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アンケートに答えてバケーションを当てよう！キャンペーン 2022年規約

ご応募またはご当選に、商品のご購入は不要です。商品のご購入やいかなる種類のお支払いによっても当選の可能

性は上がりません。ご応募には E メールアドレスが必要となります。 

アンケートに答えてバケーションを当てよう！キャンペーン 2022 年（以下「懸賞」）は、日本標準時間の 2022 年 4 月
1日午前 12時 01分より 2023年 3月 31日午後 5時までの間（以下「応募期間」）に実施されます。

懸賞は公式規約に基づいて行われ、すべての参加者様はご応募をもって本規約に従うことに同意したものとします。

懸賞はヒルトン・リゾーツ・コーポレーション （Hilton Resorts Corporation, Inc., 6355 Metro West Boulevard, Suite 
180, Orlando, Florida 32835, USA） とヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション（〒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8F）（以下、総称して「スポンサー」）が主催します。 

参加資格：ご応募の時点で、日本国内に適法に居住する 20 歳以上の方に限ります。懸賞へのご応募が現地法に
より禁止または制限されている地域からはご参加いただけません。スポンサーとその関連会社、子会社、親会社、参

加代理店、加盟店（以下、総称して「プロモーション関係者」）の従業員と近親者、同一世帯の方はご応募できませ

ん。ご参加には、米国の連邦、州、および応募地のあらゆる法令が適用されます。

応募方法：応募期間中に、次の応募デスクまたはオンラインにて応募フォームに必要事項をご入力のうえ提出してくだ

さい。

デジタル応募フォーム：日本とグアムおよびハワイのヒルトングランドバケーションズ・デスクに設置されたタブレット端末上

の応募フォームに、お名前、ご住所、お電話番号、ご年齢、E メールアドレス（必須）を入力のうえ、応募期間中にお
申し込みください。ヒルトングランドバケーションズは、次の場所でご応募を受け付けています。受け付け場所はスポンサ

ーの都合により予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

• 日本：ヒルトン東京、ヒルトン東京ベイ、ヒルトン東京お台場、ヒルトン小田原リゾート＆スパ、コンラッド東京、

ヒルトン名古屋、ヒルトン大阪、コンラッド大阪、ヒルトン福岡シーホーク、ヒルトン長崎、ヒルトン沖縄北谷リ

ゾート、ダブルツリー by ヒルトン那覇首里城、ヒルトン沖縄瀬底リゾート、ザ・ビーチリゾート瀬底・ヒルトンクラ

ブ、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港セントレア、関西国際空港、大阪国際空港（伊丹空港）、

福岡空港、那覇空港、新千歳空港、T ギャラリア 沖縄 by DFS、御殿場プレミアムアウトレット、神戸三田プ

レミアムアウトレット、土岐プレミアムアウトレット、鳥栖プレミアムアウトレット、三井アウトレットパーク木更津、

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

• 日本、グアム、ハワイにある、ヒルトングランドバケーションズのその他のマーケティングデスク、インフォメーション

デスク、またはコンシェルジュデスク（ご利用になれない時間があります。あらかじめご了承ください。）

デジタルフォームでのご応募は、応募期間中に応募受け付けデスクにて営業時間内に入力していただいたものに限り

有効です。

オンライン：https://www.hgvc.co.jp/2022sdv/（以下「応募サイト」）にアクセスして懸賞応募方法に従ってください。

応募フォームにお名前、ご住所、お電話番号、ご年齢、E メールアドレス（必須）を入力してください。必要事項を応募
フォームに入力して送信すると、懸賞に 1 回応募したことになります。オンラインによる受け付けの締め切り時刻は、日

