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ディヴィ ダッチヴィレッジ ビーチリゾート 

2021 年 3 泊パッケージ 

アルーバ 
 

混載車送迎付き EP 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、ハウスキーピングサービス 

WIFI 接続、カジノとショッピングへの無料シャトルバス 

空港～ホテル間の往復混載車送迎 

EP 
キング 

エフィシエンシー 

スタジオ 

スイート 

1 ベッドルーム 

スイート 

2 ベッドルーム 

タウンハウス 
パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

12/21/20- 

12/23/20 

シングル $776.00  $249.00  $851.00  $274.00  $926.00  $299.00  $1,451.00  $473.00  

ダブル $405.00  $125.00  $443.00  $137.00  $480.00  $150.00  $742.00  $237.00  

トリプル   $350.00  $107.00  $375.00  $115.00  $549.00  $174.00  

クオッド   $304.00  $92.00  $323.00  $98.00  $454.00  $142.00  

5 人目       $396.00  $123.00  

6 人目       $358.00  $109.00  

12/24/20- 

12/31/20 

シングル $1,314.00  $428.00  $1,389.00  $453.00  $1,464.00  $478.00    

ダブル   $712.00  $227.00  $749.00  $239.00    

トリプル   $530.00  $167.00  $555.00  $175.00    

クオッド   $439.00  $136.00  $457.00  $143.00    

01/01/21 

シングル  $398.00   $423.00   $448.00    

ダブル  $200.00   $212.00   $225.00    

トリプル    $157.00   $165.00    

クオッド    $129.00   $135.00    

01/02/21-

04/04/21 

シングル $1,127.00  $365.00  $1,202.00  $390.00  $1,277.00  $415.00    

ダブル $581.00  $184.00  $619.00  $196.00  $656.00  $209.00    

トリプル   $468.00  $146.00  $493.00  $154.00    

クオッド   $392.00  $120.00  $411.00  $127.00    

04/05/21-

12/20/21 

シングル $753.00  $241.00  $827.00  $266.00  $902.00  $291.00  $1,427.00  $465.00  

ダブル $394.00  $121.00  $431.00  $134.00  $469.00  $146.00  $731.00  $234.00  

トリプル   $343.00  $104.00  $368.00  $112.00  $543.00  $171.00  

クオッド   $299.00  $90.00  $317.00  $95.00  $448.00  $140.00  

5 人目       $392.00  $120.00  

6 人目       $354.00  $108.00  
 

お子様料金  1 部屋にお子様は 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 

12 歳 $34.00 $0.00 

 

専用車送迎付き EP 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、上記の EP の内容、空港～ホテル間の往復専用車送迎 

EP 
キング 

エフィシエンシー 

スタジオ 

スイート 

1 ベッドルーム 

スイート 

2 ベッドルーム 

タウンハウス 
パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

12/21/20- 

12/23/20 

シングル $815.00  $249.00  $890.00  $274.00  $965.00  $299.00  $1,489.00  $473.00  

ダブル $444.00  $125.00  $481.00  $137.00  $519.00  $150.00  $781.00  $237.00  

トリプル   $388.00  $107.00  $413.00  $115.00  $588.00  $174.00  

クオッド   $343.00  $92.00  $362.00  $98.00  $493.00  $142.00  

5 人目       $435.00  $123.00  

6 人目       $396.00  $109.00  

12/24/20- 

12/31/20 

シングル $1,353.00  $428.00  $1,428.00  $453.00  $1,503.00  $478.00    

ダブル $713.00  $215.00  $750.00  $227.00  $788.00  $239.00    

トリプル   $569.00  $167.00  $594.00  $175.00    

クオッド   $478.00  $136.00  $496.00  $143.00    

01/01/21 

シングル  $398.00   $423.00   $448.00    

ダブル  $200.00   $212.00   $225.00    

トリプル    $157.00   $165.00    

クオッド    $129.00   $135.00    

01/02/21-

04/04/21 

シングル $1,166.00  $365.00  $1,241.00  $390.00  $1,315.00  $415.00    

ダブル $620.00  $184.00  $657.00  $196.00  $695.00  $209.00    

トリプル   $506.00  $146.00  $531.00  $154.00    

クオッド   $430.00  $120.00  $449.00  $127.00    
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04/05/21-

12/20/21 

シングル $791.00  $241.00  $866.00  $266.00  $941.00  $291.00  $1,465.00  $465.00  

ダブル $432.00  $121.00  $470.00  $134.00  $507.00  $146.00  $770.00  $234.00  

トリプル   $381.00  $104.00  $406.00  $112.00  $581.00  $171.00  

クオッド   $337.00  $90.00  $355.00  $95.00  $487.00  $140.00  

5 人目       $430.00  $120.00  

6 人目       $393.00  $108.00  
 

お子様料金  1 部屋にお子様は 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 

12 歳 $73.00 $0.00 

 
混載車送迎付きオールインクルーシブ 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、ハウスキーピングサービス 

10 つのレストラン 

8 つのバーでのお食事 

軽食＆お飲物 

モーターの付いていないウォータースポーツ（スノーケル機材、ウィンドサーフィン、カタマラン、カヤック） 

エアロビクス、ヨガ、ズンバ教室、ビーチバレー 

カジノゲーム教室 

ファミリー用アクティビティー 

テニスコート、ロッククライミング 

フィットネスセンター利用、コンシェルジュサービス 

カジノとショッピングへの無料シャトルバス 

夜のエンターテイメント、WIFI 接続 

空港～ホテル間の往復混載車送迎 

All Inclusive 
キング 

エフィシエンシー 

ガーデンスタジオ 

スイート 

ガーデン 

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 

12/21/20- 

12/22/20 

シングル  $338.00   $348.00   $358.00  

ダブル  $239.00   $249.00   $259.00  

トリプル    $244.00   $254.00  

クオッド    $239.00   $249.00  

12/23/20- 

12/31/20 

シングル $1,267.00  $412.00  $1,297.00  $422.00  $1,328.00  $432.00  

ダブル $970.00  $313.00  $1,000.00  $323.00  $1,031.00  $334.00  

トリプル   $985.00  $319.00  $1,015.00  $328.00  

クオッド   $970.00  $313.00  $1,000.00  $323.00  

01/01/21- 

04/04/21 

シングル $1,147.00  $372.00  $1,178.00  $383.00  $1,209.00  $393.00  

ダブル $850.00  $274.00  $881.00  $284.00  $909.00  $293.00  

トリプル   $865.00  $278.00  $894.00  $288.00  

クオッド   $850.00  $274.00  $880.00  $284.00  

04/05/21- 

12/20/21 

シングル $1,032.00  $334.00  $1,059.00  $343.00  $1,090.00  $353.00  

ダブル $732.00  $234.00  $763.00  $244.00  $792.00  $254.00  

トリプル   $747.00  $239.00  $776.00  $249.00  

クオッド   $732.00  $234.00  $763.00  $244.00  
 

お子様料金 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0.00 $0.00 

3～5 歳 $17.00 $0.00 

大人シングルの場合の 3～5 歳 $204.00 $62.00 

6～11 歳 $204.00 $62.00 

12 歳 $221.00 $62.00 

13～17 歳 $313.00 $93.00 

 

専用車送迎付きオールインクルーシブ 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 

上記のオールインクルーシブの内容 

空港～ホテル間の往復専用車送迎 

All Inclusive 
キング 

エフィシエンシー 

ガーデンスタジオ 

スイート 

ガーデン 

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 

12/21/20- 

12/22/20 

シングル  $338.00   $348.00   $358.00  

ダブル  $239.00   $249.00   $259.00  

トリプル    $244.00   $254.00  

クオッド    $239.00   $249.00  
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12/23/20- 

12/31/20 

シングル $1,305.00  $412.00  $1,336.00  $422.00  $1,367.00  $432.00  

ダブル $1,009.00  $313.00  $1,039.00  $323.00  $1,069.00  $334.00  

トリプル   $1,024.00  $319.00  $1,053.00  $328.00  

クオッド   $1,009.00  $313.00  $1,039.00  $323.00  

01/01/21- 

04/04/21 

シングル $1,186.00  $372.00  $1,217.00  $383.00  $1,247.00  $393.00  

ダブル $889.00  $274.00  $919.00  $284.00  $948.00  $293.00  

トリプル   $903.00  $278.00  $933.00  $288.00  

クオッド   $889.00  $274.00  $918.00  $284.00  

04/05/21- 

12/20/21 

シングル $1,070.00  $334.00  $1,098.00  $343.00  $1,128.00  $353.00  

ダブル $771.00  $234.00  $801.00  $244.00  $831.00  $254.00  

トリプル   $785.00  $239.00  $815.00  $249.00  

クオッド   $771.00  $234.00  $801.00  $244.00  
 

お子様料金 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0.00 $0.00 

3～5 歳 $36.00 $0.00 

大人シングルの場合の 3～5 歳 $224.00 $62.00 

6～11 歳 $224.00 $62.00 

12 歳 $260.00 $62.00 

13～17 歳 $352.00 $93.00 

 
お食事プラン 料金はお 1 人様 1 日分です。 

 デラックス朝食 デラックス昼食 デラックス夕食 

大人 $28.00  $40.00  $60.00  

3～12 歳 $19.00  $28.00  $35.00  

 

お部屋ベッド数 

カテゴリー ベッド数 最大利用人数 

キングエフィシエンシー キングベッド 1 つ 2 

スタジオスイート キングベッド 1 つ＋クイーンソファーベッド 1 つ 2/4 

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

2 ベッドルームタウンハウス キングベッド 2 つ＋クイーンソファーベッド 1 つ 6 

 

ミニマムステイ オールインクルーシブは 3 泊以上 

両プラン共に 2020 年 12 月 20 日～31 日は 5 泊 

 

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 

 

 


