
Choice Guest Club™ 5 周年記念キャンペーン  応募規約 

 

株式会社チョイスホテルズジャパン（以下、「当社」といいます。）が主催する「Choice  Guest 

Club™ 5 周年記念キャンペーン規約」（以下、「本キャンペーン」といいます。）に応募の方（以下、

「応募者」といいます。）は、以下をよくお読みいただき、同意の上 応募して下さい。本キャンペー

ンに応募された場合には、本規約に同意したものと見做します。  

 

 キャンペーン概要  

Choice Guest Club™ 5 周年記念キャンペーンページより、本キャンペーンに応募・クイズに回答して

いただくと、2021 年 11 月 1 日（月）より 2021 年 12 月 31 日（金）にご宿泊して頂いた方の中から抽選

で、寝具や無料宿泊クーポンが当選します。  

 

 応募資格  

1. コンフォートホテル公式 Web サイトにて本キャンペーン期間中に会員登録していること。  

2. 本キャンペーン期間中（2021 年 11 月 1 日（月）より 2021 年 12 月 31 日（金））、各賞品に沿っ

た期間にご宿泊していただくこと。 

3. Choice Guest Club™会員規約の全ての条項に同意いただけること。 

4. ご希望賞品の Choice Guest Club™会員ランクに該当すること。 

以上、4つの要件をみたすことが応募条件となります。  

 

 応募期間  

2021 年 11 月 1 日（月）より 2021 年 12 月 31 日（金）まで 

※複数回応募は可能ですが、月毎に 1回の応募とみなします。 

 

 プレゼント内容と当選者数 

<GOLD 会員>  

1. コンフォート快眠寝具セット（①シモンズ社製ベッドマットレス+ボトム、②チョイス ピロー、③

チョイス フットピロー プラス、④チョイス ベッドパット、⑤ウェルカムアロマキャンドル 4

本セット）/2 か月で 1名様 

2. コンフォートスイーツ東京ベイに泊まれる 1泊 1室無料宿泊クーポン/毎月 5名様  

3. 2020 年・2021 年新規オープン 9ホテルに泊まれる 1泊 1室無料宿泊クーポン/毎月 10 名様 

4. 2021 年 10 月 14 日新規オープンのコンフォートホテル名古屋金山に泊まれる 1泊 1室無料宿泊クー

ポン/毎月 10 名様 

5. チョイス フットピロー プラス/毎月 10 名様 

 

<BLUE 会員（2021 年 10 月 31 日（日）までに登録された方）>  

1.コンフォートスイーツ東京ベイに泊まれる 1泊 1室無料宿泊クーポン/毎月 2名様  

2.2020 年・2021 年新規オープンホテルに泊まれる 1泊 1室無料宿泊クーポン/毎月 3名様 



3.2021 年 10 月 14 日新規オープンのコンフォートホテル名古屋金山に泊まれる 1泊 1室無料宿泊クーポ

ン/毎月 3名様 

4.チョイス フットピロー プラス/毎月 5名様 

 

<BLUE 会員（2021 年 11 月 1 日（月）以降に登録された方）>  

1.コンフォートスイーツ東京ベイに泊まれる 1泊 1室無料宿泊クーポン/毎月 5名様  

2.2020 年・2021 年新規オープンホテルに泊まれる 1泊 1室無料宿泊クーポン/毎月 10 名様 

 

 当選発表  

2021 年 12 月、2022 年 1 月上旬に、前月分の抽選を行います。  

当選された方の登録アカウントへ上記クーポンを発行、もしくは賞品の発送に関するご連絡をいたしま

す。  

 

 当選に関する制約事項 

 無料宿泊クーポンは該当のホテルでのみご利用いただけます。 

 クーポンを複数お持ちの場合でも、ご利用できるクーポンは 1予約につき 1枚のみです。  

 クーポンによって有効期限が異なります。 

コンフォートスイーツ東京ベイ： 2022 年 12 月 31 日(土)のご宿泊までご利用いただけます。  

新規オープン 9ホテル：2022 年 6 月 30 日(木)のご宿泊までご利用いただけます。  

コンフォートホテル名古屋金山：2022 年 6 月 30 日(木)のご宿泊までご利用いただけます。  

 

 コンフォートホテル公式 Web サイトからのご予約に限りご利用いただけます。  

https://www.choice-hotels.jp/  

 ご予約の際、予約情報入力画面にてご利用のクーポンを選択ください。  

 本クーポンは当選者本人のみに有効で、家族を含む第三者への譲渡、あるいは換金をすることはで

きません。  

 本クーポンご利用のご宿泊では、領収書は発行いたしません。  

 本クーポン、または賞品が当選した場合、メールマガジン登録を許可していない方にも当選した旨

をメールにてお知らせいたしますのでご了承ください。  

 「コンフォート快眠寝具セット」が当選した場合、業者ごとから別々に賞品が配送されます。 

 「シモンズ社製ベッドマットレス+ボトム」は、幅 120cm となります。その他のサイズは承ることが

できかねます。 

 「コンフォート快眠寝具セット」が当選した場合、いかなる場合もご返品・交換は承れません。 

 「シモンズ社製ベッドマットレス+ボトム」が当選した場合、ご自身で既にご利用されている物の処

分はご自身でお願いいたします。 

 

 注意事項  

<応募について>  



 応募に関わるインターネット接続料、パケット通信費などの諸経費は、応募される方のご負担とな

ります。  

 お使いのスマートフォンの機種および使用状況、通信環境などの理由により、応募できない場合が

あります。  

 スマートフォンの設定などに関するお問い合わせは、携帯電話各社または製造元のメーカーにお問

い合わせください。キャンペーン事務局では、原則、回答しかねます。  

 未成年の方が応募する場合、保護者の方の同意の上でご応募ください。  

 