本時間 2023年 3月 31日午後 5時です。他の人物または団体による応募、商業目的の懸賞応募サービスおよび

／または応募サービスサイトなどを含む他のウェブサイトや E メールアドレスからの応募は無効であり、失格となります。

応募手続きを自動化する機器やソフトウェアの利用もご遠慮ください。

ご応募にかかる費用は参加者様のご負担とさせていただきます。必要事項の記入漏れ、虚偽、間違いがある場合、

ご応募は無効となります。あらかじめご了承ください。

応募に関する注意事項：プロモーション関係者、賞品提供者、全てのインターネットサーバー、携帯電話サービスプロ

バイダー、インターネット・アクセスプロバイダー、およびこれらの企業の関連会社、子会社、親会社、キャンペーンに参

加している小売業者、広告代理店、ならびにこれらすべての役員、取締役、株主、従業員および代理人（以下総称

して「被免除者」）は、いずれも、次に挙げる事項について一切の責任を負わないものとします。不正確な応募情報：
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人為的ミス：技術的な障害：電話回線やコンピューター・オンラインシステム、コンピューター機器、サーバー、プロバイダ

ー、ソフトウェアによる不具合、欠落、中断、削除、欠陥（懸賞への参加に起因または関連する被害や損害を含みま

すが、これらに限定されません）：応募サイトへのアクセス不能：応募情報の盗難、改ざん、破棄、不正アクセス、改

変：電話、コンピューター、電子的な誤作動、電話回線やインターネットもしくはウェブサイト（応募サイトを含む）上の

回線混雑、またはその他の何らかの理由により起こった応募情報の送信の遅延、誤処理、不完全、紛失：キャンペー

ンのオファーや管理、または賞品発表時の印刷において生じた誤植、印刷その他の間違い：応募の遅れ、紛失、不

完全、配送ミス、盗難、破損、判読不能のいずれか、またはそれらの組み合わせ： 応募サイトにおける情報入力の

証明は、受領の証拠として認められません：判読不能、不完全、複写および機械によって複製された応募は失格で

す：全ての応募はスポンサーに帰属し、確認および返却はできません：虚偽、詐称による応募やそうした行為を行った

応募者様は失格となります。

懸賞に応募することにより、応募者様は公式規約や懸賞自体の不明瞭な点および間違いに関し、申し立てをする

権利を放棄し、公式規約に従うことに同意したものとします。懸賞はアメリカ合衆国ハワイ州の法律に準拠し、応募

者様はアメリカ合衆国連邦裁判所およびハワイ州裁判所の裁判地と管轄を受け入れ、他の法廷で下された判断を

元に公式規約に関して紛争を起こす権利を放棄したものとします。応募者様は、スポンサーが応募によって入手した

情報を、一切の報酬を支払うことなく、マーケティングの目的で使用することに同意したものとし、スポンサーは、これら

の情報を使って電話、郵送、E メールで応募者様に連絡をとり、キャンペーンやイベントなどの最新情報のお知らせな

どに使用します。懸賞によって収集された情報は、応募サイトから閲覧可能なスポンサーの公式規約およびプライバシ

ーポリシーに基づいてのみ使用されます。

賞品：当選者様には以下の賞品を贈呈します。

ハワイ賞： ハワイ賞（1 組）の当選者様には、スポンサーが選ぶハワイのヒルトン・ワールドワイド・ブランドのホテルのスタ

ンダードルーム（1 室 2 名様でのご利用）での 3 連泊を贈呈することができることとします。客室料に加え税金とサービ

ス料が含まれます。ご宿泊可能な日程は空室状況によりますのであらかじめご了承ください。賞品には、日本の主要

空港である、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港セントレア、関西国際空港 （スポンサーが空港を指定しま

す）からご旅行先の空港（スポンサーが空港を指定します）までの日本航空ビジネスクラス往復航空券 2 名様分が含

まれます。空港までの往復の交通費、税金、手数料その他の費用（パスポート・ESTA（エスタ）取得費用、空港諸税、

燃油サーチャージ、旅行中の個人的諸費用、食費、通信費、その他渡航に関わる申請関連費などを含みますが、

これらに限られません）は、当選者様のご負担となります。ただし、社会情勢などを踏まえハワイ賞で提供されるべき内

容が提供できないとスポンサーが判断する、不可抗力の場合を含むが、それらに限られない、予期せぬ特別な状況が

起こった場合には、スポンサーは目的地の変更、発着地の変更及び／またはご旅行時期変更など代替案を提示す

るものとします。全ての旅行手配はスポンサーが行います。ハワイ賞の賞品総額は、小売相当価格（以下「ARV」）で
約 10,000米ドルとなりますが、当選者様のご出発地やご旅行の時期などにより変動します。

