
 

ハワイ販売説明会付き宿泊プラン規約 
 

本宿泊プランは、Hilton Resorts Corporation（711 Kapiolani Blvd, Suite 1100, Honolulu, HI 96813 以下、「当

社」といいます。）が主催するハワイ現地での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）の販売説明会へのご参加を必須とする宿泊のみのプランです。 

 

【参加条件】 

リゾートへの訪問やバケーション・オーナーシップ（タイムシェア）のご購入はどなたでも可能です。ただし当ハワ

イ販売説明会付き宿泊プラン（以下、「本プロモーション」といいます。）の参加は、当社の設ける一定の条件を満

たし、当社のプロジェクトが販売登録されている国や地域に居住の方に限らせていただきます。また、本プロモーシ

ョンは、年間の収入の合計額が一定の条件を満たす方にのみご利用いただけます。 

本プロモーションのご利用は一世帯につき一度限りとさせていただきます。 

 

下記のいずれか、または複数に該当する場合、本プロモーションにご参加いただけません。 

(1) 販売説明会への参加を必須とするパッケージをお申し込みになり、ご利用を完了されていない方。 

(2) ヒルトングランドバケーションズ、ヒルトン・ワールドワイドまたはその関連会社の従業員の方。 

 

【販売説明会への参加】 

本プロモーションは、約 120 分間のバケーション・オーナーシップ販売説明会（ヒルトングランドバケーション

ズ・クラブメンバーの場合は約 60 分間となります）へのご参加を必須とするものです。販売説明会は日本語で実施

いたしますので、日本語で販売説明会および契約書類などの内容をご理解いただく必要があります。お二人でご参加

いただく場合は、お二人とも日本語の理解に支障がないことが必要になります。販売説明会参加の際に、運転免許証

やパスポートなどの政府機関発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要となります。配偶者、配偶者に準ずる方が

いる場合は、お二人そろって販売説明会にご参加いただく必要があります。また、ご参加はご一緒にご旅行されてい

るカップル一組に限ります。グループではご参加いただけません。本プロモーションの販売説明会は、ハワイ到着日

と出発日にはご参加いただけません。販売説明会に開始から終了までご参加いただけなかった場合や、販売説明会参

加の際に参加条件を満たしていなかった場合には、その時点でのご宿泊施設の一般客室料金と本プロモーションのご

購入料金との差額、および税金の合計額に相当する金額を、ご利用のクレジットカードへ請求させていただく場合が

ございます。販売説明会は完全予約制です。飲酒されてのご来場はご遠慮ください。他のお客様のご迷惑になると当

社が判断した場合や、反社会的勢力と関係があると当社が判断した場合は、ご参加をお断りする場合がございます。

また販売説明会では、書面による事前の同意のない録音・録画は固くお断りしておりますので、あらかじめご了承く

ださい。本プロモーション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・クラブメンバー以外の方：20 歳以上であること。年収 750 万円以上（年収には

以下双方の年収合算可、（A）配偶者（B）配偶者に準ずる方）であること。配偶者、配偶者に準ずる方がいる場合

は、お二人そろって販売説明会に参加すること。リタイアしている場合、持ち家があり配偶者、配偶者に準ずる方と

お二人でご参加いただける場合、年収条件に代えることができます。ヒルトングランドバケーションズの販売説明会

に参加したことがある場合、参加地域に関わらず、参加回数が 3 回以内であること。 

ヒルトングランドバケーションズ・クラブメンバー（筆頭名義人）の方：20 歳以上であること。年収条件は問いま

せん。最後にご成約があった説明会を含めず、その後の参加回数が 4 回以内であること。米国に所在のリゾートを

ご所有の場合、第一名義人、第二名義人のうち少なくともどちらかが条件を満たした上で販売説明会に参加するこ

と。日本に所在のリゾートをご所有の場合、登記上の名義人が条件を満たした上で販売説明会に参加すること。ヒル

トングランドバケーションズからのご購入であり、第三者販売事業者からの購入ではないこと。 

 

【宿泊詳細】 

ご予約は宿泊施設の空室状況により承ります。最短滞在日数は 4 連泊、最長滞在日数は 8 連泊となり、宿泊施設は

ご購入のプランにより下記のいずれかとなります。下記の 1 泊のおおよその宿泊料は時期により変動いたしますの

で、あらかじめご了承ください。 

オアフ島 

• Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort, 2005 Kalia Road. Honolulu, Hawaii 96815 のホテルルーム

（およそ 1 泊 336 米ドル） 

※チェックイン場所はメインロビーです。チェックイン時間は午後 4 時、チェックアウト時間は午前 11 時となりま

す。 

 

ハワイ島 



 

• Ocean Tower by Hilton Grand Vacations, 69-425 Waikoloa Beach Drive, Waikoloa, Hawaii 96738 のホテル

ルーム（およそ１泊 280 米ドル） 

※チェックイン場所はオーシャンタワーロビーです。チェックイン時間は午後 4 時、チェックアウト時間

は午前 10 時となります。 

両宿泊施設とも最大宿泊人数は、大人 3 名と子供 1 名（18 歳未満）です。ただし、大人（18 歳以上）3 名様での宿

泊の場合、追加料金（1 名分）が発生いたします。エキストラベッドは空き状況により有料にて手配可能です（現地

払い）。ベビーベッドは空き状況により無料で手配可能です。エキストラベッド、およびベビーベッドは、数に限り

がありますので、ご希望の場合は必ずご予約時にお申し付けください（事前確約不可）。 

 

本プロモーションの代金に含まれる費用は宿泊代金（税込）のみで、その他の旅行費用は全てお客様の負担となりま

す。延泊は宿泊施設の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ついては追加料金が発

生いたします。本プロモーションでは、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

時に予約確認書を必ずご提示ください。階数や眺望、方角などのリクエストおよび確約はできません（ヒルトン・

ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾートにご宿泊の場合のみ、オーシャンビューを確約してご予約をい

ただけます）。眺望の定義については、ヒルトンホテルの定義に基づいたものとなり、他の施設とは異なる場合がご

ざいます。駐車代金は有料です。 

 

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

受けいたしかねます。ホテルルームはキングベッド 1 台、またはダブルベッド 2 台のどちらかのタイプになりま

す。 

 

【予約のキャンセルと変更】 

宿泊期限はご購入になった本宿泊プランの規約が適用されます（当社では宿泊プランは年間を通じてご提供してお

り、お申し込みになった時点の規約で定める宿泊期限や条件が適用されます。お申し込み期間開始前において、本プ

ロモーションの内容を予告なく変更する場合があります）。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。本プロモーションは、料金を事前にお支払いいただくプリペイド・プランです。本プロモーションご購入日（ご

予約確定日）の翌日から起算して 8 日間以内であればご購入をキャンセルすることができます。この場合、キャン

セル料金などの費用は一切かかりません。上記期間を過ぎて、お客様のご都合によりご予約をキャンセル・変更され

る場合については、ご購入になった本宿泊プランの規約が適用されますのでご了承ください。なお、米ドル建てのご

請求額を日本円でお支払いただくプランですので、手数料などのご請求額、およびキャンセルによるご返金額は、為

替により変動いたしますことをあらかじめご了承ください。 

 

ご購入は下記の 2 つのプランからお選びいただき、キャンセル、変更についてはご購入になったプランのキャンセ

ル条件と変更条件に従って取扱います。日本においてのみ販売するスペシャルプランとなります。 

 

日程指定バリュープラン 

 
チェックイン日の 

15 日前まで 

チェックイン日の 

14～4 日前 

チェックイン日の 

3 日前から 

キャンセル 
300 米ドルの手数料で 

キャンセル可 

お支払い金額全額 

（払い戻し不可） 

変更 
1 回の変更につき 50 米ドルの 

手数料で変更可（注） 

１回の変更につき150米ドルの 

手数料で変更可（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。 

 

 

安心フレキシブルプラン 

 
チェックイン日の 

4 日前まで 

チェックイン日の 

3 日前～前日 
チェックイン当日 



 

キャンセル キャンセル可（無料） 
キャンセル可 

（お支払い金額の 50％） 
払い戻し不可 

変更 変更可（無料） 

変更可 

（変更手数料は部屋タイプにより異なります。 

下記をご参照ください。） 

 
【オアフ島】 

「タワー／眺望指定なし」でお申し込みの方：299 米ドル 

「レインボータワー／オーシャンビュー確約」でお申し込みの方：349 米ドル 

【ハワイ島】 

「眺望指定なし」でお申し込みの方：199 米ドル 
 

【プレミアム・ギフト】 

本プロモーションには、下記のプレミアム・ギフトが含まれます。プレミアム・ギフトの現金交換はできません。 

 

