド・アイランダーの運営権利を有します。広告主ならびにヒルトン・グランド・バケーションズ社およびそのいかなる関係会社も、BRE Grand Islander, LLC
によるいかなる販売説明の内容にも責任を負いません。

ヒルトン・オナーズは、ヒルトン・オナーズ・ワールドワイド社の商標です。

© 2021 Hilton Grand Vacations



「 バケーションのある人 生 」を
ヒルトン・グランド・バケーションズで 実 現 。

バケーション・オーナーシップで、上質な旅を。 

バケーション・オーナーシップとはタイムシェアとしても知られ、

世界中の人気リゾートのキッチン・リビング付きコンドミニアム 

タイプの広々とした部屋で、「暮らすような」バケーションを楽しめ

る新しい旅のスタイルです。柔軟性の高いシステムにより世界各地

の直営リゾートや系列ホテルをご利用いただけ、ヒルトンブランド 

ならではのサービスとホスピタリティで上質なバケーションをお

楽しみいただけます。また、提携リゾートを含むと滞在先のオプ 

ションは１万以上にも。もしあなたが大切な人とのご旅行に、安心

感や経済性を重視するなら、ヒルトン・グランド・バケーションズ

のバケーション・オーナーシップはまさにあなたが求めているバケー

ションのスタイルです。



年に一 度、
ここがあなたの部屋 になる。

ザ・グランド・アイランダー 
by ヒルトン・グランド・バケーションズ

マウイ・ベイ・ヴィラズ
by ヒルトン・グランド・バケーションズ

オーシャン・タワー
by ヒルトン・グランド・バケーションズ

1LDK（55.7㎡〜）　
2LDK（84.7㎡〜）
ペントハウス
2LDK 111.7㎡〜、
3LDK 151.8㎡〜

オアフ島

マウイ島

ハワイ島

※ CG イメージおよびモデルルームイメージ：内容は予告なく変更される場合があります※室内画像はモデルルームイメージです。掲載されている内容は予告なく変更される場合があります。

ビッグ・アイランドの大自然に
溶け込む心地よさ

スタジオ（45.7㎡〜）
1LDK（64.4㎡〜）
2LDK（95㎡〜）
3LDK（142.1㎡〜）

ハワイ島の美しいコハラコーストに面したヒルトン・ワイコロア・ビレッ
ジ内に位置し、火山をめぐる海岸線に立つ 25,500㎡におよぶ広大な 
リゾート。ウォーターレクリエーション、グルメ、ショッピング、ゴルフ
などを気軽にお楽しみいただけます。 まばゆい海岸線、活火山、緑豊
かな熱帯雨林、古代ハワイ王朝の敷地へのアクセスにも便利です。

ハワイの伝統とモダンを融合した 
バケーション・オーナーシップタワー
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート内に立つ37階建て
のバケーション・オーナーシップ・リゾート。ザ・グランド・アイランダーでは贅
沢な自宅仕様の快適さに加え、高級ホテルの豪華な雰囲気とアメニティを
味わっていただけます。当リゾートを拠点にワールドクラスのショッピングと
ダイニング、華やかなエンターテイメント、魅力的な文化、歴史的建造物を
お楽しみください。

キングス・ランド
第一期〜三期ヴィラ
ワイコロア

グランド・
ワイキキアン
ワイキキ

コハラ・スイーツ
ワイコロア

カリア・スイーツ
ワイキキ

ザ・ベイクラブ
ワイコロア

ラグーンタワー
ワイキキ

1LDK（80.1㎡〜）

1LDK（67.5㎡〜）
2LDK（98.3㎡〜）
3LDK（134㎡〜）
2022 年オープン予定

スタジオ（38.1㎡〜）
1LDK（57.8㎡〜）
2LDK（84.3㎡〜）
3LDK（101㎡〜）
2021 年オープン予定

ザ・ベイフォレスト小田原
by ヒルトンクラブ

ザ・ビーチリゾート瀬底
by ヒルトンクラブ

小田原

沖縄 / 瀬底島

小田原を拠点に楽しむ
日本の食、歴史、伝統

やんばるの自然に溶け込み 
「 暮らすような」バケーションを

マアラエア湾の壮大な景色を望む
オーシャンフロントリゾート

箱根の山々を背景に、相模湾を一望できる標高183ｍの丘に立つヒルト
ン小田原リゾート＆スパに隣接。都心からわずか電車で1時間の距離で、
小田原・箱根で温泉や自然を満喫し、時には東京や横浜などへ日帰りで
遊びに行くという、小田原を基点に暮らすようなバケーションをお楽し
みいただけます。木の温もりを感じさせる1LDKのヴィラタイプで、プライ
ベートなバケーションをお楽しみください。

