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スターウッドのロイヤルティ プログラム「SPG®」が
「Better by the Night」グローバル プロモーションを開始
トラベラー必見！価値あるスターポイントを上限なく獲得できるチャンス
憧れの旅行をよりスピーディーに実現
SNS、ホテル自社ウェブ、スマートフォンの活用で追加ボーナスも

スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイドと数々の受賞歴を誇る自社の顧客ロイヤルティプロ
グラム「スターウッド プリファード ゲスト（Starwood Preferred Guest®、以下 SPG）」は、全世界に
向けた新たなプロモーション、SPG Better by the Night を発表しました。これにより、SPG 会員（入
会・年会費無料）は 2012 年 10 月 1 日から 2012 年 12 月 20 日までの期間中、多くの価値あるス
ターポイント（Starpoints®）を上限なく獲得することができます。貯めたスターポイントは、特典除外
日の制限を受けずに、いつでも無料宿泊特典や航空券に交換することが可能です。
SPG Better by the Night プロモーションに登録済みの SPG 会員は、1,000 軒以上からなるプロ
モーション参加ホテルまたはリゾートで 1 泊または 2 連泊の滞在を行うと、通常の 2 倍となるスター
ポイントを獲得することができ、3 連泊以上の滞在に対しては 3 倍のスターポイントを獲得できます。
また、SPG プログラムに参加している 1,100 すべてのホテルやリゾートの予約を iPhone 用の
SPG アプリで行うと 500 ボーナス スターポイントが付与され、SPG.com をはじめとする自社ウェブ
の予約には 250 ボーナス スターポイントが付与されます。さらに、追加インセンティブとして SNS
の Foursquare アカウントでスターウッドのホテルまたはリゾートへのチェックインを行った場合*に
は、250 ボーナス スターポイントが付与されます。
SPG のシニア ヴァイス プレジデントであるクリス・ホールドレン（Chris Holdren）は、次のように述
べています。「私たちは引き続き、SPG 会員であるお客様に対して、ご滞在体験がより豊かになる
よう多くの選択肢と柔軟性を提供してまいります。SPG 会員の方は Better by the Night プロモー
ションをご利用された滞在を通じて、多くのスターポイントを獲得していただけますが、弊社の自社
ウェブサイトや専用アプリ経由でのご予約、ソーシャルチャネルの活用によって、更なるスターポイ
ントの獲得チャンスを得ることができます。このプロモーションを通じて、会員の皆さまにより充実し
た SPG 体験をお届けできることを期待しています。」
最新技術を採用し、今年 3 月に発表された iPhone 用の SPG アプリは、スターウッドが擁す 9 つ
のホテルブランドでパーソナライズされたゲストエクスペリエンスを実現する目的で導入されました。
この新アプリは、接続性（オンライン）の高い昨今のグローバルトラベラーのニーズに合ったスター
ウッドの継続的な技術革新の一環として提供されています。たとえばスターウッドでは、業界初の
FaceTime 顧客サービスを提供していますが、この機能を新しい SPG アプリにも組み込んでいま
す。この SPG アプリには、予約記録、SPG 会員情報、ホテル検索、渡航先エリア情報、ソーシャル
メディアチャネルへのアクセス機能など、旅に必要なすべて情報がひとつにまとめられています。ま
た、SPG.com と同様に、iPhone 用の SPG アプリから予約した会員のお客様は、常にスターウッド
のベストレート保証（最低価格保証）を受けることができます。

「SPG Better by The Night」プロモーション概要：
プロモーション登録期間：
2012 年 11 月 30 日まで
プロモーションサイト：
spg.com/betterbythenight
SPG & Foursquare アカウントの同期化：
spg.com/socialcheckins
特典獲得の対象となる滞在期間：
2012 年 10 月 1 日～2012 年 12 月 20 日まで
*アカウントの同期化が必要。

