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ようこそ
クラブウィンダム・アジアへ
アジアの皆様をクラブウィンダム・アジアへ
お迎えできることを大変うれしく思います。
Wyndham Destinations International Limitedは
会員数900,000人に上る世界最大のタイムシェア・
バケーションクラブの一員で、当クラブの開発及び
管理運営を行っています。
グローバルに展開するウィンダム・デスティネーションズでは
会員の皆様に、ご満足いただけるサービスと、価値ある
ご経験をお約束します。
世界各地へのご旅行や、新しい休暇スタイルを実現する
ため、私達と共に素晴らしい夢の扉を開放してみませんか。
さぁ、ウィンダム・デスティネーションズと
世界中の目的地へ旅立ちましょう。

企業情報
クラブ所有者
クラブウィンダム・アジア（HK）リミテッド
CN 2143974 香港にて設立（ClubCo）
住所：c/o Baker & Mckenzie, 14th Floor,
One Taikoo Place, 979 King’s Road,
Quarry Bay, Hong Kong
ポイント制によるタイムシェアのリゾートクラブ、
“クラブウィンダム・アジア” ”The Club” を所有
クラブのデベロッパーおよびマネージャー
ウィンダム・デスティネーションズ・
インターナショナル・リミテッド
CN 2143941 香港にて設立
住所：c/o Baker & Mckenzie, 14th Floor,
One Taikoo Place, 979 King’s Road,
Quarry Bay, Hong Kong
受託者
Perpetual (Asia) Limited
(登録番号 200518022M)
通称Trust Company (Asia) Limited
シンガポールにて設立
住所：8 Marina Boulevard, #0502, Marina Bay Financial Centre,
Singapore 018981.

バリー・ロビンソン
代表取締役社長					
ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・リミテッド
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デベロッパーとは独立した企業
受託者、デベロッパー、ClubCo間の信託証書
に従い、ClubCoの発行済株式をすべてを保有
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取締役および経営陣
当社の取締役および経営陣は、バケーションオーナーシップやホスピタリティ、金融及び法務業界で幅
広い専門知識を持ち合わせています。
バリーロビンソン
社長兼、インターナショナルオペレーション・マネージングディレクター
バリーロビンソンは、ウィンダム・バケーションクラブのインターナショナル・オペレーションの、
社長兼マネージングディレクターを務め、北米以外でも最大のタイムシェアオペレーショ
ンを指揮監督しています。
バリーは、クラブウィンダム・サウスパシフィック、クラブウィンダム・アジア、イノベーティブホ
リデークラブby Club Wyndhamの3つのバケーションクラブをグローバルな成長へと導き、
日本ではサンダンス・リゾートクラブの管理会社であるリゾートフロンティア株式会社の
買収を主導しました。
ウィンダム・デスティネーションズ・アジアパシフィックは、アジア太平洋地域の多目的マネ
ージャー、優先ホテル管理パートナー、および非独占的なホテル管理開発エージェン
トとしても機能します。ロビンソン氏は、10億豪ドルを超える資産ポートフォリオを監督
し、約75のホテルおよびバケーションクラブの物件のオープン、開発を行っています。
ホスピタリティ業界で30年以上の経験を有するロビンソン氏は、管理、運用、開発、ブ
ランディング、フランチャイズなど、業界をリードする数多くの役割を果たしてきました。彼
は、Swiss-Belhotel International、Swissôtel Worldwide Partner Hotels、Choice
Hotels Internationalなど、世界最大のホスピタリティ企業において、アジア太平洋地
域で多数の管理職を歴任してきました。ウィンダム・バケーションリゾート・アジアパシフ
ィックの社長兼マネージングディレクターを15年間務め、重要な不動産取得とリゾート
開発の強化を推進しました。また、東南アジアと環太平洋地域全体でウィンダム・ホテ
ル・グループの成長を主導しました。

ウォーレンカラム
リゾートオペレーション シニア・ヴァイス・プレジデント
ウィンダム・デスティネーションズ・アジアパシフィックのリゾートオペレーション担当シニアバ
イスプレジデントであり、ビジネスホテルおよびリゾートチームと、クラブウィンダム・サウスパ
シフィックにメンバーサービスを提供するコールセンターを監督しています。
ウォーレンは、20年以上前にゴールドコーストでコンシェルジュとして経歴をスタートし、
すぐにホテル経営に移行し、ホスピタリティ業界において卓越した存在です。そこで彼は
高い業績を上げ、継続的に目標を上回りました。2014年にウィンダム・デスティネーシ
ョンズ・アジアパシフィックに入社し、2015年にはクイーンズランド州とフィジーにある物件
のエリアマネージャーに着任しました。そして2018年12月には南太平洋における事業の
立ち上げを担当しました。
またウォーレンは、マントラグループ、TFE、ウィンダムのTRYPなど、ホテル業界における
最大ブランドにおいてチームを成功に率いた経歴を有しています。
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ウィンダム・デスティネーションズ
グローバルリーダーとしての強み
900,000人に及ぶバケーション・オーナー
200以上のリゾート施設でのバケーション・オーナシップ

ようこそ、世界最大のバケーション・オーナーシップへ
ウィンダム・デスティネーションズは世界中で900,000人に
及ぶメンバーが利用する世界最大のバケーション・オーナー
シップ・リゾートクラブです。米国の200以上のリゾート、
カナダ、メキシコ、タイ、インドネシア、フィジー、オーストラリア、
ニュージーランド等に、クラブ施設がございます。
私たちはバケーションが人々に与えてくれる、その力を
信じています。私たちクラブを通じて、バケーションを所有
することもできますし、他のリゾートと交換したり、体験する
ことも可能です。
世界中の目的地へ向かい、旅の喜びを心から愉しみましょう。
ウィンダム・デスティネーションズは設立以来アジア地域へ
の進出を拡大しています。ウィンダム・デスティネーションズ・
インターナショナル・リミテッドでは、リゾートを開発し、
ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン株式会、Wyndham
Vacation Resorts (Thailand) Limited、及びPT Wyndham
Hotel Managementを通じて、会員制クラブによるバケーショ
ン・オーナーシップのプロモーションや販売を行っています。
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ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・リミテッド
（デベロッパー）
ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・リミテッド
の役割は、デベロッパーとしてリゾート施設の取得や改装
開発を行う為に必要な資金を提供するものであり、色々な
クラブ施設を担保権等の負担がない形でクラブ・ウィンダム・
アジアとして開発してきました。
また、同社はバケーション・オーナーシップとしてのクラブ・
ウィンダム・アジアの香港における登録費用および、本書面
（本PDS）の費用を負担しています。
デベロッパーは、ClubCoの協力のもとメンバーの方が利用
可能な、さまざまな特典を随時、設定しています。詳細
は本PDSのセクション7.0をご参照ください。
デベロッパー特典はクラブウィンダム・アジアが提供する特典
とは別のものです。またデベロッパーは、上記特典を追加
変更、削除等する場合がございます。
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1.0クラブウィンダム・アジアとは
クラブウィンダム・アジアは、休暇をスマートに過ごす
新しいあり方をご紹介します。
自らの将来の休暇を“所有する”といえる、革新的な
バケーション・オーナーシップのシステムです。
バケーション・オーナーシップやタイムシェアは、これまで50年
以上もの間 世界中の人々に愛され、多くの家族やメンバーに
リラックスできる休暇をお楽しみ頂いています。
観光やレジャー産業においても、バケーション・オーナー
シップは、最も急速に成長している分野であり、世界中で
毎年14％増（オーストラリアの祝日タイムシェア所有者
協議会、2018）のスピードで成長しています。この商品開示
説明資料（「本書面」「(本)PDS」）にはクラブウィンダム・
アジアに関する多くの特典、機能、クラブウィンダム・アジア
の義務、柔軟性の高いメンバーシップやその使いやすさ
インフレからの会員保護体制、また、世界中の様々な
旅行先についてご紹介しています。

6

当クラブは、バケーション・オーナーシップを通じて
会員の皆様にこれを投資として、経済的利益をもたらす
事を目的としているものではありません。あくまで、メンバーの
方々、お一人お一人のご希望を反映し、記憶に残る
ような休暇をご経験いただく事が出来るよう運営に取り
組んでおります。
デベロッパーはクラブメンバーの所有する権利を保護する
ためクラブ資産を信託財産とし、ClubCoの共有資産を
含めた全資産について受託会社と信託契約を締結して
います。
また、当クラブでは信託会社および、共有資産を保有する
ClubCoに対して、保有する施設・設備に対する抵当権等
の権利を設定する事をクラブ規定により禁止しています。
（クラブメンバーの権利保護の観点）
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1.1 メンバーシップの使い方
通常、休暇や旅行の予定を立てる時には、
その都度、宿泊先を探して、予約を取るのが一般的
かと思います。また、休暇用の別荘や高額な投資
物件を個人で所有する場合出費に見合った収益性
を確保する為、維持費等の出費を考えるとなかなか
容易な事でないでしょう。
また、経済状況を見てみても、インフレは増加の
一途をたどり標準的な宿泊費用の出費すらも、
少々負担に感じられるかもしれません。
バケーション・オーナーシップとは、あなたが将来に
過ごすであろう休暇の為に自らがクラブメンバーと
して、クラブ施設を所有する権利でありメンバーに
なる事で、将来の旅行の為に必要な宿泊費用について
出費の心配を最小限に減らす事が可能になります。
家族との休日や、友人との旅行の為に、宿泊施設
に支払う費用は生涯出費の大きな部分を占めると
言われています。クラブウィンダム・アジアのメンバーは、
施設利用時に会員ポイントを利用できるため会員
ポイントを購入後は、年管理費をお支払い頂くだけ
でその後、数十年に渡り、クラブ所有の宿泊施設
やリゾートの利用が可能になります。これからも、
旅行の度に宿泊費やレンタル費用等の、出費や
消費を繰り返すかわりにクラブウィンダム・アジアの
メンバーは、成長を続ける当クラブのネットワークと
安心の品質を備えた宿泊施設やリゾートを、最大限
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にご利用いただく事ができるのです。
メンバーはもちろん、メンバーのご家族もメンバーと
同様にこの先の宿泊費用を心配することなく、
将来の休暇を安心してお過ごし頂ける事でしょう。

1.2 クラブウィンダム・アジアの魅力
クラブウィンダム・アジアでは会員ポイントを使用するこ
とにより、革新的なバケーションタイムシェア・システム
を提供しています。
従来のタイムシェアでは、利用時期（同じ週に限られ
る）、利用場所（同施設内の同部屋タイプ）が固定
される等、少々扱いにくい制限がありました。
これに対して、クラブウィンダム・アジア・プレミアム
メンバーシップは、現在クラブが所有する宿泊施設や
リゾート、さらに将来クラブに加わる新施設まで、
すべての利用アクセスが可能です。
所有する会員ポイント数に応じて、年間を通じて、
ご都合の良いタイミング、お好みの季節や期間を
選んで、施設の空室状況に合わせてご利用いただ
く事が可能です。

1.3 クラブの役割
メンバーは会員ポイントを取得することで、
クラブウィンダム・アジアの所有する施設やリゾート
に滞在する権利を所有し、会員ポイントをご利用
いただくシステムです。
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1.4 メンバーシップの種類
クラブ・メンバーシップには2つのタイプがございます。
1. スタンダード会員					
2. プ レ ミ ア ム 会員
スタンダード会員はプレミアム会員と比較すると、お愉しみ
頂ける特典に一定の制限があり、会員期間も短期に設定され
ています。
以下は、プレミアム会員向け追加特典のご案内です。
プレミアム会員は、クラブが存続する限り、その権利が継続
する事を前提に、
(a）現在、および将来に渡り、クラブの施設を利用できる
権利を与えられます
(b)利用可能なプレミアム会員ポイントは、最長2年間に渡り
前年に未使用分を翌年へ繰り越し利用する事ができます。
更に、不足分については翌年度から借りる事が可能です。
(c)スタンダード会員は、デベロッパーの判断によ分割払いで
追加購入が可能です。
(d)プレミアム会員のうち、ゴールド会員は最長12か月前から
プラチナ会員は最長14か月前から、予約の受付が可能です。
(e)その他、デベロッパーから提供される特典を、享受する事が
可能です。

なお、プレミアム会員は以下2つのグループに分かれ
更に4つのクラスに分別されています。
（a）ゴールド：エメラルド、サ ファイア
（b）プラチナ：ルビー、 ダイヤモンド

ゴールド会員はウィンダムの広範なネットワークを通じて
クラブが提携する世界中の宿泊施設を利用して
ご旅行をお楽しみ頂く事が可能です。
プラチナ会員はゴールド会員同様の特典に加えて
更にプラスアルファの特典をお愉しみ頂くことで、今までと
どこか違う、特別で、贅沢で、格別なお時間をご体験
いただける事でしょう。

