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ディヴィ アルーバ フェニックスビーチリゾート 

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、ハウスキーピング料、サービス料 

フィットネスセンター利用 

キッズ＆ファミリーアクティビティー 

夜間蛍光付きテニスコート＆バスケットボールコート利用 

WIFI 接続 

空港～ホテル間の往復混載車送迎 

EP 
スタジオ 1 ベッドルーム 2 ベッドルーム 

パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

01/25/21- 

04/04/21 

シングル $1,726.00 $565.00 $1,839.00 $603.00   

ダブル $881.00 $284.00 $936.00 $302.00   

トリプル $648.00 $207.00 $686.00 $219.00   

クオッド $532.00 $168.00 $561.00 $177.00   

04/05/21- 

06/30/21 

シングル $977.00 $316.00 $1,090.00 $353.00 $1,614.00 $528.00 

ダブル $506.00 $159.00 $562.00 $177.00 $824.00 $264.00 

トリプル $398.00 $123.00 $436.00 $135.00 $611.00 $194.00 

クオッド $345.00 $106.00 $373.00 $115.00 $504.00 $158.00 

5 人目     $440.00 $137.00 

6 人目     $397.00 $123.00 

07/01/21- 

08/20/21 

シングル $1,052.00 $341.00 $1,165.00 $378.00 $1,689.00 $553.00 

ダブル $544.00 $171.00 $599.00 $190.00 $861.00 $277.00 

トリプル $423.00 $132.00 $461.00 $144.00 $636.00 $202.00 

クオッド $364.00 $111.00 $392.00 $120.00 $523.00 $165.00 
5 人目     $455.00 $142.00 

6 人目     $410.00 $127.00 

08/21/21- 

12/20/21 

シングル $977.00 $316.00 $1,090.00 $353.00 $1,614.00 $528.00 

ダブル $506.00 $159.00 $562.00 $177.00 $824.00 $264.00 

トリプル $398.00 $123.00 $436.00 $135.00 $611.00 $194.00 

クオッド $345.00 $106.00 $373.00 $115.00 $504.00 $158.00 

5 人目     $440.00 $137.00 

6 人目     $397.00 $123.00 
 

EP 
ビーチタワースタジオ ビーチタワー1 ベッドルーム ビーチタワー2 ベッドルーム 

パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

01/25/21- 

04/04/21 

シングル $1,764.00  $578.00  $1,876.00  $615.00    

ダブル $899.00  $289.00  $956.00  $309.00    

トリプル $661.00  $210.00  $698.00  $222.00    

クオッド $541.00  $170.00  $570.00  $180.00    

04/05/21- 

06/30/21 

シングル $1,015.00  $328.00  $1,127.00  $365.00  $1,651.00  $540.00  

ダブル $524.00  $165.00  $581.00  $184.00  $843.00  $271.00  

トリプル $411.00  $127.00  $448.00  $140.00  $623.00  $197.00  

クオッド $354.00  $108.00  $382.00  $118.00  $514.00  $161.00  

5 人目     $448.00  $140.00  
6 人目     $404.00  $125.00  

07/01/21- 

08/20/21 

シングル $1,090.00  $353.00  $1,202.00  $390.00  $1,726.00  $565.00  

ダブル $562.00  $177.00  $619.00  $196.00  $881.00  $284.00  
トリプル $436.00  $135.00  $473.00  $148.00  $648.00  $207.00  

クオッド $373.00  $115.00  $402.00  $124.00  $532.00  $168.00  

5 人目     $463.00  $144.00  

6 人目     $417.00  $129.00  

08/21/21- 

12/20/21 

シングル $1,015.00  $328.00  $1,127.00  $365.00  $1,651.00  $540.00  

ダブル $524.00  $165.00  $581.00  $184.00  $843.00  $271.00  

トリプル $411.00  $127.00  $448.00  $140.00  $623.00  $197.00  

クオッド $354.00  $108.00  $382.00  $118.00  $514.00  $161.00  

5 人目     $448.00  $140.00  

6 人目     $404.00  $125.00  
 

 

 

お子様規定 1 部屋にお子様は最大 2 名様まで宿泊可能です。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0.00 $0.00 

3～11 歳 $17.00 $0.00 
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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 
スタジオ 1 ベッドルーム 2 ベッドルーム 

パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

01/25/21- 

04/04/21 

シングル $1,765.00  $565.00  $1,877.00  $603.00    

ダブル $919.00  $284.00  $975.00  $302.00    

トリプル $687.00  $207.00  $724.00  $219.00    

クオッド $571.00  $168.00  $599.00  $177.00    

04/05/21- 

06/30/21 
シングル 

$1,016.00  $316.00  $1,128.00  $353.00  $1,653.00  $528.00  

 ダブル $545.00  $159.00  $600.00  $177.00  $863.00  $264.00  

 トリプル $437.00  $123.00  $474.00  $135.00  $649.00  $194.00  

 クオッド $384.00  $106.00  $412.00  $115.00  $543.00  $158.00  

 5 人目     $479.00  $137.00  

 6 人目     $436.00  $123.00  

07/01/21- 

08/20/21 
シングル 

$1,091.00  $341.00  $1,203.00  $378.00  $1,727.00  $553.00  

 ダブル $582.00  $171.00  $638.00  $190.00  $900.00  $277.00  

 トリプル $462.00  $132.00  $499.00  $144.00  $674.00  $202.00  

 クオッド $403.00  $111.00  $430.00  $120.00  $562.00  $165.00  

 
5 人目     $494.00  $142.00  

6 人目     $448.00  $127.00  

08/21/21- 

12/20/21 

シングル $1,016.00  $316.00  $1,128.00  $353.00  $1,653.00  $528.00  

ダブル $545.00  $159.00  $600.00  $177.00  $863.00  $264.00  

トリプル $437.00  $123.00  $474.00  $135.00  $649.00  $194.00  

クオッド $384.00  $106.00  $412.00  $115.00  $543.00  $158.00  

5 人目     $479.00  $137.00  

6 人目     $436.00  $123.00  
 

EP 
ビーチタワースタジオ ビーチタワー1 ベッドルーム ビーチタワー2 ベッドルーム 

パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

01/25/21- 

04/04/21 

シングル $1,802.00  $578.00  $1,915.00  $615.00    

ダブル $938.00  $289.00  $994.00  $309.00    

トリプル $699.00  $210.00  $737.00  $222.00    

クオッド $580.00  $170.00  $608.00  $180.00    

04/05/21- 

06/30/21 

シングル $1,053.00  $328.00  $1,166.00  $365.00  $1,690.00  $540.00  

ダブル $563.00  $165.00  $620.00  $184.00  $882.00  $271.00  

トリプル $449.00  $127.00  $487.00  $140.00  $662.00  $197.00  

クオッド $393.00  $108.00  $421.00  $118.00  $553.00  $161.00  

5 人目     $487.00  $140.00  

6 人目     $443.00  $125.00  

07/01/21- 

08/20/21 

シングル $1,128.00  $353.00  $1,241.00  $390.00  $1,765.00  $565.00  

ダブル $600.00  $177.00  $657.00  $196.00  $919.00  $284.00  

トリプル $474.00  $135.00  $512.00  $148.00  $687.00  $207.00  

クオッド $412.00  $115.00  $440.00  $124.00  $571.00  $168.00  

5 人目     $502.00  $144.00  

6 人目     $455.00  $129.00  

08/21/21- 

12/20/21 

シングル $1,053.00  $328.00  $1,166.00  $365.00  $1,690.00  $540.00  

ダブル $563.00  $165.00  $620.00  $184.00  $882.00  $271.00  

トリプル $449.00  $127.00  $487.00  $140.00  $662.00  $197.00  

クオッド $393.00  $108.00  $421.00  $118.00  $553.00  $161.00  

5 人目     $487.00  $140.00  

6 人目     $443.00  $125.00  
 

 

お子様規定 1 部屋にお子様は最大 2 名様まで宿泊可能です。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0.00 $0.00 

3～11 歳 $36.00 $0.00 

 
お部屋ベッド数 

カテゴリー ベッド数 最大利用人数 

スタジオ クイーンベッド 1 つ＋クイーンソファーベッド 1 つ 4 

1 ベッドルーム キングベッド 1 つ＋クイーンソファーベッド 1 つ 4 

2 ベッドルーム キングベッド 2 つ＋クイーンソファーベッド 1 つ 6 

ビーチタワースタジオ クイーンベッド 1 つ＋クイーンソファーベッド 1 つ 4 

ビーチタワー1 ベッドルーム キングベッド 1 つ＋クイーンソファーベッド 1 つ 4 

ビーチタワー2 ベッドルーム キングベッド 2 つ＋クイーンソファーベッド 1 つ 6 
 

ミールプラン 料金はお 1 人様 1 日分です。 

 バイキング朝食 昼食 夕食 

大人 $23.00 $35.00 $56.00 
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3～12 歳 $16.00 $23.00 $28.00 
 
 

キャンセル料 チェックイン日より 7 日以内のキャンセルは延泊 1 泊分 


