
＊全ての税金、サービス料、電気使用料は予告無しに変更することがございます。                  ホリデイインアルーバ 2021 年 

ホリデイインリゾート アルーバ 

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、24 時間ジム利用、無料 WIFI 接続 

無料自転車レンタル、お部屋のコーヒー、駐車場利用、お部屋のセーフティーボックス、空港～ホテル間の往復混載車送迎 

EP 
スタンダード スーペリアーリゾートビュー パーシャルオーシャンビュー オーシャンフロントビュー 

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 

01/01/21- 

04/18/21 

シングル $1,890.00  $620.00  $1,982.00  $650.00  $2,094.00  $688.00  $2,615.00  $861.00  

ダブル $962.00  $311.00  $1,008.00  $326.00  $1,065.00  $345.00  $1,325.00  $431.00  

トリプル $713.00  $228.00  $743.00  $238.00  $781.00  $251.00  $955.00  $309.00  

04/19/21- 

12/22/21 

シングル $1,321.00  $430.00  $1,410.00  $460.00  $1,525.00  $498.00  $2,043.00  $671.00  

ダブル $678.00  $216.00  $722.00  $230.00  $780.00  $250.00  $1,039.00  $336.00  

トリプル $523.00  $165.00  $554.00  $175.00  $591.00  $187.00  $765.00  $245.00  

12/23/21- 

12/31/21 

シングル $2,629.00  $866.00  $2,717.00  $896.00  $2,830.00  $933.00  $3,351.00  $1,107.00  

ダブル $1,331.00  $434.00  $1,376.00  $448.00  $1,432.00  $468.00  $1,692.00  $554.00  

トリプル $959.00  $310.00  $989.00  $320.00  $1,027.00  $333.00  $1,200.00  $390.00  
 

お子様規定 1 部屋最大 2 名様まで、キッズメニューからお選びいただくとお食事が無料でお取り頂けます。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0  $0  

3～11 歳 $17.00  $0  

12～17 歳 $34.00  $0  
 

 

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 EP の内容、空港～ホテル間の往復専用車送迎 

EP 
スタンダード スーペリアーリゾートビュー パーシャルオーシャンビュー オーシャンフロントビュー 

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 

01/01/21- 

04/18/21 

シングル $1,928.00  $620.00  $2,020.00  $650.00  $2,133.00  $688.00  $2,654.00  $861.00  

ダブル $1,001.00  $311.00  $1,046.00  $326.00  $1,103.00  $345.00  $1,363.00  $431.00  

トリプル $751.00  $228.00  $782.00  $238.00  $819.00  $251.00  $993.00  $309.00  

04/19/21- 

12/22/21 

シングル $1,360.00  $430.00  $1,448.00  $460.00  $1,564.00  $498.00  $2,082.00  $671.00  

ダブル $716.00  $216.00  $760.00  $230.00  $818.00  $250.00  $1,077.00  $336.00  

トリプル $562.00  $165.00  $592.00  $175.00  $630.00  $187.00  $804.00  $245.00  

12/23/21- 

12/31/21 

シングル $2,667.00  $866.00  $2,756.00  $896.00  $2,868.00  $933.00  $3,389.00  $1,107.00  

ダブル $1,370.00  $434.00  $1,414.00  $448.00  $1,471.00  $468.00  $1,731.00  $554.00  

トリプル $998.00  $310.00  $1,027.00  $320.00  $1,066.00  $333.00  $1,238.00  $390.00  
 

お子様規定 1 部屋最大 2 名様まで、キッズメニューからお選びいただくとお食事が無料でお取り頂けます。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0  $0  

3～11 歳 $36.00  $0  

12～17 歳 $73.00  $0  

 

混載車送迎付き朝食付き 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、バイキング朝食、空港～ホテル間の往復混載車送迎 

EP 
スタンダード スーペリアーリゾートビュー パーシャルオーシャンビュー オーシャンフロントビュー 

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 

01/01/21- 

04/18/21 

シングル $1,982.00  $650.00  $2,070.00  $680.00  $2,186.00  $718.00  $2,704.00  $891.00  