次の頁に記載される「特典の概要」は、プレミアム会員の
プラスアルファの特典や機能をまとめたものです。
また、これらの特典の使用には利用規約が適用されます。
プログラムルール、及びクラス別に適用される割引については
クラブウィンダム・アジアのメンバーシップ・ブックレットをご覧
ください。
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特典の概要 （プレミアムメンバーのみ）
ゴールド
クラブウィンダムアジ
アの物件で適用
される特典

プログラム
ルール

プラチナ

エメラルド

サファイア

ルビー

ダイヤモンド

5,000-19,999

20,000-34,999

35,000-62,999

63,000 以上

1

早めのチェックイン/
プラチナ・インルーム・チェックアウト

2

宿泊予約保証

3

プレステージ・アシスタント

4

コンシェルジュ・サービス

5

ゴルファー特典

割引率

6

ライフステイ・リゾート割引

割引率

7

プラチナ・お部屋アップグレード

8

プレジデンシャル・ステイ 予約受付 クラブウ
ィンダム・サウスパシフィック

11 月

割引率

11 月

ラゲッジタグの配布

9

エリート・チェックイン

10 空港からの送迎 Arrive in Style

割引率

11 駐車場利用 （バレーパーキング）

割引率

割引率

12 リゾート・アクティビティ

割引率

割引率

15 キャンセル補償

割引率

割引率

割引率

3

20 お部屋の清掃（夜）

ウィンダム・リワード・ポイント
との最大年間交換ポイント

ウィンダム・リワード・ポイント
との最大年間交換ポイント

ウィンダム・リワード・ポイント
との最大年間交換ポイント

35 日

42 日

13 ウィンダムリワード・エクスチェンジ

21 RCI エクスチェンジ・メンバーシップ

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

予約受付
22 フレキシ・ステイ
クラ・ウィンダム・サウスパシフィック

21 日

28 日

13 ウィンダムリワード・メンバーシップ
16 メンバーズ ウェルカム
17 ダイアルフリー 予約電話番号
18 ウィンダムホテル・インターナショナル
優先料金
19 Wi-Fi利用
20 お部屋清掃料

アドバンス
23 フレキシ・ステイ
予約受付

12 ヶ月

14 ヶ月

12 ヶ月

14 ヶ月

3

3

25 グループ・リゾート予約受付
クラブウィンダム・サウスパシフィック

9 ヶ月

9 ヶ月

11 ヶ月

11 ヶ月

25 グループ・リゾート予約受付
ワールドマーク、ザ・クラブ

9 ヶ月

9 ヶ月

11 ヶ月

11 ヶ月

26 提携リゾート
予約受付期間

9 ヶ月

9 ヶ月

11 ヶ月

11 ヶ月

12 ヶ月

12 ヶ月

14 ヶ月

14 ヶ月

29 レビー・ホリデー

27

CWAリゾート
予約受付期間

年間 最大20,000
ポイントまで交換可能

-10%

年間 最大35,000
ポイントまで交換可能

-15%

年間 最大63,000
ポイントまで交換可能

-20%

これらの特典の利用には利用規約が適用されます。プログラムルールと各クラスに適用される割引については、CLUB WYNDHAM ASIAメンバーシップ・ブックレットの該当ページをご覧ください。
お部屋の清掃（夜）とお部屋の清掃（通常）は、アジアのクラブリゾートでのみ保証されます。
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トピック

クラブウィンダム・アジア

詳細情報

クラブウィンダム・アジアとは？

従来の利用場所・時間・期間等の規制の多いタイムシェアと異なり
当クラブ施設で自由に利用できるポイント配布します。
クラブウィンダム・アジアのデベロッパーおよびクラブ・マネージャーでのある
ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・リミテッドは、世界最
大のバケーション・オ－ナーシップ企業、およびポイント交換会社である
ウィンダム・デスティネーションズのグループ企業です。

1節

クラブウィンダム・アジアの存続する
期間とは？

クラブの存続期間は2015年9月11日から40年で、2055年9月10日に
期限を迎えます。

1節

クラブに入会すると、どんな特典が
ありますか？

会員ポイントを購入し、会員ポイント数によりご希望に合わせて
クラブリゾートでの宿泊にご利用をいただけます。
また会員ポイント数は毎年、更新されます。

1節

メンバーのタイプには何があります
か？

スタンダードおよびプレミアムがあり、スタンダード会員の特典は
プレミアム会員に比べて利用制限がございます。

1節

プレミアム会員には2つのグループと、4つのクラスがございます。
プレミアムメンバーにもタイプがあり
ますか？

（a）ゴールド：エメラルドとサファイア

1節

（b）プラチナ：ルビーとダイヤモンド

どんな所へ旅行が出来ますか？

プレミアム会員は、アジア全域のリゾート、およびその他のクラブ提携施
設の利用が可能です。
またクラブウィンダム・サウスパシフィックリゾートは、オーストラリア、
ニュージーランド、フィジー、ハワイ、米国など、70カ所以上、および
ワールドマーク、ザ・クラブ・リゾートは米国、カナダ、メキシコにあり、更に
世界4,000箇所以上のリゾートにおいて、ＲＣＩ会員費用無料でエクス
チェンジ・サービスをお使い頂けます。

どの様なお部屋のタイプがありま
すか？

クラブでは様々なタイプの部屋をご用意しております。
全て管理の行き届いた、スタジオ/ホテルスイートからプレジデンシャル
アパートまで、多様なゲストの方々に対応可能な、質の高い宿泊施
設をご用意しております。

宿泊には、どれくらいのポイント数
が必要ですか？

各宿泊施設、及びリゾートには、利用ポイント数が事前に設定されて
おり、場所、施設や部屋のサイズ、滞在期間等のご利用条件により、
設定が異なります。

1節

メンバーポイントを増やす事はでき
ますか？

各施設に設定された会員ポイントの総数は増える事はございません
が、お客様の滞在時期や期間、曜日等により設定ポイントは
異なりますのでご利用方法などご自身での調整が可能です。

1節

メンバーポイントを購入する際に下
限はありますか？

プレミアム会員は最低５,０００ポイントを所有する必要があります。
購入ポイント数に上限はありませ。追加ポイントの購入は1000ポイント
単位で可能です。なお、デベロッパーから設定される最低購入ポイント
数は変更される場合がございます。

1節

本ＰＤＳ（本書面）の発行者は誰
ですか？

ClubCoによりＰＤＳを発行しています。

1節

2節

3節

・バケーション・オーナーシップにより、将来の休暇では、生涯の思い出
となるような素晴らしい時間を過ごす事ができるでしょう。
クラブメンバーにとって最大の魅力
は何ですか？

・所有する会員ポイントに合わせて利用可能な宿泊施設やリゾートの
選択肢数、また滞在時期や期間の柔軟性がございます。

5節

・会員ポイントの使用方法は、前年度、翌年度から自由に貸借など
の調整が可能です。
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トピック

クラブウィンダム・アジア

詳細情報

・信託会社、Perpetual(Asia)LimitedがClubCoの発行済株式保
有。
・ClubCoおよびその完全子会社が、クラブメンバーの唯一かつ絶
対的な利益の為、クラブ施設に関わる受益権を保有していま
す。（この場合の※利益はスタンダード会員および無認可ポイン
トには適用されないものとします。スタンダード会員には別途、定
義を適用します。）

5節

その他、知っておくべき事はあ
りますか？

・クラブの運営、施設管理に必要とされる費用については、クラブメ
ンバーに年管理費として請求されます。
・特段の理由がない限り、年管理費をお支払い頂けない場合、ク
ラブ施設のご利用は頂けません。また会員ポイントを没収させて
頂く事もございます。
・年管理費は2節に記載された範囲内において、請求金額増の
可能性がございます。
・メンバーにご利用いただける施設数は、一般（メンバー以外）へ会
員ポイントの新規営業の業績結果に従属しています。
・全ての宿泊施設の利用は、施設の空室状況により変動する
為、必ずご希望通りの場所や時期にご利用できる事をお約束す
るものではございません。
・デベロッパーよりプレミアム会員向けに追加特典のご案内をさせて
頂く事がございますが、これらはデベロッパーの事前のご案内なく
終了する事がございますのでご注意ください。

5節

クーリングオフの期間はありま
すか？

はい、ポイントを購入された国の法律に従ってクーリングオフ期間が
ございます。

8節

メンバーポイントを売却すること
は出来ますか？

・会員ポイントは、メンバーの皆様の休暇において、豊かな時間や
ご経験の為にご利用いただく事を主旨とており、返金や経済的利
益取得を目的としておりません。会員ポイントは投資向けの金融
商品ではございませんので、ポイント購入時に支払った金額の一
部または全額の返金や、売却価格が購入価格と同額または上回
る事等を目的としたポイントの購入はお控えください。

1節

メンバーポイントはどれくらいの
期間内に使用する必要があり
ますか？

プレミアム会員ポイントは毎年更新され、同じポイント数が付与さ
れます。
プレミアム会員ポイントは2年以内にご使用ください。

1節

会費や手数料の支払いはあ
りますか？

会員ポイントの購入金額のお支払いに加え、クラブの施設管理や
運営に必要となる費用をメンバーで負担するため、年管理費のお
支払いが必要になります。また、メンバーシップ作成時に申込み費
用の支払いや、エクセプショナル・ロケーションをご利用いただいた際
には特別管理費が発生する場合がございます。

3節

入会するには、どうしたら良い
ですか？

会員ポイント購入申込書を記入し、購入希望ポイントの料金をお
支払いください。

1節

用語の定義

用語の定義については、本ＰＤＳの後ろにある「用語の説明」をご
参照ください。

お問い合わせ・連絡先

本ＰＤＳの後ろにある「企業ディレクトリー」をご参照ください。

クラブメンバーにとって最大の
魅力は何ですか？
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1.5 クラブへの入会
クラブ会員になるためには、会員ポイント購入申込
書にご記入いただき該当するポイント料金を指定
口座へお振込みください。

1.6 プレミアム会員ポイント
ご入会いただくと、メンバーとして、リゾート施設の
宿泊にご利用可能な会員ポイントを所有して
いただきます。
宿泊施設の空室状況に合わせて、ご自身の
ポイント数に応じた施設やリゾートをお楽しみ頂け
ます。クラブのポイントシステムは、銀行口座の
システムと似ています。
メ ン バー に な ると、 ク ラ ブ ウ ィ ン ダ ム ・ ア ジ ア の
個人アカウントに会員ポイントが付与されその後
直ぐに会員ポイントをご利用いただけます。

入会後は毎年、会員ポイントは更新され、クラブ
ウィンダム・アジアの個人アカウントに会員ポイントが
フルに付与されます。前年や翌年からの会員ポイント
の貸し借りがなければアカウントに付与されたフル
ポイントをご利用いただく事が可能です。プレミアム
会員は次のような方法でもご使用いただけます。

・会員ポイントの一年分、一部、または全てを保存
する事でポイントを繰り越し、翌年の休暇期間を
延長することが可能です。未使用の会員ポイントを
翌年へ持ち越す事が出来るのです。（年度を越え
る前に、残ポイントを使用して予約された場合を除
きます）
・来年分の会員ポイントの一部、または全てを借りて
今年度の休暇時間を延長することも可能です。（こ
の場合、翌年分の年管理費を全額支払済である
事が条件となります）

ご予約の際には、予約内容に必要な会員ポイント
がクラブウィンダム・アジアの個人アカウントから
自動的に引き落とされます。

メンバーポイントの繰り越し、前借りについて*

繰り越しと前借りを
利用して、実質3年分
の
ポイントが
利用可能

来年度の
ポイントを
今年度に利用

昨年度分の
ポイントを
本年度に利用

SAVE

12

*Premier Members only.

