
キャンペーン協力

後　援

【SNS投稿キャンペーン】

ハワイ愛溢れる「わたしのとっておきのハワイ」を投稿して、ハワイへ Trip ！

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜の開業 1 周年
を記念し、ハワイを愛する皆様に、指定アカウン
トをフォローの上、ご自身で撮影されたあなたの
ハワイ愛溢れる「わたしのとっておきのハワイ」
を表現する写真に、指定ハッシュタグをつけて投
稿してください。

ご投稿いただいた方の中から選考し、1 名様にハ
ワイアン航空のオアフ往復ペアチケット＋ザ・カ
ハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイのご宿
泊券をセットにしてプレゼントいたします。

◆キャンペーン期間
2021 年 9 月 1 日（水）0︓00 ～ 10 月 15 日（金）23︓59 の投稿分まで

◆当選商品と当選人数
・「ハワイアン航空 オアフ往復チケット＋ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ宿泊券」　1 組 2 名様

❖応募規約 
◆応募方法
①「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（@kahalaresort_yokohama）」、「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ
（@kahala_resort_jp）」、「ハワイアン航空（@hawaiianairlinesjp）」の公式 Instagram アカウントをフォロー
②ご自身で撮影された、あなたのハワイ愛溢れる「わたしのとっておきのハワイ」を表現する写真を 3 つの指定ハッシュタグを付け
て投稿

　１）#WarmUpHawaii
　２）# カハラホテル横浜
　３）# ハワイアン航空

◆応募資格
・日本国内に在住している方。
・20 歳以上で、Instagram のアカウントをお持ちの方。
・当社指定アカウントをフォローされている方。
・1 名様 1 アカウントのみの応募となります。同一アカウント内でのみ、1 名様何回でもご投稿になれます。
・投稿写真の撮影機材は問いません。また加工の有無も問いません。
・投稿写真は、応募者ご本人に全ての権利（著作権を含みます）があるものに限ります。特に、他のサイト、ブログ等の画像を許可な

く使用することは著作権等権利の侵害に該当する可能性がありますのでご注意ください。また、写真に人物が映り込む場合には、事
前に肖像権の許諾があるものに限ります。

・応募規約の全ての条件にご同意していただいた方（ご応募（投稿）いただいた時点で、応募規約全てにご承諾いただいたものとみな
されます）。

・応募規約を必ずご確認ください。
※非公開アカウント及びハッシュタグがついていない投稿は、本キャンペーンの対象外となります。
※アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成して応募してください。アカウント作成にあたっては、ご自身で対象サービスの利用規約などをご

確認ください。Instagram（https://www.instagram.com）

◆当選発表
・当選された方にはキャンペーン終了後 2 週間以内に、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜の公式 Instagram アカウント（@ 

kahalaresort_yokohama）より、ダイレクトメッセージ（DM）機能で、当選後の手続きをご案内いたします。公式アカウントをフォ
ローしていない場合はご連絡できませんのでご注意ください。通知後 48 時間以内にご返信が無い場合は、理由問わず当選権利無効
といたしますのでご了承ください。」

・フォローしているザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜の公式アカウント（@kahalaresort_yokohama）からのみ当選連絡がきます。
当選発表のなりすましメッセージ等には十分ご注意ください。

◆注意事項
・投稿された内容は、「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ」「ハワイアン航空」

の公式 SNS やホームページにて、掲載させていただく可能性がございます。その際コメント等は一部抜粋させてただく場合がござ
いますのでご了承ください。

・非公開アカウント及びハッシュタグがついていない投稿は、本キャンペーンの対象外となります。
・登録いただいた個人情報は、ご当選者へのご連絡にのみ利用いたします。但し、ご当選者においては、航空券予約のため、ハワイア

ン航空への必要情報の提供、及び、ホテル予約のため、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイへの必要情報の提供をさせ
ていただく場合がございます。

・本キャンペーンに関して応募者に発生した、いかなる損害についても当社は一斉責任を負いません。
・応募に関して、万一、投稿された写真に肖像権等の第三者の権利侵害がある等、問題が生じた場合、応募者の責任及び負担で一切を

解決するものとし、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ及びハワイアン航空は何らの責任も負いません。
・応募に関わる通信料及び接続費などの諸経費は、応募者の負担となります。
・応募の有効無効、当落について、賞品発送状況のお問い合わせには回答できません。
・当選の権利を他の人に譲渡すること、他の時期への交換、第三者への転売をすることはできません。
・Instagram の設定や使い方については、各運営会社にお問い合わせください。
・止むを得ない都合により、本キャンペーンの内容及び応募規約は、予告なく変更する場合がございます。この場合、当社の公式アカ

ウント上で通知することにより、キャンペーン内容の変更または応募規約の改訂を随時告知します。告知後は、当該変更または改訂
された内容が、本キャンペーンの全ての応募者と当社との間で適用されるものとします。

・本キャンペーンは、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜が管理、実施するものであり、ハワイアン航空は一切の関与はいたしません。

