
＊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 2022

年 

フェアモント エルサンファン ホテル 

2022 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、11％ホテル税金、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 

01/03/22-

04/30/22 

シングル $1,474  $462  $1,602  $505  $1,688  $534  $1,816  $576  $2,071  $661  $2,323  $745  

ダブル $850  $254  $914  $276  $956  $290  $1,019  $311  $1,147  $353  $1,274  $396  

トリプル $697  $204  $739  $217  $767  $227  $810  $242  $895  $269  $980  $298  

クオッド     $653  $189      $706  $207  $771  $228     

05/01/22-

06/24/22 

シングル $1,305  $406  $1,433  $449  $1,519  $477  $1,647  $520  $1,899  $604  $2,154  $689  

ダブル $764  $225  $828  $247  $871  $261  $935  $283  $1,063  $325  $1,188  $367  

トリプル $641  $185  $683  $199  $711  $208  $753  $222  $838  $251  $923  $279  

クオッド     $611  $175      $664  $192  $727  $214      

06/25/22-

08/15/22 

シングル $1,474  $462  $1,688  $534  $1,688  $534  $1,899  $604  $2,071  $661  $2,323  $745  

ダブル $850  $254  $956  $290  $956  $290  $1,063  $325  $1,147  $353  $1,274  $396  

トリプル $697  $204  $767  $227  $767  $227  $838  $251  $895  $269  $980  $298  

クオッド     $674  $196      $727  $214  $771  $228      

08/16/22-

09/30/22 

シングル $1,095  $336  $1,222  $378  $1,305  $406  $1,433  $449  $1,688  $534  $1,944  $619  

ダブル $659  $191  $722  $212  $764  $225  $828  $247  $956  $290  $1,083  $332  

トリプル $569  $161  $612  $175  $641  $185  $683  $199  $767  $227  $852  $255  

クオッド     $558  $158      $611  $175  $674  $196      

10/01/22-

12/21/22 

シングル $1,350  $421  $1,474  $462  $1,561  $491  $1,688  $534  $1,944  $619  $2,199  $704  

ダブル $787  $233  $850  $254  $891  $268  $956  $290  $1,083  $332  $1,211  $375  

トリプル $654  $190  $697  $204  $726  $213  $767  $227  $852  $255  $937  $284  

クオッド     $621  $178      $674  $196  $738  $217      

12/22/22-

01/02/23 

シングル $3,172  $1,028  $3,386  $1,099  $3,386  $1,099  $3,596  $1,170  $3,769  $1,227  $4,020  $1,311  

ダブル $1,699  $537  $1,804  $573  $1,804  $573  $1,911  $608  $1,995  $636  $2,123  $679  

トリプル $1,263  $392  $1,333  $415  $1,333  $415  $1,404  $439  $1,461  $458  $1,546  $486  

クオッド     $1,098  $337      $1,151  $355  $1,195  $369      
 

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 

01/03/22-

04/30/22 

シングル $2,451  $788  $3,555  $1,156  $4,617  $1,510  $2,854  $922  $3,023  $979  
ダブル $1,339  $417  $1,888  $600  $2,420  $777  $1,539  $484  $1,625  $513  

トリプル $1,022  $312  $1,390  $435  $1,743  $552  $1,157  $357  $1,213  $376  

クオッド $865  $260  $1,141  $352  $1,406  $440      $1,009  $307  

5 人目         $1,204  $373          

6 人目         $1,068  $328          

7 人目         $972  $296          

8 人目         $899  $271          

05/01/22-

06/24/22 

シングル $2,282  $731  $3,386  $1,099  $4,445  $1,452  $2,685  $866  $2,854  $922  

ダブル $1,252  $389  $1,804  $573  $2,336  $750  $1,454  $455  $1,539  $484  

トリプル $966  $293  $1,333  $415  $1,687  $534  $1,101  $338  $1,157  $357  

クオッド $822  $245  $1,098  $337  $1,364  $426      $966  $293  

5 人目         $1,170  $361          

6 人目         $1,040  $317          

7 人目         $948  $288          
8 人目         $879  $265          

06/25/22-

08/15/22 

シングル $2,537  $817  $3,555  $1,156  $4,617  $1,510  $2,854  $922  $3,023  $979  

ダブル $1,380  $431  $1,888  $600  $2,420  $777  $1,539  $484  $1,625  $513  

トリプル $1,050  $321  $1,390  $435  $1,743  $552  $1,157  $357  $1,213  $376  

クオッド $887  $267  $1,141  $352  $1,406  $440      $1,009  $307  

5 人目         $1,204  $373          

6 人目         $1,068  $328          

7 人目         $972  $296          



＊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 2022

年 

8 人目         $899  $271          

08/16/22-

09/30/22 

シングル $2,071  $661  $3,172  $1,028  $4,234  $1,382  $2,475  $796  $2,644  $852  

ダブル $1,147  $353  $1,699  $537  $2,229  $714  $1,349  $421  $1,433  $449  

トリプル $895  $269  $1,263  $392  $1,616  $509  $1,029  $314  $1,086  $334  

クオッド $771  $228  $1,045  $320  $1,311  $408      $913  $276  

5 人目         $1,127  $347          

6 人目         $1,005  $306          

7 人目         $918  $277          

8 人目         $852  $255          

10/01/22-

12/21/22 

シングル $2,323  $745  $3,427  $1,113  $4,490  $1,467  $2,727  $880  $2,899  $937  

ダブル $1,274  $396  $1,825  $580  $2,356  $757  $1,474  $462  $1,561  $491  

トリプル $980  $298  $1,348  $421  $1,701  $538  $1,114  $343  $1,171  $361  
クオッド $833  $248  $1,109  $340  $1,374  $429      $976  $297  

5 人目         $1,178  $363          

6 人目         $1,047  $320          

7 人目         $953  $289          

8 人目         $883  $266          

12/22/22-

01/02/23 

シングル $4,234  $1,382  $5,252  $1,722  $6,315  $2,076  $4,552  $1,488  $4,721  $1,544  

ダブル $2,229  $714  $2,737  $883  $3,268  $1,060  $2,387  $767  $2,474  $796  

トリプル $1,616  $509  $1,956  $623  $2,309  $741  $1,723  $545  $1,779  $565  

クオッド $1,311  $408  $1,565  $493  $1,831  $582      $1,433  $449  

5 人目         $1,543  $485          

6 人目         $1,351  $422          

7 人目         $1,214  $376          

8 人目         $1,112  $342          
 

お子様規定   

 3 泊パッケージ 延泊 

0～1 歳 $0  $0  

2～17 歳 $91  $0  

 
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 

01/03/22-

04/30/22 

シングル $1,596  $462  $1,724  $505  $1,810  $534  $1,938  $576  $2,193  $661  $2,445  $745  

ダブル $891  $254  $956  $276  $997  $290  $1,060  $311  $1,188  $353  $1,316  $396  

トリプル $708  $204  $751  $217  $779  $227  $821  $242  $906  $269  $991  $298  

クオッド     $665  $189      $718  $207  $782  $228      

05/01/22-

06/24/22 

シングル $1,427  $406  $1,555  $449  $1,641  $477  $1,769  $520  $2,021  $604  $2,276  $689  

ダブル $805  $225  $869  $247  $912  $261  $976  $283  $1,104  $325  $1,229  $367  

トリプル $652  $185  $695  $199  $722  $208  $765  $222  $850  $251  $935  $279  
クオッド     $622  $175      $675  $192  $738  $214      

06/25/22-

08/15/22 

シングル $1,596  $462  $1,810  $534  $1,810  $534  $2,021  $604  $2,193  $661  $2,445  $745  

ダブル $891  $254  $997  $290  $997  $290  $1,104  $325  $1,188  $353  $1,316  $396  

トリプル $708  $204  $779  $227  $779  $227  $850  $251  $906  $269  $991  $298  

クオッド     $685  $196      $738  $214  $782  $228      

08/16/22-

09/30/22 

シングル $1,217  $336  $1,344  $378  $1,427  $406  $1,555  $449  $1,810  $534  $2,065  $619  

ダブル $700  $191  $764  $212  $805  $225  $869  $247  $997  $290  $1,125  $332  
トリプル $581  $161  $623  $175  $652  $185  $695  $199  $779  $227  $864  $255  

クオッド     $569  $158      $622  $175  $685  $196      

10/01/22-

12/21/22 

シングル $1,472  $421  $1,596  $462  $1,682  $491  $1,810  $534  $2,065  $619  $2,321  $704  

