
2018/9/4

ホテル名

ジュニアスイート　（ガーデンビュー） ¥39,700 ¥61,300 ¥47,500 

¥56,700 ¥78,000 ¥64,200 

スイート ¥59,600 ¥81,200 ¥67,400 

¥61,300 ¥82,700 ¥68,800 

ジュニアスイートロイヤルサービス　（ガーデンビュー ¥66,000 ¥87,300 ¥73,400 

¥67,400 ¥89,000 ¥75,200 

ジュニアスイート　ガーデン　スイムアップ ¥75,200 ¥96,500 ¥82,700 

マスタージュニアスイート　スイムアップ ¥78,000 ¥99,600 ¥85,800 

ホテル名

ジュニアスイート  ツイン　（ガーデンビュー） ¥39,700 ¥61,300 ¥70,600 ¥52,100 

¥46,100 ¥67,400 ¥76,600 ¥58,200 

ファミリコンシェルジュ　ジュニアスイート ¥55,000 ¥76,600 ¥85,800 ¥67,400 

ファミリコンシェルジュ　ジュニアスイート　スイムアッ ¥68,800 ¥90,400 ¥99,600 ¥81,200 

ジュニアスイート　ロイヤルサービス　ツイン ¥58,200 ¥79,800 ¥89,000 ¥70,600 

¥70,600 ¥91,900 ¥101,100 ¥82,700 

ラグジュアリージュニアスイートロイヤルサービス　ツ ¥81,200 ¥102,500 ¥111,700 ¥93,300 

ホテル名

クラシカ  （スタンダード）　ツイン ¥35,100 ¥52,800 ¥48,000 

クラシカ  （スタンダード）　シングル ¥27,900 ¥36,800 ¥34,400 

¥44,700 ¥62,100 ¥57,300 

¥32,700 ¥41,600 ¥39,200 

ジュニアスイート　ツイン ¥48,000 ¥65,400 ¥60,600 

ジュニアスイート　シングル ¥35,900 ¥44,700 ¥42,300 

＊ザ・レベル（エグゼクティブフロア）　お問い合わせ下さい

クラシカ （スタンダード）ツイン ¥31,800 ¥43,200 ¥35,100 

★★★★★ クラシカ  （スタンダード）シングル ¥26,400 ¥32,000 ¥27,900 

　メリア・バラデロ ¥38,400 ¥49,500 ¥41,400 

¥29,600 ¥35,100 ¥31,100 

¥41,400 ¥52,800 ¥44,700 

¥31,100 ¥36,800 ¥32,700 

＊ザ・レベル（エグゼクティブフロア）　お問い合わせ下さい

クラシカ　（スタンダード）  ツイン ¥27,000 ¥38,400 ¥36,600 

メリア・ペニンスラ クラシカ　（スタンダード）  シングル ¥21,600 ¥27,200 ¥26,400 

グランド　スイート　 ツイン ¥39,900 ¥51,000 ¥49,500 

グランド　スイート  シングル ¥32,000 ¥37,500 ¥36,800 

クラシカ（スタンダード）  ツイン ¥28,800 ¥44,700 ¥39,900 

★★★★★ クラシカ（スタンダード）  シングル ¥21,600 ¥29,600 ¥27,200 

メリア・マリーナ・バラデロ ¥33,600 ¥49,500 ¥44,700 

クラシカ（スタンダード）   シングル　マリーナビュー ¥24,000 ¥32,000 ¥29,600 

＊ザ・レベル（エグゼクティブフロア）　お問い合わせ下さい

クラシカ（スタンダード）  ツイン ¥33,600 ¥43,200 ¥41,400 

★★★★★ クラシカ（スタンダード）  シングル ¥26,400 ¥31,100 ¥30,300 

メリア・インターナショナル ¥41,400 ¥51,000 ¥49,500 

¥30,300 ¥35,100 ¥34,400 

開始予定‼ ¥44,700 ¥54,300 ¥52,800 

¥32,000 ¥36,800 ¥35,900 

＊ザ・レベル（エグゼクティブフロア）　お問い合わせ下さい

トラベルボデギータお勧めホテル（バラデロ　VARADERO)   　 2018年11月～2019年月04月
§ 2018年08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、オールインクルーシブです。

11/01〜12/21 12/22〜02/28 03/01〜04/30

ジュニアスイート（OV）

★★★★★

　パラディスス スイート（OV）

　プリンセサ・デル・マル ジュニアスイートロイヤルサービス　（OV）

＊18歳未満の宿泊　不可

* 宿泊料金お2人利用での料金。シングル利用はお問い合わせ下さい。

11/01〜12/21
12/22〜12/27　　　　

01/03〜02/19
12/28〜01/02 03/01〜04/30

ジュニアスイート  ツイン　（OV）

★★★★★

　パラディスス・バラデロ

ジュニアスイート　ロイヤルサービス　ツイン（OV）

* 宿泊料金お2人利用での料金。シングル利用はお問い合わせ下さい。

11/01〜12/21 12/22〜02/28 03/01〜04/30

★★★★★

　メリア・ラス・アメリカス クラシカ  ツイン（スタンダード　OV）

クラシカ  シングル（スタンダード　OV）

＊18歳未満の宿泊　不可

クラシカ  ツイン（スタンダード　OV）

クラシカ  シングル（スタンダード　OV）

プレミアム  ツイン（OV）

プレミアム  シングル（OV）

★★★★★

クラシカ（スタンダード）   ツイン マリーナビュー

クラシカ（スタンダード）   ツイン (OV)

