
¥34,000 ¥37,000 ¥45,500 ¥42,500 ¥3,000 ¥14,500 ¥22,600

¥29,900 ¥32,800 ¥41,600 ¥38,700 ¥3,000 ¥12,500 ¥21,500

¥48,600 ¥52,500 ¥56,500 ¥52,500 ¥2,000 ¥22,500 ¥25,700

¥41,700 ¥46,500 ¥53,700 ¥48,900 ¥3,500 ¥18,500 ¥25,700

¥36,900 ¥44,500 ¥56,500 ¥48,900 × ¥15,900 ¥28,500

¥44,600 ¥51,500 ¥58,500 ¥51,500 ¥2,900 ¥20,000 ¥27,500

¥35,500 ¥39,500 ¥47,500 ¥43,500 ¥3,600 ¥15,500 ¥23,500

¥39,500 ¥41,800 ¥51,600 ¥48,000 ¥3,500 ¥16,600 ¥26,500

¥35,500 ¥38,500 ¥47,500 ¥44,000 ¥3,500 ¥15,000 ¥23,900

¥57,700 ¥65,700 ¥84,500 ¥76,500 ¥3,400 ¥27,000 ¥46,500

¥27,500 ¥31,500 ¥38,000 ¥34,000 ¥3,600 ¥11,000 ¥17,900

¥36,900 ¥40,900 ¥49,500 ¥44,500 ¥2,800 ¥15,900 ¥23,500

¥30,500 ¥33,700 ¥42,500 ¥39,500 ¥3,000 ¥12,500 ¥21,500

¥50,500 ¥55,500 ¥64,500 ¥59,500 ¥4,800 ¥23,500 ¥32,500

¥40,800 ¥48,900 × × ¥3,500 ¥18,000 ¥26,500

¥40,500 ¥44,900 ¥54,900 ¥50,500 ¥3,500 ¥17,600 ¥27,800

¥39,500 × × × ¥2,800 ¥17,500 ¥26,500

¥24,800 ¥28,500 ¥35,500 ¥31,800 ¥2,000 ¥9,500 ¥15,900

¥24,500 ¥27,500 ¥34,500 ¥31,500 ¥2,600 ¥9,500 ¥16,800

¥25,500 ¥27,500 ¥34,500 ¥32,500 ¥3,500 ¥9,700 ¥16,600

¥24,000 ¥26,500 ¥32,500 ¥30,000 ¥3,500 ¥9,000 ¥15,000

¥30,000 ¥35,500 ¥42,600 ¥37,500 ¥2,500 ¥11,800 ¥19,500

¥34,500 ¥42,500 ¥50,900 ¥42,900 ¥2,000 ¥14,500 ¥23,500

¥24,500 ¥25,900 ¥29,500 ¥27,500 ¥2,000 ¥9,500 ¥12,500

¥25,700 ¥28,500 ¥32,500 ¥29,600 ¥2,700 ¥9,600 ¥13,500

¥26,500 ¥28,800 ¥32,800 ¥30,500 ¥2,600 ¥10,500 ¥14,600

¥27,500 ¥36,500 ¥48,500 ¥39,500 ¥1,500 ¥10,800 ¥23,500

¥25,700 ¥28,900 ¥35,500 ¥32,500 ¥1,700 ¥10,000 ¥16,500

¥23,000 ¥24,600 ¥27,800 ¥26,500 ¥1,900 ¥8,500 ¥11,900

¥25,700 ¥28,900 ¥34,500 ¥31,500 ¥1,800 ¥10,000 ¥15,500

¥21,700 ¥24,500 ¥28,500 ¥25,700 ¥1,500 ¥7,800 ¥11,700

¥24,900 ¥26,500 ¥31,500 ¥29,700 ¥1,700 ¥9,500 ¥14,500

¥21,700 ¥24,500 ¥28,500 ¥25,700 ¥1,500 ¥7,800 ¥11,700

¥24,500 ¥27,500 ¥30,500 ¥27,500 ¥1,700 ¥9,500 ¥12,500

-- -- -- -- -- -- --

¥22,500 ¥25,700 ¥31,500 ¥28,500 ¥1,500 ¥8,500 ¥13,800

¥21,700 ¥23,500 ¥25,700 ¥24,500 ¥1,000 ¥7,800 ¥10,000

¥23,500 ¥25,500 ¥29,500 ¥27,500 ¥1,500 ¥8,700 ¥12,500

¥21,700 ¥24,500 ¥27,500 ¥24,900 ¥1,000 ¥7,800 ¥10,800

¥23,500 ¥25,500 ¥29,500 ¥27,500 ¥1,500 ¥8,700 ¥12,500

朝食料金（1食分）
平日・延泊料金

（1泊お一人様 ハーフツイン）
金・土延泊料金

（1泊お一人様 ハーフツイン）
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STD グランビュー(10～12月)

タイパスクエア(10～12月)

INN HOTEL(10～12月)

指定無し(グランビュー、シントラ、イン、リージェンシーのいずれか)

※特定日は追加代金が発生いたしますので、別途お問合せ下さい。

GOLDEN DRAGON(10～12月)

ROYAL（朝食サービス/1室2名様まで）(10～12月)

ホリディイン

シントラ　トリプル不可

リージェンシー

エンペラーホテル(10～12月)

GRAND LAPA

HOTEL LISBOA　（トリプル不可）

GRAND EMPEROR

BROADWAY ワンベッド(10～12月)

HARBOURVIEW(10～12月)

RIO（朝食サービス/1室2名まで）

STUDIO CITY ワンベッド バスタブなし　トリプル不可(10～12月)

ホリディインコタイ ダブルベット（ワンベッド）(10～12月)トリプル不可

ホリディインコタイ ダブルベット（ワンベッド）(1～3月)トリプル不可

ランドマーク(10～12月)

スターワールド(10～12月)

ロックスホテル(10～12月)

JW MARRIOTT

バンヤンツリー(朝食サービス/1室2名まで）(10～12月)

WYNN

WYNN PALACEダブルベット（ワンベッド）(10～12月)

MGM 

SOFITEL　トリプル不可(10～12月)

OKURA

コンラッド　トリプル不可　ダブルベット(10～12月)

コンラッド　トリプル不可　ダブルベット(1～3月)

リッツカルトン(朝食サービス/1室2名まで）

シェラトン(10～12月)

GALAXY　ダブルベット（ワンベッド）(10～12月)

VENETIAN MACAU　ダブルベット（ワンベッド）

PARISIAN　ダブルベット（ワンベッド）(10～12月) トリプル不可

サンチャゴホテル　トリプル不可(10～12月)

マンダリン　ダブルベット（ワンベッド）(10～12月)

グランドハイアット(朝食サービス/※1室2名まで付き)(10～12月)

GRAND LISBOA

※下記ホテル料金は、２泊、２名様１室利用、空港/ホテル間　往復送迎（混載）です。

出発曜日

ホテル名・コード
日～水　から２泊 木　から２泊 金　から２泊 土　から２泊
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