◆禁止事項
応募を通じて、以下の事項に該当するアカウントからの応募は無効とさせていただく場合があります。
また当選後に判明した場合も、当選権利を無効とさせていただく場合があります。
・応募規約に違反する行為
・Instagram の利用規約に違反する行為があった場合。
・自動プログラムを利用した応募。
・複数のアカウントからの応募。
・本キャンペーンの運営を妨げる行為。
・特定の団体や個人を誹謗中傷する行為。
・公序良俗に反する行為。
・他の印刷物、展覧会などで公表されている画像を投稿する行為。
・わいせつ、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為
・営利目的の情報提供や宣伝及び勧誘行為に本キャンペーンを使用する行為。
・その他、運営事務局が不適切だと判断した行為。
・当社または他人を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損する行為。
・他人の著作権その他の知的財産権、財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
・Instagram の利用規約、法令、社会常識に反する行為。
・その他上記に準ずる行為

◆ハワイアン航空による無料往復航空券について
・本キャンペーンによって付与された航空券に関しては、本キャンペーンスポンサーであるハワイアン航空が定めた規定に従うものと

し、当社は一切関与いたしません。
・応募者による本キャンペーンによって付与された航空券に関する問い合わせは、下記問い合わせ先に行っていただきますようお願い

いたします。
＜　問い合わせ先　＞

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
Tel : 045-522-0008

Mail︓info@thekahala.jp
担当︓プランニング＆マーケティング部

ご連絡受付可能時間
月曜日～金曜日︓10:00 ～ 17:00

◆利用条件
1. 適用区間︓ハワイアン航空 羽田、成田、新千歳、関空、福岡発

オアフ行き　　　　　　　　　　　　　　
エコノミークラス往復 2 名様分（当選ご本人様＋1 名様）
利用便︓ ハワイアン航空運航便のみ（途中降機不可）

2. 利用条件︓20 歳以上、有効なパスポートをお持ちで、且つご自身で ESTA をご取得いただける方。お二人一緒のご旅程でのご旅行
が必要です。

3. ご利用期限︓2021 年 12 月 1 日より 1 年間有効（2022 年 11 月 30 日までにご旅行を終了のこと）
4. 予約受付︓ご利用期限内のご出発 1 カ月前までにお申し出ください。
5. ご予約いただける座席数には限りがございます。ハワイアン航空公式ウェブサイトなどの空席状況とは異なりますのでご了承くだ

さい。ご希望便の混雑状況によっては、ご利用いただけない場合もございます。（夏休み、 連休前後、 またその他の日程でも混み合っ
ている場合はご利用不可）

6. 事前座席指定は承ることができません。また、 キャンセル待ちもできません。
7. 航空券発券後のご旅程やご旅行者の変更は承ることができません。キャンセル扱いとなりますので , ご注意ください。
8. ご当選者ご自身にて手配した航空券・列車などの遅延・欠航・運休等を理由に、航空券の変更はできません。
9. 運航される機材や座席仕様等は予告なく変更となる場合もございます。
10. 国内の移動や空港までの交通費はご当選者のご負担となります。
11. 渡航にあたり必要な書類の登録、取得はお客様の責任において行ってください。関係して発生する費用はお客様のご負担となりま

す。必要な書類をお持ちでなく搭乗ができない場合は当選航空券は無効となりますのでご注意ください。
12. 海外旅行保険は含まれませんので、ご当選者ご自身でご加入されることをお勧めします。
13. 当航空券はマイレージの積算はできません。
14. いかなる場合も利用期間の延長はできません。ただし、利用期間終了時までに新型コロナウイルス感染症の流行により政府が実施

する水際対策が緩和しない場合は、これに限りません。
15. 同賞の第三者への譲渡及び、現金への払い戻しはいたしかねます。
16. 当選者様のご事情により旅行中に生じた日程の変更、遅延、延着、損失などに関する事項はご当選者の責任となり、ハワイアン航

空及び当社は免責といたします。
17. やむ得ない事情により、出発日、帰着日の変更をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。フライトの変更、遅延

などの対応は、有償航空券のお客様を優先いたします。ご搭乗をお断りした場合の補償につきましては、当無償航空券は対象外と
なっておりますのでご了承ください。

【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイご宿泊券について】
◆利用条件
1. ご利用期限︓ 2021 年 12 月 1 日より 1 年間有効
2. 部屋タイプ︓オーシャンビュールーム 2 名様 3 泊ご招待
3. 除外日︓2021 年 12 月 23 日より 2022 年 1 月 2 日、2022 年 1 月 5 日から 14 日、2022 年 7 月 1 日から 8 月 15 日（除外日以

外の日程であっても満室等でご利用いただけない場合がございます。ご予約時に空き状況をご確認ください）
4. ご宿泊券には、お食事は含まれておりません。
5. 紛失などの場合、宿泊券は再発行はできませんので十分ご注意ください。また現金への払い戻しはできません。
6. ご宿泊券は第三者へ譲渡できません。
7. 宿泊予約確定後の宿泊に関するお問い合わせは、ホテル代表番号 +1 (808) 369-9480 へお電話いただきホテル宿泊予約課へご依

頼いただくか、E メール　reservations@kahalaresort.com　まで宿泊券の発券番号を明記の上ご連絡ください。宿泊予約の営業
時間はハワイ時間午前 7 時から午後 5 時となります。日本語対応可能なスタッフも常駐しております。

航空券ならびにご宿泊予約
本キャンペーンに対する個人情報取り扱い等本キャンペーンについての相談受付窓口

＊
神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-3

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
Tel : 045-522-0008

担当︓プランニング＆マーケティング部
ご連絡受付可能時間

月曜日～金曜日︓10︓00 ～ 17︓00

イメージ︓ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ


