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ディヴィ ビレッジゴルフ&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料 

   カジノ&ショッピングエリアへの無料シャトルバス 

ビーチバレーコート、ファミリーアクティビティー 

テニスコート、BBQ グリル、WIFI 接続 

空港～ホテル間の往復混載車送迎 

EP 
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- 

12/23/20 

シングル $739.00  $236.00  $814.00  $261.00  $1,338.00  $436.00  

ダブル $387.00  $119.00  $424.00  $132.00  $687.00  $219.00  

トリプル $312.00  $94.00  $337.00  $102.00  $512.00  $161.00  

クオッド $276.00  $82.00  $295.00  $89.00  $426.00  $132.00  

5 人目     $373.00  $115.00  

6 人目     $339.00  $103.00  

12/24/20- 

12/31/20 

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

ダブル $674.00  $215.00  $712.00  $227.00    

トリプル $505.00  $159.00  $530.00  $167.00    

クオッド $420.00  $131.00  $439.00  $136.00    

01/01/21-

04/04/21 

シングル $1,165.00  $378.00  $1,239.00  $403.00    

ダブル $599.00  $190.00  $637.00  $202.00    

トリプル $455.00  $142.00  $480.00  $150.00    

クオッド $382.00  $118.00  $402.00  $124.00    

04/05/21-

12/20/21 

シングル $753.00  $241.00  $827.00  $266.00  $1,352.00  $440.00  

ダブル $394.00  $121.00  $431.00  $134.00  $693.00  $221.00  

トリプル $318.00  $96.00  $343.00  $104.00  $518.00  $162.00  

クオッド $279.00  $83.00  $299.00  $90.00  $429.00  $133.00  

5 人目     $377.00  $116.00  

6 人目     $342.00  $104.00  
 

EP 
ゴルフスタジオヴィラ ゴルフ 1 ベッドルームヴィラ ゴルフ 2 ベッドルームヴィラ 

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 $851.00  $274.00  $926.00  $299.00  $1,451.00  $473.00  

ダブル $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 $1,427.00  $465.00  $1,502.00  $490.00    

ダブル $731.00  $234.00  $768.00  $246.00    

トリプル $543.00  $171.00  $568.00  $179.00    

クオッド $448.00  $140.00  $466.00  $145.00    

01/01/21-

04/04/21 

シングル $1,277.00  $415.00  $1,352.00  $440.00    

ダブル $656.00  $209.00  $693.00  $221.00    

トリプル $493.00  $154.00  $518.00  $162.00    

クオッド $411.00  $127.00  $429.00  $133.00    

04/05/21-

12/20/21 

シングル $865.00  $278.00  $940.00  $303.00  $1,464.00  $478.00  

ダブル $449.00  $140.00  $487.00  $152.00  $749.00  $239.00  

トリプル $355.00  $109.00  $380.00  $117.00  $555.00  $175.00  

クオッド $308.00  $93.00  $327.00  $99.00  $457.00  $143.00  

5 人目     $400.00  $124.00  

6 人目     $360.00  $110.00  
 

お子様規定  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 
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EP 
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- 

12/23/20 

シングル $777.00  $236.00  $852.00  $261.00  $1,377.00  $436.00  

ダブル $426.00  $119.00  $463.00  $132.00  $725.00  $219.00  

トリプル $351.00  $94.00  $376.00  $102.00  $550.00  $161.00  

クオッド $314.00  $82.00  $334.00  $89.00  $464.00  $132.00  

5 人目     $412.00  $115.00  

6 人目     $378.00  $103.00  

12/24/20- 

12/31/20 

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

ダブル $713.00  $215.00  $750.00  $227.00    

トリプル $544.00  $159.00  $569.00  $167.00    

クオッド $459.00  $131.00  $478.00  $136.00    

01/01/21-

04/04/21 

シングル $1,203.00  $378.00  $1,278.00  $403.00    

ダブル $638.00  $190.00  $675.00  $202.00    

トリプル $494.00  $142.00  $519.00  $150.00    

クオッド $421.00  $118.00  $440.00  $124.00    

04/05/21-

12/20/21 

シングル $791.00  $241.00  $866.00  $266.00  $1,390.00  $440.00  

ダブル $432.00  $121.00  $470.00  $134.00  $732.00  $221.00  

トリプル $356.00  $96.00  $381.00  $104.00  $556.00  $162.00  

クオッド $318.00  $83.00  $337.00  $90.00  $468.00  $133.00  

5 人目     $415.00  $116.00  
6 人目     $380.00  $104.00  

 