BORROW
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1.7 宿泊に必要な会員ポイント数
各、宿泊施設を利用する為に必要な会員ポイント数
は事前に割り当てられた「会員ポイント・チャート」に
記載されています。
最新のデイリーポイント数は、クラブウィンダム・アジア・
リゾートガイドwww.clubwyndhamasia.com (“Resort
Guide”)でご確認いただけます。
宿泊施設の利用ポイント数の割り当ては
以下の条件によって決まります：
1. 宿泊時期

• スイート/スタジオ・アパートメント
• 1ベッドルーム・アパートメント
• 2ベッドルーム・アパートメント
• 3ベッドルーム・スイート
• プレジデンシャル・スイート
様々なバリエーションがありますので、具体的な詳細に
ついてはメンバー・サービス・デスク、または予約担当者
にご確認ください。
また、宿泊先リゾートにてゲストにご宿泊いただく場合は、
お部屋の定員を超えないようご留意ください。

2. 施設内のベッドルーム数
3. 滞在日の曜日
4. 施設・リゾートの場所
5. ClubCoに関する事情
ご希望の宿泊に必要な会員ポイント数については
メンバーサービス・デスクへ電話で問い合わせ頂くか、
リゾートガイドwww.clubwyndhamasia.com (“Resort
Guide”)を参照して、ご自身で算出して頂くことも
可能です。

1.8 宿泊施設のサイズ
各宿泊施設には、宿泊可能なゲスト数の定員が
定められています。

1.9 予約方法
宿泊予約はお部屋の空室状況に合わせて、基本的
に先着順でお受けいたします。

（ベストフィットシステムを採用）

ゴールド会員は滞在予定初日の12ヶ月前から
予約受付開始となります。プラチナ会員は滞在
予定初日の14ヶ月前から予約受付開始になります。

会員ポイント・チャートの使い方
休暇の予定を立てる際には、予約に必要な会員ポイントを理解しておく事が大切です。 必要なポイント数は、以下の４つの条件が大きく影響しています。			
以下は、ウィンダム・シーパールリゾート・プーケット宿泊のケースを例とします。

1

2

場所

リゾートの場所を確認

時期

利用をご希望の季節は？
・レッド（ピーク）
・ホワイト（スタンダード）✔

3

部屋タイプ

希望する部屋の広さは？
（１ ベ ッ ド ル ー ム o r
２ベッドルーム ）

4

曜日

予約を希望する日程の曜日を確認

一泊単価

週単価

Naka Bay

・ブルー（オフピーク）

POLICE BOOTH
PHR

D
A BA A M E E R
R

IAT RD SIAM
M PREK
CHALOA
COMMERCIAL
BANK
HAT PATONG RD

POLICE
STATION

KRUGTHAI
BANK

SAWADIRAK RD

Patong Beach

TO GOLF
COURSES

TO
AIRPORT

SAI NAM YEN RD
KATHU
PATONG
HOSPITAL

BANGLA RD

TOURIST
POLICE

SOI SAEN SABEL

200 P
EE R
D

NA
NAI
RD

RAT U THIT

THAWEEWONG RD

BUS TO
PHUKET CITY

SUWANKHIRI
TEMPLE
T KARANI R
ISI
D
PH

POST
OFFICE

Kalim Bay

宿泊を希望する人数と部屋の
定員数を確認。
定員数は超過できませんので
ご注意ください。

デラックスホテル
スイート

(in Vacation Points)
N

月－木

金－土

日

青い

600

750

700

白い

900

1150

1050

6950

赤

1650

2100

1900

12700

赤

2450

3100

2850

18850

赤

2750

3450

3200

21100

4600

BLUE
WHITE
RED
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クラブメンバーには事前予約受付期間が与えられ
ているため、宿泊の条件を事前に知り、お好みの
場所や時間に予約する機会が可能になります。

一部の宿泊施設では特別な機能（優先ビューなど）
があり、予約の問い合わせが早いメンバーに優先的
に部屋が割り当てる事のないよう、設定されています。

メンバーは、サービス・デスクへの電話予約または
www.clubwyndhamasia.comからのオンライン予約を
することが可能です。施設の予約状況は、人気の
季節や需要バランスに影響を受けるためご希望通り
の場所や季節に予約が取れるとは限りません。

クラブメンバーは、所有している会員ポイントに応じて
可能な限り予約を入れる事が可能です。

お早めにご予約いただく事によって、ご要望に近い
予約内容の確保が可能となります。
ClubCoにより、全てのメンバーが、発行済会員
ポイントを利用して宿泊するために、十分な数の
施設が確保されている事を、クラブ規約でも規定
しています。
各施設のポイントの割り当ては、施設ごとに季節や
曜日、またデベロッパーの推薦、その他セクション1.7に
記載された要因によって設定されています。

予約の際は、クラブウィンダム・アジア・リゾートガイドを
参照し、予約受付期間、最低宿泊日数、その他の
必要条件をご確認ください。
以下の表は、クラブリゾートでの滞在日数の制限に
関するご案内です。

制限

制限の詳細

ホワイトシーズン、
ブルーシーズンの
期間

最低宿泊数の設定は
ございません

最低宿泊数の適用有り

ご予約についてはオンライン、またはメンバー・サービ
ス・デスクへの電話予約をお勧めします。
ファックス、eメール、郵便等の受け付けるご予約の
受付優先順位は予約事務処理を行うタイミングで
判断させて頂きますのでご了承ください。
ClubCoは電子メール、郵便またはファクスによる予約
リクエストについては文書の紛失、および適時性につ
いての責任を負いかねます。クラブの宿泊施設は
チェックインのタイミングではなく、ご予約が完了した
時点で各メンバーに割り当てられます。

14

レッドシーズン

満室でない限り、週末
の宿泊は最低2日間と
する。
週末の宿泊とは、金曜
日または土曜日の宿泊
を含む場合とする。
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1.10 予約のキャンセル
予約キャンセルは電話で行うことをお勧めします。
ClubCoはキャンセル時のファクシミリ、電子メールまたは
郵便でのご連絡に関して文書紛失、および適時性について
責任を負いかねますのでご了承ください。また予約キャンセル
のご連絡が、以下に設定された期限を超過している場合会員
ポイントは使用されたものとし、ポイント徴収の対象とさせて
頂きます。
予約をキャンセルしたメンバーは、次の予約受付まで、48時間
の待機時間を設定させて頂きます。
1. 90日または、以内の宿泊から4日未満に、レッドシーズン
期間中の4日、または4日以上の予約、及び同様予約の
再リクエスト。
または、
2. チェックインから５日前以内にフレキシ・ステイの予約および
同様予約の再リクエストの場合（注：フレキシ・ステイは非認定
プレミアムポイントでは利用できません）。

1.11 ゲストと訪問客
メンバーのご家族やご友人による、リゾートの利用、ご一緒の
滞在を歓迎します。またメンバーが不在であっても、メンバーの
許可を得て単独で滞在いただく事が可能です。いずれの状況で
あっても、以下についてメンバーの責任のもとでご利用ください。
• ゲストの施設内での言動
• ゲストの追加サービスの使用や、その他サービス料金などの
精算
• ゲストが滞在時に施設利用ガイドラインを遵守し、ゲストに
起因する損害が発生した場合の費用負担

予約の確定のタイミング：

以下の規定にある日程前に
キャンセル済の場合
キャンセルチャージ無し：

滞在日の61日～14ヶ月以前

チェックイン30日前

滞在日の15日～60日以前

チェックイン10日前

滞在日の48時間～14日以前

チェックイン48時間前

滞在日の0時間～48時間以前

キャンセル不可

© 2021 - January 2021. Wyndham Destinations International Limited CN 2143941
Club Wyndham Asia (HK) Limited CN 2143974

15

11.12 会員ポイントの貸与
クラブ規約に則り、メンバーが会員ポイントを利用して宿泊
予約をとり、その上で、その権利を別の第三者に貸し出し、
また譲り渡すことが可能です。その場合は、予約の際には
譲渡するゲストのお名前を、メンバーサービスに伝えていただいた
上で該当する予約に関する予約確認書を、宿泊されるゲスト
へお渡しください。メンバーは、任意の金額をゲストに請求する
事ができますが企業への譲渡など、営業や商業目的の為に
使用する事はできません。
また、クラブメンバーはゲストがクラブ・ガイドラインを理解している
ことを確認してください。
メンバーとして、利用を許可したゲストの、施設内での備品レン
タル、施設内での行動に責任を持ち、デベロッパーによって課さ
れた、その他の制限事項についても遵守させる必要があります。
デベロッパーについては、デベロッパーポイントを使用し、宿泊施
設を予約してメンバー以外の一般の方に貸し出す事で、
収益を得る事も可能です。

1.13 クラブ施設の賃借
ClubCoの主なビジネスは、一般の方へ宿泊施設を貸し出す
事ではありませんがクラブ・ガイドラインに従って、メンバーの宿泊
需要を十分に配慮した上で余剰の宿泊施設を外部に貸し出
す場合がございます。

1.14 会員ポイントの販売や譲渡
メンバーは個人間の同意のもと、会員ポイントの販売、または
譲渡が可能です。
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メンバーの死去、資産破産を要因として、会員ポイントの
利用権を得る場合には自分自身をメンバーとして登録するか、
または譲受人として指名を受ける手続きが可能です。
会員ポイントは所有期間中に、次の条件のもと、その一部
または全てを制限なく譲渡する事が可能です。
• 会員ポイントの譲渡の度に、ClubCoより手数料が請求
されます。譲渡当事者が、その他の関連費用および税金
（課される場合）の支払責任を負います。
• ClubCoは、未払金が存在するメンバーについて、
会員ポイントの譲渡を承りません。
• 会員ポイントの一部を譲渡した場合、譲渡者および
譲受人の両方がポイント移転後も、メンバーとして地位を
保有します。
• 譲受人はクラブ規約とクラブ・ガイドラインにより規制される
ものとします。
• 近親者の死去、資産破産以外の要因で、プレミアム会員
ポイントを獲得した譲受人はデベロッパーの許可がない限り、
デベロッパー特典については利用対象外とします。
（7節に記載の通り）この様なポイントは非認定対象外
プレミアムポイントと扱われます。
• 譲受人はメンバー資格の全てを満たした上で、会員ポイント
の購入代金支払い時にデベロッパーの提携サービスの分割払
いを利用する場合、クレジット要件も併せて満たす必要があり
ます。
• 譲渡人と譲受人の両方が、ClubCoの要求する手続き方法
に従うものとします。
（例：紙ベースの譲渡申込書、電子またはその他の方法）。

© 2021 - January 2021. Wyndham Destinations International Limited CN 2143941
Club Wyndham Asia (HK) Limited CN 2143974

現時点では、ClubCoにより管理された譲渡申込書
に両者が署名し必要に応じて証言がされた時、
譲渡ポイントは引き渡されものとします。ClubCoの
譲渡人、譲受人から譲渡申込書の提出を要求で
きるものとします。
• デベロッパー、及びClubCoは会員ポイントの買戻
しサービスを行わないがClubCoは既存メンバーまた
は第三者へ、会員ポイントの譲渡を支援します。
• ClubCoは会員ポイントの譲渡登録を拒否する
権利を有します（絶対的裁量）。

2.0 クラブウィンダム・アジアで世界へ旅立つ
プレミアム会員はクラブウィンダム・アジアのリゾートに
プラスして、アジア全域の提携リゾート、更にオース
トラリア、ニュージーランド、フィジー、ハワイ、米国に
あるクラブウィンダム・サウスパシフィックや、米国、カ
ナダ、メキシコにある７０箇所以上のワールドマーク、
ザ・クラブの各リゾートとの交換利用に加え、世界中
4,000箇所以上に広がるリゾートでも、無料でRCIエ
クスチェンジをご利用いただく事が可能です。

• ClubCo、及びその関連会社は、発行された会員
ポイントの買戻しサービスなど関連する一切の
サービスを行いません。
• クラブの会員ポイントは金融投資商品ではなく
返戻金を提供するものではありません。
会員ポイントは、休暇の過ごし方の１つのオプション
提供を目的としているためポイントの再販市場は広
くありません。そのため、購入後のポイントを売却して
購入時と同額の返金、経済価値の上昇などを目的
とした購入はお控えください。
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3.0メンバーシップ料金、及びその他の費用
下記の表は、メンバーシップ料金及びその他の費用について記載しています。

費用の種類
入会申請費用
新規クラブ入会、及び追加ポイントの購入時の費用です

金額

支払いの時期と方法

149 USドル

クラブ新規入会申請時、または追
加メンバーポイント購入時に
メンバーが支払う

（該当する場合GST / VAT
/ 消費税を除く）

サービス料金
費用支払いの遅延について案内料金

15 USドル
年利15％（期日から支払日まで）

未払い年管理費に掛かる利息

（例：500USドル以上の未払い年管理費については、
日率0.21USドルの利息を申し受ける事がございます。）

不渡り、返却、拒否された小切手の返却費用

25 USドル

その他例外的なサービス対応

250 USドル

メンバーシップの譲渡、及びその費用

事務手数料

金額

支払い時期

相続による譲渡

無料

既存メンバーの死去によりメンバーシップの譲渡が
発生する場合

メンバーの追加または削除

100 USドル

メンバーの追加や削除が発生する場合

メンバーシップの譲渡・移転

メンバーシップの分離または統合

18

200 USドル

300 USドル

メンバーシップの第三者または法人、信託への譲渡が
発生する場合
メンバーシップの分離、または他既存メンバーへの譲渡が
発生する場合
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3.1 クラブ予算についてClubCoは、クラブ運営費用、施設経
費、資本準備金に関する年間予算を定め年管理費の金額
を、この年間予算を基準に決定しています。