グランド・エクスペリエンス・カード：提携のアクティビティを 20％割引、レストランでのお食事および小売店で

のお買い物を 15％割引でご利用いただけます。1 枚のカードで 4 名様までご利用いただけます。お会計の際に、グ

ランド・エクスペリエンス・カー ドをご提示いただく必要があります。グランド・エクスペリエンス・カードの割

引は他の割引との併用はできません。レストランでの割引は、コースメニューにはご利用いただけません。また、4

名様以上のグループではご利用いただけない場合があります。子供料金など、特定の料金、または追加料金が設定さ

れている際には、ご利用いただけない場合があります。詳細については提携事業者、加盟店に直接お問合せくださ

い。全ての料金ならびに提携事業者および加盟店の参加状況は予告なしに変更となる場合があります。オンラインカ

ードはお客様自身で専用リンクよりご取得ください。専用リンクは提携事業者および加盟店リストと併せて、ご予約

後にお送りいたします。 

 

ヒルトングランドバケーションズ ギフト 2,000 円：日本国内のヒルトン・ホテルズ＆リゾーツホテル内直営レスト

ランや提携レストランでお食事割引券としてご利用いただけます。ご利用可能店舗の詳細はこちら 

※10,000 円（税込）以上のお会計に限りご利用できます。（複数枚使用不可） 

 

本規約は、宿泊期限までの間において事前の通知なく変更される場合がございます。ただし、いかなる場合も、すで

にお申し込みいただいているお客様の不利益になる変更はいたしません。本プロモーションは、本規約に定めるとこ

ろの他、国土交通省の標準旅行業約款（手配旅行契約の部）に従い提供いたします。日本において予約の手配を行う

事業者は下記のとおりです。なお、手配に係る取扱料金はございません。 

 

会社名 ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション 

観光庁長官登録旅行業第 1882 号 

住所 東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号 

代表者名 ジェフリー・バーニア― 

お問合せ先： 0120-948-615 

 

 

【販売促進の目的】 

本プロモーションは、米国ハワイ、ネバダ、フロリダ、ニューヨーク、ワシントン D.C.、イタリア、その他の国外

および日本国内の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）権益につい

て勧誘することを目的としています。なお、日本所在のバケーション・オーナーシップ（タイムシェア）権益につ

いては、Hilton Grand Vacations Japan 合同会社による日本での販売説明会をご案内いたします。 

販売条件につきましては、開発事業者から提供される販売提案書類をご覧ください。ご購入契約いただく権利証付き

持分の価格は 8,450米ドルから 772,990米ドルとなり、USおよびハワイ・コレクションの価格は少なくとも 4,000

ポイント以上のご購入が必要で 1ポイント 4.15米ドルから 5.80米ドルとなります。価格はプロモーションおよび値

引前のもので、変更になる場合があります。本プロモーションは販売説明会へのご参加を必須とし、バケーション・

オーナーシップ（タイムシェア）の魅力をご紹介することを目的としています。米国州の登録条件に従う必要があり

ますので、お客様は販売説明会が行われる場所となるプロジェクトのバケーション・オーナーシップをご購入いただ

https://www.hgvc.co.jp/amc/index?_ga=2.170172196.567943678.1653888269-2134596643.1568689579


 

けない場合があります。ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ LLCとダイヤモンドリゾーツインターナショ

ナルクラブ社はリゾート交換エージェントです。 

販売および開発事業者の情報 

ヒルトン・リゾーツ・コーポレーションは、セールスおよびマーケティング・エージェントであり（ヒルトングラン

ドバケーションズとして事業を行っています）、所在は米国フロリダ州オーランド市、6355 メトロウエスト・ブル

バードです。 

ヒルトン・リゾーツ・コーポレーションおよび提携会社、子会社、親会社およびその親会社の提携会社および子会社

並びにパートナーも米国内および海外におけるバケーション・オーナーシップ（タイムシェア）の開発事業者または

売主です。ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ LLC およびダイヤモンドリゾーツインターナショナルク

ラブ社は交換エージェントです。 

ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブの開発事業者/売主は、BRE グランド・アイラ

ンダーLLC であり、所在は米国ニューヨーク 10154、パーク・アベニュー345 所在のブラックストーン・リアル・エ

ステート・パートナーズ VI 気付です。 

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おります。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で運営されております。 

 

©2022 ヒルトングランドバケーションズ 

 

 


