
＊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。                               ヒルトン ラ ロマナ ファミリー 2022 年 

ヒルトン ラ ロマナ オールインクルーシブ ファミリーリゾート 

2022 年 3 泊パッケージ 

ドミニカ共和国／ラ ロマナ 
 
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 

グルメダイニング（予約不要） 

国産＆輸入品お飲物 

ルームサービス、コンシェルジュサービス 

お部屋のミニバー（ソフトドリンク、ジュース、お水のボトル、ビール） 

日中のアクティビティーと夜のライブエンターテイメント 

無料 WIFI 接続 

キッズ＆ティーンクラブ 

大人専用ナイトクラブ 

フィットネスセンター 

テーマパーティー 

ウォーターパーク、ウォータースライダー 

レイジーリバー＆キッズスプラッシュゾーン 

サントドミンゴ空港～ホテル間の往復専用車送迎 

 

All Inclusive 

デラックスガーデンビュー 

1 キング/2 クイーン 

デラックス 

パーシャルオーシャンビュー 

1 キング/2 クイーン 

プレミアムガーデンビュー 

1 キング/2 クイーン 

プレミアム 

パーシャルオーシャンビュー 

1 キング/2 クイーン 

K1DG/D2DG K1DP/D2DP K1TG/D2TG K1TP/D2PP 
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 

01/01/22-

01/31/22 

シングル $1,185  $270  $1,271  $299  $1,433  $353  $1,519  $382  

ダブル $670  $162  $715  $177  $795  $204  $840  $219  

トリプル $558  $141  $585  $151  $641  $169  $668  $178  

02/01/22-

04/17/22 

シングル $1,226  $284  $1,316  $314  $1,474  $367  $1,564  $397  

ダブル $695  $170  $736  $184  $819  $212  $860  $225  

トリプル $572  $146  $603  $156  $654  $174  $685  $184  

04/18/22-

06/20/22 

シングル $1,050  $225  $1,140  $255  $1,298  $308  $1,388  $338  

ダブル $605  $140  $650  $155  $729  $182  $774  $197  

トリプル $513  $127  $544  $137  $596  $154  $627  $164  

06/21/22-

08/15/22 

シングル $1,081  $236  $1,167  $265  $1,329  $319  $1,416  $347  

ダブル $622  $146  $664  $160  $746  $187  $788  $201  

トリプル $523  $130  $554  $140  $606  $158  $637  $168  

08/16/22-

10/24/22 

シングル $926  $184  $1,022  $216  $1,198  $275  $1,295  $307  

ダブル $543  $120  $591  $136  $681  $166  $729  $182  

トリプル $472  $113  $503  $123  $565  $144  $596  $154  

10/25/22-

12/23/22 

シングル $950  $192  $1,036  $221  $1,198  $275  $1,285  $304  

ダブル $553  $123  $598  $138  $677  $164  $722  $179  

トリプル $478  $115  $509  $125  $561  $143  $592  $153  

12/24/22-

01/03/23 

シングル $1,530  $385  $1,643  $423  $1,854  $493  $1,968  $531  

ダブル $846  $221  $902  $239  $1,005  $274  $1,064  $293  

トリプル $672  $179  $710  $192  $782  $216  $820  $229  
 

 

 

All Inclusive 

プレミアムスイムアウト 

アダルトオンリー 

1 キング/2 クイーン 

プレミアム 

スイートガーデンビュー 

キング 

プレミアム 

ファミリースイート 

キング 

プレミアム 

スイートオーシャンフロント 

キング 

K1FRO/D2FRO K1FGU1 K1TGF1 K1TFU1 
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 

01/01/22-

01/31/22 

シングル $1,681  $436  $1,812  $480  $1,912  $513  $2,106  $577  

ダブル $919  $245  $984  $267  $1,036  $284  $1,133  $316  

トリプル $723  $197             

02/01/22-

04/17/22 

シングル $1,723  $450  $1,854  $493  $1,957  $528  $2,147  $591  

ダブル $943  $253  $1,009  $275  $1,060  $292  $1,153  $323  

トリプル $737  $201         

04/18/22-

06/20/22 

シングル $1,547  $391  $1,681  $436  $1,781  $469  $1,971  $532  

ダブル $853  $223  $919  $245  $971  $262  $1,067  $294  

トリプル $679  $182              

06/21/22-

08/15/22 

シングル $1,578  $401  $1,709  $445  $1,812  $480  $2,002  $543  

ダブル $871  $229  $936  $251  $984  $267  $1,081  $299  

トリプル $689  $185          



＊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。                               ヒルトン ラ ロマナ ファミリー 2022 年 

08/16/22-

10/24/22 

シングル $1,471  $366  $1,616  $414  $1,730  $452  $1,940  $522  

ダブル $815  $210  $888  $235  $946  $254  $1,050  $289  

トリプル $654  $174             

10/25/22-

12/23/22 

シングル $1,447  $358  $1,578  $401  $1,681  $436  $1,871  $499  

ダブル $802  $206  $871  $229  $919  $245  $1,015  $277  

トリプル $644  $170          

12/24/22-

01/03/23 

シングル $2,175  $600  $2,347  $658  $2,478  $702  $2,727  $784  

ダブル $1,167  $328  $1,254  $357  $1,319  $378  $1,443  $420  

トリプル $889  $252              

 

お子様規定   

 パッケージ 延泊 

0～1 歳 $0  $0  

2 歳 $70  $0  

3～11 歳 $277  $69  

12 歳 $344  $69  

 

お部屋利用人数 0～2 歳の Y は最大数に含まず宿泊可能、N は不可。 

 
1 キング 2 クイーン 

0～2 歳 
お部屋の 

大きさ 大人 3～12 歳 合計 大人 3～12 歳 合計 

デラックスガーデンビュー 1 キング/2 クイーン 2 2 4 3 2 4 Y 38 ㎡ 

デラックスパーシャルオーシャンビュー 1 キング/2 クイーン 2 2 4 3 2 4 Y 38 ㎡ 

プレミアムガーデンビュー 1 キング/2 クイーン 2 2 4 3 2 4 Y 38 ㎡ 

プレミアムパーシャルオーシャンビュー 1 キング/2 クイーン 2 2 4 3 2 4 Y 38 ㎡ 

プレミアムスイムアウトアダルトオンリー 1 キング/2 クイーン 2  2 3  3 N 38 ㎡ 

プレミアムスイートガーデンビューキング 2  2    N 77 ㎡ 

プレミアムファミリースイートキング 2 2 4    Y 77 ㎡ 

プレミアムスイートオーシャンフロントキング 2  2    N 77 ㎡ 

 

ミニマムステイ 12 月 26 日～31 日；5 泊以上 

 

キャンセル規定 2022 年 1 月 1 日～2 日、2022 年 2 月 17 日～21 日、2022 年 4 月 7 日～17 日、2022 年 12 月 24 日〜2023 年 1 月 3 日； 

チェックイン日より 32 日以内のキャンセルはご予約全泊分 

それ以外の期間はチェックイン日の 17 日以内のキャンセルは全泊分 

 

ノーショウ  ノーショウは、全泊分をお支払い願います。 