3.2 年管理費についてメンバーの皆さまの為に、長期に渡りバ
ケーション・オーナープログラムを維持するためクラブ施設の運営
にともなう、維持費、管理費、修繕費に年管理費を充当します。
その為、メンバーは（デベロッパーを含む）年管理費の支払いが
義務化されています。所有する会員ポイントによって年管理費
の支払い金額が決まり所有ポイントが多いメンバーは、クラブ
施設の利用が多く認められる分年管理費が高額になります。
年管理費の金額について、個別の調整やご相談への対応は致
しかねますがデベロッパーにより「レビーホリデー」というオプションが
導入されています。詳しくは本説明書の7節にて詳しくご説明
させて頂きます。
またClubCoによるクラブ施設の改装や、備品の交換、主要な
修繕を目的とした維持準備金も用意しており、年管理費は
準備金の積立てにも充当しています。新メンバーはClubCo
により入会の登録手続きが終了したその日から、初年度に
指定された年管理費の支払い義務が発生します。請求につ
いてはClubCoより、登録の手続き完了後、請求書が発行され
お支払い期限は、会員登録日から30日以内とされています。

3.3 年管理費の決定方法
クラブはメンバーの年管理費を下記の式に基づいて
決定しています。メンバー（デベロッパーを含む）は
保有する会員ポイントに充当する年管理費を支払う事
により、クラブの運営資金に寄与しています。デベロッパー
以外のメンバーが負担する、年管理費の金額は 以下の
式に従って比率計算を行っています。

年管理費の算出方法
2018年を例にすると、年管理費は
１会員ポイントあたり0.06 USドルに設定。
10,000ポイントを保有するメンバーは、
600 USドルの年会費が請求されます。
10,000 x 0.06 = 600 USドル

年管理費 支払い額 ＝ A × B / C
初年度以降の、年管理費の支払日は毎年1月1日に設定され
ています。年管理費の未払いがあるメンバーは、年管理費の
支払を終了するまでメンバーとしての権利行使が制限され、
クラブの利用が出来なくなります。
さらに、メンバーはClubCoより年管理費の未払の30日経過の
通告を受けてから1月以内に、保有する会員ポイントが
消去される事もございます。
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A ＝ クラブの年間支出額
B ＝ メンバーの氏名で登録された会員ポイント数
C ＝ 該当の会計年度の予測ポイント、
及び実績ポイントの平均数
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3.4 デベロッパーの年管理費
デベロッパーはメンバーと同様、当月末の保有ポイント数に
応じて年管理費の負担額が算出され、それを支払うことに
よりクラブ運営に寄与しています。

3.6 追加サービス
追加サービスの利用に対して別途料金が発生する
場合がございます。
1.

施設の利用：リゾートにより設備のご利用に伴い
追加料金を申し受ける場合があります。

2.

地方税：滞在場所によって（ハワイやフィジーなど）
各リゾートにて宿泊税や、地方自治体により賦課される
費用を、随時、請求される場合があります。

3.

ハウスキーピング：アジア圏のみハウスキーピング費用
（清掃）が年管理費に含まれます。クラブのリゾート施設
ではない場合、またアジア圏外（ハワイ、米国など）の
リゾート施設にご宿泊の場合、ハウスキーピング費用
（清掃）が別途発生します。

3.5 特別年管理費について
メンバーの、相互扶助、安全、福利を目的として、クラブによる
現金での即時払いが不可能な場合、また年管理費が必要で
あるとClubCoが判断した場合、資本的支出に該当する改良
や主要経費、修繕、及び積立の行われていない備品交換、
また積立金が不足する場合、ClubCoは特別管理費を徴収す
る事が出来るとクラブ規約に定められています。
特別年管理費は、クラブ規約に特段の記載がない限りに
おいて通常の年管理費と同様のルールに従って請求されます。
特別管理費は、個人宛に請求がされている場合を除き
その費用が認定された日、支払い義務が発生した当日に
支払われる事とします。
また、特別管理費の請求については、その金額は調整
できないものとなります。
また、3.2節で言及した通常の年管理費の支払いとは
明確に区別されます。

4. エクセプショナル・ロケーション：エクセプショナル・ロケーション
ではデベロッパーより、追加費用またはサービス料金を
請求される場合がございます。

3.7 税金・公的負担金
印紙税などのすべての政府税、及び該当する場合、メンバー
のポイント購入価格のGST / VAT / 消費税、また必要に
応じて課徴金の請求が発生します。関連する税務情報は
11節「税」に記載されています、ご参照ください。

3.8 年管理費の変更
経済や政治の状況変化により全ての料金は変更される場合
がございます。変更が発生する場合、30日前には書面にて
変更通知を行うよう努めています。

20

© 2021 - January 2021. Wyndham Destinations International Limited CN 2143941
Club Wyndham Asia (HK) Limited CN 2143974

4.0メンバーの保護
メンバー、及びクラブは数々の措置により
保護されています。
(a)ClubCoは香港法のもと、土地保有会社
として設立されました。
(b)全ての株式は独立した受託会社により
保有されています。
(c)ClubCo、及びClubCoの完全子会社、
デベロッパーはクラブの施設に対して抵
当権や、受益権へ担保権の設定を行う
事は
出来ません。
(d)メンバーをインフレから保護する事を目的
に、各クラブ施設に割り当てられるポイン
ト数が
増加するようなことは決してありません。
(e)ClubCoはクラブ施設の斡旋により、設定
された以上のポイントは発行出来ません。
(f)ClubCoは施設が売却された場合、売却
された施設の代替として、売却施設と同
クラスの新施設をクラブに追加し、ポイント
の割り当ては売却施設のポイント数と同
数以下とします。
(g)ClubCoの所有するクラブ資産については
デベロッパーは権利を放棄しています。
(h)メンバーの債務は、会員ポイント購入代
金
年管理費、特別管理費、追加サービス
利用に伴う負担に限定されています。
(i)各クラブ施設は、修繕管理の為、1年の
内 1週間は利用不可となります。
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5.0 メンバー向け重要情報
クラブはメンバーの皆さまに休暇の過ごし方の選択肢を提供する為に運 しており
経済的利益を目的とした、投資商品ではございませんので、ご注意ください。
ClubCoは、メンバーの権利保護の為、発行済株式の全てを受託会社が
保有しています。
ClubCoはクラブ施設の所有又は実質的保有をしている子会社の全ての
発行済株式を保有しています。
当クラブは、全てのメンバーに安心で贅沢なクラブ施設で休暇をお過ごし頂き
ライフスタイルに新たな選択肢を提供することを目的としています。
メンバーの皆様には、これから過ご将来の休暇において、クラブ施設を“借りる”
から“所有する”という、新しいスタイルを提供しています。
購入いただいた会員ポイントと、クラブ施設を利用するメンバーの権利は
クラブ運営が終了する、2055年9月10日まで継続します。
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5.1嬉しい特典
全ての既存のクラブ、
将来のクラブの利用
アクセス

メンバーは、入会日からすべてのクラブ施設に利用アクセスが可能です。将来、随時、追加される全
てのクラブ施設にも利用アクセスが出来ます。

会員ポイントはメンバー
記念日に毎年、更新さ
れます

購入した会員ポイントは、毎年、メンバー記念日に自動的に更新されます。例えば、7月15日に
5,000会員ポイントを購入すると、クラブ運営が終了する迄毎年7月1日に5,000会員ポイントを受け
取る事になります。（スタンダード会員の場合は2030年9月30日迄です。）

クラブ施設に割り当てら
れた会員ポイントは固定
数です

各クラブ施設に割り当てられる、会員ポイントの合計数を増やすことは出来ませんが、インフレから会
員ポイントを保護する為、ClubCoは、日程または季節によってポイント数の変更を認めています。特
定のクラブ施設の年間ポイントの割り当ての合計数が増える事はございません。.

受託会社に保有される
ClubCoの株式

独立した受託会社であるPerptual（Asia）Limitedは、ClubCoの発行済株式を全て保有していま
す。ClubCoまたは、その子会社（ClubCoの完全子会社）はメンバーのためだけに、メンバーに代わ
り、クラブ施設に関わる権利を保有しています。

担保権設定等の禁止

ClubCo（または、その子会社）はクラブ施設や、その法的資産に対して、担保設定を行うことを禁じ
られています。

クラブ施設数の維持

ClubCoは随時、クラブ施設や個別の施設を売却または処分することがあります。その場合、ClubCo
は、売却施設と同等のリゾートまたは施設を、代替として確実に補充配置します。また、新たな施
設に対して発行されるポイントは、売却または処分された施設と最低でも同等となります。

会員ポイントの発行制限

発行される（つまり、メンバーに販売される）会員ポイント数は、クラブ施設に対して割り当てられたポ
イント数以内に限定されています。これは、ClubCoがクラブ施設以上に、会員ポイントを超過発行
または販売できないことを意味します。会員ポイントの予備が枯渇した場合、ClubCoは追加ポイン
トを発行する前に、追加の新施設を設置する事になります。

契約クーリングオフ期間

メンバーポイントを購入された国の法律に基づき、契約解除の権利を設定しています。詳細につい
ては、8節を参照してください。

会員ポイントの利用法

会員ポイントを利用し、クラブ内の備品レンタル、他社への貸与、贈与、販売、譲渡を行う事が可
能です。会員ポイントを譲渡する方法は、1.14節をご参照ください。

デベロッパー特典の追加

スタンダード会員特典にプラスして、プレミアム会員にはデベロッパー特典が付与されます。これらの特
典には、RCI Exchangeメンバーシップ、グループ・リゾート、及びフレキシ・ステイの利用アクセス等を
含みます（本PDSの日付の時点の情報です）。
これらの特典の詳細は、7節で説明されています。また、スタンダード会員、また非認定プレミアムポイ
ントでは、これらの特典はご利用いただけません。
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デベロッパー議決権の
上限

デベロッパーは年管理費を支払う事で、会員ポイントを保有する事は可能ですが、メンバーの意思
決定を保護する為、投じる事の出来る議決権に上限が設定されています。

休暇スタイルの選択

メンバーは、将来において休暇スタイルを選択する事が可能ですが、金融商品のような投資利益は
提供されません。
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5.2 重要確認事項

会員ポイントの有効期限

プレミアム会員ポイントは、発行から2年間有効です。利用されない会員ポイントは、有効期限と同
時に消去されます。スタンダード会員ポイントは発行から1年間有効です。

年管理費はクラブ運営、及び施設の維持管理のために使用されます。また年管理費は前年比較
7.5％以内または消費者物価指数に応じて、増額の可能性がございます。
消費者物価指数は以下にいずれかに基づいて算出されます。
(a) 費用支出が想定される各国の年間予算の75％、またはそれ以上
年管理費と支払い

(b) 75%または、それ以上の費用が特定の国に帰属しない場合、年間予算が配布された全ての国
において、公開された消費者価格の加重平均。メンバーによる年管理費の支払いについては3節を
参照してください。
メンバーやデベロッパーによる年管理費の未払いは、クラブのキャッシュフローに影響を及ぼ
し、ClubCoによるクラブ及びリゾート運営が制限される可能性があります。

追加料金

年管理費に加えてメンバーは、、エクセプショナル・ロケーションでのサービス料、及び特定リゾート施
設の使用料、特別管理費を含む追加料金を、適宜、請求される場合があります。メンバーによる
追加料金の支払いと、その詳細については3節をご参照ください。

支払不履行、及びポイン
ト没収について

年管理費の支払い不履行の場合、会員ポイントの利用が出来なくなります。年管理費が未払い
のメンバーが保有する会員ポイントは、ClubCoの裁量により没収、または再販売する事が可能とな
ります。

クラブの成長

入会後のクラブの成長と、クラブ施設に追加されるリゾート施設数は、既存会員、及び新規会員む
けに発行・販売された会員ポイント数に依存するため、経済状況によって悪影響を受ける可能性が
ございます。

会員ポイントの再販売

ClubCo、及びデベロッパーは発行済の会員ポイントの交換対応を行っておりません。また発行された
会員ポイントの再販市場は限られています。休暇の過ごし方の選択肢の提供を目的とするため、再
販価格の安定、または上昇はご期待いただけません。

利用状況

全ての宿泊施設は空室状況により、ご希望の場所や時期に利用できない場合がございます。宿泊
施設は出来るだけ早いタイミングで予約する事をお勧めします。予約受付期間については1節をご
参照ください。
ご利用される施設により、部屋のタイプ別に建物内のレイアウトが分かれている事があり、特定の場
所にあるお部屋のリクエストをお受け致しかねます。（例：デラックス オーシャンビュー室）

