
§  2017 年04月現在の料金です。  ＊＊料金は変動する可能性があります。＊＊
§ 料金は＊＊注釈＊＊のない限り 1 部屋あたり朝食付きです。

TRINIDAD　トリニダー
2017/4/20

ホテル名 04⽉01⽇〜04⽉30⽇ 05⽉01⽇〜07⽉14⽇ 07⽉15⽇〜08⽉24⽇ 08⽉25⽇〜10⽉31⽇

スタンダードツイン ¥46,200 ¥30,600 ¥36,300 ¥30,600

★★★★★ スタンダードシングル ¥30,300 ¥22,800 ¥25,600 ¥22,800

イベロスター・トリニダー スタンダードツイン テラス付き ¥49,500 ¥34,100 ¥39,700 ¥34,100

スタンダードシングル　テラス付き ¥32,000 ¥24,400 ¥27,200 ¥24,400

スタンダードツイン　パークビュー ¥49,500 ¥34,100 ¥39,700 ¥34,100

スタンダードシングル　パークビュー ¥32,000 ¥24,400 ¥27,200 ¥24,400

ジュニアスイートツイン ¥52,800 ¥35,600 ¥41,300 ¥35,600

ジュニアスイートシングル ¥33,500 ¥25,300 ¥28,100 ¥25,300

ホテル名

★★★★ スタンダードツイン ¥20,700 ¥16,600 ¥20,000 ¥16,600

トリニダー・デル・マル スタンダードシングル ¥13,500 ¥10,800 ¥13,300 ¥10,800

ジュニアスイートツイン ¥22,200 ¥18,400 ¥21,600 ¥18,400

ジュニアスイートシングル ¥14,400 ¥11,600 ¥14,100 ¥11,600

*オールインクルーシブ

★★★ スタンダードツイン ¥17,500 ¥14,400 ¥15,000 ¥14,400

　ラス・クエバス スタンダードシングル ¥10,500 ¥9,200 ¥9,500 ¥9,200

ジュニアスイートツイン ¥21,000 ¥17,500 ¥18,400 ¥17,500

ジュニアスイートシングル ¥12,500 ¥10,800 ¥11,100 ¥10,800

*朝夕食付

★★★ スタンダードツイン ¥17,500 ¥13,400 ¥15,000 ¥13,400

　コスタ・スール スタンダードシングル ¥10,500 ¥8,300 ¥9,200 ¥8,300

トロピカルツイン ¥18,800 ¥14,400 ¥15,900 ¥14,400

トロピカルシングル ¥12,000 ¥8,800 ¥9,700 ¥8,800

*オールインクルーシブ

★★★

　アンコン スタンダードツイン ¥17,500 ¥13,400 ¥15,000 ¥13,400

スタンダードシングル ¥10,500 ¥8,300 ¥9,200 ¥8,300

トロピカルツイン ¥18,800 ¥14,400 ¥15,900 ¥14,400

トロピカルシングル ¥12,000 ¥8,800 ¥9,700 ¥8,800

*オールインクルーシブ

★★ スタンダードツイン ¥13,600 ¥10,000 ¥10,600 ¥10,000

　フィンカ・マ・ドロレス スタンダードシングル ¥8,500 ¥6,700 ¥7,000 ¥6,700

トラベルボデギータお勧めホテル（トリニダー & 中部都市）　　　 2017 年 04 月～ 2017 年10月

05⽉01⽇〜07⽉14⽇ 07⽉15⽇〜08⽉24⽇ 08⽉25⽇〜10⽉31⽇04⽉01⽇〜04⽉30⽇



SANCTI SPIRITUS  サンティ・スピリッツ

★★★ スタンダードツイン ¥16,300 ¥12,500 ¥14,400 ¥12,500
　エル・リホ スタンダードシングル ¥8,900 ¥7,200 ¥8,800 ¥7,200

VILLA CLARA  ビジャ・クララ

★★★ スタンダードツイン ¥14,100 ¥11,600 ¥13,000 ¥11,600
　ロス・カネージェス スタンダードシングル ¥9,100 ¥7,500 ¥8,500 ¥7,500

CIENFUEGOS  シエンフエゴス

★★★★ スタンダードツイン ¥27,000 ¥21,900
　ラ・ウニオン スタンダードシングル ¥20,000 ¥17,700

PINAR DEL RIO  ピナル・デル・リオ

★★★ スタンダードツイン ¥12,900 ¥11,600
ラ・エルミータ スタンダードシングル ¥8,900 ¥7,500

★★★ トロピカル渓谷ビューツイン ¥14,400 ¥13,400
ロス・ハスミネス トロピカル渓谷ビューシングル ¥9,600 ¥8,300

5⽉1⽇〜7⽉14⽇
8⽉25⽇〜10⽉31⽇

★★★ スタンダードツイン ¥10,500 ¥5,900 ¥10,900
　ブエルタ・アバホ スタンダードシングル ¥6,600 ¥4,100 ¥6,900

　CAYO LARGO カヨ・ラルゴ
5⽉1⽇〜7⽉14⽇
8⽉25⽇〜10⽉31⽇

★★★★ スタンダードツイン ¥35,100 ¥20,300 ¥25,300
　ソル・カヨラルゴ スタンダードシングル ¥28,700 ¥16,900 ¥19,400

スーペリアツイン　OV ¥48,000 ¥33,800 ¥38,800
スーペリアシングル OV ¥35,900 ¥24,400 ¥26,900
ジュニアスイートツイン ¥51,000 ¥36,900 ¥41,900
ジュニアスイートシングル ¥38,300 ¥27,700 ¥30,300

5⽉1⽇〜7⽉14⽇
8⽉25⽇〜10⽉31⽇

★★★ スタンダードツイン ¥16,900 ¥15,600 ¥18,400
　オレ・プラヤブランカ スタンダードシングル ¥11,900 ¥11,000 ¥12,500

トラベルボデギータ　　 TEL 03-5786-6645  　 FAX 03-5786-6646   E-mail:  info@travelbodeguita.com

ホテル名 4⽉01⽇〜4⽉30⽇ 7⽉15⽇〜8⽉24⽇

ホテル名 4⽉01⽇〜4⽉30⽇ 7⽉15⽇〜8⽉24⽇

ホテル名 4⽉01⽇〜4⽉30⽇ 7⽉15⽇〜8⽉24⽇

ホテル名 4⽉01⽇〜4⽉30⽇ 5⽉1⽇〜10⽉31⽇

ホテル名 08⽉25⽇〜10⽉31⽇

ホテル名 04⽉01⽇〜04⽉30⽇

07⽉15⽇〜08⽉24⽇

ホテル名 04⽉01⽇〜04⽉30⽇

05⽉01⽇〜10⽉31⽇

05⽉01⽇〜07⽉14⽇ 07⽉15⽇〜08⽉24⽇ 08⽉25⽇〜10⽉31⽇

05⽉01⽇〜07⽉14⽇04⽉01⽇〜04⽉30⽇


