
ポイント
付　与

申込方法

諸条件

ポイント
交　換

ポイント
有効期間

ホテルの宿泊、レストラン・バー、
スパやオンラインショップでの
お支払い額に応じて
ポイントが貯まります。

1,000円以上のご利用（サービス料込・税金別）で2%のポイント加算。

※ポイント付与の対象施設やサービス、対象外事項については
会員ウェブサイトにてご確認いただけます。

※毎年1月～12月の1年間を判定期間とし、期間中の獲得ポイント数に
応じて翌年からのポイント付与率が変動します。

お申し込みはオンラインで。

m e m b e r s . p a l a c e h o t e l . c o . j p

貯まったポイントは、5 , 0 0 0 Pから
宿泊、レストラン・バーやスパで
ご利用いただけるホテル券に
交換可能です。

以降1,000ポイント単位で交換可能。

※ホテル券は電子チケットとして会員ページに表示されます。
※ホテル券のご利用が可能な対象施設については、
会員ウェブサイトにてご確認いただけます。

Earn points based on the amount paid for usage of 
accommodat ion, restaurants and bars, spa as wel l as 
other ser v ices and faci l i t ies.

Apply for membership onl ine.
Apply ing for 
membership

Earning 
Points

Terms

Points earned may be redeemed for an eVoucher from 
5,000 points or more, in denominat ions of 1,000 points.

2% points added for JPY 1,000 spent 
(incl. service charge, excl. tax) or more.

- Please see the Terms and Conditions on the membership website

for facilit ies and services applicable for earning points.

- Based on the number of points earned in one year from

January to December each year, the point award rate for

the following year will fluctuate.

- The latest information on facilit ies and services where e-Vouchers

may be used will be shared on the membership website.

Please access the website from the URL or 
QR code and apply for membership online.

- Must be an individual over the age of 20 to

apply for membership.

- Membership card will not be issued.

5,000P ¥5,000

会員番号は1名につきひとつとします。
入会金、年会費、そのほか、会員になるための諸費用は一切かかりません。
当会が入会を承認し登録された後においても会員として不適当と認められたときは、事前に通知することなく
会員資格を取り消すことがあります。また、同理由で再入会を拒否することができるものとします。
会員の個人情報の取り扱いはパレスホテルグループプライバシーポリシーに準じます。

・
・
・

・

Only one membership ID will be given to one person. 
There is no admission fee or annual membership fee.
Even after membership is approved and registered, membership may be disqualified without prior notice if an 
individual is deemed inappropriate as a member. In addition, re-admission may be refused for the same reason.
The handling of personal information of members is in accordance with Palace Hotel Group's Privacy Policy.

・
・
・

・

URLまたはQRコードより会員ウェブサイトに
アクセスいただき、お申し込みください。

※ご入会は20歳以上のお客様とさせていただきます。
※カードの発行はございません。

2 年間
最後にポイントが加算または交換されてから2年間、ご利用
（ポイントの増減）がない場合、すべてのポイントが失効いたします。

2 years

Al l points wi l l be revoked when there are no points 
act iv i t y (ei ther earnings or usage) within a consecut ive 
two-year per iod.

Points 
Val idi t y

Using 
Points

 5％2％  8％

6,000~
59,999 P~5,999 P 60,000 P~

members.palacehotel.co.jp

