
＊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。        フェアモント エルサンファン ホテル 2021

年 

フェアモント エルサンファン ホテル 

2021 年 3 泊パッケージ 

プエルトリコ/サンファン 
 

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 

9％ホテル税金（2021 年 11 月 1 日からカジノ再オープンに伴い 11%へ） 

ハウスキーピングサービス料、リゾート料 

WIFI 接続 

お部屋のコーヒーとお水のボトル 

ロビーでのライブエンターテイメント 

Brava ナイトクラブへの入場料 

市内通話 

フィットネスセンター無制限利用 

ビーチのおもちゃ 

空港～ホテル間の往復混載車送迎 

 

*ご到着が 22:01～8:29、ご出発が 19:31～5:29 の時間帯になる場合、お 1 人様片道$58.00 を加算下さい。 

 

【週中；日、月、火、水、木曜日】 

EP 
フェアモント 

キング 

フェアモント 

2 クイーン 

デラックスビュー 

キング 

デラックスビュー 

2 クイーン 
ジュニアスイート 

プールヴィラルーム 

キング 
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 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

11/01/21- 

12/21/21 

シングル $1,264  $392  $1,392  $435  $1,474  $462  $1,602  $505  $1,857  $590  $2,113  $675  

ダブル $743  $219  $807  $240  $850  $254  $914  $276  $1,040  $317  $1,167  $360  

トリプル $626  $179  $668  $194  $697  $204  $739  $217  $825  $246  $909  $274  

クオッド     $600  $171      $653  $189  $716  $210      

12/22/21-

01/02/22 

シングル $2,961  $958  $3,172  $1,028  $3,172  $1,028  $3,386  $1,099  $3,555  $1,156  $3,810  $1,241  

ダブル $1,592  $501  $1,699  $537  $1,699  $537  $1,804  $573  $1,888  $600  $2,016  $643  

トリプル $1,191  $368  $1,263  $392  $1,263  $392  $1,333  $415  $1,390  $435  $1,474  $462  

クオッド     $1,045  $320      $1,098  $337  $1,141  $352      
 

EP 
プールヴィラルーム 

2 クイーン 

1 ベッドルーム 

スイート 
2 ベッドルームスイート 

オーシャンヴィラルーム 

キング 

オーシャンヴィラルーム 

2 クイーン 
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 パッケージ 延泊 

11/01/21- 

12/21/21 

シングル $2,240  $718  $3,344  $1,086  $4,403  $1,439  $2,644  $852  $2,813  $909  

ダブル $1,232  $382  $1,784  $566  $2,313  $742  $1,433  $449  $1,518  $477  

トリプル $951  $289  $1,319  $411  $1,673  $529  $1,086  $334  $1,142  $352  
クオッド $812  $242  $1,088  $334  $1,354  $422      $956  $290  

5 人目         $1,160  $358          

6 人目         $1,033  $315          

7 人目         $942  $285          

8 人目         $873  $262          

12/22/21-

01/02/22 

シングル $4,020  $1,311  $5,042  $1,651  $6,101  $2,004  $4,341  $1,418  $4,510  $1,474  

ダブル $2,123  $679  $2,632  $849  $3,161  $1,025  $2,282  $731  $2,367  $760  

トリプル $1,546  $486  $1,885  $599  $2,239  $718  $1,651  $522  $1,708  $541  

クオッド $1,257  $390  $1,512  $475  $1,778  $564      $1,380  $431  

5 人目         $1,501  $472          

6 人目         $1,316  $409          

7 人目         $1,185  $366          

8 人目         $1,084  $332          
 

お子様規定   

 3 泊パッケージ 延泊 

0～1 歳 $0  $0  

2～17 歳 $91  $0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊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。        フェアモント エルサンファン ホテル 2021

年 

 
 

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： 上記の 3 泊パッケージの内容 

空港～ホテル間の往復専用車送迎 

 

*ご到着&ご出発が 22:01～6:59 の時間帯になる場合、お 1 人様片道$12.00 を加算下さい。 

 

【週中；日、月、火、水、木曜日】 

EP 
フェアモント 

キング 

フェアモント 

2 クイーン 

デラックスビュー 

キング 

デラックスビュー 

2 クイーン 
ジュニアスイート 

プールヴィラルーム 

キング 
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 パッケージ 延泊 パッケージ 延泊 

11/01/21- 

12/21/21 

シングル $1,386  $392  $1,513  $435  $1,596  $462  $1,724  $505  $1,979  $590  $2,234  $675  

ダブル $784  $219  $849  $240  $891  $254  $956  $276  $1,081  $317  $1,209  $360  

トリプル $637  $179  $680  $194  $708  $204  $751  $217  $836  $246  $920  $274  

クオッド     $612  $171      $665  $189  $728  $210      

12/22/21-

01/02/22 

シングル $3,083  $958  $3,294  $1,028  $3,294  $1,028  $3,508  $1,099  $3,677  $1,156  $3,932  $1,241  

ダブル $1,633  $501  $1,740  $537  $1,740  $537  $1,846  $573  $1,930  $600  $2,057  $643  

トリプル $1,203  $368  $1,274  $392  $1,274  $392  $1,344  $415  $1,402  $435  $1,486  $462  

