
＊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 2022 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 

2022 年 3 泊パッケージ 

プエルトリコ/リオグランデ 
 

EP 混載車送迎 3 泊パッケージ 
＊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$58.00 の片道送迎追加料金が発生いたします。 
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、リゾートサービス料合計 32.64% 

   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、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、お部屋にお水のボトル 2 本毎日補充 

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 

ロビーに新聞、搭乗券印刷のためのコンピューター利用、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 

ゴルフ打ちっ放し、パター練習場利用、15 時以降のゴルフプレイ代ディスカウント 

ゴルフレンタルクラブ 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 

01/01/22-

04/18/22 

シングル $1,770  $518  $1,811  $531  $1,811  $531  $1,849  $544  

ダブル $886  $260  $906  $267  $906  $267  $925  $273  

トリプル $719  $205  $733  $209  $733  $209  $745  $213  

クオッド $636  $177  $646  $181  $646  $181  $656  $183  

04/19/22-

09/04/22 

シングル $1,401  $394  $1,439  $407  $1,439  $407  $1,480  $421  

ダブル $700  $198  $720  $205  $720  $205  $741  $212  

トリプル $596  $163  $608  $168  $608  $168  $622  $173  

クオッド $544  $146  $553  $150  $553  $150  $564  $153  

09/05/22-

12/22/22 

シングル $1,283  $355  $1,321  $368  $1,321  $368  $1,363  $382  

ダブル $642  $178  $661  $185  $661  $185  $682  $192  

トリプル $557  $151  $569  $154  $569  $154  $582  $159  

クオッド $514  $136  $524  $139  $524  $139  $534  $143  

12/22/22-

12/31/22 

シングル $2,977  $920  $3,015  $933  $3,015  $933  $3,057  $946  

ダブル $1,489  $461  $1,508  $467  $1,508  $467  $1,528  $474  

トリプル $1,121  $338  $1,134  $343  $1,134  $343  $1,147  $347  

クオッド $938  $277  $948  $281  $948  $281  $957  $284  

01/01/23-

04/15/23 

シングル $1,794  $526  $1,835  $539  $1,835  $539  $1,873  $552  

ダブル $897  $263  $918  $270  $918  $270  $937  $277  

トリプル $727  $207  $739  $212  $739  $212  $753  $216  

クオッド $642  $178  $652  $182  $652  $182  $662  $185  
 

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 

01/01/22-

04/18/22 

シングル $1,849  $544  $1,891  $558  $1,891  $558  $1,929  $570  

ダブル $925  $273  $945  $279  $945  $279  $965  $286  

トリプル $745  $213  $758  $217  $758  $217  $772  $222  

クオッド $656  $183  $666  $186  $666  $186  $676  $190  

04/19/22-

09/04/22 

シングル $1,480  $421  $1,518  $434  $1,518  $434  $1,559  $447  

ダブル $741  $212  $759  $217  $759  $217  $780  $224  

トリプル $622  $173  $635  $176  $635  $176  $649  $181  

クオッド $564  $153  $573  $155  $573  $155  $583  $159  

09/05/22-

12/22/22 

シングル $1,363  $382  $1,401  $394  $1,401  $394  $1,439  $407  

ダブル $682  $192  $700  $198  $700  $198  $720  $205  

トリプル $582  $159  $596  $163  $596  $163  $608  $168  

クオッド $534  $143  $544  $146  $544  $146  $553  $150  

12/22/22-

12/31/22 

シングル $3,057  $946  $3,095  $959  $3,095  $959  $3,133  $972  

ダブル $1,528  $474  $1,548  $481  $1,548  $481  $1,566  $486  

トリプル $1,147  $347  $1,160  $352  $1,160  $352  $1,173  $355  

クオッド $957  $284  $967  $288  $967  $288  $976  $290  

01/01/23-

04/15/23 

シングル $1,873  $552  $1,911  $565  $1,911  $565  $1,953  $578  

ダブル $937  $277  $956  $283  $956  $283  $976  $290  

トリプル $753  $216  $766  $220  $766  $220  $780  $224  

クオッド $662  $185  $672  $189  $672  $189  $682  $192  
 

お子様料金  

 パッケージ 延泊 

0-2 歳 $0  $0  

3-17 歳 $110  $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。          ウィンダムグランド リオマール 2022 年 