ダブル $828  $233  $891  $254  $933  $268  $997  $290  $1,125  $332  $1,252  $375  

トリプル $666  $190  $708  $204  $737  $213  $779  $227  $864  $255  $949  $284  

クオッド     $633  $178      $685  $196  $750  $217      

12/22/22-

01/02/23 

シングル $3,294  $1,028  $3,508  $1,099  $3,508  $1,099  $3,718  $1,170  $3,890  $1,227  $4,142  $1,311  
ダブル $1,740  $537  $1,846  $573  $1,846  $573  $1,953  $608  $2,037  $636  $2,164  $679  

トリプル $1,274  $392  $1,344  $415  $1,344  $415  $1,416  $439  $1,472  $458  $1,557  $486  

クオッド     $1,110  $337      $1,163  $355  $1,206  $369      



＊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 2022

年 

 
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 

01/03/22-

04/30/22 

シングル $2,573  $788  $3,677  $1,156  $4,739  $1,510  $2,976  $922  $3,145  $979  

ダブル $1,380  $417  $1,930  $600  $2,461  $777  $1,580  $484  $1,666  $513  

トリプル $1,034  $312  $1,402  $435  $1,755  $552  $1,168  $357  $1,225  $376  

クオッド $876  $260  $1,152  $352  $1,418  $440      $1,020  $307  

5 人目         $1,326  $373          

6 人目         $1,110  $328          

7 人目         $983  $296          

8 人目         $911  $271          

05/01/22-

06/24/22 

シングル $2,404  $731  $3,508  $1,099  $4,567  $1,452  $2,807  $866  $2,976  $922  

ダブル $1,294  $389  $1,846  $573  $2,377  $750  $1,495  $455  $1,580  $484  

トリプル $978  $293  $1,344  $415  $1,699  $534  $1,112  $338  $1,168  $357  

クオッド $834  $245  $1,110  $337  $1,375  $426      $978  $293  

5 人目         $1,291  $361          

6 人目         $1,081  $317          

7 人目         $959  $288          

8 人目         $890  $265          

06/25/22-

08/15/22 

シングル $2,659  $817  $3,677  $1,156  $4,739  $1,510  $2,976  $922  $3,145  $979  

ダブル $1,421  $431  $1,930  $600  $2,461  $777  $1,580  $484  $1,666  $513  

トリプル $1,061  $321  $1,402  $435  $1,755  $552  $1,168  $357  $1,225  $376  

クオッド $898  $267  $1,152  $352  $1,418  $440      $1,020  $307  

5 人目         $1,326  $373          

6 人目         $1,110  $328          

7 人目         $983  $296          

8 人目         $911  $271          

08/16/22-

09/30/22 

シングル $2,193  $661  $3,294  $1,028  $4,356  $1,382  $2,597  $796  $2,766  $852  

ダブル $1,188  $353  $1,740  $537  $2,270  $714  $1,390  $421  $1,474  $449  

トリプル $906  $269  $1,274  $392  $1,627  $509  $1,041  $314  $1,097  $334  

クオッド $782  $228  $1,057  $320  $1,323  $408      $925  $276  

5 人目         $1,249  $347          

6 人目         $1,047  $306          

7 人目         $929  $277          

8 人目         $864  $255          

10/01/22-

12/21/22 

シングル $2,445  $745  $3,549  $1,113  $4,612  $1,467  $2,849  $880  $3,021  $937  

ダブル $1,316  $396  $1,866  $580  $2,398  $757  $1,516  $462  $1,602  $491  

トリプル $991  $298  $1,359  $421  $1,712  $538  $1,126  $343  $1,182  $361  

クオッド $844  $248  $1,120  $340  $1,386  $429      $988  $297  

5 人目         $1,300  $363          

6 人目         $1,088  $320          

7 人目         $965  $289          

8 人目         $895  $266          

12/22/22-

01/02/23 

シングル $4,356  $1,382  $5,374  $1,722  $6,437  $2,076  $4,674  $1,488  $4,843  $1,544  