お部屋の指定について
また複数のお部屋を予約される場合でも、コネクティングルームや、並列する部屋の利用など、ご希
望に沿えない場合がございます。

デベロッパーからの特典

デベロッパーにより提供される特典は、デベロッパーの裁量で提供されるもので、予告なしに取り消さ
れる可能性がございます。会員ポイントの購入を検討される際は、デベロッパーや第三者からの特典
を基準とせず、クラブが提供するサービスや特典をもとにご検討いただく事をおすすめします。
デベロッパーからの特典については、スタンダード会員、及び非認定プレミアムポイントはご利用対象
外とさせて頂きます。

ビジネス上のリスク

ClubCoやメンバーに一切関連しない以下の様な事情により、クラブが悪影響を受けるリスクがござい
ます、どうぞご了承ください。
・ローカル、または世界的な経済状況
・政治的な法令または干渉
・インフレまたはインフレ期待
・自然災害、社会的激変、国家・国政の暴動または紛争
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6.0クラブの関係者
6.1 クラブ・マネージャー
香港で設立されたウィンダム・デスティネーションズ・
インターナショナル・リミテッドがクラブ施設のクラブ・
マネージャーです。
クラブ・マネージャーはClubCoとの契約のもと、クラブ
運営事務や施設管理を行っています。これらの
事務、施設管理業務には、リゾート施設の管理、
クラブ内のサービス業務、予約受付業務、年間予算
の作成、年管理費を含めた料金設定、及び料金
請求、管理費に充当するメンバーの権利や義務の
保全などが含まれています。クラブ・マネージャーは、
以上の業務を第三者に委託する事も可能です。

に200以上のリゾート施設を保有する、世界最大の
バケーション・オーナーシップ事業会社です。
ClubCoとの協業関係にあるデベロッパー企業に
よって、追加特典など様々なプログラム（本説明書、
7節で記述）を提供させて頂く事がございますが、
これらの追加特典は、クラブの提供する特典とは
明確に区別されるものであり、事前案内なしに
急遽、中止、または変更される可能性がございます
のでご了承ください。

クラブ・マネージャーは毎年、施設の運営資金を
月次で受領します。前月の最終日より30日以上が
経過すると、運営費用の実費15%を上限に遅延金
が発生します。また、クラブ・マネージャーは職務遂行
のために支出した全ての費用や経費、及び税金に
ついて払い戻しを受ける事が可能です。

6.2 デベロッパー
ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・
リミテッドは、クラブリゾート、及び施設のデベロッパー
でもあり、会員ポイントの発行状況に合わせて、
クラブ施設の設置などを行う、ウィンダムのグループ
企業です。ウィンダム・デスティネーションズは世界
900,000人以上のメンバーが利用し、米国、コロンビ
ア、メキシコ、フィジィ、オーストラリア、ニュージーランド
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6.3 ClubCo
ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・リミテッド
（”ClubCo”）はメンバーの利益のため、クラブ運営に取り組んで
います。
リゾートの予約機能や、日々の管理業務はClubCoからクラブ・
マネージャーへ委任しClubCoはデベロッパーの推薦により、
新たなリゾート施設の調査を行いクラブ施設としての条件を満た
せば、ClubCoまたは完全子会社を所有者としてリゾート物件の
不動産契約締結の手配を行います。

6.4 受託会社について
受託会社であるThe Trust Company(Asia)Ltd.は、
シンガポールにて本人格を有する専門の受託会社で
す。当クラブの受託会社は、信託証書に記載されてい
る条件について、クラブメンバーの唯一と絶対の利益の
ため。信託k財産の受託を目的とし、デベロッパーにより
任命されました。

物件所有に伴う法的利益は透明性を保持し、担保や受益権
獲得は行いません。
ClubCoがデベロッパーの推薦のもと、クラブに新施設を設置する
場合クラブのデイリーポイント値を設定し、その後、デベロッパー
はマーケティングと協力し会員ポイントの販売営業を行います。

ClubCoの責任に関する制限
クラブ規約には次の事が定められています。
• ClubCoの詐欺行為、重大な過失または信頼の侵害行為を
起因として発生した損失を除きメンバーがクラブに関連して締結
した契約、不法行為、またはその他の損失についてClubCoは
一切の責任を負わないものとします。
• ClubCoによる、メンバー以外のクラブに関連する個人、または
クラブの代理として締結される契約に対する責任は、クラブの
所有資産で賠償できる範囲内に制限されます。
•ClubCoはクラブの為に、クラブにとって望ましい条項でないかぎ
りクラブの資産に対するClubCoの権利を越えた、契約の同意、
文書への署名、責任を伴う判断行為を行う義務を負わないも
のとします。

損害補償
ClubCoが、その職務遂行に関連して、代理人または代理人に
よる行為または不作為の結果として、クラブ資産に対する
出費、損害、負債を発生させた場合、ClubCoへの損害補償
が認められると、クラブ規約により定められています。

受託会社である The Trust Company (Asia) Ltdは、シンガポ
ールにて法人格を有する専門の受託会社です。当クラブの受
託会社は、信託証書に記載されている条件について、クラブメン
バーの唯一と絶対の利益のため、信託財産の受託を目的とし、
デベロッパーにより任命されました。
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7.0 プレミアム会員の特典
デベロッパーはClubCoと協業し、プレミアム会員限定で
利用可能な特典を設定しました。
これらの特典には、北米のワールドマークリゾーツ、オーストラリア
および、南太平洋のクラブウィンダム・サウスパシフィックへの
アクセス、フレキシ・ステイへのアクセス、ウィンダムリワード、RCI
メンバーシップ、レビー・ホリデー、キャンセル補償、ClubCo提携
リゾートへのアクセスなど沢山の嬉しいメリットが含まれます。
さらに、デベロッパーによりプレミアム会員の方を限定に、会員
ポイントをクラブ外のサービスに利用し、機材レンタルや旅行に
使えるポイントへの交換など、随時、特典が追加される事が
ございます。
なお、デベロッパーポイントの利用は、変更や終了の可能性が
ございますのでどうぞご了承ください。
デベロッパーから提供される追加特典は、クラブから提供される
プレミアム会員向け特典ではございません。
従って、プレミアム会員ポイントを別の個人（親族）へ譲渡
または、既存メンバーの死去により会員ポイントが譲渡される
場合でない限り、プレミアム会員が所有するデベロッパー特典
は、会員ポイント譲渡と同時に喪失し、非認定プレミアム
ポイントに分類されます。
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7.1 プレミアム会員特典
以下はプレミアム会員向けデベロッパー特典の概要です。
（a）グループ・リゾートの利用アクセス
クラブウィンダム・リゾート・サウスパシフィック、ワールドマーク、
ザ・クラブ、その他70以上のノ ー ス ア メ リ カ 、 メキシコの
コーラル・バハ・リゾート、フロリダ州オーランドにある
ウォルトディズニーワールドなど、クラブウィンダムグループの
施設を利用可能。またはクラブウィンダム®プラスのリゾートに
おいて、ポイント交換利用アクセスが可能になります。
（b）RCIの無料メンバーシップ				
会員ポイントの交換を可能にするRCIの無料メンバーシップの
特典がございます。
100ヵ国、4,000カ所以上に渡るRCI加盟リゾートの交換利用
アクセスに加えて、600カ所を超える厳選されたリゾートにて
最低1泊からの宿泊が可能になるスプリット・ウィークの特典を
ご利用いただく事が可能です。
通常よりも急いで休暇の予定を立てたい場合には、宿泊施設
のサイズや、季節、場所に関係なく空室状況により、選択した
リゾートにてRCI インスタント・エクスチェンジを利用して、１週間
の滞在あたり3,000プレミアムポイントの交換で、滞在日の3日前
から予約することが可能です
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（c）フレキシ・ステイ・オプション				
所有する会員ポイントが、希望の休暇を予約する為に不足して
いる場合にはフレキシ・ステイを利用する事で会員ポイントを
「補充」できます。
フレキシ・ステイ・ポイントとは不足ポイントを、単発での利用を
目的として滞在日21日前から現金にて、デベロッパーから購入
できるシステムです。
フレキシ・ステイ・アドバンス・ポイントとはフレキシ・ステイと同様
に、不足ポイントを単発での利用を目的として購入でき、滞在
日14ヶ月前から利用可能なシステムです。
フレキシ・ステイ・アドバンス・ポイントを利用する際は、最低2泊
の利用が必要となります。その他の利用条件については、
メンバーシップのクラスにより異なります。

8.0 クーリングオフ
購入申込の取消に関しては、メンバーポイントが購入された
地域の現地法で規定されているクーリングオフ期間内に
ClubCoへの書面による通知を行うことにより、申込みを
取り消すことが可能です。
購入申込の取消に関する書面通知は、メンバーポイントが購入
された場所の現地の法律で規定されている取消期間（取り消し
期間がある場合）の最終日の午後5時までにClubCoにて受領
されている事を完了条件とします。
正式に購入申込の取消がされた場合には、申込時にお支い頂
いた金額から購入申込契約費用を差し引いた金額が、取引
手続き後、30日以内に返金されます。
購入申込契約費用は会員ポイント購入申込書に特段の記載
がない限り、返金対象外です。

9.0管理文書の概要
9.1 クラブ規約
クラブメンバー及びClubCoの関係性はクラブ規約により
規定されています。
クラブ規約には、独自の決定権により執行された、別の規約に
よってクラブ規約の改正、廃止、または置き換えが発生する
可能性について定められています。
クラブの構成当クラブは、クラブ規約に従い運営、及び管理
される、ポイント所有型のタイムシェア・リゾートクラブです。
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クラブ会員ポイント
宿泊施設、及びリゾートの利用権はクラブ規約に規定され、
特段の記載がない限り全ての会員ポイントはクラブにおいて
同等の使用権を有するものとします。メンバーはクラブ資産に
ついても受益権を有しますが、これは、クラブの存続期間におい
てクラブ資産の特定の部分や施設について、一切の所有権を与
えるものではありません。
クラブメンバーの権利
クラブメンバーの権利は以下を含みます：
・ClubCoに認められた、宿泊施設やリゾートの利用		
・会員ポイントの譲渡（一定の条件あり）
限定されたメンバーの利用権
メンバーシップを保有する事により、クラブ資産から生じる利益の
享受や、クラブ資産の所有権譲渡などClubCoの権利を抵触す
ることは出来ないものとします。
メンバーの義務
会員ポイント購入費用の支払い、年管理費また特別管理費
（発生する場合）、及び本ＰＤＳの3節に記載した追加費用の
支払い。メンバーはクラブのいかなる負債についても、ClubCoを
補償する義務を負わないものとする。
会員ポイントの譲渡
会員ポイントの譲渡は、クラブ規約、及び関連した法的要件に
従い認められています。ClubCoは譲渡についての登録を拒む
事ができ、その場合には譲渡拒否の通知を行うものとします。
外部サービス、及びコンサルタント
ClubCoはクラブ運営に際して、信託会社を含め、外部サービス
やコンサルタントを任命する事が認められています。
クラブ解散の時期
・会員ポイントが、クラブ宿泊施設に初めて割り振られた時から
40年後の2055年9月10日；または
・ClubCoの判断でメンバーの最大利益の為にクラブを解散した日

9.2信託証書
2014年10月31日にデベロッパー、ClubCo、及び信託会社が
信託証書に署名しました。信託証書には3社間の法律関係
を以下の通り提示しています：
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信託証書による同意内容：
i)信託会社はClubCoの株式その他ClubCoにより受領される
可能性のある資産を、クラブ存続期間中、メンバーのために
信託財産として保有し；さらに
ii)ClubCoは、受託会社の提供するサービスに対し料金を
支払います

9.3 クラブ・ガイドライン
当クラブはクラブ施設の利用、及び運営に関するリゾート・ガイド
ラインを保有する。
当クラブで運営を行わない施設において、メンバーは各リゾート
施設の規約、及び規制に従うものとする。
またクラブ・ガイドラインはクラブ規約との間で矛盾が発生した
場合、ClubCoにより随時、修正される可能性があります。
クラブ・ガイドラインには以下の内容が含まれます。

a）メンバーに対する予約システム（ベストフィットシステム）により、
メンバーの会員ポイント利用状況、予約キャンセルの管理
b）会員ポイントの前借、及び繰り越し
c）定員人数を含めた宿泊施設の利用
d）リゾートの秩序ある管理体制の維持に伴い、利用中の
言動、清浄性、自動車利用、未成年者に関する保護者
責任、動物の管理、チャリティー、広告、営業、調査や、
アンケートへのご協力
e）クラブ・ガイドラインに対する違反、チェックアウト時間の遅延を
含み、違反行為に対する懲戒
f）リゾート利用に伴う、メンバー及びメンバーゲストの責任
メンバーになられた時点で、各クラブメンバーには
クラブ・ガイドラインをお配りしています。

