2018 キングスランド体験宿泊プラン スペシャルオファー規約（2018）

［参加条件］リゾートの滞在やタイムシェアの購⼊はどなたでも可能です。ただし当宿泊プランに参加するには、⼀定の収⼊や現
地での約 90 分間の販売説明会へのご参加が条件となります。販売説明会はハワイ到着⽇と出発⽇にはご参加いただけません。当
プランの販売説明会のご参加は滞在 3 ⽇⽬以降の午前 11 時から午後 2 時の開始となります。ご滞在中に販売説明会に参加いただ
けなかった場合や、参加条件を満たせなかった場合には、弊社設定の⼀般客室料⾦(ラックレート)とご購⼊いただく宿泊プラン料
⾦との差額とプレミアム原価と税⾦分をクレジットカードへ請求いたします。年収条件：世帯年収 750 万円以上の⽅（世帯年収に
は以下双⽅の年収合算可（a）既婚者（ｂ）同棲者（ｃ）内縁者）。20 歳以上で、販売説明会ご参加の際、パスポートや運転免許
証などの⾝分証明書の提⽰が必要となります。ヒルトン・グランド・バケーションズの従業員及び関連企業従業員でないこと。既
婚者は夫婦でご参加すること。1 世帯で購⼊できるプランは 1 つとなります。体験宿泊プランを購⼊されたことがある場合は、前
回の体験宿泊時の販売説明会参加⽇より 18 ヶ⽉以上経過していること。その他のプロモーション/キャンペーン（ギフト券）との
併⽤はできません。ヒルトン・グランド・バケーションズにて主催しております体験宿泊プログラムは宿泊施設を問わず、ヒルト
ン・グランド・バケーションズ・クラブのメンバー様以外の⽅は、ヒルトン・グランド・バケーションズの⽇本国内における販売
説明会に参加された事がある場合、参加されてから 31 ⽇以上経過していること。また、ヒルトン・グランド・バケーションズの
ハワイにおける販売説明会に参加された事がある場合、参加されてから 365 ⽇以上経過していること。ヒルトン・グランド・バケ
ーションズ・クラブのメンバー様は、ヒルトン・グランド・バケーションズの⽇本国内における販売説明会に参加され、その際に
ご成約・購⼊されなかった場合、参加されてから 31 ⽇以上経過していること。また、ヒルトン・グランド・バケーションズのハ
ワイにおける販売説明会に参加された事がある場合、参加されてから 3 ヶ⽉以上経過していること。前回参加の販売説明会でご成
約・購⼊された場合はご参加地域にかかわらず、参加されてから 6 ヶ⽉以上経過していること。ヒルトン・グランド・バケーショ
ンズが主催する販売説明会へのご参加にてご成約・購⼊されていること。
[宿泊詳細] ご予約は空き状況によります。最短滞在⽇数は４連泊、最⻑滞在⽇数は８連泊となり、宿泊はご購⼊いただいたプラン
により下記のいずれかとなります。

•

ハワイ島: Kingsʼ Land by Hilton Grand Vacations Club, 69-699 Waikoloa Beach Drive, Waikoloa, Hawaii 96738
の 1LDK スイート（1 泊＄589 相当）または 2LDK スイート（1 泊＄609 相当）

•

Kohala Suites by Hilton Grand Vacations Club, 69-550 Waikoloa Beach Drive, Waikoloa, Hawaii 96738 の 2LDK
スイート（1 泊＄609 相当）

•

Hilton Waikoloa Village, 69-425 Waikoloa beach drive, Waikoloa, Hawaii 96738 のホテルルーム

