
ウィンダム・バケーション・パッケージ ご予約フォーム 

＜送信先＞ FAX：03-3527-2192 または Email : wyndham@access-jp.jp 

チェックイン日 20    年     月     日（第一希望） 20    年     月     日（第二希望） 

20    年     月     日（第三希望）  

ご利用パッケージ □ 4泊パッケージ （＄599.00） □ 5泊パッケージ（＄699.00） 

ハワイ旅行を手配した会社名  

プロモーション・キャンペーン 

コードまたは会員番号（要種別） 

 

※キャンペーン・会員番号記入例：2017キャンペーン/アクセスクラブ 1234567 

●宿泊代表者情報 

代表者名（漢字） 姓： 名： □男性 □女性 年齢： 

（ローマ字） 姓： 名：   

未婚・既婚 □未婚 □既婚 （□死別）   

配偶者/同棲・パートナー名（漢字） 姓： 名： □男性 □女性 年齢： 

※該当者のみ         （ローマ字） 姓： 名：  

世帯年収 万円 （既婚の場合は夫婦合算、未婚の場合はお一人様での年収） 

日本出発日 20    年     月     日 

ハワイ到着予定日・到着便名 20    年     月     日 到着便名： 到着時間： 

ハワイ出発予定日・出発便名 20    年     月     日 出発便名： 出発時間： 

メールアドレス  

キャリアメール(@ezweb,@docomo,@i.softbankなど)のメールアドレスは不可。 

電話番号（日中の連絡先）  

郵便番号/住所 〒 

●同行者情報 

 配偶者/同棲・パートナー名は記入不要（既婚の場合は夫婦で、同棲の場合はパートナーとご一緒の参加が必須です） 

同行者名（ローマ字） 姓： 名： □男性 □女性 年齢： 

同行者名（ローマ字） 姓： 名： □男性 □女性 年齢： 

■クラブ・ウィンダム 4泊＄599/5泊＄699バケーションパッケージについて 

 ・アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾートのスタンダードルーム/眺望なし 4泊または 5泊宿泊料金（大人 2名）を 

含みます。ご予約は空室状況によります。 

・本バケーションパッケージの通常定価料金は US$1,175から US$2,095となります。（空室状況による） 

・US$125分のアメリカン・エクスプレス・リワードカードを進呈。 

・航空券、交通費、食事、リゾートフィー(US$31.41/日)、駐車料金(US$20/日)、宿泊税(US$26.39/日)、電話、チップなどは 

パッケージに含まれません。 

・延泊はアウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾートにて直接ご購入ください。 

・パッケージ購入時のアップグレードは出来ません。お客様ご本人がチェックイン時にご依頼ください。 

このパッケージにはアップグレードとの差額は含まれません。 

・パッケージ購入ご本人と配偶者（既婚の場合、または同棲の場合はパートナー）は、120分のクラブ・ウィンダム・タイムシェア 

販売説明会に参加する必要があります。ご利用条件と規約を必ずご確認ください。Wyndham Vacation Resorts, Inc., 6277 Sea 

Harbor Drive, Orlando, FL 32821. クラブ・ウィンダムは、ウィンダム・バケーションリゾーツ、ディベロッパーの商標です。 

■ご予約のお取り扱いについて 

 ・バケーション・パッケージ有効期限は購入から 1年となります。 

 ・予約の回答は Eメールでご連絡致します。予約は全てリクエスト制となり、正式回答までに 2〜3営業日程度お時間をいただく 

場合があります。 



 ・お申込は日本出発の 21日前までとさせていただきます。 

 ※本ページ内の料金・税金や情報は予告なく変更になる場合がございます。 

■注意事項 

 ・減延泊は出来ません。 

 ・部屋カテゴリーの変更は出来ません。 

アップグレードご希望の場合はチェックイン時に空室・料金をご確認いただき、直接ホテルへ差額をお支払いください。 

 ・万が一、参加資格に満たさなかった場合や 120 分のタイムシェアの説明会に参加されなかった場合、アメリカン・エキスプレス・

リワードカードはお渡し出来ません。 

また、宿泊定価料金でのご宿泊に変更となりますので、パッケージ料金と定価の差額をお支払いただきます。 

 ・アメリカン・エクスプレス・リワードカード利用規約により、カード発行後 6ヶ月を過ぎると月額 US$3のサービス料がカード 

残高より差し引かれます。（カード会員規約を参照ください）発行元：American Express Prepaid Card Management Corporation 

