
4472：キングス・ランド タイムシェア体験宿泊プラン規約 
 

 
ヒルトン・グランド・バケーションズ®およびヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ®は、ヒルトン・ワールドワイド・マネージ社の登録商

標です。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、そのオーナーシップ施

設およびクラブの各プログラムは、ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス社との間に締結したライセンス契約に準じて、ヒルトンの名義に

おいて運営されています。 

ヒルトン・オナーズ™は、ヒルトン・オナーズ・ワールドワイド LLC の商標です。 

(c) 2018 Hilton Grand Vacations, Inc.  

 

【参加条件】リゾートの滞在やバケーション・オーナーシップ（タイムシェア）の購入はどなたでも可能です。た

だし当宿泊プランの参加には、一定の収入や現地での約 90 分の販売説明会への参加が条件となります。当プランの

販売説明会は滞在 3 日目以降の 11 時から 14 時開始枠でのご参加となります。現地ハワイ到着日と出発日には参加

できません。販売説明会日程の詳細は申込確定後にお送りする予約確認書にてご確認ください。ご滞在中に販売説明

会に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、弊社設定の一

般客室料金（ラックレート）とご購入になった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。 

参加条件：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）既婚者（B）同棲者

（C）内縁者）であること。既婚者は夫婦揃って販売説明会に参加すること。販売説明会参加の際には、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。当宿泊プランのご購入は一世帯につき、同時期に一つまでです。過去にヒルトン・グランド・

バケーションズが販売する体験宿泊プランに参加したことがある場合は、前回の体験宿泊参加より 18 ヶ月以上経過

していること。当プラ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。当宿泊プラ

ン参加の際に、次に記載する条件を満たしていること。ヒルトン・グランド・バケーションズのメンバー様以外の方

の場合：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したことがある場合、参加日か

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し

たことがある場合、参加日から 1 年以上経過していること。ヒルトン・グランド・バケーションズのメンバー様の

場合：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し、その際にご成約・ご購入がな

かった場合、参加日から 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および

その他の地域で販売説明会に参加したことがある場合、参加日から 3 ヶ月以上経過していること。前回ご参加の販

売説明会でご成約・ご購入があった場合は、参加地域に関わらず、参加日から 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説明会へのご参加にて購入していること。 

 
 

【宿泊詳細】ご予約は宿泊施設の空き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、

宿泊施設は下記のとおりです。 

 
 Kings’ 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）  

 

Kings’ Land by Hilton Grand Vacations Club, Kohala Suites by Hilton Grand Vacations Club： 

チェックインは午後 4時、チェックアウトは午前 10時 

 

最多宿泊人数は、1LDK は 4 名、2LDK は 6 名となります。ベビーベッドは空き状況により無料で手配可能です。数

に限りがありますので、ご希望の場合には必ずご予約時にお申し付けください（事前確約不可）。当プランの代金に

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すべてお客様の負担となります。延泊やアップグレー

ドは、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。4 泊利用の

場合、清掃は行われません。空き状況によっては同等クラスのヒルトン系列ホテルでの宿泊となる場合があります。

当プランでは、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をご提示く

ださい。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。駐車代金は無料です（キングス・ランド滞在

のみ）。 

 

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。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。 
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【予約】宿泊期限は 2019 年 6 月 30 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 

手数料 

＄300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） 

お支払い金額全額 

（払い戻し不可） 

変更手数料 
1回の変更につき$50の 

手数料で変更可能（注） 

１回の変更につき$150 の 

手数料で変更可能（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。 

 
 

【宿泊特典】当プランには、選べる特典①レジェンド・オブ・ハワイ・ルアウ、または選べる特典②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う

え、お申込みいただけます。 

 

①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、翌開催日のご参

加となります。 

 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。 

 一般席 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 火、金、日曜日 

 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 階下のロビー（日本語ゲストサービスデスク） 

 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順にご着席いただけます。 

 5歳未満のお子様は無料となります。 

 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が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。 

 屋外で行われるため、当日の天候次第で変更および催行中止となる場合があります。予めご了承ください。 

 ご参加には、弊社発行のバウチャー（オプショナルツアー引換書）提示が当日に必要となります。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到着後リゾート内コンシェルジュデスクにご提示のうえ、

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。 

 

②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。当特典には、コンパクトカーのレンタル、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長、オプショナルサービス利用にともなう料金、旅行費用はお客様の負担

となります。当特典の内容は、レンタカー会社の諸事情により予告なく変更される場合がございます。 

 

注意事項： 宿泊特典はプラン予約時、もしくはご出発 4週間前までにお申し込みいただけます。出発 4週間前まで

にご予約の連絡がない場合、権利放棄となります。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
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4週間を過ぎました予約の変更およびキャンセルはお受けいたしかねます。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、変更また

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., Suite180, 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$9,420 〜 $750,000 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。 

 