 
EP 専用車送迎 3 泊パッケージ 

＊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$12.00 の片道送迎追加料金が発生いたします。 
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 

01/01/22-

04/18/22 

シングル $1,992  $518  $2,033  $531  $2,033  $531  $2,071  $544  

ダブル $997  $260  $1,018  $267  $1,018  $267  $1,036  $273  

トリプル $757  $205  $771  $209  $771  $209  $783  $213  

クオッド $637  $177  $647  $181  $647  $181  $657  $183  

04/19/22-

09/04/22 

シングル $1,623  $394  $1,661  $407  $1,661  $407  $1,702  $421  

ダブル $812  $198  $831  $205  $831  $205  $852  $212  

トリプル $634  $163  $646  $168  $646  $168  $660  $173  

クオッド $545  $146  $554  $150  $554  $150  $565  $153  

09/05/22-

12/22/22 

シングル $1,505  $355  $1,543  $368  $1,543  $368  $1,585  $382  

ダブル $753  $178  $773  $185  $773  $185  $794  $192  

トリプル $595  $151  $607  $154  $607  $154  $620  $159  

クオッド $515  $136  $526  $139  $526  $139  $535  $143  

12/22/22-

12/31/22 

シングル $3,199  $920  $3,237  $933  $3,237  $933  $3,279  $946  

ダブル $1,601  $461  $1,619  $467  $1,619  $467  $1,640  $474  

トリプル $1,159  $338  $1,172  $343  $1,172  $343  $1,185  $347  

クオッド $940  $277  $949  $281  $949  $281  $958  $284  

01/01/23-

04/15/23 

シングル $2,016  $526  $2,057  $539  $2,057  $539  $2,095  $552  

ダブル $1,009  $263  $1,029  $270  $1,029  $270  $1,049  $277  

トリプル $765  $207  $777  $212  $777  $212  $791  $216  

クオッド $643  $178  $653  $182  $653  $182  $664  $185  
 

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 

01/01/22-

04/18/22 

シングル $2,071  $544  $2,113  $558  $2,113  $558  $2,151  $570  

ダブル $1,036  $273  $1,057  $279  $1,057  $279  $1,076  $286  

トリプル $783  $213  $796  $217  $796  $217  $810  $222  

クオッド $657  $183  $667  $186  $667  $186  $677  $190  

04/19/22-

09/04/22 

シングル $1,702  $421  $1,740  $434  $1,740  $434  $1,781  $447  

ダブル $852  $212  $871  $217  $871  $217  $891  $224  

トリプル $660  $173  $673  $176  $673  $176  $687  $181  

クオッド $565  $153  $574  $155  $574  $155  $584  $159  

09/05/22-

12/22/22 

シングル $1,585  $382  $1,623  $394  $1,623  $394  $1,661  $407  

ダブル $794  $192  $812  $198  $812  $198  $831  $205  

トリプル $620  $159  $634  $163  $634  $163  $646  $168  

クオッド $535  $143  $545  $146  $545  $146  $554  $150  

12/22/22-

12/31/22 

シングル $3,279  $946  $3,317  $959  $3,317  $959  $3,355  $972  

ダブル $1,640  $474  $1,659  $481  $1,659  $481  $1,678  $486  

トリプル $1,185  $347  $1,198  $352  $1,198  $352  $1,211  $355  

クオッド $958  $284  $968  $288  $968  $288  $978  $290  

01/01/23-

04/15/23 

シングル $2,095  $552  $2,133  $565  $2,133  $565  $2,175  $578  

ダブル $1,049  $277  $1,067  $283  $1,067  $283  $1,088  $290  

トリプル $791  $216  $804  $220  $804  $220  $818  $224  

クオッド $664  $185  $673  $189  $673  $189  $683  $192  
 

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$30.00/1 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 
 

支払い規定  チェックイン日より 45 日前までにお支払下さい 
 

キャンセル料 2022 年 1 月 1 日～4 月 18 日； 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 4 月 19 日～12 月 22 日； 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 

  2022 年 12 月 23 日～31 日； チェックイン日より 32 日以前のキャンセルは 60%、31 日以内のキャンセルは 100％ 

  2023 年 1 月 1 日～4 月 15 日； 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 
 

ノーショウ  ノーショウは、全泊分をお支払い願います。 