<スターウッド プリファード ゲスト(Starwood Preferred Guest) について＞
1999 年のスターウッド プリファード ゲスト プログラム誕生以来、世界各国の対象ホテルにおける無料
宿泊特典の利用がブラックアウト（特典除外日）無しで出来るという革新的なポリシーを導入し、ホスピタ
リティ業界におけるロイヤリティ プログラムのあり方を変えてきました。会員の皆様を中心に据えたプロ
グラムを作ることで、SPG は最も情熱的且つ、知識ある会員を擁するホテル ロイヤリティ プログラムへ
と成長しました。SPG.com, SPG.com/stayconnected, SPG.com/flights, thelobby.com などにおいて
最新テクノロジーを起用し、革新的なチャンネルを開拓することで、SPG プログラムは業界をリードし続
けています。世界約 100 ヶ国に 1,112 軒以上を数えるホテル・リゾートにて、スタンダードルームを特典
除外日なしで提供する無料宿泊特典、数百を超える航空会社を除外日無しで利用できる無料フライト特
典、24 時間チェックインが可能な Your24 や永久会員資格である SPG ライフタイムの新規導入、そして
一生に一度の貴重な体験を提供する SPG モーメンツ プログラムを通じて、SPG は世界を最も頻繁に
旅するトラベラーを魅了し、また他社にない魅力と競争の優位性をもたらしてきました。スターウッド プリ
ファード ゲストに関する情報は、専用サイト SPG.com/jp にてご確認いただけます。

＜スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc.について＞
スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc.は、世界 100 カ国でおよそ 1,112 のホテル/リゾートを
所有・運営する、総従業員数 15 万 4 千人のホテル・レジャー企業です。スターウッドホテルは、ホテル、
リゾート、およびレジデンスのオーナー/運営会社/フランチャイザーとして、セント レジス、ラグジュアリー
コレクション、W、ウェスティン、ル メリディアン、シェラトン、フォーポイント・バイ・シェラトン、そして最新の
アロフトとエレメントを含む人気ブランドを展開しています。同社が誇る業界屈指のロイヤルティプログラ
ム、スターウッド プリファード ゲスト（SPG®）では、獲得したポイントを無料宿泊、ルームアップグレード、
航空券などの特典に交換でき、ブラックアウト（特典除外日）なくご利用いただけます。また、スターウッド
は、タイムシェアに基づく高級リゾートの開発と運営を手掛けるスターウッド バケーション オーナーシップ
Inc.も所有しています。
詳細は www.starwoodhotels.com および www.starwoodhotelsjapan.com/jp をご覧ください。
報道関係からのお問い合わせ先
日本スターウッド･ホテル株式会社

株式会社オズマピーアール

担当：べ スンオク

担当：鈴木、パーカー、長田（おさだ）

tel.03-5423-6106 fax.03-5423-4823
email: soonok.bae@starwoodhotels.com

tel.03-4531-0216

fax.03-3265-5267

※参考資料
≪スターポイント特典交換例≫
スターポイント数

特典交換例

375

5 米ドル相当のクレジット

750

10 米ドル相当のクレジット （ホテル内でのご利用）

1,000
1000～1500

通常料金の 50%割引

（ホテル内でのご利用）

（最長 5 泊まで）

お部屋のアップグレード

（カテゴリー1～4 のホテル）

1,200

キャッシュ&ポイント宿泊

（25 米ドルと併用/カテゴリー1 のホテル）

1,500

20 米ドル相当のクレジット（ホテル内でのご利用）

2,000

週末の無料宿泊 1 泊分

2,500

航空会社へのマイル移行

3,000

平日の無料宿泊 1 泊分

（金・土/カテゴリー１のホテル）
（プリファード会員様の場合）
（カテゴリー1 のホテル）

≪スターポイント獲得例≫
スターポイント

通常時

Better by the Night

獲得例

（1 米㌦=2 スターポイント）

プロモーション

2,200 スターポイント

6,600 スターポイント

お部屋代
（１泊 220 ㌦ ｘ 5 泊の場合
＝
1,100 ㌦）

+
500 スターポイント
(SPG iPhone アプリ）
↓↓↓↓↓↓

+
250 スターポイント
（SNS チェックイン）
↓↓↓↓↓↓

合計：2,200 スターポイント

合計：7,350 スターポイント