沖縄賞：沖縄賞（4 組）の当選者様には、沖縄にあるヒルトン沖縄瀬底リゾート（ヒルトンホテル）のスタンダードルーム

（1室 2名様でのご利用）での 2連泊を贈呈することができることとします。客室料に加え税金とサービス料が含まれ

ます。ご宿泊可能な日程は空室状況によりますのであらかじめご了承ください。賞品には、当選者様のご自宅の最寄

り国内空港としてスポンサーが指定する日本国内の空港から那覇空港までの普通席往復航空券 2名様分が含ま

れます。当選者様が沖縄県在住の場合、普通席往復航空券 2名様分は贈呈されません。航空機発着空港は当

選発表時にご連絡いたします。経由便となる場合がございます。当選者様のご自宅から最寄り国内空港までの往復

の交通費、税金、手数料その他の費用（空港諸税、旅行中の個人的諸費用、食費、通信費などを含みますが、こ

れらに限られません）は、当選者様のご負担となります。全ての旅行手配はスポンサー指定する旅行代理店が行いま

す。沖縄賞の賞品総額は、小売相当価格（ARV）で約 6,000米ドルとなりますが、ご旅行の時期などにより変動しま

す。

グルメ賞 10,000円分：60名が選ばれるグルメ賞の当選者様には、スポンサーが選んだ日本国内のヒルトン・ワールド
ワイド・ブランドのホテル内レストランを含む参加店舗でご利用いただける 10,000円分のギフト券（デジタルクーポン）を

贈呈することができることとします。店舗やご利用時期により一部のサービスや商品をご利用いただけない場合がありま

す。グルメ賞の賞品総額は小売相当価格（ARV）で約 6,000米ドルとなります。 

グルメ賞のギフト券（デジタルクーポン）の有効期限はいずれも発行日より 3 ヶ月です。有効期限までにご利用がない

場合、ギフト券（デジタルクーポン）は無効となります。ギフト券（デジタルクーポン）相当額の現金へ替えることはできま

せん。理由の如何を問わず、ご利用になれなかった場合、スポンサーは責任を一切負いかねますのであらかじめご了



{OR047707.DOC; 2} 

承ください。なお、ギフト券（デジタルクーポン）のお受け取りと参加店舗でのご利用にはスマートフォンのご使用が必要

となります。 
 
ブルーシール賞：ブルーシール賞（20 名）の当選者様には、スポンサーが選ぶブルーシールアイスクリーム 18 個分相当
のギフト券を贈呈することができることとします。賞品は日本国内にある当選者様の住所宛にのみお送りします。返品

