
＊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。          ウィンダム グランド リオマール 2021 年 

ウィンダム グランドリオマール プエルトリコ ゴルフ＆ビーチリゾート 

2021 年 3 泊パッケージ 

プエルトリコ/リオグランデ 
 

 

＊ご到着時間が 8:30am-22:00pm まで、ご出発時間が 5:30am-19:30pm までのお客様にご利用頂けるパッケージ料金です。 

上記以外の時間帯のご到着、ご出発の場合、お 1 人様片道$12.00 の送迎追加料金が発生いたします。 
 

EP 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％税金、18.5％ハウスキーピングサービス料、11％リゾート料 

   ホテル内シャトルバスサービス、お部屋、ロビー、プール、ラウンジでの WIFI 接続 

5 歳まではお食事が無料、Caicu Rum Bar でのウェルカム前菜 ＊お飲物をご注文の方のみ 

レクリエーションアメニティー 

アクティビティー 

テーブルゲーム 

ビーチスタッフ 

毎日のライブ音楽エンターテイメント 

ご到着時のお部屋にお水のボトル 2 本 

お部屋のプエルトリコ産コーヒー＆紅茶 

お部屋のセーフティーボックス 

市内電話通話料 

ロビー＆レストランの新聞 

コンピューター利用と搭乗券印刷 

フィットネスセンター利用 

ビジネスセンター利用 

$20.00 分のカジノマッチプレイクーポン 

スパでのフェイシャル＆ボディーマッサージの 10％ディスカウント 

15 時以降のゴルフプレイ代ディスカウント 

ゴルフクラブレンタル 15％ディスカウント 

テニスコート利用、空港～ホテル間の往復混載車送迎 

EP 
レインフォレスト 

キング 

レインフォレスト 

2 クイーン 

プールビュー 

キング 

プールビュー 

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 

11/01/21-

12/23/21 

シングル $1,311  $365  $1,349  $377  $1,349  $377  $1,390  $391  

ダブル $656  $183  $675  $190  $675  $190  $696  $197  

トリプル $500  $131  $513  $136  $513  $136  $526  $140  

クオッド $422  $106  $432  $109  $432  $109  $442  $112  

12/24/21-

12/31/21 

シングル $2,418  $734  $2,494  $759  $2,494  $759  $2,574  $785  

ダブル $1,210  $368  $1,248  $381  $1,248  $381  $1,287  $393  

トリプル $868  $254  $895  $263  $895  $263  $921  $271  

クオッド $699  $198  $719  $205  $719  $205  $738  $210  
 

EP 
オーシャンビュー 

キング 

オーシャンビュー 

2 クイーン 

ジュニアスイート 

レインフォレストビューキング 

ジュニアスイート 

オーシャンビューキング 

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 

11/01/21-

12/23/21 

シングル $1,390  $391  $1,428  $404  $1,428  $404  $1,466  $416  

ダブル $696  $197  $714  $202  $714  $202  $734  $209  

トリプル $526  $140  $539  $145  $539  $145  $552  $148  

クオッド $442  $112  $452  $115  $452  $115  $462  $118  

12/24/21-

12/31/21 

シングル $2,574  $785  $2,653  $812  $2,653  $812  $2,732  $838  

ダブル $1,287  $393  $1,327  $407  $1,327  $407  $1,366  $420  

トリプル $921  $271  $948  $281  $948  $281  $974  $290  

クオッド $738  $210  $759  $217  $759  $217  $779  $224  
 

お子様料金  

 パッケージ 延泊 

0-2 歳 $0  $0  

3-17 歳 $110  $0  
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EP 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 EP3 泊パッケージの内容 

空港～ホテル間の往復専用車送迎 

EP 
レインフォレスト 

キング 

レインフォレスト 

2 クイーン 

プールビュー 

キング 

プールビュー 

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 

11/01/21-

12/23/21 

シングル $1,533  $365  $1,571  $377  $1,571  $377  $1,612  $391  

ダブル $767  $183  $787  $190  $787  $190  $807  $197  

トリプル $538  $131  $551  $136  $551  $136  $564  $140  

クオッド $423  $106  $434  $109  $434  $109  $443  $112  

12/24/21-

12/31/21 

シングル $2,640  $734  $2,716  $759  $2,716  $759  $2,796  $785  

ダブル $1,321  $368  $1,359  $381  $1,359  $381  $1,398  $393  

トリプル $906  $254  $933  $263  $933  $263  $959  $271  

クオッド $700  $198  $720  $205  $720  $205  $739  $210  
 

EP 
オーシャンビュー 

キング 

オーシャンビュー 

2 クイーン 

ジュニアスイート 

レインフォレストビューキング 

ジュニアスイート 

オーシャンビューキング 

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 

11/01/21-

12/23/21 

シングル $1,612  $391  $1,650  $404  $1,650  $404  $1,688  $416  

ダブル $807  $197  $826  $202  $826  $202  $845  $209  

トリプル $564  $140  $577  $145  $577  $145  $590  $148  

クオッド $443  $112  $453  $115  $453  $115  $463  $118  

12/24/21-

12/31/21 

シングル $2,796  $785  $2,875  $812  $2,875  $812  $2,954  $838  

ダブル $1,398  $393  $1,439  $407  $1,439  $407  $1,478  $420  

トリプル $959  $271  $986  $281  $986  $281  $1,012  $290  

クオッド $739  $210  $760  $217  $760  $217  $780  $224  
 

お子様料金  

 パッケージ 延泊 

0-2 歳 $0  $0  

3-17 歳 $148  $0  

 
追加料金  簡易ベッドは$27.00/1 泊（キングベッド 1 つのお部屋のみ）、赤ちゃんベッドは無料です。 

 

お部屋利用人数 4 名様まで 

 

キャンセル料 チェックイン日より 5 日以内のキャンセルは延泊 1 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。 