EP 
ゴルフスタジオヴィラ ゴルフ 1 ベッドルームヴィラ ゴルフ 2 ベッドルームヴィラ 

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 $890.00  $274.00  $965.00  $299.00  $1,489.00  $473.00  

ダブル $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 $1,465.00  $465.00  $1,540.00  $490.00    

ダブル $770.00  $234.00  $807.00  $246.00    
トリプル $581.00  $171.00  $606.00  $179.00    

クオッド $487.00  $140.00  $505.00  $145.00    

01/01/21-

04/04/21 

シングル $1,315.00  $415.00  $1,390.00  $440.00    

ダブル $695.00  $209.00  $732.00  $221.00    

トリプル $531.00  $154.00  $556.00  $162.00    

クオッド $449.00  $127.00  $468.00  $133.00    

04/05/21-

12/20/21 

シングル $903.00  $278.00  $978.00  $303.00  $1,503.00  $478.00  
ダブル $488.00  $140.00  $526.00  $152.00  $788.00  $239.00  

トリプル $394.00  $109.00  $419.00  $117.00  $594.00  $175.00  

クオッド $346.00  $93.00  $365.00  $99.00  $496.00  $143.00  

5 人目     $438.00  $124.00  

6 人目     $398.00  $110.00  
 

お子様規定  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料 

14 のプレミアムレストランと 13 のバーでのお食事とお飲物 

   フィットネスセンター利用、ビーチ沿いにあるロッククライミング、お子様用アクティビティー 

ウォータースポーツ（カヤック、スノーケル機材、サンフィッシュ）、自転車レンタル 

WIFI 接続 

空港～ホテル間の往復混載車送迎 

All Inclusive 
ゴルフスタジオヴィラ ゴルフ 1 ベッドルームヴィラ 

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  $358.00 
ダブル  $239.00  $259.00 
トリプル  $234.00  $254.00 
クオッド  $229.00  $249.00 

12/23/20-

12/31/20 

シングル $1,267.00 $412.00 $1,328.00 $432.00 
ダブル $970.00 $313.00 $1,031.00 $334.00 
トリプル $955.00 $309.00 $1,015.00 $328.00 
クオッド $940.00 $303.00 $1,000.00 $323.00 
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01/01/21-

04/04/21 

シングル $1,147.00 $372.00 $1,209.00 $393.00 
ダブル $850.00 $274.00 $909.00 $293.00 
トリプル $835.00 $269.00 $894.00 $288.00 
クオッド $821.00 $263.00 $878.00 $283.00 

04/05/21-

12/20/21 

シングル $1,032.00 $334.00 $1,090.00 $353.00 
ダブル $732.00 $234.00 $792.00 $254.00 
トリプル $717.00 $229.00 $776.00 $249.00 
クオッド $703.00 $225.00 $763.00 $244.00 

 

お子様規定  

 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 
ゴルフスタジオヴィラ ゴルフ 1 ベッドルームヴィラ 

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  $358.00 
ダブル  $239.00  $259.00 
トリプル  $234.00  $254.00 
クオッド  $229.00  $249.00 

12/23/20-

12/31/20 

シングル $1,305.00 $412.00 $1,367.00 $432.00 
ダブル $1,009.00 $313.00 $1,069.00 $334.00 
トリプル $993.00 $309.00 $1,053.00 $328.00 
クオッド $978.00 $303.00 $1,039.00 $323.00 

01/01/21-

04/04/21 

シングル $1,186.00 $372.00 $1,247.00 $393.00 
ダブル $889.00 $274.00 $948.00 $293.00 
トリプル $874.00 $269.00 $933.00 $288.00 
クオッド $859.00 $263.00 $917.00 $283.00 

04/05/21-

12/20/21 

シングル $1,070.00 $334.00 $1,128.00 $353.00 
ダブル $771.00 $234.00 $831.00 $254.00 
トリプル $756.00 $229.00 $815.00 $249.00 
クオッド $741.00 $225.00 $801.00 $244.00 

 

お子様規定  

 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 

お部屋利用人数 

カテゴリー ベッド数 人数 

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 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 

ゴルフヴィラスタジオ キングベッド 1 つ＋クイーンソファーベッド 1 つ 4 

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

ゴルフ 2 ベッドルームヴィラ 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 

 