や交換はお受けできません。賞品配送中の避けられない事情を原因とする、もしくは配達時のご不在その他の当選

者様のご都合により生じた、遅延、破損、紛失、追加費用などに関しては一切責任を負いません。ブルーシール賞

総額は、小売相当価格（ARV）で約 1,000米ドルです。 
 
コナビール賞：コナビール賞（20名）の当選者様には、スポンサーが選ぶコナビール 12本を贈呈することができることとし

ます。賞品は日本国内にある当選者様の住所宛にのみお送りします。返品や交換はお受けできません。賞品配送

中の避けられない事情を原因とする、もしくは配達時のご不在などの当選者様のご都合により生じた、遅延、破損、

紛失、追加費用などに関しては一切責任を負いません。コナビール賞総額は、小売相当価格（ARV）で約 1,200 米
ドルです。 
 
税金はすべて当選者様のご負担となります。 
 
賞品の制限事項：飛行機の空席状況、お部屋の空室状況によってはご希望の日程でご利用いただけない場合があ

ります。飛行機の座席や宿泊施設のお部屋のリクエストはできません。飲食代、観光、お買い物、チップ、雑費、通信

費およびそれらに対する税金、または前述の賞品の内容として明記されていないその他のすべての費用は、当選者様

および同行者様のご負担となります。旅行のご予約についてはすべて当選者様の責任となります。旅行の当選者様

は 45 日前までに希望する出発日および旅行先をスポンサーに通知する必要があり、出発時を選定する単独最終

決定権はスポンサーにあります。国際航空券においては利用日に制限があります。当選旅行は、当選通知内に記載

されている有効期限までに実施、終了する必要があります。当選旅行の有効期限は当選通知の発送月から１年と

なります。当選旅行の有効期限を延長することはできません。当選者様および同行者様は同一の日程に従って旅行

し、飛行機による移動はすべて同じ空港から同一の便で出発、帰着するものとします。  旅行に出発されると旅行中

での変更は一切できません。当選者様または同行者様の希望で変更した場合は、変更の旅程については復路を含

めたすべての費用は当選者様および同行者様のご負担となります。  当選者様と同行者様は旅行の際に、写真付き

身分証明書が必要となります。この旅行で航空会社その他のマイレージプログラムのポイントやマイルを獲得することは

できません。パスポートやビザなどを含む旅行に必要なすべての書類の入手、条件などのご判断は、当選者様と同行

者様の責任で行っていただく必要があります。 旅行の手配が開始されると、スポンサーによる変更の場合を除き、旅

行内容に関していかなる変更もできなくなりますのでご注意ください。  また、旅行内容のスケジュール変更に関して被

免除者に責任はなく、飛行機のキャンセルや遅延により発生した費用に関して被免除者は一切責任を負いません。

旅行中のトラブル、損害、負傷、または死亡、当選者様および同行者様による賞品の使用から直接、または間接的

に生じた疾病および死亡に関して被免除者は一切責任を負いません。紛失または盗難にあった航空券、旅行用クー

ポン券、または特典券の再発行は行いません。すべての行政関連の必要書類を含む航空券に関する税金、手数料

および費用は当選者様のご負担となります。法律が認める範囲内において、賞品の受理または使用の結果、支払

義務が生じる税金（賞品に含まれると明示されているものを除きます。）については当選者様のみに支払いの責任が

あるものとします。賞品は譲渡することができず、当選者様の希望による賞品の変更や相当金額の現金との引き換え

はできません。スポンサーは、告知した賞品が提供できなくなった場合、同等の価値を持つ賞品に変更する権利を留

保します。賞品はすべて、「現状有姿」でご提供します。スポンサーも被免除者も、当懸賞または賞品に関して明示

的、黙示的を問わず、いかなる保証（品質、商品性および特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限

定されません）もいたしません。 
 
抽選方法：沖縄賞、グルメ賞、ブルーシール賞、コナビール賞の抽選は、以下に記載のとおり応募期間中 3 ヶ月毎に
4 回おこなわれ、当選候補者は以下の期間毎におけるすべての応募方法の有効な応募をまとめた中から無作為に

選ばれます。3 ヶ月毎の抽選における沖縄賞、グルメ賞、ブルーシール賞およびコナビール賞へのご当選は、本懸賞期

間中お１人１回限りとなります。 
 
応募受付期間 

 
抽選月 

  
2022年 4月 1日 
～2022年 6月 30日 
 

2022年 7月 
（沖縄賞 1 組、グルメ賞 15名、 
ブルーシール賞 5名、コナビール賞 5名 の贈呈をするこ



{OR047707.DOC; 2} 

 
2022年 7月 1日 
～2022年 9月 30日 
 
 
 
2022年 10月 1日 
～2022年 12月 31日 
 
 
 
