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オーダーメイドで行く個人旅行

ご旅行条件（要旨）
■受注型企画旅行契約(要旨）

この旅行は、お客様の依頼によって株式会社旅コンシェル［東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル2階・東京都知
事登録旅行業第3-6666号］（以下「当社」といいます） が各運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関する
サービスの提供を受けることが出来るように、手配し、旅程を管理することを引き受けるものであり、この旅行手配を依頼され
るお客様は当社と受注型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。旅行契約の内容、条件は、本
旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程書)及び当社旅行業約款（受注型企画旅行契約の部）によります。

■旅行の申込みと旅行契約の成立
所定の旅行申込書に所定の事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込み下さい。旅行契約
は当社が契約を承諾し、申込金を受領したときに成立します。（通信契約の場合を除きます）申込金は旅行代金、取消料ま
たは違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

＊発券期限付きの早割り航空券は、発行時点から所定の金額の払い戻しが出来なくなっております。ご了承ください。
＊特殊手配に関しては殆どのものが買い取り条件付になっております。キャンセルの場合でも払い戻しは一切出来ません。

■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の２１日前より以前にお支払いいただきます。
以降の申込みの場合は、旅行開始日の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

■旅行契約の解除
お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事が出来ま
す。尚、解除期日とは、お申込箇所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
＊土・日曜日・祝日は営業日として数えません。営業時間＝午前10:00から午後 5:00まで

（注１）ピーク時とは12月20日から１月7日まで、４月27日から５月6日まで及び７月20日から８月31日までをいいます。

（注２）クルーズを含む旅行、又は別途ご案内させて頂いた場合はその条件に準じます。
（日本出国時または帰国時の航空機を利用する旅行契約）
但し、旅行契約の解除により参加者が契約最小催行人員を下回る場合は、他のご参加者の旅行代金に変更が生じます。

（イ）旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
（ロ）各種ローン・クレジットカードの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取
消料の対象となります。

■特別補償
●お客様が旅行中、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害については特別補償規定に定めるところにより、一定の 
　補償金・見舞金を支払います。詳しくはお問い合せ下さい。

■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は令和2年3月1日を基準日としております。旅行代金は令和2年1月1日現在有効のものとして公示されて
いる航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

■契約のお名前とお客様の責任について
●契約のお名前について

旅行の契約に際しましては、お客様が出発の時にご使用になるパスポートに記載されている（または申請予定の）ローマ
字表記のお名前でご契約ください。お申込の際とパスポート記載の名前が違う場合旅行に参加いただけないことがあり
ます。出発間際に名前の訂正等のお申込があった場合、変更・訂正が出来た場合には、旅行内容の変更に係わる諸
費用を申し受けます。

●お客様の責任
お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款の規定を守らなかった
ことにより当社が損害を被った場合は当社はお客様からの損害の賠償を申し受けます。

《海外危険情報・衛生情報について》
■渡航先（国または地域）によっては、外務省より渡航情報（危険情報）など、安全に関する情報が出されている場合があ

ります。お申し込みの際に旅行取扱店にてご確認ください。または。下記の外務省「海外安全ホームページ」でもご覧い
ただけます。https://www.anzen.mofa.go.jp

■渡航先の衛生情報については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ（https://www.forth.go.jp）」でご確認く
ださい。

《お客様へのお願い》
■お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利･義務その他受注型企画旅行の内容について理解するよう

に努めなければなりません。お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なる
と認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけ
ればなりません。

■海外旅行保険への加入について
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険に必ずご加入されることを
おすすめします。

■個人情報の取り扱いについて　
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様とのご連絡に利用させていた
だく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送･宿泊機関等の提供するサービス及びそれらのサービスを受
領するための手続きに必要な範囲内で当該運送･宿泊機関・外部の手配代行者へ提出・利用させていただきます、
このほか、当社は、（１）当社および当社と連携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内。（２）旅行参加後のご
意見やご感想の提供のお願い。（３）アンケートのお願い。（４）特典･サービスの提供。（５）統計資料の作成。（６）メール
マガジン配信。にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

旅行契約の解除の日 取消料（お一人様）
早割り航空券、列車乗車券・予約券など。予約後、直ちに航空券・乗車券などの発行をした場合は、航空会社・関係会社
から、旅行取消料とは別途に(キャンセル料＋手数料）の取消料が掛かりますので予めご了承ください。　
注：航空券・乗車券などの発券日／航空券・乗車券などのキャンセル料＋手数料（所定のキャンセル料）は明記いたします。
申込金を頂き旅行契約が成立した日から
旅行開始日の３１日前まで
４０日前から３１日前まで
※ピーク時に旅行を開始する場合(注)
旅行開始日の３０日前から３日前まで