ダブル $1,008.00  $326.00  $1,052.00  $341.00  $1,110.00  $360.00  $1,369.00  $446.00  

トリプル $743.00  $238.00  $773.00  $247.00  $812.00  $261.00  $984.00  $318.00  

04/19/21- 

12/22/21 

シングル $1,410.00  $460.00  $1,502.00  $490.00  $1,614.00  $528.00  $2,135.00  $701.00  

ダブル $722.00  $230.00  $768.00  $246.00  $824.00  $264.00  $1,085.00  $352.00  

トリプル $554.00  $175.00  $583.00  $185.00  $621.00  $197.00  $795.00  $255.00  

12/23/21- 

12/31/21 

シングル $2,717.00  $896.00  $2,809.00  $926.00  $2,921.00  $964.00  $3,442.00  $1,137.00  

ダブル $1,376.00  $448.00  $1,422.00  $464.00  $1,478.00  $482.00  $1,739.00  $570.00  

トリプル $989.00  $320.00  $1,019.00  $330.00  $1,057.00  $343.00  $1,230.00  $401.00  
 

お子様規定 1 部屋最大 2 名様まで、キッズメニューからお選びいただくとお食事が無料でお取り頂けます。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0  $0  

3～11 歳 $17.00  $0  

12 歳 $34.00  $0  

 

専用車送迎付き朝食付き 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、バイキング朝食、空港～ホテル間の往復専用車送迎 
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EP 
スタンダード スーペリアーリゾートビュー パーシャルオーシャンビュー オーシャンフロントビュー 

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 

01/01/21- 

04/18/21 

シングル $2,020.00  $650.00  $2,109.00  $680.00  $2,225.00  $718.00  $2,742.00  $891.00  

ダブル $1,046.00  $326.00  $1,091.00  $341.00  $1,149.00  $360.00  $1,407.00  $446.00  

トリプル $782.00  $238.00  $812.00  $247.00  $850.00  $261.00  $1,023.00  $318.00  

04/19/21- 

12/22/21 

シングル $1,448.00  $460.00  $1,540.00  $490.00  $1,653.00  $528.00  $2,174.00  $701.00  

ダブル $760.00  $230.00  $807.00  $246.00  $863.00  $264.00  $1,124.00  $352.00  

トリプル $592.00  $175.00  $622.00  $185.00  $659.00  $197.00  $833.00  $255.00  

12/23/21- 

12/31/21 

シングル $2,756.00  $896.00  $2,848.00  $926.00  $2,960.00  $964.00  $3,481.00  $1,137.00  

ダブル $1,414.00  $448.00  $1,461.00  $464.00  $1,516.00  $482.00  $1,777.00  $570.00  

トリプル $1,027.00  $320.00  $1,058.00  $330.00  $1,095.00  $343.00  $1,269.00  $401.00  
 

お子様規定 1 部屋最大 2 名様まで、キッズメニューからお選びいただくとお食事が無料でお取り頂けます。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0  $0  

3～11 歳 $36.00  $0  

12 歳 $73.00  $0  

 

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、Coral’s でのバイキング朝食、昼食、夕食、 

ハウス銘柄のビール＆アルコール、ソフトドリンク、アクティビティー＆テーマナイト 

有料ウォータースポーツの 25％オフ（セーリング、スノーケルクルーズ、サンセットクルーズ、カヤックレンタル等） 

スパでの$75.00 分のクレジット、EP の内容、空港～ホテル間の往復専用車送迎 

＊ルームサービス、選ばれたメニュー、プレミアム銘柄のビールとアルコール、モーターの付いていないウォータースポーツは含まれません、ご了承下さい。 

All Inclusive 
スタンダード スーペリアーリゾートビュー パーシャルオーシャンビュー オーシャンフロントビュー 

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 

01/01/21- 

04/18/21 

シングル $3,095.00  $1,022.00  $3,218.00  $1,062.00  $3,422.00  $1,130.00  $3,732.00  $1,234.00  

