
有限会社トラベルボデギータ　TEL:03-5786-6645
手配手数料￥３，０００(２名様まで）１名様追加ごとに￥500かかります。 2015年6月15日　　　　　

6:00 ピナル・デル・リオ発着所 6:00 ホテル　アンコン
6:10 ホテル　トリニダ デル マル

6:30 ホテル　ハスミネス 6:20 ホテル　コスタスール
6:45 プラサ　ビニャーレス 6:35 ホテル　イベロスター トリニダ
7:00 ホテル　ランチョ サン ビセンテ 6:40 ホテル　ラス クエバス
7:30 ホテル　ラ エルミータ 6:50 ホテル　マ ドローレス

8:05 ホテル　ランチョ ルナ
14:00 ホテル　ラ ウニオン 8:35 ホテル　ハグア
14:15 ホテル　ハグア 8:50 ホテル　ラ ウニオン
14:45 ホテル　ランチョ ルナ

16:00 ホテル　マ ドローレス 15:30 ホテル　ラ エルミータ
16:15 ホテル　ラス クエバス 16:00 ホテル　ランチョ サン ビセンテ
16:20 ホテル　イベロスター トリニダ 16:15 プラサ　ビニャーレス
16:40 ホテル　コスタスール 16:30 ホテル　ハスミネス
16:50 ホテル　トリニダ デル マル
17:00 ホテル　アンコン 16:50 ピナル・デル・リオ発着所

8:00 ホテル　ゾーン３（旧市街） 14:00 ホテル　ランチョ サン ビセンテ
8:20 ホテル　ゾーン２（新市街） 14:15 プラサ　ビニャーレス
8:40 ホテル　ゾーン１（ミラマル地区） 14:25 ホテル　ラ エルミータ

14:40 ホテル　ハスミネス

11:30 ピナル・デル・リオ発着所 15:40 ピナル・デル・リオ発着所

12:30 ホテル　ハスミネス
12:40 プラサ　ビニャーレス 18:10 ホテル　ゾーン１（ミラマル地区）
12:50 ホテル　ラ エルミータ 18:30 ホテル　ゾーン２（新市街）
13:10 ホテル　ランチョ サン ビセンテ 19:00 ホテル　ゾーン３（旧市街）

9:00 ホテル　ゾーン１（ミラマル地区） 15:00 ホテル　ゾーン１
9:20 ホテル　ゾーン２（新市街） 15:20 ホテル　ゾーン２
9:40 ホテル　ゾーン３（旧市街）

18:30 ホテル　ゾーン３（旧市街）
12:30 ホテル　ゾーン２ 18:50 ホテル　ゾーン２（新市街）
12:50 ホテル　ゾーン１ 19:10 ホテル　ゾーン１（ミラマル地区）

20分休憩

(CC-1-A・B) - ピナル・デル・リオ - トリニダ　片道4500円

(CC-2-A・B) -  ハバナ - ビニャーレス　片道1800円

(CC-1-A) - Pinar del Rió - Trinidad (CC-1-B) - Trinidad - Pinar del Río

ビニャーレス　Viñales

ビニャーレス発　Viñales

ピナル・デル・リオ　Pinar del Río

(CC-2-A) - Ciudad Habana - Viñales (CC-2-B) - Viñales - Ciudad Habana

キューバ国内混載バス　CONECTANDO CUBA

20分休憩

トリニダ発 　Trinidad

シエンフエゴス　Cienfuegos

30分休憩
ビニャーレス　Viñales

ピナル・デル・リオ　Pinar del Río

ピナル・デル・リオ発　Pinar del Río

ビニャーレス　Viñales

シエンフエゴス　Cienfuegos

トリニダ　Trinidad

30分休憩

ハバナ発 Habana

ピナル・デル・リオ　Pinar del Río

ハバナ Habana

(CC-3-A・B・C・D) - ハバナ - バラデロ　片道2000円
(CC-3-A) - Ciudad Habana - Varadero

ハバナ発 Habana

バラデロ　Varadero

(CC-3-B) - Varadero - Ciudad Habana
バラデロ発　Varadero

20分休憩
20分休憩 ハバナ Habana
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手配手数料￥３，０００(２名様まで）１名様追加ごとに￥500かかります。　　　　　　2014年12月26日

8:00 ホテル　ゾーン１（ミラマル地区） 8:00 ホテル　アンコン
8:20 ホテル　ゾーン２（新市街） 8:10 ホテル　トリニダ デル マル
8:40 ホテル　ゾーン３（旧市街） 8:20 ホテル　コスタスール

8:35 ホテル　イベロスター トリニダ
8:40 ホテル　ラス クエバス

13:00 ホテル　ラ ウニオン 8:50 ホテル　マ ドローレス
13:15 ホテル　ハグア
13:45 ホテル　ランチョ ルナ 10:05 ホテル　ランチョ ルナ

10:35 ホテル　ハグア
15:00 ホテル　マ ドローレス 10:50 ホテル　ラ ウニオン
15:10 ホテル　ラス クエバス
15:15 ホテル　イベロスター トリニダ
15:30 ホテル　コスタスール 15:00 ホテル　ゾーン３（旧市街）
15:40 ホテル　トリニダ デル マル 15:20 ホテル　ゾーン２（新市街）
16:00 ホテル　アンコン 15:40 ホテル　ゾーン１（ミラマル地区）

7:00 ホテル　ゾーン１（ミラマル地区） 7:00 ホテル　メリア サンチアゴ
7:20 ホテル　ゾーン２（新市街）
7:40 ホテル　ゾーン３（旧市街） 9:00 ホテル　ペルニック

12:00 ホテル　カマグウェイ
14:55 ホテル　シエゴ・デ・アビラ

16:55 ホテル　カマグウェイ 14:55 ホテル　シエゴ・デ・アビラ

19:55 ホテル　ペルニック 20:55 ホテル　ゾーン３（旧市街）
21:15 ホテル　ゾーン２（新市街）

21:55 ホテル　メリア サンチアゴ 21:35 ホテル　ゾーン１（ミラマル地区）

シエゴ・デ・アビラ　Ciego de Ávila

ハバナ発 Habana

45分休憩

カマグウェイ　Camaguey

オルギン　Holguín

サンチャゴ・デ・クーバ　Santiago de Cuba

サンチャゴ・デ・クーバ発　Santiago de Cuba

オルギン　Holguín

カマグウェイ　Camaguey

45分休憩
シエゴ・デ・アビラ　Ciego de Ávila

(CC-6-A・B) - ハバナ - サンチャゴ・デ・クーバ　片道6500円

ハバナ Habana

キューバ国内混載バス　CONECTANDO CUBA

トリニダ　Trinidad

トリニダ発　Trinidad

シエンフエゴス　Cienfuegos

(CC-4-A・B) - ハバナ　- トリニダ　片道3500円

(CC-6-A) - Ciudad Habana - Santiago de Cuba (CC-6-B) - Santiago de Cuba - Ciudad Habana

30分休憩

30分休憩
シエンフエゴス　Cienfuegos

(CC-4-A) - Ciudad Habana - Trinidad
ハバナ発 Habana

ハバナ Habana

(CC-4-B) - Trinidad - Ciudad Habana
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