
*日本語訳は下部参照 

 

Terms and Conditions 

 

Hawaiian Airlines Campaign for Hilton Grand Vacations Owners 

 

The following terms and conditions shall apply to the Hawaiian Airlines, Inc. (“Hawaiian”) 

promotion whereby Hawaiian will provide a limited number of complementary one-way upgrade 

to Extra Comfort seat (“Gift”). To qualify for the Gift, customer must book a Hawaiian flight 

through Hawaiian Airlines Japan Call Center that departs between Haneda Airport (HND) and 

Ellison Onizuka Kona International Airport (KOA) (HA851/852) (the “Flight”).  The Flight must 

be booked by March 31, 2019 for departures from Haneda (HND) between February 13, 2019 -

March 9, 2019, April 1, 2019 – April 26, 2019, May 2, 2019 – July 12, 2019, August 27, 2019 – 

December 6, 2019. Existing reservations are not eligible for the Gift. All passengers flying on a 

qualifying itinerary shall be eligible for the Gift. 

 

For the avoidance of doubt, the flight itinerary and travel must commence after February 13, 

2019 and before December 6, 2019, and tickets must be booked in Economy Class.  

 

Only one (1) Gift shall be awarded to each qualifying customer who adheres to these terms and 

conditions.  The right to receive the Gift is not transferable, and in no instance shall cash or other 

reward be substituted in place of the Gift.   

 

In the event that customer cancels his/her Flight reservation, customer shall not be eligible for 

The Gift. Hawaiian shall review the bookings to determine customer’s eligibility, which 

determination shall be in Hawaiian’s sole discretion.  Upon determination of eligibility, Hawaiian 

shall upgrade the booking class to Extra Comfort.  

 

Terms and conditions of booking class that the ticket is booked will apply. Tickets purchased 

outside the booking period stated above are not eligible for the Promotion. If a flight is canceled 

and a customer is rebooked to an alternate flight or date, Hawaiian will make an effort to rebook 

in Extra Comfort seat but due to seat availability, there is a chance that Extra Comfort seat is not 

available and in that case the Gift will be canceled.  

 

Flights must be booked with Hawaiian’s flight numbers. Codeshare flights and flights booked with 

other carriers’ flight numbers are not eligible.  

 

 

＊＊英語版規約の日本語訳であり、英語版が法的効力を持ちます＊＊ 

 

ヒルトン・グランド・バケーションズオーナー様限定キャンペーン 

 

ハワイアン航空（以下、Hawaiian）が、対象の Hawaiian 便を利用した顧客に対し、限定数のエクストラ･コ

ンフォート片道無料アップグレード（ギフト）を提供するキャンペーンにつき、以下の規約が適用されます。

ハワイアン航空コールセンター/クラブメンバー様専用番号にて 2019年 2月 13日～2019年 3月 9日、

2019年 4月 1日～2019年 4月 26 日、2019年 5月 2日～2019年 7月 12日、2019年 8 月 27 日～

2019年 12月 6日の間に羽田空港（HND）とエリソン･オニヅカ・コナ国際空港（KOA）間を発着する直行



便（HA851/852）を利用する旅程の航空券を 201９年 3 月３１日までの間に購入された方が対象です。

すでにご予約済みの航空券は対象外です。条件を満たしたご予約記録内のご旅行者全員が対象とな

ります。 

 

キャンペーン対象となる条件として、2019年 2月 13日から 2019年 12月 6日までの間に出発するご旅

程で、エコノミークラスでご予約される必要があります。 

 

キャンペーン対象を満たすお一人につき一つの Gift が贈られます。Gift は譲渡できません。現金やそ

の他の賞品との交換もできません。 

 

ご予約を取り消した場合は、Gift 対象外となります。Hawaiian はお客様のご予約内容を確認し、当キャ

ンペーンの対象であるかを決定する権利を有します。対象とみなされたお客様のみ、お座席をエクスト

ラ･コンフォートにアップグレードします。 

 

ご予約をされた航空券予約クラスの利用規約が適用となります。上記記載の予約期間外にご予約され

た航空券はキャンペーン対象外です。ご搭乗予定便が欠航となり代替便にご予約が振り替えられた場

合、代替便の予約状況や使用機材によりエクストラ･コンフォートのお座席をご利用いただくことができな

い場合があります。その場合、Giftの権利は失効します。 

 

ご利用便はハワイアン航空便名でのご予約が必要です。他社運航便や他社便名でご予約された航空

券は対象となりません。 

 

 

 

 


