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会員優待・特典のご案内
リーガル香港ホテルが、ステイケーション・プランを倶楽部会員は料金月曜から金曜５％オフ、土、日、祝日イブ、祝日は8％
オフが受けられまる。（2021年12月13日から2022年2月28日までの滞在適用）

パディントンの冒険™ステイケーション
ロンドンからやってきたバディントンは２月末までリーガル香港に滞在
朝食ビュッフェ付きスーペリアルーム
HK $ 1,100（月〜金 ） / $ 1,250 （土・日）/ $ 1,400 （2021 年 12 月 24
〜27、31 日 2022 年 1 月 1 日、2 月 1〜5 日）
朝食とディナーブュッフェ付きファミリートリプルルーム
HK $ 2，200 （月〜金 ）/

$ 2，350 （土・日）/ $ 2，500 （2021 年 12

月 24〜27、31 日 2022 年 1 月 1 日、2 月 1〜5 日）
そのたルーム別パッケージ料金詳細については、リーガル香港プロモー
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ション、こちらのリンクを参照してください。
https://www.regalhotel.com/regal-hongkong-hotel/en/promotions/rhk-christmas-2021.html
【プラン内容】
・高さ 20cm（*テーマルームは高さ 20cm を二つ）の Paddington™ソフト人形、グッズバッグ 1 個（1 部屋 1 泊あたり）。
・子供用アメニティのセット（12 歳以下の子供用で、在庫がなくなり次第終了）。
・毎日 2 本の無料の水（ファミリールームの場合は 3 本）。
・屋上ジム利用（営業スケジュールによる）。
・無制限の室内インターネットアクセス。
・Paddington™アフタヌーンティーセットを 20％割引（テイクアウトの 10％割引）。
・午後 3 時までのレイトチェックアウト（2021 年 12 月 24〜26 日、31 日、2022 年１月１日から４日を除く日曜日から木曜日の
予約に適用。
・リーガプレスダイニングバウチャー（利用条件と規約つき）
【アップグレード】
パディントンテーマルームをスイートルーム HK $ 350、デラックスルーム HK＄100 などで利用です。

利用条件：上記の料金に税・サービス料 10％が加算されます。 2022 年 2 月 28 日までの利用適用、新しい予約利用のみ.。
ファミリールームは大人２名、１２才または以下子供１名。他の特典との併用はできません。委託予約できません。１日前ま
での予約が必要、予約確認後のキャンセル、変更、返金はできません。テーマルームは先着順。朝食ブュッフェ、ブュッフェ
ランチとディナーブュッフェは大人２名、（ファミリーﾄﾘﾌﾞﾙルームは大人２名、１２才以下子供１名）。

[対象外となる日、利用に関する最終決定権はリーガル香港ホテルにあります。]
Regal Hongkong Hotel 富豪香港酒店 https://www.regalhotel.com/regal-hongkong-hotel/en/home/home.html
88 Yee Wo Street, Causeway Bay, Hong Kong 予約お問い合わせ ☏ 2837 1786 E メール rhk.sales@regalhotel.com
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Member's Special Offer & Privilege
Club members could enjoy package from 5%up to maximum of 8%
discount at Regal Hongkong Hotel promotions as following:
The Adventures of Paddington™ Staycation Package – (from 13
December 2021 till 28 February 2022 all dates are inclusive)
Discount for Paddington™ Afternoon Tea-Set / Free late check-out /
Regal Palace dining vouchers
Package A (Room with Buffet Breakfast)
Superior Room HK$1,100(Mon to Fri) / $1,250 (Sat & Sun) / $1,400
(24-27,31 Dec 2021 1 Jan, 1-5 Feb 2022)
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Family Triple Room HK$1,250(Mon to Fri) / $1,400(Sat & Sun) / $1,550 (24-27,31 Dec 2021 1 Jan, 1-5 Feb 2022)

Please refer to the link for room types & package Options details:
https://www.regalhotel.com/regal-hongkong-hotel/en/promotions/rhk-christmas-2021.html
Supplement for premier room selections *Supplement charge for Paddington™ themed room / suite at HK$350
Deluxe Room at HK$100 / Premier Room at HK$200 / Executive Club at HK$500
[Privileges]
-One size of 20cm tall (*20cm tall of 2pcs for Themed Room) Paddington™ soft toy and one goodies bag (per room per night).
One set of in-room kid amenities (for child age 12 or below and while stock lasts);
-Complimentary 2 bottles (3 bottles for Family room) of water daily.
-Free access to Topform Gymnasium (subject to opening schedule) & unlimited in-room internet access
- 8% discount on Mondays to Fridays & 5% discount on Saturdays, Sundays, Eve of Public Holidays & Public Holidays
- 20% discount for Paddington™ dine-in Afternoon Tea-set (10% discount for Takeaway)
- Late check-out till 3pm (For bookings check-out on Sundays to Thursdays, except 24-26 & 31 Dec 2021, 01-04 Feb 2022
inclusive)
- HK$600 Regal Palace Dining Voucher (Terms & Conditions applied)
Terms and Conditions:
Applicable to reservations for new booking only; Family Room is applicable for 2 adults & 1 child aged below 12 years old
No. of buffet breakfasts, buffet lunch& dinner will subject to 2 adults / persons (Family Triple Room for 2 adults & 1 child aged
below 12 years old). The above rates are subject to 10% service charge and prevailing government tax (if applicable).
Non-commissionable. Prior reservation is required at least 1 day in advance. No cancellation, amendment and refund allow
once booking confirmed. The offer is subject to room and restaurant availability and changes without prior notice, Offers
cannot be used in conjunction with other discounts or promotional offers.
[For all promotion, in case of any dispute, the decision of Regal Hongkong is final and conclusive.]
Regal Hongkong Hotel 富豪香港酒店 https://www.regalhotel.com/regal-hongkong-hotel/en/home/home.html
88 Yee Wo Street, Causeway Bay, Hong Kong Reservation and inquiries hotline ☏ 2837 1786 or rhk.sales@regalhotel.com