2023年 1月 1日 
～2023年 3月 31日 
 

とができることとします。） 
2022年 10月 
（沖縄賞 1 組、グルメ賞 15名、 
ブルーシール賞 5名、コナビール賞 5名 の贈呈をす

ることができることとします。） 
 
2023年 1月 
（沖縄賞 1 組、グルメ賞 15名、 
ブルーシール賞 5名、コナビール賞 5名 の贈呈をす

ることができることとします。） 
 
2023年 4月 
（沖縄賞 1 組、グルメ賞 15名、 
ブルーシール賞 5名、コナビール賞 5名 の贈呈をす

ることができることとします。） 
 
ハワイ賞の抽選は、応募期間の終了後に、応募期間中のすべての応募方法による有効な応募をすべてまとめたもの

の中から 1 回行われます。本懸賞期間中の当選はお１人１回です。沖縄賞、グルメ賞、ブルーシール賞およびコナビ

ール賞をすでに獲得している応募はこの賞の受賞をすることはできません。 
 

当選候補者に対しては、E メールで通知いたします。スポンサーの決定が最終決定であり、拘束力を持つものとします。

当選は当懸賞で 1 回のみとなります。懸賞応募時に記載された情報に誤りがあるなどの事由により当選通知が不

達となった当選候補者は失格となります。当選通知は懸賞応募時に記載された E メールアドレスへお送りします。コ

ナビール賞についてはスポンサーが決定する合理的返信期間内（当選通知の発送日から 1 ヶ月以内）にご返信がな

い場合には、当選候補者は失格となりますので予めご了承ください。賞品の受領は（法令により禁じられている場所を

除き）スポンサー または、スポンサーによる被指名者が当選者様のお名前、肖像、音声、略歴、声明およびその他の

類似した情報に関して、追加的補償、または他の制約がなくマーケティング、販売活動および宣伝活動について使用

する許可を与えていただくことを意味しますのであらかじめご了承ください。 
 
受賞者となるための要件 

• ヒルトングランドバケーションズが当選者様と面接して写真を撮影し、その内容をソーシャルメディアプラットフォ

ーム（Twitter、Facebook、Instagram）に掲載することを認めていただきます。 
• ハワイ賞と沖縄賞の当選者様には、受賞旅行の写真を提供していただきます。写真は、メディア、マーケティ

ング、営業の目的で当社のソーシャルメディアプラットフォーム（Twitter、Facebook、Instagram）に使用する

場合があります。 
 
当選者様はスポンサー独自の判断により、通知日から 14日以内に受領資格、責任免除書、公表・写真撮影同意

書、およびその他の書類の提出を求められることがあります。当選者様の同行者様も同様に（スポンサー独自の判断

により）同期間内に、責任免除書の提出を求められることがあります。当選者様が未成年の子供または被保護者を

同行する場合は、被保護者に代わってすべての必要書類に署名をする必要があります。指定期間内にすべての書

類が返送されない場合、または本公式規約の規定に従っていただけない場合には、当選は無効となり、代わりの当

選者様が選出されます。いかなる理由であれ、当選通知が配達不能で返送された場合、再度無作為の抽選で代

わりの当選者様が選出されます。なお、ブルーシール賞とコナビール賞が配達不能や保管期間内に受領されなかった

場合、当該当選者は資格を失いますが再抽選は行いません。スポンサー独自の判断による場合を除いて、当選後

の賞品の別住所への発送、譲渡、交換はできません。スポンサーは、告知した賞品が提供できなくなった場合、同等

以上の価値を持つ賞品に変更する権利を留保します。すべての法律および規則が適用されます。 
 
当選する確率は有効応募総数により確定され、応募方法によって確率が変わることはありません。 

 
責任の制限：被免除者は天災、政府団体または準政府団体による法的措置、規則、命令、要請（これら法的措

置、規則、命令、要請が無効であると判明した場合にも関わらず）、設備の不備、テロ行為、地震、戦争、火災、洪

水、爆発、悪天候、ハリケーン、入出港禁止、労働紛議、スト（合法、非合法に関わらず）、労働または物資不足、

あらゆる書類の輸送妨害、事業の停滞、内乱、暴動、反乱、もしくはスポンサーの制御を超えるその他の事由に起

因する賞品またはその一部の提供の不履行に関して、当選者あるいは他のいかなる人物に対しても一切責任を負い

ません。航空会社、ホテル、他の運送会社、またはそれらのサービスを旅客に対して提供する他の人物による中止、
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遅延、流用、代用、もしくは作為、不作為に関して、必要と判断されたサービスや待遇の変更などを含み、荷物の紛