全室オーシャンビ ューのザ・ビーチリゾート瀬底 by ヒルトンクラブ。視
界いっぱいに広がる青い海と白砂のビーチが日常を忘れさせてくれま
す。天然洞窟や文化遺産などへも好アクセスで、手つかずの自然に触れ
ながらウォータースポーツ、アウトドア体験などを満喫いただけます。沖
縄本島から車で瀬底大橋を渡っていけるアクセスの良さに加え、離島な
らではの素晴らしい環境で、贅沢なひとときをお過ごしください。隣接す
るヒルトン沖縄瀬底リゾートのサービスを含め、豊富なアメニティをお
楽しみください。

マウイ島サウス・マウイ地区のキヘイに位置し、ラナイ島も見渡せるマア
ラエア湾を望むオーシャンフロントに立つマウイ・ベイ・ヴィラズ。広大な
敷地に並ぶ、プライベート感あふれる3階建てのヴィラ12棟とクラブハウ
スやプールなどの施設を建設予定。

オアフ島  その他のタイムシェア・リゾート ハワイ島  その他のタイムシェア・リゾート

次ページ凡例参照

C G イメージ

モデルルームイメージC G イメージ

モデルルームイメージモデルルームイメージ

モデルルームイメージ モデルルームイメージ

モデルルームイメージ モデルルームイメージ

CG イメージ



ヒルトン・グランド・バケーションズがお届けする 
バケーション・スタイル、それがバケーション・オーナーシップ。

ヒルトン・グランド・バケーションズのクラブリゾート・オーナー権益を１物件以上所有すると、
メンバーとして今までにない柔軟性を備えた革新的なバケーション・オーナーシッププログラムをご利用 いただけます。

ご自身のバケーションスタイルに合わせて所有可能。
ご購入いただく「週」は、固定週と浮動週という2 つのタイプが
あります。固定週は、お盆やお正月など、ご購入時にお選び
いただいた特定の時期に毎年の予約保証がつくタイプ。浮動
週は、ご自身の好きな時期にご予約を入れてご利用いただけ
るタイプです。

通常1週間単位で所有するので、とてもリーズナブル。
毎年確実にバケーションを楽しみたい方には、1 年を通して、
毎日利用するわけではないリゾートコンドミニアムを所有する
よりも、とてもリーズナブルです。また週単位であれば何口で
も所有していただけます。

1年（52週）

1週間 1週間

通常1週間単位で所有

1週間 1週間 1週間 1週間

柔軟なポイント制度で
多彩なバケーションライフを。

ご購入いただいたバケーション・オーナーシップにより、オーナー
様は一定のポイントを毎年または隔年で獲得。このポイントを
活用することで、ホームリゾートはもちろん、ヒルトン・グランド・
バケーションズが世界に展開するリゾートに宿泊できます。

世代を超えて受け継いでゆく、永代所有の財産。
ご購入後は管理費※などのお支払いで、その所有権は通常の
不動産と同様に土地・建物を登記し権利書証が発行され、ご
自身の所有物件として永代所有できる財産となります。この権
利はお子様からお孫様へと代々お譲りいただけます。また、一
般の不動産同様お部屋の維持管理もおこないます。

※管理費の内訳は、運営費、固定資産税、予備費（積立金）、消費税など。また、
ご購入後は管理費のほか、クラブ年会費、ご予約手数料ご利用の際の宿泊
税が必要です。

一流ホテルのサービスと管理で充実のリゾート体験。
オーナー様は、ホテル宿泊
者同様にプールやレストラ
ン、ルームサービスなどの利
用が可能（一部有料）。また、
ハワイ、ラスベガスのリゾー
トでは日本語デスクをご用意
しておりますので、安心して
ご滞在いただけます。

また、大手旅行会社との提携により、新しいタイプのバケーショ
ンプランとの交換利用もできます。キャンピングカーやオート
バイを借りて、アメリカの田舎を自由旅行、優雅なハウスボー
トでゆったり水上生活やクルーズで世界各地の港をめぐる旅も
お楽しみいただけます。

