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アムステルダムマナー ビーチリゾート 

2021 年 3 泊パッケージ 

アルーバ 

 
混載車送迎 3 泊パッケージ 

料金：  お 1 人様／パッケージ 

 含まれるもの： 3 泊宿泊費 

ホテル税金、環境税、ハウスキーピングサービス料 

ウェルカムドリンク 

駐車場利用 

WIFI&高速インターネット接続 

空港～ホテル間の往復混載車送迎 

EP 
マナースタジオ スーペリアースタジオ 1 ベッドルームスイート 

パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

04/14/21 

12/18/21 

シングル $994.00 $321.00 $1086.00 $352.00 $1,399.00 $456.00 

ダブル $514.00 $161.00 $562.00 $177.00 $718.00 $229.00 

トリプル     $521.00 $163.00 

クオッド     $422.00 $131.00 
 

EP 
ハネムーンスイート 2 ベッドルームスイート ペントハウススイート 

パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

04/14/21 

12/18/21 

シングル $1,628.00 $532.00 $1,828.00 $599.00 $2,053.00 $674.00 

ダブル $831.00 $267.00 $933.00 $301.00 $1045.00 $338.00 

トリプル   $664.00 $211.00 $739.00 $236.00 

クオッド   $528.00 $166.00 $586.00 $185.00 

5 人目   $449.00 $140.00 $494.00 $154.00 

6 人目   $395.00 $121.00 $432.00 $134.00 
 

お子様規定  1 部屋に最大 2 名様までお子様はご宿泊いただけます。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0.00 $0.00 

3～11 歳 $17.00 $0.00 

 

専用車送迎 3 泊パッケージ 
料金：  お 1 人様／パッケージ 

 含まれるもの： 3 泊宿泊費、上記 EP プランと同じ内容 

空港～ホテル間の往復専用車送迎 

EP 
マナースタジオ スーペリアースタジオ 1 ベッドルームスイート 

パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

04/14/21 

12/18/21 

シングル $1,033.00  $321.00  $1,125.00  $352.00  $1,438.00  $456.00  

ダブル $552.00  $161.00  $599.00  $177.00  $756.00  $229.00  

トリプル     $559.00  $163.00  

クオッド     $460.00  $131.00  
 

EP 
ハネムーンスイート 2 ベッドルームスイート ペントハウススイート 

パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

04/14/21 

12/18/21 

シングル $1,666.00  $532.00  $1,867.00  $599.00  $2,092.00  $674.00  

ダブル $868.00  $267.00  $970.00  $301.00  $1,083.00  $338.00  

トリプル   $701.00  $211.00  $776.00  $236.00  

クオッド   $565.00  $166.00  $623.00  $185.00  

5 人目   $487.00  $140.00  $531.00  $154.00  

6 人目   $432.00  $121.00  $470.00  $134.00  
 

お子様規定  1 部屋に最大 2 名様までお子様はご宿泊いただけます。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0.00 $0.00 

3～11 歳 $36.00 $0.00 

 

お部屋利用人数 スタンダードスタジオ、スーペリアースタジオ、ハネムーンスイート 大人 2 名様 

  1 ベッドルームスイート    大人 4 名様 

  2 ベッドルームスイート、ペントハウススイート  大人 6 名様 

 

お食事プラン プランは、事前のご予約のみ受け付けます。ホテル現地でのご予約は受け付けません。 

 アメリカン朝食 オールインクルーシブ 

大人 $27.00 $170.00 

12～17 歳 $27.00 $114.00 

4～11 歳 $14.00 $85.00 

3 歳以下 無料 無料 

2021年 7月 11日 

改訂版 
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＜含まれる内容＞ オールインクルーシブは 5 泊以上のお客様のみご利用いただけます。 

• 毎日のアメリカンバイキング朝食 

• 毎日の Passion Beach Bar 又は Tulip Restaurant でのアラカルト昼食 

• 毎日の Mango’s Restaurant 又は Tulip Restaurant でのアラカルト夕食 

• ご滞在中 1 回の Passion On The Beach でのアラカルト夕食 

• 1 週間に 2 回の Passions On The Beach でのアラカルト夕食（7 泊以上のお客様） 

• 1 週間に 1 回のホテル外の 1 つのレストランでの夕食（指定レストランのみ&7 泊以上のお客様） 

• Mango’s Restaurant での毎週のテーマナイト 

• Horizon’s Bar、Passions Beach Bar、Mangos Restaurant でのハウスブランドのアルコール、カクテル無制限 

• 毎週のマネージャーズカクテルカーティー 

• フロートとスノーケル器材利用 

• マウンテンバイク利用 

  ＊アラカルトワインや高級アルコール銘柄に追加料金がかかるものがございます。 

  ＊Passion でのアラカルト夕食では追加料金がかかります。 

＊1 度の注文でお飲み物は 1 杯、ルームサービスまたはレストランテイクアウトはお 1 人様 1 品、4～11 歳のお子様はキッズメニュ

ーからお選び頂きます。3 歳以下は無料です。 

 

キャンセル料 2021 年 2 月 12 日～26 日、4 月 9 日～13 日；チェックイン日より 35 日以内にキャンセルの場合はご予約全泊分 

  その他の期間は、チェックイン日より 15 日以内のキャンセルは延泊 3 泊分を請求致します。 


