
トラベルボデギータお勧めホテル（ハバナ、新市街）     2015 年 11 月～ 2016 年 05 月
§ 2015 年 11 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。
2015/11/18

12月22日～02月29日 03月01日～04月30日

除12月24,25及び31日 除03月20日～27日

クラシカ  （スタンダード） ツイン ¥33,500 ¥41,900 ¥48,400 ¥38,700 ¥41,900
クラシカ  （スタンダード） シングル ¥22,400 ¥29,100 ¥32,300 ¥27,500 ¥29,100

★★★★★ ジュニアスイート ツイン ¥37,700 ¥47,800 ¥54,300 ¥44,500 ¥47,800
　メリア・コイーバ ジュニアスイート シングル ¥26,200 ¥32,000 ¥35,300 ¥30,400 ¥32,000

グランド　スイート ツイン ¥42,300 ¥52,300 ¥58,800 ¥49,100 ¥52,300
グランド　スイート シングル ¥30,100 ¥35,900 ¥39,200 ¥34,300 ¥35,900

クラシカ  （スタンダード） ツイン ¥30,200 ¥38,700 ¥45,200 ¥35,400 ¥38,700
★★★★★ クラシカ  （スタンダード） シングル ¥20,000 ¥27,500 ¥30,700 ¥25,800 ¥27,500
　メリア・ハバナ クラシカ  （スタンダード） ツイン (OV) ¥33,500 ¥43,600 ¥50,100 ¥40,300 ¥43,600

クラシカ  （スタンダード） シングル  (OV) ¥22,400 ¥29,900 ¥33,200 ¥28,300 ¥29,900

クラシカ  （スタンダード） ツイン ¥27,000 ¥35,400 ¥41,900 ¥30,600 ¥33,800
★★★★ クラシカ  （スタンダード） シングル ¥17,600 ¥24,200 ¥27,500 ¥21,800 ¥23,400
　トリップ・ハバナ・リブレ クラシカ  （スタンダード） ツイン（パノラマビュー） ¥29,600 ¥39,700 ¥46,200 ¥34,800 ¥38,000

クラシカ  （スタンダード） シングル（パノラマビュ ¥18,900 ¥26,300 ¥29,600 ¥23,900 ¥25,500

★★★★★ スタンダードツイン ¥39,000 ¥47,100 ¥39,000
　ホテル・ナシオナル スタンダードシングル ¥27,600 ¥31,700 ¥27,600

スタンダードツイン  エグゼクティブフロア ¥48,800 ¥56,900 ¥48,800
スタンダードシングル エグゼクティブフロア ¥32,500 ¥36,600 ¥32,500
ジュニアスイート　１ベッドルーム（2名様まで） ¥68,300 ¥74,800 ¥68,300
シニアスイート　２ベッドルーム （4名様まで） ¥95,900 ¥102,400 ¥95,900
ジュニアスイート　エグゼクティブフロア ¥73,500 ¥80,000 ¥73,500
シニアスイート　　エグゼクティブフロア ¥97,700 ¥104,200 ¥97,700
スイート　レアル　３ベッドルーム　(6名様まで） ¥164,100 ¥170,600 ¥164,100
スイート　プレジデンシャル （4名様まで） ¥246,700 ¥253,200 ¥246,700

★★★★ スタンダードツイン ¥21,100 ¥27,000 ¥21,100
リビエラ スタンダードシングル ¥13,300 ¥16,300 ¥13,300

01月03日～03月19日

03月28日～04月30日

★★★★ スーペリア―　ツイン ¥25,400 ¥36,400 ¥28,900 ¥31,500 ¥21,800
メモリーズ・ミラマル スーペリア―　シングル ¥16,700 ¥23,100 ¥18,500 ¥19,800 ¥15,000

11月11日～12月21日 02月01日～03月17日

04月01日～04月30日 03月28日～03月31日

★★★★ スタンダードツイン ¥24,400 ¥34,500 ¥26,300 ¥29,600 ¥31,200
ホテル･カプリ スタンダードシングル ¥17,100 ¥22,100 ¥18,000 ¥19,700 ¥20,500

スタンダードツイン（OV) ¥26,000 ¥36,100 ¥28,000 ¥31,200 ¥32,800
スタンダ－ドシングル（OV) ¥18,700 ¥23,700 ¥19,700 ¥21,300 ¥22,100
スタンダードツイン・スーペリアー ¥30,900 ¥41,000 ¥32,800 ¥36,100 ¥37,700
スタンダードシングル・スーペリアー ¥19,200 ¥24,200 ¥20,200 ¥21,800 ¥22,600

12月22日～02月28日

除12月24日及び31日

★★★★ スタンダードツイン ¥20,800 ¥26,000 ¥39,000 ¥20,800
キンタアベニダ スタンダードシングル ¥14,500 ¥17,100 ¥23,600 ¥14,500

12月01日～12月21日 12月22日～03月31日

05月01日～05月31日 (除 12月24,25及び31

★★★ スタンダードツイン ¥15,900 ¥14,300 ¥15,900 ¥21,500 ¥15,300

コモドロ、コパカバーナ スタンダードシングル ¥9,600 ¥8,800 ¥9,600 ¥12,400 ¥9,300

シャトー・ミラマル

01月03日～03月19日

03月28日～04月30日

★★★ スタンダードツイン ¥19,200 ¥27,600 ¥21,500 ¥24,100 ¥16,900
モンテハバナ スタンダードシングル ¥12,800 ¥17,100 ¥14,000 ¥15,300 ¥11,700

★★★★ スタンダードツイン ¥20,800 ¥26,700 ¥20,800 ¥17,600

　ビクトリア スタンダードシングル ¥13,300 ¥16,300 ¥13,300 ¥11,700

★★★ スタンダードツイン ¥15,000 ¥18,900 ¥15,000 ¥11,700
　ベダード スタンダードシングル ¥9,600 ¥11,500 ¥9,600 ¥8,000

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

05月01日～05月31日

01月03日～04月30日

ホテル名

12月22日～01月02日11月01日～12月21日

03月01日～05月31日11月12日～12月21日 12月24日及び31日

12月22日～01月02日 01月03日～01月31日

12月24,25及び31日

03月20日～03月27日

03月20日～03月27日

04月01日～04月30日11月01日～11月30日

11月11日～12月21日 12月22日～01月02日

11月01日～12月21日 12月22日～01月02日 01月03日～03月19日 03月20日～04月30日

03月18日～03月27日

11月11日～12月21日 12月22日～01月02日 03月20日～03月27日 05月01日～07月10日

11月21日～12月21日 12月24,25及び31日


