
2018/9/4

★★★★★ ¥39,600 

　サラトガ ¥39,600

¥67,100 

¥67,100

12/24,25,31

スタンダードツイン ¥36,000 ¥43,500

サンタ・イサベル スタンダードシングル ¥27,000 ¥30,700

ジュニアスイートツイン ¥43,500 ¥51,000

ジュニアスイートシングル ¥30,700 ¥34,500

スイートツイン ¥49,500 ¥57,000

スイートシングル ¥33,800 ¥37,500

スタンダードツイン ¥28,800 ¥36,300

テレグラフォ、ラケル、テラル スタンダードシングル ¥23,400 ¥27,100

アルマドレス・デ・サンタンデル ① ¥36,300 ¥43,800

コンデ・デ・ビジャヌエバ② ジュニアスイートシングル ¥27,100 ¥30,900

パラシオ・マルケス・デル・プラド③ スイートツイン①②③ ¥42,300 ¥49,800

フロリダ、コメンダドル、アンボス・ムンドス スイートシングル①②③ ¥30,100 ¥33,900

パラシオ・オファーリル

テハディージョ

①②③スイートルーム有

¥24,000 ¥31,500

オスタル・バレンシア スタンダードシングル ¥21,000 ¥24,700

ロス・フライレス ¥31,500 ¥39,000

ベルトラン・デ・サンタクルス ¥24,700 ¥28,500

★★★★★

グランホテル　マンサナ　ケンピンスキー パティオ　ツイン ¥66,500 ¥77,500 ¥52,300

＊宿泊費用に朝食が含まれていません パティオ  シングル ¥66,500 ¥77,500 ¥52,300

デラックス　ツイン ¥69,700 ¥80,600 ¥55,400

＊ジュニアスイート、スイートルームは デラックス　シングル ¥69,700 ¥80,600 ¥55,400

お問合せ下さい グランデラックス ツイン ¥74,300 ¥87,000 ¥60,200

グランデラックス シングル ¥74,300 ¥87,000 ¥60,200

★★★★★ スタンダードツイン ¥52,100 ¥66,500 ¥57,000 ¥55,300

イベロスター・グランホテル　パッカード スタンダードシングル ¥37,200 ¥44,400 ¥39,600 ¥38,700

¥57,000 ¥71,100 ¥61,600 ¥58,500

＊ジュニアスイート・スイートルームは ¥39,600 ¥46,700 ¥41,900 ¥40,300

　お問い合わせ下さい スタンダードスーペリオールツイン ¥55,300 ¥69,700 ¥60,200 ¥58,500

スタンダードスーペリオールシングル ¥38,700 ¥45,900 ¥41,200 ¥40,300

¥58,500 ¥72,900 ¥63,400 ¥61,600

¥40,300 ¥47,500 ¥42,800 ¥41,900

¥44,400 ¥58,500 ¥49,000 ¥47,500 

★★★★★ モデルナ　スタンダードシングル ¥29,200 ¥36,400 ¥31,700 ¥30,800 

¥52,100 ¥66,500 ¥57,000 ¥55,300 

¥33,300 ¥40,300 ¥35,600 ¥34,800 

＊モデルナ：新館 ¥50,700 ¥64,800 ¥55,300 ¥53,900 

＊コロニアル：本館 ¥32,400 ¥39,600 ¥34,800 ¥34,000 

¥58,500 ¥72,900 ¥63,400 ¥61,600 

＊スイートルームはお問い合わせ下さい ¥36,400 ¥43,500 ¥38,700 ¥38,000 

¥55,300 ¥69,700 ¥60,200 ¥58,500 

¥34,800 ¥41,900 ¥37,200 ¥36,400 

¥63,400 ¥77,500 ¥68,000 ¥66,500 

¥38,700 ¥45,900 ¥41,200 ¥40,300 

スタンダードツイン ¥29,700 ¥33,000 

イングラテーラ スタンダードシングル（ワンベッドルーム ¥19,800 ¥23,100 

★★★ スタンダードツイン ¥21,300 ¥26,400 

プラサ　（改装中） スタンダードシングル ¥16,500 ¥18,900 

12/24 12/25

スタンダードツイン ¥31,200 ¥46,200 ¥66,000 ¥70,800 ¥34,500 ¥37,800 

セビージャ スタンダードシングル ¥23,900 ¥34,700 ¥44,600 ¥47,000 ¥25,500 ¥27,200 

★★ スタンダードツイン ¥9,600 ¥11,100 ¥15,300 ¥10,200 ¥10,500 ¥9,900 

　カリビアン スタンダードシングル ¥6,200 ¥6,900 ¥8,900 ¥6,500 ¥6,600 ¥6,300 

　　　リド

E-mail:  info@travelbodeguita.com

トラベルボデギータホテル料金表（ハバナ、旧市街）     2018年11月～2019年04月

§ 2018年08月現在の料金です。 ＊＊料金は為替により随時変更となります。＊＊

§ 料金は＊＊注釈＊＊のない限り1部屋あたり朝食付きです。

ホテル名 11/01〜04/30

デラックスパティオ　ツイン

デラックスパティオ　シングル

＊デラックスパティオ:パティオ側のお部屋 ジュニアスイートサラトガ　ツイン

＊ジュニアスィート:通り側のお部屋 ジュニアスイートサラトガ　シングル

11/08〜04/30 11/01〜11/07

        (12/24,25,31除く）

       （03/25〜04/01除く) 03/25〜04/01

ハバナグアネックス　第1グループ

サン・フェリペ＆サンチアゴ・べフカル（*）

(＊）ジュニアスイートが無いホテル

ハバナグアネックス　第2グループ

ジュニアスイートツイン

パラシオ・サン・ミゲル（*）、ハバナ６１２（*）

ハバナグアネックス　第3グループ スタンダードツイン

ジュニアスイートツイン

ジュニアスイートシングル

メソン・デ・ラ・フロータ(＊)

パーク・ビュー(＊)

11/01〜12/21             
01/06〜04/22

12/23〜01/05 04/23〜04/30

＊宿泊日数　最低2泊

　2017年6月オープン

＊朝食追加　お一人当たり30.00 USD相当

11/01〜12/21　　　　　　
04/01〜04/13　　　　　　

04/22〜04/30
12/22〜01/02 01/03〜03/31 04/14〜04/21

スタンダードツイン(OV)

スタンダードシングル(OV)

　2018年9月オープン

スーペリオールツイン（OV)

スーペリオールシングル(OV)

モデルナ　スタンダードツイン

  イベロスター・パルケ・セントラル コロニアル　スタンダードツイン

コロニアル　スタンダードシングル

モデルナ　ジュニアスイートツイン

モデルナ　ジュニアスイートシングル

＊宿泊日数最低2泊 コロニアル　ジュニアスイートツイン

コロニアル　ジュニアスイートシングル

モデルナ　スイートツイン

モデルナ　スイートシングル

コロニアル　スイートツイン

コロニアル　スイートシングル

 11/01〜12/21
12/22〜01/02

01/03〜04/30

★★★★ ＊2ベッドルームシングルユースツイン同額

　

11/01〜12/21
12/22〜01/02　　　　（

12/24,25,31除く）
01/03〜01/31　　　　

04/01〜04/30
02/01〜03/31

　

★★★★

11/01〜12/21
12/22〜01/02　　　　（

12/24,31除く）
12/24、12/31 01/03〜01/31 02/01〜03/31 04/01〜04/30

トラベルボデギータ　TEL 03-5786-6645　FAX 03-5786-6646