失、損傷に対しても被免除者は一切責任を負いません。 
 
一般事項：応募者は、賞品または賞品の一部の受領、使用または誤使用の結果、または当懸賞の応募により生じ

たすべての被害、申し立て、損害、損失、費用または（弁護士費用を含むがそれに限定されない）あらゆる経費に関

して、被免除者に対するすべての申し立てを免除および放棄することに同意するものとします。 
 
いかなる理由であれ、当懸賞が計画に従って実施されない場合、または当懸賞や関連ウェブサイト（またはその一部）

が損傷または懸賞の適切な遂行を妨げることにより、本公式規約に従った応募処理が不可能となる場合、またはコ

ンピューターウィルスによる感染、バグ、改ざん、不正介入、応募者による行為、不正、技術障害、その他の事由によ

りスポンサーの意見として当懸賞の運営、安全性、公平性、完全性、または適切な実施が侵され、損なわれたと判

断する場合、スポンサーは独自の裁量でそれらの行為に関与する人物の資格を剥奪し、当懸賞またはその一部を中

止、終了、変更、停止する権利を留保します。当懸賞が中止された場合、その措置がとられる、またはそのような早

期終了を引き起こした問題以前に受理された被疑者以外の有効応募の中から、スポンサーは無作為の抽選を行い、

賞品を授与します。このような中止、終了、変更、停止が行われる場合、応募サイトに告知と掲載いたします。応募

者または他の人物による、応募サイトを含むいかなるウェブサイトに対しても、故意に被害を与える、あるいは当懸賞の

正当な実施を妨げる試みは刑法および民法の違反行為であり、そのような試みが行われる際、スポンサーは損害賠

償請求権を留保し、法律で認められている範囲内で最大限にその他の賠償をその人物に請求します。応募サイトで

誰が応募したかについて疑義が生じた場合、入力された E メールアカウントの正式なアカウント所有者によって応募さ

れたものとみなされます。正式なアカウント所有者とみなされるのは、送信された E メールアドレスのドメインで E メール
アドレスを割り当てる権利をもつインターネット・アクセスプロバイダー、サービスプロバイダー、そのほかのオンライン組織に

より E メールアドレスを割り当てられた人物です。受賞候補者は、応募に関係する E メールアドレスの正式なアカウント

所有者であること、および受領資格を満たしていることの証明の提出をスポンサーに要求される場合があります。 
 
公式当選者リストまたは公式規約の請求：公式当選者リストは 2023 年 4 月 30 日以降に提示可能となります
（「公式当選者リスト」）。公式当選者リスト、あるいは公式規約のコピーをご希望の場合は、ご住所、お名前を明記

した切手貼付の返信用封筒を同封のうえ、下記宛にお送りください。〒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8F（CRM） ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション 東京支店 「アンケートに答

えてバケーションを当てよう！キャンペーン 2022 年」係（公式当選者リストまたは公式規約の請求と記入してください） 
本公式規約は応募期間中に応募サイトでもご覧いただけます。郵送費用は請求者のご負担となります。 
 
当懸賞公式規約は英語（米国）にて作成されたものです。公式規約の英語版と翻訳版に相違がある場合は英語

版が優先されるものとします。 
 
ご提供いただきますお客様の個人情報は、個人情報保護法を遵守する管理下にて、当懸賞の抽選および賞品の

発送・ご連絡ならびに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（タイムシェア）、ハワイその他のバケー

ション等に関する販売説明会のご案内やプロモーション、特別オファー等について、E メール (応募フォームで同意してい
ただいた場合)・電話・郵送等によりご案内するために使用させていただきます。当社の個人情報管理方針について詳

しくはグローバルプライバシーステートメント https://www.hgvc.co.jp/legal/privacy-policy.html をご覧ください。 個人

情報の利用停止は privacyjapan@hgvc.com までご連絡ください。 
 
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、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いて、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。 
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