ダブル $2,270  $714  $2,778  $883  $3,310  $1,060  $2,429  $767  $2,515  $796  

トリプル $1,627  $509  $1,968  $623  $2,321  $741  $1,734  $545  $1,791  $565  

クオッド $1,323  $408  $1,577  $493  $1,842  $582      $1,444  $449  

5 人目         $1,665  $485          

6 人目         $1,393  $422          
7 人目         $1,226  $376          

8 人目         $1,124  $342          
 

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】 

フェアモント フェアモント デラックスビュー デラックスビュー ジュニアスイート プールヴィラルーム 



＊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 2022

年 

EP 
キング 2 クイーン キング 2 クイーン キング 

延泊 延泊 延泊 延泊 延泊 延泊 

01/03/22-

04/30/22 

シングル $520  $562  $590  $633  $718  $803  

ダブル $283  $304  $317  $339  $382  $424  

トリプル $222  $237  $246  $260  $289  $316  

クオッド   $202    $221  $242    

05/01/22-

06/24/22 

シングル $462  $505  $534  $576  $661  $745  

ダブル $254  $276  $290  $311  $353  $396  

トリプル $204  $217  $227  $242  $269  $298  

クオッド   $189    $207  $228    

06/25/22-

08/15/22 

シングル $520  $590  $590  $661  $718  $803  

ダブル $283  $317  $317  $353  $382  $424  

トリプル $222  $246  $246  $269  $289  $316  

クオッド   $210    $228  $242    

08/16/22-

09/30/22 

シングル $392  $435  $462  $505  $590  $675  

ダブル $219  $240  $254  $276  $317  $360  

トリプル $179  $194  $204  $217  $246  $274  

クオッド   $171    $189  $210    

10/01/22-

12/21/22 

シングル $477  $520  $547  $590  $675  $760  

ダブル $261  $283  $297  $317  $360  $403  

トリプル $208  $222  $232  $246  $274  $302  

クオッド   $192    $210  $231    

12/22/22-

01/02/23 

シングル $1,086  $1,156  $1,156  $1,170  $1,283  $1,369  

ダブル $566  $600  $600  $608  $665  $707  

トリプル $411  $435  $435  $439  $477  $505  

クオッド   $352    $355  $383    
 

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 

01/03/22-

04/30/22 

シングル $845  $1,212  $1,566  $979  $1,036  

ダブル $445  $629  $806  $513  $541  

トリプル $331  $453  $572  $376  $394  

クオッド $274  $366  $454    $321  

5 人目     $384      

6 人目     $337      

7 人目     $304      
8 人目     $278      

05/01/22-

06/24/22 

シングル $788  $1,156  $1,510  $922  $979  

ダブル $417  $600  $777  $484  $513  

トリプル $312  $435  $552  $357  $376  
クオッド $260  $352  $440    $307  

5 人目     $373      

6 人目     $328      

7 人目     $296      

8 人目     $271      

06/25/22-

08/15/22 

シングル $873  $1,212  $1,566  $979  $1,036  

ダブル $459  $629  $806  $513  $541  

トリプル $340  $453  $572  $376  $394  

クオッド $281  $366  $454    $321  

5 人目     $384      

6 人目     $337      

7 人目     $304      

8 人目     $278      

08/16/22-

09/30/22 

シングル $718  $1,086  $1,439  $852  $909  

ダブル $382  $566  $742  $449  $477  

トリプル $289  $411  $529  $334  $352  

クオッド $242  $334  $422    $290  
5 人目     $358      

6 人目     $315      

7 人目     $285      

8 人目     $262      

10/01/22-

12/21/22 

シングル $803  $1,170  $1,524  $937  $994  

ダブル $424  $608  $784  $491  $520  

トリプル $316  $439  $557  $361  $381  

クオッド $263  $355  $444    $311  

5 人目     $375      

6 人目     $330      

7 人目     $297      

8 人目     $273      



＊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 2022

年 

12/22/22-

01/02/23 

シングル $1,439  $1,778  $2,132  $1,544  $1,602  

ダブル $742  $912  $1,089  $796  $823  

トリプル $529  $642  $760  $565  $583  

クオッド $422  $507  $596    $462  

5 人目     $497      

6 人目     $431      

7 人目     $384      

8 人目     $348      

 
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 

$48.00/大人/1 日 

$27.00/6～17 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 

  2022 年 12 月 22 日～2023 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 