また、ガイドライン改訂の際には随時、最新版が提供されます。
クラブ・ガイドラインはwww.clubwyndhamasia.comでも
入手可能です。
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9.4商品開示書
この商品開示説明資料は、当クラブ、及びクラブ会員の
特典に関する説明資料です。PDSはクラブへの新たな
施設の追加や、メンバー特典の追加、または変更
など必要に応じて、ClubCoにより随時改訂され、再作成
されています。
10.0 財務情報
ClubCoは香港の法規制のもと、定期的に報告や
開示義務を課される場合があり、香港で法人登録してい
る宿泊施設については毎年監査がございます。
メンバーへ配布義務のある全ての文書については
当社のウェブサイトclubwyndhamasia.comにより取得して
いただくか、書面依頼により郵送させて頂きます。

12.0 追加情報
デベロッパーが、宿泊施設についてリース、認可、
利用権を獲得する事を希望する場合、宿泊施設
がクラブへ権利移転される前に、ClubCoに通知を
行う事により可能となります。
デベロッパーによるリース・認可・利用権（更新、
延長を含む）の途中には、対象施設に関する会員
ポイントの作成、割り当て、承認または発行は行わ
れないものとし、それに従い、対象施設に伴う
年管理費はデベロッパーから支払われるものとします。
この様なデベロッパーによる予約済施設は、
デベロッパーによるリース、認可、利用権が終了
するまで会員ポイントの対象物件リストからは除外
され、会員ポイントの発行は行われないものとします。

11.0 税金
会員ポイントの購入に伴う税務処理のご相談は、
ご自身でのご手配をお願い致します。

デベロッパーによるリース、認可、利用は、営業所、
モデル宿泊施設、事務所としての利用を目的した
場合が想定されます。

購入される場所の管轄権により、GST / VAT / 消費税
が適用される場合がございますので注意ください。

予約済施設に伴う共同の年管理費、電気代ほか
光熱費の支払いは、クラブではなくデベロッパーが
行うものとします。

またメンバーの居住場所によって、年管理費やその他の
費用についてもGST / VAT/ 消費税が課される場合が
ございます。
本PDSに記載される手数料の全ては、別途、記載がある
場合を除きGST / VAT/ 消費税が含まれません。

またデベロッパ―により、当該物件購入という
投資が行われた事により該当施設のリース、認可、
利用に関わるデベロッパ―への負担費用は発生
しないものとします。

GST / VAT/ 消費税をお支払い頂く管轄では、
ポイント購入、ポイント譲渡、ポイント処分に関連する
関税の支払いが必要となります。

12.0 追加情報
宿泊施設のリース、認可、利用権について
デベロッパーが、宿泊施設に
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用語定義
「グループ・リゾート」
交換契約によりグループ化しているリゾートを意味する。
「メンバー記念日」
メンバーが会員ポイントを初めて購入、または会員ポイントが
初めて発行された日を意味し、その後、毎年、当該日が属する
月の初日に会員ポイントが付与されます。（例：会員ポイントが
2015年10月7日に初発行、または初購入の場合、最初の
メンバー記念日は2016年10月1日となり、その後は、毎年
10月1日がメンバー記念日となる）。その後、メンバーがポイント
を追加購入、または譲渡により追加入手した場合も、追加
ポイント、及び既存ポイントに関するメンバー記念日は変更
されず同日で継続する。
「メンバー記念 年度」
メンバー記念日より起算し、継続した一年の期間を意味します。
a）最初の年度は、ポイント発行、または譲渡の最初の日か
ら、翌年のメンバー記念日まで
b）ポイントが失効または終了する最後の年度は：
（i）ポイント所有が終了する日（ポイント期間の満了、または
会員ポイント終了、その他）の直前の記念日から起算して
（ii）メンバーが会員ポイント所有を終了する日（ポイント期間
満了または、会員ポイント終了、その他）まで
「年度予算」
暦年の収入と支出に関して、ClubCoが作成するクラブ年間予
測を意味します。
「年管理費」
クラブ規約、及び本ＰＤＳに3.2節と3.3節に記載された内容に従
い、各メンバーが支払う年間費用を意味します。
「アパート」または「クラブ・アパートメント」
ClubCoによって規定に従って、会員ポイントが割り当てられた宿
泊施設を意味します。お部屋のタイプにはタイムシェア型のユニッ
トタイプまたはコンドミニアム、別の所有者との開発途中を含めた
共有施設、ホテルスイート、ハウスボート、モーターホームまたは
キャビン及び/または宿泊可能な同様の施設を意味します。
「購入希望者」
会員ポイントを購入するための会員ポイント購入申込書を
記入、及び署名し申込み費用を支払う人、団体、企業
すべての者を意味します。
「申込み費用」
クラブポイントの新規購入時、及び追加ポイント購入時の契約
処理手数料を意味します。この手数料にはGST / VAT/ 消費
税が含まれており、返金の対象外です。
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「アソシエイト・リゾート」
デベロッパーがプレミアム会員の利用を目的に提供する
リゾート施設を意味します。
「基本会員」または「基本所有権」
メンバーが所有できる会員ポイントの最小数である5,000
プレミアム会員ポイント、10,000スタンダード会員ポイント、
またはその他、ClubCoが随時決定する所有必要ポイント数
を意味します。変更内容は、クラブ規約に随時、反映されて
います。
「ベストフィットシステム」
コンピューター化された予約システムで、滞在期間にご希望に
沿った、最適な宿泊施設を最も先の日程で予約可能にする
システムを意味します。
「キャンセル補償」
プレミアム会員の予約キャンセル時の、キャンセルチャージ
を最小限、または回避する為のデベロッパーによる特典を
意味します。
「クラブ」、「The Club」、または「クラブウィンダム・アジア」
香港のタイムシェアクラブとして知られるクラブウィンダム・アジア
を意味します。クラブ規約の規定い従い運営されています。
“クラブ“、”The Club”には、ClubC o及びClubCoの完全
子会社が保有する資産または利益が含まれます。
「ClubCo」
香港で設立され、クラブの事業主であるウィンダム・
デスティネーションズ・インターナショナル・リミテッドを意味します。
「クラブ・ガイドライン」
ClubCoによって作成され、随時、更新されるクラブの為の
ガイドラインを意味します。
「クラブ管理契約」
クラブの為にClubCoとデベロッパー間で締結された、クラブ施設
の管理契約を意味します。
「クラブウィンダム・プラス」
北米の相互利益非営利法人の名称を意味します。
「クラブ規約」
2015年9月1日付に作成されたクラブの規約を意味します。（随
時修正される場合があります）
「デイリーポイント値」
特定の日に、特定のクラブ施設を利用する為に必要な、
会員ポイント数を意味します。
「デベロッパー」
ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・リミテッドを
意味します。
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「エクセプショナル・ロケーション」
クラブ特典が利用できない、及び/または追加のサービス費用
と料金が発生する可能性のあるリゾート施設を意味します。
「会計年度」
1月1日から始まり、12月31日の深夜で終了する一年を
意味します。
「フレキシ・ステイ・ポイント」
予約の為に必要な会員ポイントが不足するプレミアム会員が、
デベロッパーから追加購入できる会員ポイントを意味します。
尚、非認定プレミアムポイントについてはフレキシ・ステイ・
ポイントのご利用できません。
「管理文書」
クラブ規約、クラブ・ガイドライン、規制、ＰＳＤ（商品開示説明
書）、ポイント購入申込書など随時改定される管理書類や、
クラブ・メンバーシップを管理する為の文書を意味します。
「GST / VAT / 消費税」
GSTまたはVAT、消費税法で定義されている用語で、
法律により指定された用語。管轄区域で随時修正される
可能性がある。
「ゲスト」
クラブメンバーの親族や、友人、同僚または他の人で、
クラブ施設に訪問または滞在するクラブメンバーまたは
デベロッパー、ClubCoの許可のもと招待される者を意味します。
「休会」
デベロッパーによって提供されているオプションの一つです。
本PDSの7.1（e）節をご参照ください。
「メンバー」
会員ポイントが発行され、利用権利を与えられた人を意味
します。
「会員ポイント」
メンバーがクラブを利用する際の、クラブ内での「通貨」を
意味します。
「非認定プレミアムポイント」
デベロッパーから購入していないプレミアム会員ポイント、
または近親者である既存メンバーの死亡、破産、またはその
結果として入手したデベロッパー特典が適用されないプレミアム
ポイントを意味します。
「プレミアム会員」
プレミアム会員ポイントを購入したメンバーを意味します。
「プレミアム会員ポイント」
1.4節に記載されている権利と資格を有する、会員ポイントを
意味します。
「認定プレミアムポイント」
デベロッパーから購入されたプレミアム会員ポイント、または
親族より譲渡を受けたプレミアム会員ポイントを意味します。
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「RCI」
リゾート・コンドミニアムズ・インターナショナルを意味します。
「レッドシーズン」
ピーク時のデイリーポイント値の期間を意味します。
「リゾート」と「クラブリゾート」
様々な場所にあるクラブリゾート（またはリゾートの一部）を
意味します。
「リゾート・ガイドライン」
リゾートの詳細を記載された、開発者が作成した書類を意味し
ます。メンバーがメンバーシップ種別に応じてアクセス可能です。
「特別年管理費」
本ＰＤＳのセクション3.5、及び会員規則に則り、決定された
メンバーが支払う特別費用を意味します。
「スタンダード会員」
スタンダード会員ポイントを購入したメンバーを意味します。
「スタンダード会員ポイント」
会員ポイントのタイプを意味し、会員規則によりスタンダード
会員ポイントには権利、義務、資格に一定の制限が設定され
ています。
「クラブ」
CLUB WYNDHAM ASIA（クラブウィンダム・アジア）を意味します。
「受託者」
Perpetual（Asia）Limited（Rg。No. 200518022M）を意味します。
「信託証書」
ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・リミテッド、
クラブウィンダムアジア（HK）リミテッド（現ウィンダム・デスティネー
ションズ・インターナショナル・リミテッド社）、及び受託者間の
2014年10月31日付の信託証書を意味します。
「信託財産」
信託証書に記載のある資産に関連して受領する可能性の
ある証書や株券を含め、ClubCoの全ての発行済株式を
意味します。
「ワールドマーク、ザ・クラブ」
北米の非営利の相互利益法人名を意味します。
「クラブウィンダム・サウスパシフィック」
オーストラリア登録スキーム番号092 334 015のクラブウィンダム・
サウスパシフィックを意味します。
「ウィンダム」
ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナルリミテッドまたは
ウィンダム・デスティネーションズ・アジアパシフィックPtyリミテッドを
含むその他、ウィンダム・デスティネーションズのグループ企業を
意味します。
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クラブウィンダム・アジア
プログラムルール（プレミアム会員のみ）クラブウィンダム・アジア（「クラブ」）は、
ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・リミテッド、クラブウィンダム・
アジア（「CWA」）が所有し、ウィンダム・デスティネーションズ・インターナショナル・
リミテッドが開発及び管理を行うポイントベースのタイムシェア・バケーションクラブ
です。CWAはデベロッパーの開発協力のもと、プレミアム会員が利用可能な
特典を確立され、プログラムルールおよび特典概要に記載しています。
デベロッパーよりご購入いただいたプレミアム会員ポイントのみが対象となり
その特典は特典の概要ページに記載されています。
デベロッパーが提供するメンバー特典は、事前の通知なくデベロッパーの判断に
より変更、修正、削除、または新しい特典が随時追加される可能性がござい
ます。

クラス
プラチナ
（ルビー）

特典
15％割引

18ホール×最
大4人
（カート利用、
最低3泊以上の滞在時、
レンタルを含
年間3度まで無料
む。
プラチナ
（ダイヤモンド） 用意のある場
所のみ）
20％割引

開発者が提供するメンバー特典は、プレミアム会員として受けるクラブ特典と
異なりデベロッパーにより認定された、プレミアム会員ポイントのみ使用可能です。
非認定プレミアムムポイントは、たとえ認定されたプレミアム会員ポイント同時に
ご使用いただいた場合でも、デベロッパー特典と引き換えることはできません。
第三者から提供される特典は変更される場合があります。クラブより直接、
メンバー特典として提供している場合を除いて、第三者が設定している特典は、
利用時期や条件が異なり、随時、変更の可能性がございます
会員特典の利用アクセスの停止または終了メンバーシップの終了、一時停止、
または年管理費の未払い等が発生しているメンバーに対して、クラブ、CWA、
及び/またはデベロッパー（該当する場合）は、いずれかの会員特典の終了、
または停止する権利があります。
会員特典の利用規約は、以下の通り定められています。（情報は印刷日現在
のものです）クラブウィンダム・アジアのプログラムに関する詳細は、本ＰＤＳを参照
してください。