ダブル $1,565.00  $512.00  $1,626.00  $532.00  $1,729.00  $566.00  $1,883.00  $617.00  

トリプル $1,178.00  $382.00  $1,219.00  $396.00  $1,287.00  $419.00  $1,390.00  $454.00  

04/19/21- 

12/22/21 

シングル $2,649.00  $873.00  $2,772.00  $914.00  $2,976.00  $982.00  $3,265.00  $1,078.00  

ダブル $1,342.00  $437.00  $1,403.00  $457.00  $1,505.00  $491.00  $1,650.00  $540.00  
トリプル $1,029.00  $334.00  $1,070.00  $347.00  $1,138.00  $370.00  $1,235.00  $402.00  

12/23/21- 

12/31/21 

シングル $4,341.00  $1,437.00  $4,464.00  $1,478.00  $4,750.00  $1,573.00  $5,077.00  $1,682.00  

ダブル $2,188.00  $720.00  $2,250.00  $740.00  $2,393.00  $788.00  $2,556.00  $842.00  

トリプル $1,594.00  $521.00  $1,634.00  $535.00  $1,730.00  $566.00  $1,839.00  $603.00  
 

お子様規定 1 部屋最大 2 名様まで。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0  $0  

3～11 歳 $17.00  $0  

12 歳 $34.00  $0  

 

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 
スタンダード スーペリアーリゾートビュー パーシャルオーシャンビュー オーシャンフロントビュー 

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 

01/01/21- 

04/18/21 

シングル $3,134.00  $1,022.00  $3,256.00  $1,062.00  $3,461.00  $1,130.00  $3,770.00  $1,234.00  

ダブル $1,604.00  $512.00  $1,665.00  $532.00  $1,767.00  $566.00  $1,922.00  $617.00  

トリプル $1,217.00  $382.00  $1,258.00  $396.00  $1,326.00  $419.00  $1,429.00  $454.00  

04/19/21- 

12/22/21 

シングル $2,688.00  $873.00  $2,810.00  $914.00  $3,015.00  $982.00  $3,304.00  $1,078.00  
ダブル $1,380.00  $437.00  $1,441.00  $457.00  $1,544.00  $491.00  $1,689.00  $540.00  

トリプル $1,068.00  $334.00  $1,109.00  $347.00  $1,177.00  $370.00  $1,273.00  $402.00  

12/23/21- 

12/31/21 

シングル $4,380.00  $1,437.00  $4,503.00  $1,478.00  $4,789.00  $1,573.00  $5,115.00  $1,682.00  

ダブル $2,227.00  $720.00  $2,288.00  $740.00  $2,431.00  $788.00  $2,595.00  $842.00  

トリプル $1,632.00  $521.00  $1,673.00  $535.00  $1,768.00  $566.00  $1,877.00  $603.00  
 

お子様規定 1 部屋最大 2 名様まで。 

 パッケージ 延泊 

0～2 歳 $0  $0  

3～11 歳 $36.00  $0  

12 歳 $73.00  $0  

 

お部屋利用人数 大人とお子様の合計が 4 名様（大人は最大 3 名様まで）/キング 1 つ又はダブルベッド 2 つ 
 

ミニマムステイ 2021 年 3 月 4 日～12 月 22 日；4 泊（オールインクルーシブのみ）  2021 年 12 月 23 日～31 日；5 泊以上  

上記以外は、EP と朝食付きは 2 泊以上 

キャンセル規定 チェックイン日より 8 日以内のキャンセルは延泊 2 泊分 

  但し、2021 年 1 月 1 日～4 日；ご予約時に 2 泊分のデポジット払い発生、デポジットの返金不可 

チェックイン日より 25 日以内のキャンセルはご予約全泊分 

2021 年 1 月 5 日～3 月 31 日；チェックイン日より 12 日以内のキャンセルは延泊 3 泊分 

2021 年 12 月 23 日～31 日；チェックイン日より 50 日以内のキャンセルはご予約全泊分 

その他  全室禁煙です。お部屋でタバコを吸った場合、$250.00 を罰金としてお支払い頂きます。 


