June 2021

会員優待・特典のご案内
リーガル香港ホテルが、滞在期間や目的に応じたステイケーション・プランを倶楽部会員は5％オフ

アートジャミングステイケーション
コーズウェイベイにある指定のプロのアートスタジオでのハンドクラフト活動付き （8 月 31 日までの利用に適用）

パッケージＡ 朝食付 ＨＫ＄1，030；
パッケージＢ 朝食とランチビュッフェ付 ＨＫ＄1，320- ；
パッケージＣ 朝食とディナービュッフェ付 ＨＫ＄1，580【プラン内容】
●スーペリアルーム（デラックスルームへのアップグレード）（空室状況

により）
●パッケージＡ：朝食2名様（無料）
●パッケージＢ：朝食とランチビュッフェ2名様（無料）
●パッケージＣ：朝食とディナービュッフェ2名様（無料）、ディナービュッフェは木
曜日から日曜日、祝日と祝日イブ適用）
●客室Wi-Fi利用 ●午後4時までのレイトチェックアウト（空室状況により）
●ジム、屋上プール利用サービス
※営業時間により、利用できない場合があります。
●アートジャミング活動2名様（無料）、下記より一つ
１）ロシアン人形（２セット、１セット人形5個）
２）トルコランプ（モザイク電気スタンド一つ）
１）と２）は月曜日から日曜日適用
３）バスボム（1セットに小さいバム六つ若しくは大きいバム4つ）

４）風景画
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（絵画二つ） ; ３）と４）は月曜日から土曜日限定
利用条件：上記の料金に税・サービス料10％が加算されます。他のプロモーションや優待との併用はできません。 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、予約確認され、到着前に、ホテルからアートジャミングの手配について連絡がある。 対
象外となる施設、日時、料理など、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。

Member's Special Offer & Privilege
Club member could enjoy extra 5% discount of the promotional rates at Regal Hongkong Hotel promotions as following:
Art Jamming Staycation – Art Jamming” handcraft activities at appointed professional art studio in Causeway Bay

Package A Room With complimentary Breakfast HK$1,030；
Package B Room with complimentary Breakfast and Lunch HK$1,320- ；
Package C Room with complimentary Breakfast and Dinner Buffet HK$1,580[Privileges] (Applicable for staying until 31st August 2021)
●Complimentary upgrade to next category (subject to availability)
●Package A: Daily Breakfast for 2 persons
●Package B: Daily Breakfast and Lunch Buffet for 2 persons
●Package C: Daily Breakfast and Dinner Buffet for 2 persons, Dinner buffet available for every Thursdays to Sundays, Public
Holiday and Public Holiday Eve
●Free use of in-room internet access.
●Complimentary access tour Topform gymnasium and Rooftop outdoor swimming pool (Subject to opening schedule)
●Selection from one of the following options
1) Russian doll (2 sets, each set with 5 dolls) 2) Turkish lamp (2 Mosaic desk lamp)
Applicable on Mondays to Sundays.
3) Bath bomb (1 set with 6 small bombs or 4 large bombs) 4) Scenery Painting (2 pictures)
Applicable on Mondays to Saturdays only.
●Late Check-out at 4:00 pm
Terms：The above rates are net, inclusive of 10% service charge and prevailing government tax and offers cannot be used in
conjunction with any other promotions and subject to room availability. Late check-out till 6:00 pm (Subject to availability),
Prior reservation is required at least one day in advance, no cancellation, amendment, and refund will be allowed once the
booking is confirmed, once the booking is confirmed and prior to your arrival, Hotel will contact you for all the “Art Jamming”
arrangement. [For all promotion, in case of any dispute, the decision of Regal Hongkong is final and conclusive.]
https://www.regalhotel.com/regal-hongkong-hotel/en/promotions/long-staying-package.html
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