■お支払いについて 

お支払いはクレジットカード決済となります。予約確定時の BSRレートに基づき円換算いたします。 

ご予約確定後、ご登録 E メールアドレスに『決済手続きのご案内』についてのメールを送信させていただきます。メール到着後、3

日以内にクレジット決済を行ってください。 

※期日までに決済いただけない場合、ご予約をキャンセルさせていただく場合がございますので予めご了承ください。 

■パッケージ参加資格、キャンセル・変更手数料について 

 参加資格は予告なく変更される場合があります。（2018年 10月現在） 

【参加資格について】  ＊ご本人（ご夫婦の場合は 1名）が 28歳以上で全日制の学生ではないこと。 

  ＊世帯年収が 750万円（US$75,000）以上の方（既婚の場合は夫婦合算、未婚の場合はお１人様） 

  ＊滞在 3日目の午後にクラブ・ウィンダムの 120分のタイムシェア販売説明会に参加すること。 

  ＊日本語の読み書きができ、理解できること。 

 

 

 ＊既婚、あるいは同棲している場合は、必ずお二人ご一緒に 120分のウィンダム・タイムシェア 

  販売説明会に参加すること。 

  ＊過去 6ヶ月以内にウィンダム・タイムシェア販売説明会に参加していないこと。 

  ＊参加者の有効なパスポート原本と、照合する大手クレジットカード(VISA、マスターカード、 

  アメリカン・エキスプレス、Diners、JCB)のご提示。デビットカード不可。 

  ＊ウィンダムのオーナーではないこと。 

  ＊ウィンダムの従業員、あるいは提携先に勤務していないこと。 

【キャンセル ＊ご予約確定日から 15日以内のキャンセル：手数料 5,000円 

  手数料について】 ＊ご予約確定日から 16日以降のキャンセル：全額返金不可 

 ご予約確定日はクレジット決済をいただいた日となります。 

  

【変更手数料について】 ＊チェックイン 14日前まで：無料(空室状況による） 

 ＊チェックイン 14日前より：変更不可 

 ご予約確定日から 1年以内にご旅行完了が必要となります。 

有効期限を過ぎての変更・ご宿泊はいただけません。 

 上記参加条件を満たし、キャンセル・変更手数料について同意する。 

 

上記、お申込み内容を確認し、バケーション・パッケージを申込します。 

 

20   年   月    日  署名                        


	4泊パッケージ: Off
	5泊パッケージ: Off
	年齢: [　]
	未婚: Off
	既婚: Off
	死別: Off
	男性: Off
	女性: Off
	世帯年収: 
	到着月: [　]
	到着年: [　]
	到着日: [　]
	ハワイ出発年: [　]
	ハワイ出発月: [　]
	ハワイ出発日: [　]
	到着便名: [　]
	出発便名: [　]
	到着時間: 
	出発時間: 
	メールアドレス: 
	電話番号: 
	同行者１姓: 
	同行者２姓: 
	同行者１名: 
	同行者２名: 
	男性パートナー: Off
	女性パートナー: Off
	同行者１男性: Off
	同行者１女性: Off
	年齢パートナー: [　]
	同行者２男性: Off
	同行者２女性: Off
	署名: 
	出発年: [　]
	出発月: [　]
	出発日: [　]
	署名年: [　]
	署名月: [　]
	署名日: [　]
	同意する: Off
	郵便番号/住所: 
	配偶者姓漢字: 
	配偶者名漢字: 
	同行者１年齢: [　]
	同行者2年齢: [　]
	配偶者姓ローマ字: 
	配偶者名ローマ字: 
	年: [　]
	月: [　]
	日: [　]
	年2: [　]
	月2: [　]
	日2: [　]
	年3: [　]
	月3: [　]
	日3: [　]
	ハワイ旅行を手配した会社名: 
	プロモーション/キャンペーンコード/会員番号: 
	姓漢字: 
	姓ローマ字: 
	名ローマ字: 
	名漢字: 