さらに世界中に展開するヒルトン系 列ホテル、および RC I 加
盟リゾート、ホテルハーヴェストなど国内のリゾートにも宿泊で
きます。

ヨーロッパの旅 オセアニアの旅 アジアの旅

世界のリゾートOTHERS
USA アメリカ

ザ・クイン  
by ヒルトンクラブ

パーク・ソレイユ™ 
by ヒルトン・グランド・ 
バケーションズ 

ウエスト57ストリート by ヒルトンクラブ
ニューヨーク・マンハッタン

ザ・クイン by ヒルトンクラブ 
ニューヨーク・マンハッタン 

ザ・ディストリクト by ヒルトンクラブ
ワシントン D.C.・ジョージタウン 

マーブリサ
カリフォルニア・カールズバッド

シーウォッチ・オンザビーチ・リゾート
フロリダ・フォートマイヤーズビーチ

クラブ・リージェンシー・オブ・マルコ・アイランド
フロリダ・マルコ島

カサ・イベル・リゾート
フロリダ・サニベル島

クラブ・イントラウエスト-サンデスティン
フロリダ・サンデスティン

ザ・ブルバード
ネバダ・ラスベガス

ザ・フラミンゴ
ネバダ・ラスベガス

パラダイス
ネバダ・ラスベガス

エララ
ネバダ・ラスベガス

トランプ・インターナショナル・ホテル・ラスベガス
ネバダ・ラスベガス

サンライズ・ロッジ
ユタ・パークシティ  

他

ヒルトン系列ホテル
世界約6,300ヶ所の
ヒルトン系列ホテルに
宿泊できます。

コンラッド東京

国内リゾートコレクション
ホテルハーヴェストなど
国内65ヶ所のリゾートに
宿泊できます。

箱根甲子園

RCI加盟リゾート
世界4,300ヶ所以上の
RCI加盟リゾートに
宿泊できます。

ビーチリゾート
スパリゾート
ゴルフリゾート
テーマパーク & カジノリゾート
マウンテンリゾート
スキーリゾート

Mexico メキシコ

フィエスタ・アメリカーナ・ヴィラ・カンクーン
メキシコ湾側・カンクーン

フィエスタ・アメリカーナ・ヴィラ・アカプルコ
太平洋側・アカプルコ

フィエスタ・アメリカーナ・ヴィラ・ロスカボス
太平洋側・ロスカボス

クラブ・イントラウエスト-シワタネホ
太平洋側・シワタネホ

ザ・エクスプロリアン・コフンリッチ
メキシコ・ユカタン半島

Portugal ポルトガル

ヴィラモウラ・バケーション・クラブ
アルガルヴェ地方・ヴィラモウラ

Italy イタリア

ボルゴ・アレ・ビニェ
トスカーナ

Barbados バルバドス

ヒ ルト ン・グ ラ ンド・バ ケ ー シ ョン ズ・ 
アット・ザ・クレーン
セント・フィリップ

Japan 日本

ザ・ベイフォレスト小田原
by ヒルトンクラブ
小田原

Scotland スコットランド

コイラムブリッジ
インバーネッシャー・コイラムブリッジ

クレイゲンダロック
ロイヤル・ディーサイド・バラター

クレイゲンダロック・スイーツ
ロイヤル・ディーサイド・バラター

ダンケルド
パースシャー・ダンケルド

さらに、世界中に広がる
提携ホテルやリゾートにも宿泊できる。

グランド・パシフィック・パラセイド・リゾート
カリフォルニア・カールズバッド

カールズバッド・シーポイント・リゾート
カリフォルニア・カールズバッド

クラブ・イントラウエスト-パーム・デザート
カリフォルニア・パーム・デザート

ヴァルドロ・マウンテン・ロッジ
コロラド・ブレッケンリッジ

アンダーソン・オーシャン・クラブ
サウスカロライナ・マートルビーチ

タスカニー・ビレッジ
フロリダ・オーランド

シーワールド
フロリダ・オーランド

パーク・ソレイユ
フロリダ・オーランド

マックアルピン - オーシャンプラザ
フロリダ・マイアミビーチ

ザ・コテージズ・アット・サウスシーズ・アイランド・リゾート
フロリダ・ハッチンソン島

ハーバーヴュー・ヴィラ
フロリダ・キャプティバ島

エララ by ヒルトン・ 
グランド・バケーションズ

ヒルトンクラブは、世界でも特別に洗練されたデスティネーションに特化したヒ

ルトン・グランド・バケーションズのブランドです。ヒルトンクラブのリゾートは、

すでにニューヨークとワシントン D.C.、小田原にオープンしています。ニューヨー

クとワシントン D.C. のリゾートは、都会の中でも特に洗練された人気の地区です。

歴史的建築物から現代アート、世界トップクラスのレストラン、一流の劇場で繰り

広げられるエンターテインメントまで、都会の魅力をたっぷり味わえます。小田

原は、都心からわずか電車で１時間の距離で、小田原・箱根で温泉や自然を満

喫し、時には東京や横浜などへ日帰りで遊びに行くという、小田原を基点に暮ら

すようなバケーションをお楽しみいただけます。ヒルトンクラブのリゾートのオー

ナー様には、クラブポイントからヒルトン・オナーズポイントへの交換に標準の

倍の特別レート（1：50）適用、ヒルトン・オナーズ・ゴールド会員のステータス、

ホームリゾートご宿泊時の限定特典などをご用意しています。