クオッド     $1,057  $320    $1,110  $337  $1,152  $352      
 

EP 
プールヴィラルーム 

2 クイーン 

1 ベッドルーム 

スイート 
2 ベッドルームスイート 

オーシャンヴィラルーム 

キング 

オーシャンヴィラルーム 

2 クイーン 
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 パッケージ 延泊 

11/01/21- 

12/21/21 

シングル $2,362  $718  $3,466  $1,086  $4,525  $1,439  $2,766  $852  $2,935  $909  

ダブル $1,273  $382  $1,825  $566  $2,354  $742  $1,474  $449  $1,559  $477  

トリプル $963  $289  $1,331  $411  $1,685  $529  $1,097  $334  $1,153  $352  

クオッド $823  $242  $1,099  $334  $1,365  $422      $967  $290  

5 人目         $1,282  $358          
6 人目         $1,074  $315          

7 人目         $953  $285          

8 人目         $884  $262          

12/22/21-

01/02/22 

シングル $4,142  $1,311  $5,164  $1,651  $6,223  $2,004  $4,463  $1,418  $4,632  $1,474  

ダブル $2,164  $679  $2,674  $849  $3,203  $1,025  $2,323  $731  $2,408  $760  

トリプル $1,557  $486  $1,896  $599  $2,251  $718  $1,663  $522  $1,719  $541  

クオッド $1,268  $390  $1,524  $475  $1,789  $564      $1,392  $431  

5 人目         $1,623  $472          

6 人目         $1,357  $409          

7 人目         $1,196  $366          

8 人目         $1,096  $332          
 
 

お子様規定   

 3 泊パッケージ 延泊 

0～1 歳 $0  $0  

2～17 歳 $102  $0  

 

週末延泊料金 
料金：  お 1 人様／1 泊 

 

＊混載車送迎パッケージ、専用車送迎パッケージ共通の週末（金曜日、土曜日）の延泊料金です。 

 

【週末；金、土曜日】 

EP 
フェアモント 

キング 

フェアモント 

2 クイーン 

デラックスビュー 

キング 

デラックスビュー 

2 クイーン 
ジュニアスイート 

プールヴィラルーム 

キング 
延泊 延泊 延泊 延泊 延泊 延泊 

11/01/21- 

12/21/21 

シングル $449  $491  $520  $562  $646  $731  

ダブル $247  $268  $283  $304  $346  $389  

トリプル $199  $213  $222  $237  $265  $293  

クオッド   $185    $202  $224    

12/22/21-

01/02/22 

シングル $1,014  $1,086  $1,086  $1,156  $1,212  $1,297  

ダブル $530  $566  $566  $600  $629  $672  

トリプル $388  $411  $411  $435  $453  $482  

クオッド   $334    $352  $366    
 

EP 
プールヴィラルーム 

2 クイーン 

1 ベッドルーム 

スイート 
2 ベッドルームスイート 

オーシャンヴィラルーム 

キング 

オーシャンヴィラルーム 

2 クイーン 
延泊 延泊 延泊 延泊 延泊 

10/01/21-

10/31/21 

シングル $762  $1,124  $1,472  $895  $950  

ダブル $404  $585  $759  $470  $498  

トリプル $302  $423  $539  $347  $366  



＊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。        フェアモント エルサンファン ホテル 2021

年 

クオッド $253  $343  $430    $299  

5 人目     $365      

6 人目     $321      

7 人目     $289      

8 人目     $266      

11/01/21- 

12/21/21 

シングル $774  $1,142  $1,495  $909  $965  

ダブル $409  $593  $771  $477  $505  

トリプル $307  $430  $547  $352  $371  

クオッド $256  $348  $436    $304  

5 人目     $369      

6 人目     $325      

7 人目     $293      

8 人目     $269      

12/22/21-

01/02/22 

シングル $1,369  $1,708  $2,061  $1,474  $1,531  

ダブル $707  $876  $1,053  $760  $788  

トリプル $505  $619  $736  $541  $560  

クオッド $405  $490  $577    $445  

5 人目     $483      

6 人目     $420      

7 人目     $374      

8 人目     $340      

お部屋利用人数  

 ベッド数 大きさ 最大利用人数 

フェアモントキング キング 1 つ 41 ㎡ 3 名様 

フェアモント 2 クイーン クイーン 2 つ 41 ㎡ 4 名様 

デラックスビューキング キング 1 つ 41 ㎡ 3 名様 

デラックスビュー2 クイーン クイーン 2 つ 41 ㎡ 4 名様 

ジュニアスイート キング 1 つ又はクイーン 2 つ 57 ㎡ 4 名様 

プールヴィラルームキング キング 1 つ 45 ㎡ 3 名様 

プールヴィラルーム 2 クイーン クイーン 2 つ 45 ㎡ 4 名様 

1 ベッドルームスイート キング 1 つ又はクイーン 2 つ 90 ㎡ 3 名様又は 4 名様 

2 ベッドルームスイート キング 1 つ＋クイーン 2 つ 128 ㎡ 8 名様 

オーシャンヴィラルームキング キング 1 つ 50～60 ㎡ 3 名様 

オーシャンヴィラルーム2クイーン クイーン 2 つ 50～60 ㎡ 4 名様 

 

ミールプラン 朝食プラン   

$49.00/大人/1 日  

$28.00/6～17 歳/1 日   

5～0 歳は無料 

 

キャンセル料 下記以外の日程；チェックイン日より 5 日以内のキャンセルは延泊 2 泊分 

  2021 年 12 月 22 日～2022 年 1 月 2 日；チェックイン日より 23 日以内のキャンセルは延 2 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。 

 

追加料金  コネクティングルーム；$50.00/1 泊 

 

チェックイン/アウト 16 時/11 時 