12月後半より営業 クラシカ（スタンダード）   シングル(OV)

ジュニアスイート　ツイン(OV)

ジュニアスイート　シングル(OV)



スタンダード  ツイン ¥24,000 ¥39,900 ¥28,800 

★★★★ スタンダード  シングル ¥19,200 ¥27,200 ¥21,600 

　ソル・パルメラス ジュニアスイート  ツイン ¥33,600 ¥49,500 ¥38,400 

ジュニアスイート  シングル ¥24,800 ¥32,700 ¥27,200 

¥36,600 ¥52,800 ¥41,400 

スイート  シングル ¥27,900 ¥35,900 ¥30,300 

＊バンガロー　お問い合わせ下さい

デラックス　ツイン ¥24,000 ¥38,400 ¥33,600 

　メリアラスアンティジャス デラックス　シングル ¥20,700 ¥27,900 ¥25,500 

スタンダード  ツイン ¥25,900 ¥46,100 ¥61,300 ¥35,100 ¥27,600 

★★★★ スタンダード  シングル ¥18,400 ¥28,400 ¥36,000 ¥23,000 ¥19,200 

イベロスター・ラグナ・アスル ¥29,100 ¥49,000 ¥64,200 ¥38,300 ¥30,500 

¥19,900 ¥29,800 ¥37,600 ¥24,500 ¥20,700 

スイート　ツイン ¥33,700 ¥53,600 ¥68,800 ¥42,900 ¥35,100 

スイート　シングル ¥22,200 ¥32,100 ¥39,900 ¥26,800 ¥23,000 

スタンダード  ツイン ¥33,700 ¥61,300 ¥76,600 ¥47,500 ¥38,300 

スタンダード  シングル ¥23,800 ¥37,600 ¥45,200 ¥30,700 ¥26,100 

★★★★★ ジュニアスイート　ツイン ¥41,500 ¥68,800 ¥84,400 ¥55,000 ¥46,100 

　イベロスター・バラデロ ジュニアスイート　シングル ¥27,500 ¥41,300 ¥49,000 ¥34,400 ¥29,800 

ジュニアスイート　スーペリオール　ツイン ¥47,500 ¥75,200 ¥90,400 ¥61,300 ¥52,100 

ジュニアスイート　スーペリオール　シングル ¥30,700 ¥44,500 ¥52,100 ¥37,600 ¥33,000 

スタンダード  ツイン ¥29,100 ¥49,000 ¥64,200 ¥38,300 ¥30,500 

★★★★★ スタンダード  シングル ¥20,700 ¥30,700 ¥38,300 ¥25,300 ¥21,500 

イベロスター・ベジャ・ビスタ ¥32,300 ¥52,100 ¥67,400 ¥41,500 ¥33,700 

¥22,200 ¥32,100 ¥39,900 ¥26,800 ¥23,000 

ジュニアスイート　　ツイン ¥35,100 ¥55,000 ¥70,600 ¥44,400 ¥36,900 

ジュニアスイート　シングル ¥23,800 ¥33,700 ¥41,300 ¥28,400 ¥24,500 

ジュニアスイート　ツイン ¥37,800 ¥55,800 ¥46,200 ¥48,000 ¥43,200 

★★★★★ ジュニアスイート　シングル ¥25,200 ¥34,400 ¥29,600 ¥30,300 ¥27,900 

ロイヤルトンイカコス ロイヤル　スイート　ツイン ¥56,700 ¥75,000 ¥65,400 ¥66,900 ¥62,100 

ロイヤル　スイート　シングル ¥41,100 ¥50,300 ¥45,500 ¥46,400 ¥44,000 

プレシデンシャル　スイート　ツイン ¥63,300 ¥81,300 ¥71,700 ¥73,500 ¥68,700 

プレシデンシャル　スイート　シングル ¥47,600 ¥56,700 ¥51,900 ¥52,700 ¥50,300 

デラックス ツイン ¥16,500 ¥31,500 ¥23,100 ¥24,900 ¥19,800 

★★★★ デラックス  シングル ¥12,300 ¥19,800 ¥15,500 ¥16,500 ¥14,000 

メモリーズ　バラデロ ¥29,400 ¥44,400 ¥35,700 ¥37,800 ¥32,700 

¥21,000 ¥28,500 ¥24,300 ¥25,200 ¥22,700 

★★★★ スタンダードツイン ¥16,200 ¥30,300 ¥24,600 ¥24,600 ¥21,000 

スターフィッシュクアトロパルマスタンダートシングル ¥12,200 ¥19,200 ¥16,400 ¥16,400 ¥14,600 

スタンダードスーペリアツイン ¥19,500 ¥33,600 ¥27,900 ¥27,900 ¥24,300 

スタンダードスーペリアシングル ¥13,700 ¥20,700 ¥17,900 ¥17,900 ¥16,100 

ホテル名 11/01〜12/21 12/22〜02/28 03/01〜04/30

スイートツイン

★★★★

＊16歳未満の宿泊　不可

ホテル名 11/01〜12/21
12/22〜〜01/02　　　
　（12/24,31除く）

12/24、12/31 01/03〜03/31 04/01〜04/30

スタンダード  ツイン (OV)

スタンダード  シングル(OV)

スタンダード  ツイン(OV)

スタンダード  シングル(OV)

ホテル名 11/01〜12/21 12/22〜01/02 01/03〜04/13　　　 04/14〜04/21 04/22〜04/30

＊18歳未満の宿泊不可

スイート  ツイン

スイート シングル

＊16歳未満の宿泊不可

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