タイムシェアユニットの最多宿泊⼈数は、1LK、1LDK4 名、2LDK6 名、ホテルルームは⼤⼈ 3 名と⼦供 1 名（18 歳未満）となり
ます。ホテルルームを⼤⼈ 3 名以上でご利⽤の場合は 3 名様について追加料⾦が発⽣いたします。ベビーベッドは無料でご使⽤い
ただけます。空き状況や数に限りがございますので、ご希望の際は必ず予約時にお申し出ください。（事前確約不可）。プランに
含まれるものは宿泊代⾦（税込）のみで、その他の旅⾏費⽤はすべて⾃⼰負担となります。延泊やアップグレードは空き状況によ
り有料にて⼿配可能です。またハイシーズンのご予約に対しては追加料⾦が発⽣します。タイムシェアユニットのハウスキーピン
グ（清掃）は 5 泊以上の滞在の場合、3 ⽇⽬に⾏います。お部屋の空き状況によっては同等価値のヒルトン系列ホテルに宿泊とな
る場合がございます。このプランでは、ヒルトン・オナーズ・ポイントの利⽤や獲得はできません。チェックイン時に予約確認書
が必要となります。眺望の定義については、ヒルトン・グランド・バケーションズ及び、ヒルトンホテルの定義に基づいたものと

なり他の施設の定義とは異なる場合がございます。尚、ホテルの⽴地状況、周囲の環境の変化、ご利⽤階数などにより海の⾒える
範囲に差異がございます。何れのお部屋も階数や眺望、⽅向などのリクエストおよび確約はできません。駐⾞代⾦は有料となりま
す（キングス・ランド滞在のみ無料）。
ベッドタイプについて注意事項

ベッドタイプはチェックイン当⽇まで未定です。ご予約の際のリクエストは⼀切お受け致しかね

ます。1LK、1LDK：寝室にキングベッド 1 台、またはダブルベッド 2 台のどちらかのタイプとなります。2LDK：第１寝室にキン
グベッド 1 台と第 2 寝室にダブルベッド 2 台、またはキングベッド 1 台のどちらかのタイプとなります。ホテルルーム：キングベ
ッド 1 台かダブルベッド 2 台のどちらかのタイプとなります。
Kingsʼ Land, Kohala Suites：チェックインは午後 4 時、チェックアウトは午前 10 時
Hilton Waikoloa Village：チェックインは午後 4 時、チェックアウトは午前 12 時
［予約］宿泊期限は2018 年12月18日です。お支払いは大手クレジットカードでの決済のみ可能です。当プランは、料金を事前に
お支払いいただくプリペイド・プランです。お客様のご都合により予約後にキャンセル・変更をされる場合については、当社の
キャンセル・変更規約に従い違約金が発生いたします。請求・返金額は、為替により変動します。当プラン購入後（お支払い日か
ら）8日間以内にキャンセルをした場合は、キャンセル料金は免除されます。

チェックイン⽇の 15 ⽇前以前

チェックイン⽇の 14〜4 ⽇前

チェックイン⽇の 3 ⽇前
以降

キャンセル⼿

＄300

お⽀払い⾦額全額（払い戻し不可） お⽀払い⾦額全額（払い

数料
変更⼿数料

戻し不可）
１回の変更につき＄50 の⼿数料

１回の変更につき＄150 の⼿数料

で変更可能（注）

で変更可能（注）

変更不可(払い戻し不可)

（注）⽇程を変更したのちのキャンセルについて：変更がチェックイン⽇の 15 ⽇前以前に⾏われた場合、キャンセル⼿数料は上
記表に準じます。
変更がチェックイン⽇の 14 ⽇前以降に⾏われた場合、キャンセル⼿数料はお⽀払い⾦額全額となります。
[プレミアム・ギフト]
当プランにはハワイ島ご滞在中に、レジェンド・オブ・ハワイ・ルアウ⼜は滞在⽇数分のレンタカー（⾞種：コンパクト）が含ま
れます。当プラン予約の際もしくは出発 4 週間前までにいずれか選択の上お申し込みいただきます。
■レジェンド・オブ・ハワイ・ルアウについて
•

レジェンド・オブ・ハワイ・ルアウは、ご到着⽇の参加となります。ご到着⽇によっては、翌開催⽇のご案内となります。

•

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ内で開催される伝統⾷材を使ったディナー、フラ、タヒチダンスだけでなく、ポリネシ
アン・エンターテイメントとライブミュージック、ファイヤーダンスのエンターテイメントディナーショーです。