利用可能な条件
滞在中の全利用に伴う、
コースプレイ料金、レンタル代金の割引

上記の無料利用に該当しない場
合、滞在中の全利用に伴う、コー
スプレイ料金、レンタル代金の割引

6. LifeStayリゾートの割引*
プラチナ（ルビー）会員、及びプラチナ（ダイヤモンド）会員は、飲食料品、スパ、
ウォータースポーツ等、様々なリゾート・アクティビティ利用時に割引が適用され
ます。割引適用については、滞在時の各リゾートの施設状況より異なります

クラス
プラチナ
（ルビー）
プラチナ
（ダイヤモンド）

割引率
通常料金の15％割引
通常料金の20％割引

1.アーリーチェックイン / プラチナ イン1ルームチェックアウト*

7. 宿泊施設のアップグレード（対象：プラチナ会員）*

クラブリゾートの標準チェックイン時刻は宿泊初日の午後4時、チェックアウトは宿
泊最終日の正午です。チェックイン、及びチェックアウト時刻はリゾートごとに異な
るため、ご利用の際は予約確認書に記載されている指定時刻をご確認くださ
い。お部屋の空き状況により、プラチナ（ダイヤモンド）会員は、滞在初日の午後
2時のチェックイン、及び滞在最終日の午後2時のチェックアウトが可能です。プラ
チナ（ダイヤモンド）会員のチェックイン当日に、別のプラチナ（ダイヤモンド）会員に
よりお部屋が利用されている場合、午後4時まで使用可能な代替部屋をご用
意いたします。

特定のクラブリゾートではプラチナ会員を対象に、使用するお部屋がチェックイン
当日から滞在期間中を通して、継続利用可能な場合に限り、アップグレードを
無料で対応させて頂きます。またアップグレードは、1ベッドルームから2ベッド
ルームへ、または部屋の品質をスタンダードからデラックスルームなどがあります。
但し滞在の48時間以内に予約が行われた場合は対象外となります。

2. 予約保証*
プラチナ（ダイヤモンド）会員は、新しいクラブリゾート、及び新グループ・リゾート
へ他メンバーより14日前から予約が可能になります。（予約可否は空室状況に
よります）

クラス

年間のアップグレード
可能回数

プラチナ（ルビー）

最大1度/年間

プラチナ（ダイヤモンド）

最大3度/年間

8. プレジデンシャル・ステイ＠クラブウィンダム・サウスパシフィック

プラチナ（ダイヤモンド）会員は、最低3泊以上の予約で、年に3回までプレステー
ジ・アシスタントをご利用いただけます。プレステージ・アシスタントはクラブ滞在時
に、外部への予約手配など必要なお手伝いを、電話対応させて頂きいます。

会員ポイントを利用して、プラチナ（ルビー）会員、及びプラチナ（ダイヤモンド）
会員は滞在日の11ヶ月前までに予約を行う場合には、クラブウィンダム・サウス
パシフィックのリゾートにてプレジデンシャル・スイートでの宿泊が可能です。
（予約可否は空室状況によります）プレジデンシャル・ステイをご利用の際には、
クラブウィンダム・サウスパシフィックの予約ガイドラインが適用され、滞在中は
クラブウィンダム・サウスパシフィックのリゾート・ガイドラインに従ってください。

4. コンシェルジュ・サービス*

9. エリート・チェックイン*

コンシェルジュ・サービスは、プラチナ会員がクラブリゾートでの休暇中にアクティビ
ティや地元のツアー等、アトラクションのご紹介から予約まで電話でのサービス
対応をさせて頂きます。ショーのチケット、日帰りツアー、物品購入など、料金が
発生するサービスについてはメンバーに追加費用をご負担いただく必要がござい
ます。

プラチナ（ルビー）会員、及びプラチナ（ダイヤモンド）会員は、エリート・チェックイン
の利用が可能です。（エリート・チェックインは特定のクラブリゾートでご利用いただ
ける、高速チェックインのサービスです）

3. プレステージ・アシスタント*

5. ゴルファー・アドバンテージ*
この特典は、ゴルフコースのあるクラブリゾート、またはグループ・リゾートにて現地
の利用状況により、ご利用いただけます。

10. スタイル・アライバル*
プラチナ（ルビー）会員、及びプラチナ（ダイヤモンド）会員は、滞在期間が
3日以上場合空港とクラブリゾート間の送迎サービスを、年間3回迄、
割引価格で利用する事が可能です。

クラス

特典

プラチナ（ルビー）

通常料金の15％割引（リゾートの所在地による）

プラチナ
（ダイヤモンド）

到着の際は片道で最長45キロ以内まで
無料送迎車を用意。45キロを超過する場合、
1キロ当たり公表料金の20％割引

11. バレー・パーキング*
バレー・パーキングはクラブウィンダム・アジアに滞在する全てのメンバーが、
1泊あたり1台の車を次の表に記載された料金にご利用が可能です。
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クラブウィンダム・アジア会員ポイントからウィンダムリワード®ポイントへ交換
されると交換を取り消す事はできません。

（空き状況によります）

クラス

特典

ゴールド
（サファイア）

通常料金の10％割引

プラチナ
（ルビー）

通常料金の15％割引

プラチナ
（ダイヤモンド）

バレー・パーキング無料

またメンバーによりレビー・ホリデーを利用している期間、年管理費を未払いの
状態、または会員ポイントの有効期限の45日未満の場合には、ポイントの
交換は不可能となります。
ポイント交換には都度US 49ドルの料金が発生いたしますのでご了承ください。

14. 予約キャンセル

12. リゾートのアクティビティ*
この特典は、クラブの特定の施設にて、リゾート内でのアクティビティ、及び
リゾートが提供するアクティビティの料金(の一部)がクラブによって負担される
サービスです。提供されるアクティビティはリゾートごとに異なり、変更される場合
があります。例として、プレジャーボート（電動機材も含む）、コイン式遊具、
外部の専門業者により提供されるゲーム及び活動が含まれます。アクティビテ
ィをご利用の際には、連続した時間枠でのご利用はお控えください。また、ご自
身の責任のもとでご利用いただき、ご利用に伴う怪我やその他の損失については
クラブ、クラブウィンダム・アジア、デベロッパーは責任を負いかねますのでご了承く
ださい。アクティビティへのご参加時には、その他ご利用規約をご確認の上、
ご利用ください。

クラス

特典

ゴールド
（サファイア）

通常料金の10％割引

プラチナ
（ルビー）

通常料金の15％割引

プラチナ
（ダイヤモンド）

電動モーターを伴わない機材の使用は無料、
電動モーターを伴う記載の使用料金の20％割引

クラブリゾートの予約キャンセルの際には、通知を頂いた日から滞在予定日
までの日数によりキャンセルチャージが発生する場合がございます。アソシエイト、
アフィリエイト、クラブ以外のリゾートでの予約キャンセルについては、
異なるキャンセルポリシーが適用される場合がございます。詳しくは予約時に
ご確認ください。
クラブリゾートへチェックイン後のキャンセルについては、早期チェックアウトの
場合でも料金の払い戻しは行っておりません。
電話での予約キャンセルについては、メンバー・サービス・チームまでご連絡を
頂く必要がございます。
予約キャンセルに関する詳細情報は、リゾートガイドおよびメンバー規約に
記載されています。

滞在日から61日から14か月前

以下の日程以内に
キャンセルの場合
キャンセルチャージ無し
チェックインの30日前まで

滞在日から15日から60日前

チェックインの10日前まで

滞在日から48時間から14日前まで

チェックインの48時間前まで

滞在日から0時間から48時間

キャンセル不可

予約内容

13. ウィンダムリワード®
ウィンダムリワード®メンバーシップクラブの全てのメンバーは生涯、ウィンダム
リワード®のロイヤルティ・プログラムを無料で利用可能です。
ウィンダムリワード®はウィンダム・ホテルグループのロイヤルティ・プログラムとなり
世界中のあるウィンダム・ホテルグループの所有、フランチャイズ、または管理する
ホテルにご滞在いただくことで、ロイヤルティ・ポイント（ウィンダムリワード®ポイント）
を獲得する事が可能です。更なるウィンダムリワード®ポイントの獲得方法につき
ましては、随時デベロッパーよりご紹介させていただきますが、変更される場合も
ございます。ウィンダムリワード®ポイントは、ホテル宿泊料、ギフトカード、その他
ウィンダム・ホテルグループから提供されるサービスに交換が可能です。
詳細に関しましては、www.clubwyndhamrewards.comのウィンダムリワード®
使用条件をご確認ください。
ウィンダムリワード®エクスチェンジ
メンバーは、メンバーシップの種別により条件は異なりますが、クラブウィンダム・
アジアの会員ポイントをウィンダムリワード®ポイントに交換する事が可能です。
交換の為替レートは以下の表に記載されています、ご参照ください。

15. キャンセル補償
予約時に会員ポイントを追加でお支払い頂くと、プレミアム・サービスとして
キャンセル補償をお付けする事が可能です。キャンセル補償をご利用の際には、
予期せぬキャンセルが発生してしまった場合でも以下の期間内にご連絡を頂く
事で、キャンセル費用をお支払い頂く必要がございません。メンバーシップのクラス
別で規定が異なりますので、以下の表をご参照ください。

キャンセル補償の適用について（レッドシーズンは適用外）
ゴールド
ゴールド
プラチナ
プラチナ
（エメラルド）
（サファイア）
（ルビー）
（ダイヤモンド）
チェックイン
チェックイン
10日前まで・
7日前まで・
ご利用
チェックインの
48時間前から
48時間前から
いただけません
48時間前まで
キャンセルチャージ
が発生します

キャンセルチャージ
が発生します

クラブウィンダム・アジア会員ポイントから、ウィンダムリワード®ポイントへの交換：

ゴールド
エメラルド
年間の最大
交換可能
ポイント数

ポイント
交換不可

プラチナ

サファイア

ルビー

ダイヤモンド

年間

年間

年間

最大20,000
ポイントまで

最大35,000
ポイントまで

最大63,000
ポイントまで

また、ウィンダムリワード®ポイントを使用してクラブウィンダム・アジアの年管理費
をお支払い頂く事も可能です。（一部をウィンダムリワード®ポイントでのお支払を
含む）この場合の交換レートはデベロッパーにより設定され、随時変更の可能性
がございます。

ご自身のポイント交換状況を確認や、ポイント交換レートを確認するには、
www.clubwyndhamrewards.comをご参照ください。

キャンセル補償が適用について（レッドシーズンも適用可能）
ゴールド
ゴールド
プラチナ
プラチナ
（エメラルド）
（サファイア）
（ルビー）
（ダイヤモンド）
チェックイン
ご利用いただけません
の5日前

メンバーシップ
のクラス

プレミアム・チャージ 会員ポイント

ゴールド
（サファイア）

予約に使用される会員ポイント合計の20％

プラチナ
（ルビー）

予約に使用される会員ポイント合計の15％

ログインはご自身のクラブウィンダム・アジア会員番号でお願い致します。
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プラチナ
（ダイヤモンド）

否については空室状況により決定され、フレキシ・ステイ・ポイントを使用した

予約に使用される会員ポイント合計の10％

例：
ルビー会員が、7,000会員ポイントを使用して宿泊予約を行ったとします。
追加の15％、1,050ポイント（7,000 x 15％= 1,050）を支払う事でプレミアム
予約が可能になりこの予約に支払われた会員ポイントの合計額8,050ポイント
になりますが、もしものキャンセルが発生した場合に、キャンセル補償特典が
適用されます。
16. メンバーズ・ウェルカム*
デベロッパーは、選択したクラブリゾート施設で、毎週メンバー交流のイベントを
開催しそのタイミングで施設に滞在されているメンバーは、そのようなイベントに
招待される事がございます。
これらのイベントの開催場所、日時は、リゾートごとに異なり、都度、
デベロッパ―が決定しています。

予約は、フレキシ・ステイ・ポイント購入時と同時に行われる場合に限られていま
す。フレキシ・ステイ・ポイントの購入費用はデベロッパーによって決定され、
随時、変更される場合がございますのでご了承ください。
予約条件に関しましては、メンバーシップのクラスにより異なりますので、
ご利用の際には下記の予約受付期間に関する資料をご確認ください。