<応募後の対応について>  

 応募状況および当選の可否については、お答えいたしかねます。あらかじめご了承ください。  

 当社の社員および関係者による応募は、ご遠慮ください。  

 以下に当てはまる場合は、当社にて応募の取消しを行うことがあります。  

1. 他人になりすましての応募や虚偽の記載が認められた場合   

2. 不正な方法による応募が認められた場合  

3. 過去に不正な応募を行ったことがあると認められた場合  

4. その他、当社が応募を承諾できないと判断した場合  

 

＜当選情報の取扱い＞  

 当社は原則として、当選情報を当選者の事前の同意なく、第三者に対して開示することはありませ

ん。ただし、次の各号の場合には、当選者の事前の同意なく、当社は当選情報、その他のお客様情報

を開示できるものとします。  

1. 当選連絡及び賞品発送の手配を外部業者に委託する場合  

2. 法令に基づき開示を求められた場合  

3. 当社の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当社が判断した場合  

 当選情報につきましては、当社の「プライバシーポリシー」に従い、当社が管理します。当社は、

当選情報を当選者へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、およびサービスの

健全かつ円滑な運営の確保を図る目的のために、当社において利用することができるものとします。  

 

＜禁止事項＞  

当社は、本キャンペーンの利用に際して、利用者に対し次の各号の行為を行うことを禁止します。  

1. 法令、本規約または本キャンペーンご利用上の注意事項等に違反すること。  

2. 当社あるいはその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること。  

3. 公序良俗に反する行為を行うこと。  

4. 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと。  

5. 虚偽の情報を入力すること。  

6. 有害なコンピュータープログラム、メール等を送信または書き込むこと。  

7. 当社のサーバーその他のコンピューターに不正にアクセスすること。  

8. 応募情報を第三者に貸与・譲渡すること、または第三者と共用すること。  



9. その他当社が不適切と判断すること。  

 

＜本キャンペーンサイトの中断・停止等＞  

当社は、本キャンペーンサイトの稼動状態を良好に保つために、次の各号のいずれかに該当する場

合、予告なしに本キャンペーンサイトの全てあるいは一部の提供を停止することがあります。  

1. システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合  

2. システムに負荷が集中し、本キャンペーンの実施が不可能となった場合  

3. 火災、停電、第三者による妨害行為などによりシステムの運用が困難になった場合 

4. 地震、津波等の天災により本キャンペーンの実施が不可能となった場合  

5. その他、止むを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合  

 

＜本キャンペーンの変更・廃止＞  

当社は、その判断により本キャンペーンの全部または一部を事前の通知をすることなく、適宜変更・

廃止できるものとします。  

 

＜免責＞  

 通信回線やコンピューターなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消 失、データ

への不正アクセスにより生じた損害、その他当社の本キャンペーン利用に関して利用者に生じた損害

について、当社は一切責任を負わないものとします。  

 当社は、当社の Web ページ・サーバー・ドメインなどから送られるメール・コンテンツ に、コンピ

ュータウイルスなどの有害なものが含まれていないことを保証いたしません。  

 当社は、利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、一切責任を負いませ

ん。  

・当社は、各賞品の不備や事故に関して一切責任を負わないものとします。  

 

＜個人情報＞  

 本キャンペーンにて当社が取得した個人情報は、賞品発送、当選に関するメール連絡、当社からの

情報提供、および「コンフォートホテル公式 Web サイト」をご利用の際にお客様の利便性を向上させ

るために利用させていただきます。また、個人を特定しない情報として、マーケティングや販売促

進、商品企画のための統計データ作成に使用させていただきます。  

 当社の保有する個人情報について、本人から開示・訂正・利用停止などのご要求、およびその他個

人情報に関するお問合せ等をいただいた場合は、誠意をもって適切に対応いたします。  

 当社は、業務の遂行に必要な範囲で、外部に個人情報を委託する場合があります。その場合は、当

社の厳正な管理のもとに行い、契約内容においても個人情報の保護に配慮したものとします。  

 

＜本規約の改定＞  

当社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、当社において本規約を補充する規約(以下、

「補充規約」といいます。) を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約ま



たは補充規約を当社所定のサイトに掲示したときに、その効力を生じるものとします。この場合、応募

者は、改定後の規約および補充規約に従うものとします。  

 

＜準拠法、管轄裁判所＞  

本規約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とします。  

 

＜推奨環境＞  

本キャンペーンサイトのご利用にあたっては、以下の環境を推奨いたします。 推奨環境以外でのご

利用や、推奨環境下でもお客様のブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示され

ない場合がございます。 また、一部のソフトウェアをインストールしている場合、正しく動作しない

場合がございます。ご注意ください。  

 Windows をお使いの場合  

推奨 OS：Windows 7、Windows 8、Windows 10/Microsoft Internet Explorer 11 以上

/Mozilla FireFox 最新版/Google Chrome 最新版  

 Macintosh をお使いの場合  

推奨 OS：Mac OS X 10.6 以上/Safari 最新版/Mozilla FireFox 最新版  

 スマートフォンをお使いの場合  

Android 5.0 以上 標準ブラウザ/iOS9.0 以上 標準ブラウザ  

 

 

お問い合わせ先  

株式会社 チョイスホテルズジャパン  

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1丁目 6-3 吉野第一ビル 2階  

Choice Guest Club™5 周年記念キャンペーン事務局  

campaign@choice-hotels.jp 