•

ハワイスタンダード 2 名様分（参考価格

⼤⼈ 1 名 $140.62）が含まれます。

•

開催⽇：毎週

•

所要時間：約 3 時間

•

チェックイン場所：ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ

•

チェックイン時間：午後 5 時半

•

⾃由席となっており、会場に到着された⽅から席にご着席いただけます。

⽕、⾦、⽇曜⽇
階下のロビー（⽇本語ゲストサービスデスク）

•

5 歳未満のお⼦様は無料（座席＆⾷事付き）となります。

•

アルコール飲料は、法律により満 21 歳未満のお客様への提供は禁じられております。年齢確認のためパスポートなど写
真つき⾝分証明書の提⽰を求められる場合があります。

•

ルアウは屋外で⾏われるため当⽇の天候次第で変更及び催⾏中⽌となる場合があります。予めご了承ください。

•

ルアウのご利⽤は、弊社発⾏のバウチャー（オプショナルツアー引換書）提⽰が当⽇必要となります。ご予約⽇程確定後
にお送りする体験宿泊プラン予約確認書を印刷し、到着後リゾート内コンシェルジュデスクにてバウチャーをお受け取り
ください。

•

その他詳細はお申込みの際にお問い合わせください。

■滞在⽇数分のレンタカー（⾞種：コンパクト）について
⾞はエリソン・オニヅカ・コナ国際空港にて貸出、返却となります。レンタルには⾃⾞輌損害補償制度、追加⾃動⾞損害賠償保険、
対無保険者傷害保険、GPS が含まれます。運転者は 25 歳以上で、有効な運転免許証、運転者名義の⼤⼿クレジットカード（後⽇
払い戻しのデポジット⽤）をお持ちの⽅に限ります。その他の税⾦、追加料⾦、アップグレードや延⻑、オプショナルサービス利
⽤にともなう料⾦、旅⾏費⽤は個⼈負担となります。レンタカーに関する諸事情はレンタカー会社により予告なく変更される場合
がございます。
注意事項： プレミアム・ギフトは、プラン予約後にお申し込みいただきます。出発４週間前までにご予約の連絡がない場合、権利
放棄といたします。予約決定後の変更は都度＄19.99 の⼿数料で承ります。出発前４週間を過ぎました予約の変更及びキャンセル
はお受け致しかねます。予約は空き状況、催⾏⽇の設定によります。催⾏会社の指定はいたしかねます。催⾏会社は天候、交通状
況、催⾏⼈数に満たない場合などにより、変更⼜は取り消しする事があります。プレミアム・ギフトの内容によっては年齢制限や
利⽤規定があります。プレミアム・ギフトにつきましては、参加中にお客様に⽣じた損害に対する責任はすべて主催会社が負い、
ヒルトン・グランド・バケーションズは免責となります。
［販売促進の⽬的］タイムシェア販売説明会への参加を必須とする販売促進は、バケーション・オーナーシップの利点を紹介する
⽬的で⾏われるものです。州の登録要件が満たされなかった場合、お客様は、販売説明会が⾏われる物件のバケーション・オーナ
ーシップ所有権を購⼊できないことがあります。スポンサーは予告なしにこの販売オファーを変更する権利を有しています。これ
はヒルトン・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）の広告・宣伝を⾏うために、ヒルト
ン・リゾーツ・コーポレーションとヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション（6355 Metro West Blvd., Suite
180, Orlando, Florida 32835）が主催する販売オファーです。ヒルトン・グランド・バケーションズは、リゾート交換会社です。
この広告宣伝資料はハワイ州のバケーション・オーナーシップ（タイムシェア）プランの販売を⽬的に使⽤されています。販売オ
ファーの条件の詳細は、スポンサーにより提供される販売オファー・プランに記載されています。所有権利付きの週単位のユニッ
ト販売価格は$9,000 〜 $278,700 です。価格は変更される場合があります。これは登録要件がまだ満たされていない州の居住者
に対する販売の申し出、または購⼊の勧誘ではありません。
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