利用条件
フレキシ・ステイ
＆
クラブウィンダム・
サウスパシフィック・
フレキシ・ステイ

ゴールド
ゴールド
プラチナ
プラチナ
（エメラルド） （サファイア） （ルビー） （ダイヤモンド）

予約時の
滞在日数

最低2泊
最大5泊

最低2泊
最大6泊

最低2泊
最大8泊

最低2泊
最大10泊

週末のみ
利用数/年間

最大１回

最大2回

制限なし

制限なし

予約
受付期間

21日

28日

35日

42日

17. 予約フリーダイヤル
クラブリゾートでの予約フリーダイヤルはデベロッパーが提供しています。
現時点ではマレーシア、フィリピン、シンガポール、タイやインドネシアにてご利用
可能ですが、随時、変更もございますので、ご予約前にリゾート・ガイドをご確認
ください。その他のエリアからのお電話によるご予約は、ご自身で電話料金の
負担をお願い致します。
18. ウィンダムホテルズ・インターナショナル・ベストレート
メンバーがウィンダム・ホテルズ・インターナショナルの予約を取る際には
宿泊予約時のベストレートにアクセスする事が可能です。
これらの料金は空室状況により変更や、予告なく他の施設に置き換えられる
場合がございます。キャンセルポリシーは、ご予約の際にご案内させて頂きます
が、利用施設により異なりますのでご注意ください。
上記の特典が対象となる宿泊施設に関するご案内は、
wwwclubwyndhamasia.comに記載されていますのでご参照ください。
19. Wi-Fi *
アジアにある全てクラブ施設（例外：エクセプショナル・ロケーション）にてWi-Fiの
利用が可能です。アクセス量、及びダウンロードの制限を超過した場合には
追加料金が発生する場合がございます。
追加料金に関する制限は各クラブ施設によって異なりますので、予約時に
ご案内させて頂きます。
Wi-Fiサービスは外部のプロバイダーから提供される為、クラブ、デベロッパー、
クラブウィンダム・アジアは可用性保証、サービスの中断、また、コンピューター
ウイルスなどの悪意あるソフトウェアからの保護を保証するものではございません。
またクラブ、デベロッパー、クラブウィンダム・アジア、また関連する企業は、技術的
な問題、データの損失または送信に対する責任、リゾート内でのWi-Fiの使用
中、または使用の結果として発生したウイルスなど関する、一切の責任を負う
ものではございません。
20. お部屋の清掃サービス（昼間、夜間）*
アジアのクラブ施設では毎日、お部屋の清掃を行いますが、滞在日数により
異なる場合がございます。また、アジア以外のクラブ施設では追加料金が発生
する場合がございます。お部屋の清掃については、空室状況、頻度、追加料金
など施設により異なりますので予約時にご案内させて頂きます。アジアのクラブ
施設にて、ゴールド（サファイア）会員以上がご利用時は、お部屋の清掃（夜）を
提供させて頂きます。
21. RCI エクスチェンジ・メンバーシップ
メンバーは年会費や追加費用なしで、ご希望次第でRCIエクスチェンジを利用い
ただく事が可能です。ご利用に関する規約および条件はRCIにより設定されてい
ます。詳細については、rci.comをご覧ください。
RCIエクスチェンジをご利用の際には、会員ポイントを交換する為の交換手数料
が発生いたします。また、お部屋の清掃料金など、その他のサービス料金が発生
する場合がございます。
22. フレキシ・ステイ ＆ クラブウィンダム・サウスパシフィック・フレキシ・ステイ
フレキシ・ステイ・ポイントとは、メンバーがフレキシ・ステイ・ポイントの購入する事
ができるよう、デベロッパーにより提供されるプログラムです。フレキシ・ステイ・
ポイントとは、予約を完了する為に不足している会員ポイントを、その時、1回だ
けの利用を前提に、会員ポイントを追加購入する事ができるポイントでクラブ
またはグループ・リゾートにて利用が可能です。同様に、クラブウィンダム・サウス
パシフィック・フレキシ・ステイ・プログラムによりメンバーは、1回の使用を目的として
フレキシ・ステイ・ポイントを購入する事でクラブウィンダム・サウスパシフィック・
リゾートにて利用が可能です。
これらのプログラムを利用して予約する場合には、滞在日の21日前まで、
滞在期間は2泊以上が対象となりますので、ご注意ください。
フレキシ・ステイ・ポイントの購入、及び、フレキシ・ステイ・ポイントのご利用の可
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クラブウィンダム・サウスパシフィック・フレキシ・ステイでの予約についてはクラブ
ウィンダム・サウスパシフィックが定める追加のキャンセル条件が適用となりますの
でご予約の際にご案内させて頂きます。クラブウィンダム・サウスパシフィックの
施設に滞在するメンバー及びそのゲスト様は、クラブウィンダム・サウスパシフィック
の規約を順守して頂きますよう、お願い致します。
23. フレキシ・ステイ・アドバンス
メンバーシップのクラスにより、フレキシ・ステイ・アドバンスを利用する事で最大、
滞在日の14ヶ月前から予約受付が可能となります。
フレキシ・ステイ・アドバンス・ポイントはクラブ、グループ・施設、クラブウィンダム・
サウスパシフィックのいずれかで１回の利用を目的に、所有している会員ポイント
では不足するポイントに追加して購入し滞在予約を完了することが可能となり
ます。フレキシ・ステイ・アドバンスでの滞在は最低2日間必要となり、追加の予約
条件についてはメンバーシップのクラスによって別途、適用される場合がございます。
詳細については、以下の表をご参照ください。

利用条件
フレキシ・ステイ・
アドバンス

ゴールド
ゴールド
（エメラルド） （サファイア）

プラチナ
（ルビー）

プラチナ
（ダイヤモンド）

予約時の
滞在日数

最低2泊
最大5泊

最低2泊
最大6泊

最低2泊
最大8泊

最低2泊
最大10泊

週末のみ
利用数/年間

最大１回

最大2回

制限なし

制限なし

予約
受付期間

12ヶ月

12ヶ月

14ヶ月

14ヶ月

フレキシ・ステイ・アドバンスの価格はデベロッパーにより決定され、随時、
変更される可能性があります。
割引価格の適用については以下をご参照ください。

メンバーシップ・クラス

フレキシ・ステイ・アドバンス
の割引について

ゴールド（サファイア）

10%

プラチナ（ルビー）

15%

プラチナ（ダイヤモンド）

20%

24. フレキシ・ステイのキャンセル
フレキシ・ステイ、及びフレキシ・ステイ・アドバンスに関する予約キャンセルに
ついては以下の期間以内にご連絡を頂いた場合のみ、キャンセルチャージ無し
で対応させて頂きます。

© 2021 - January 2021. Wyndham Destinations International Limited CN 2143941
Club Wyndham Asia (HK) Limited CN 2143974

注：予約キャンセル後には、新たな予約が可能になる迄、48時間の待機期間
が設定されています。予約されたクラブ施設にチェックイン終了後は、早期チェッ
クアウトをされた場合でもキャンセルチャージやフレキシ・ステイ・ポイントの払い戻
しはございませんのでご注意ください。予約のキャンセルのについては、リゾート
ガイドに記載された、メンバー・サービスチームまで営業時間内にご連絡ください。

フレキシ・ステイ 予約のタイミング

以下の期間内に
ご連絡を頂いた場合は
キャンセルチャージ無し

滞在日 61日～14ヶ月前

チェックインの30日前まで

滞在日 15日～60日前

チェックインの10日前まで

滞在日 48日～14日前

チェックインの48日前まで

滞在日 0～48日前

キャンセル不可

上記の期間外での予約キャンセルについては、フレキシ・ポイント、会員ポイン
ト、手数料等の払い戻しや返金は行っておりませんのでご注意ください。
25. グループ・リゾート
メンバーはデベロッパーから提供される特典の１つとして、ワールドマーク、ザ・クラ
ブ（米国）のリゾート、及びクラブウィンダム・サウスパシフィックリゾートへ利用アクセ
スする事が可能です。クラブと提携グループ・リゾートとの契約の継続条件次第
で、利用アクセスの使用条件や特典提供の有無は、予告なしに変更や終了
する可能性がございます。
ワールドマーク、ザ・クラブ（米国）や、クラブウィンダム・サウスパシフィックオーナーは、
利用日の13ヶ月前にリゾートを予約する事が可能なため、グループ・リゾートでの
予約はご希望通りご利用いただけない場合もございますので、ご了承ください。
詳細については、下記の予約期間表を参照してください。
予約時間枠の要件については、プログラムルール27をご参照ください。利用者は
全てグループ・リゾートのルールとガイドラインを順守して頂きご滞在に伴う使用
手数料や、または税金についてはご自身でご負担ください。
（部屋清掃、宿泊税、手数料の追加料金等、1泊につき1-15米ドルが発生
する場合がございます。追加料金の詳細については予約時にご確認ください。

29. 休会制度
年管理費、施設の維持費、修理費などの費用を負担する為すべてのメンバー
がクラブに支払う年管理費です。メンバーにはデベロッパーにより休会という
オプションが提供されていす。休会を利用される場合には、その年の6月30日ま
でに認定されている会員ポイントをデベロッパーに返却する事で、メンバーに
代わって年管理費をデベロッパーにより負担されます。
このオプションは3年間の期間に、最大連続した2年間迄の利用に制限されて
おり休会の利用に伴い、年間30米ドルの手数料が発生します。既に年管理費
を支払い済の状態で、休会の利用をされる際には該当の年管理費の金額を、
デベロッパーより払い戻しが行われます。
この特典はデベロッパーによって提供され、予告なく変更または終了する可能性
がございますのでご了承ください。
30. 追加の定義
メンバー記念日会員ポイントが購入された翌年以降の、購入月の初日を意味
し、メンバーシップが継続する限り変更されません。会員が追加で会員ポイントを
購入した場合も、メンバー記念日は変更されません。
メンバー記念年度
記念日に始まり、翌年の記念日前日の終了する1年の期間を意味します。
但し、購入初年度については購入日から、翌年のメンバー記念日までを1年の
期間とします。
アパートメント、またはクラブアパートメント
クラブ施設にはＣＷＡが受益権または所有権を保有し、メンバーがメンバーシップ
により利用する事ができる、アパートメント、コンドミニアム、ユニット、ビラ、
スイート、ホテル、またその他の宿泊施設を含みます。
クラブリゾート、またはリゾート
宿泊施設を含む、リゾート（またはリゾートの一部）を意味します。
エクセプショナル・ロケーション
クラブまたはデベロッパーにより、エクセプショナル・ロケーションとして指定された
リゾートです。
詳細については、プログラム・ルール28をご参照ください。

26. 提携リゾート
提携リゾートは、クラブまたはデベロッパーによって所有される施設ではありません
がメンバーの旅行の選択肢をより多く提供する為に、デベロッパーにより追加され
たオプションです。提携リゾートの利用期間には制限が設けられ、事前の予告な
しに変更や終了の可能性がございます。ご滞在に伴う使用手数料や、または税
金についてはご自身でご負担ください。また予約可否については施設の空室状
況により異なります。
提携リゾートでの予約受付期間はメンバーシップのクラスによって異なります。
予約時間の要件については、下記のプログラムルール27の予約表をご参照
ください。
27. 予約受付期間

フレキシ・ステイ・ポイント
プレミアム会員がデベロッパーから追加購入できる会員ポイントを意味し、予約
の為または予約に不足する会員ポイントを補う際に、認定ポイントと組み合わせ
て利用が可能です。
フレキシ・ステイ・アドバンス・ポイント
プレミアム会員がデベロッパーから追加購入できる会員ポイントを意味し、予約
の為または予約に不足する会員ポイントを補う際に、認定ポイントと組み合わせ
て利用が可能です。
メンバー

メンバーシップの
クラス

エメラルド

サファイア

ルビー

ダイヤモンド

クラブリゾート

12ヶ月

12ヶ月

14ヶ月

14ヶ月

フレキシ・ステイ

21日

28日

35日

42日

フレキシ・ステイ・
アドバンス

12ヶ月

12ヶ月

14ヶ月

14ヶ月

フレキシ・ステイ
クラブウィンダム・
サウスパシフィック

21日

28 日

35 日

42 日

グループ・リゾート

9ヶ月

9ヶ月

11ヶ月

11ヶ月

認定ポイント

提携リゾート

9ヶ月

9ヶ月

11ヶ月

11ヶ月

直接、デベロッパーから購入した会員ポイントを意味します。

プレジデンシャル・
ステイ
クラブウィンダム・
サウスパシフィック

該当
なし

該当なし

11ヶ月

11ヶ月

ＣＷＡの会員ポイントが発行され、メンバーシップ保有するＣＷＡ会員を意味し
ます
プレミアム会員
ＰＤＳに記述されている通り、そのプレミアム会員ポイントを所有するメンバーを意
味します。
認定プレミアム会員
認定プレミアム・ポイントを所有するメンバーを意味します。

非認定ポイントはデベロッパー特典の利用対象外となります。

28. エクセプショナル・ロケーション

RCI							
Resort Condominium International（リゾート・コンドミニアム・インターナショナ
ル）です。
*このマークのある特典はクラブウィンダム・アジアのリゾートのみでご利用いただけ
ます。

クラブまたはデベロッパーが、施設の場所や品質を基準に指定している
ロケーションです。エクセプショナル・ロケーションでは、特定の特典の利用不可、
及び/またはルームサービスとWi-Fi等を含む
追加料金の請求が発生する場合がございます。
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