旅行開始日の前々日・前日及び当日

無連絡不参加または旅行開始後の解除

旅行契約に明示した企画料金に相当する金額
(標準＝１０，０００円)＋所定の航空券などのキャンセル料
旅行代金の１０％＋所定の航空券などのキャンセル料

（実費を明記いたします）　＊詳しくは約款を参照ください
旅行代金の２０％＋所定の航空券などのキャンセル料

（実費を明記いたします）
旅行代金の５０％＋所定の航空券などのキャンセル料

（実費を明記いたします）
旅行代金の全額　

区分  申込金（お一人様）
旅行に関する基本部分 旅行代金が１５万円未満 ４０，０００円以上旅行代金まで 
 旅行代金が１５万円以上３０万円未満 ５０，０００円以上旅行代金まで 
 旅行代金が３０万円以上１００万円未満 ７０，０００円以上旅行代金まで 
サッカー・Ｆ１・オペラ・ウェディング･催し期間中のホテルなどの特殊手配 別途追加請求させて戴きます。 

お問い合わせ・お申し込みは

（株）旅コンシェル 東京都知事登録旅行業 第３－６６６６号

住所：〒10１-0047  東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル2階

TEL：03-3525-8380  FAX：03-3525-8383

【営業時間】月～金曜日１０:００～１９:００（土曜日１５:００）　日曜日・祝祭日 お休み

MAIL：info@big-tour.com, europe-concier@gaea.ocn.ne.jp　
ホームページ：https://www.big-tour.com　

旅行企画・実施：株式会社　TABi’Z　タビーズ 〒108-0014　東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル 9階 
観光庁長官登録旅行業第1906号　ボンド保証会員　　総合旅行取扱管理者：前田 卓也

一般社団法人　
日本旅行業協会（JATA）正会員
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★厳選おすすめ!!オプショナルツアー！！
マドリッド発着………………
★タパスBAR巡りと夜のマヨール広場散策ツアー
★本場スペインで料理教室
　タパス料理／本格料理／パエリア／BARでのレッスン
★ベルナベウ・レアルマドリード・スタジアムツアー
★フラメンコショー
★日本語ガイドと行く！下町散策とギター工房見学+
　フラメンコ観賞ツアー　
　カフェ・デ・チニータス／コーラル・デ・ラ・モレーリア
★スペイン語体験教室
　現地語学学校でのレッスン（お迎え付き）
★闘牛観戦ツアー
★ドン・キ・ホーテゆかりの地コンスエグラ、
　カンポデクリプターナ、ラ・マンチャ
★世界遺産空中都市クエンカ１日観光ツアー
★路線バスで行く！世界遺産の街サラマンカ日帰りツアー
★王家ゆかりの地アランフェス観光
★アビラ&セゴビア１日観光ツアー
★トレド観光（半日／終日）
★マドリッドの散策とプラド美術館をたっぷり楽しもう！

バルセロナ発着……………………
★サグラダファミリア入場&エレベーター付！バルセロナ午前観光
★サグラダファミリア入場とカタルーニャ音楽堂＆
　コロンの塔半日観光
★世界遺産コロニアグエル半日観光ツアー
★モンセラット観光（半日／終日）
★ゴシック地区の路地巡りとバルでのピンチョス半日ツアー
★バルセロナの台所、サンジョセップ市場に行こう！
★ワイナリー巡りと試飲ツアー
　（ジャン・レオン、トーレス、フレシネ・カバ）
★ピレネー山脈の村アインサとワイナリー１日観光ツアー
★３か国を１日で巡る！
　バガの村、モン・ルイ、アンドラ・ラ・ベリャ終日観光
★ダリ、フィゲラス、ジローナ　日帰りツアー
★フラメンコショー　エル・コルドベス／パラシオ・デル・フラメンコ
★スペインサッカー強さの秘密に迫るツアー
　／カンプ・ノウ・スタジアムツアー
★バルセロナ市内と海岸　ヘリコプタースカイツアー
★カタルーニャの空を大冒険！熱気球ツアー
★ピカソ美術館＆ミロ美術館入場！半日観光ツアー

ビルバオ発着……………………………
★日本語ガイドがご案内☆芸術と美食の街　ビルバオ・ウォーキングツアー
★プライベートツアー　リオハ・ワイナリー訪問
★サンティジャーナ・デル・マル&アルタミラ洞窟&カプリチョ・デ・ガウディ
★グリーンスペインを訪ねる。海・ガウディ・中世の街カンタブリアツアー

サンセバスティアン発着…………………
★美食コーディネーター山口純子さん監修・バル巡り
★山口純子さん監修・ソシエダ料理教室／バスク出身のお料理男子宅で料理教室
★チーズ好き必見！イディアサバルチーズ農家見学ツアー
★サン・ジャン・ド・リュズ、ビアリッツ、オンダリビア観光
★フランスバスクの村々を巡る１日観光ツアー

グラナダ発着……………………………
★日本語ガイド付き　アルハンブラ宮殿半日観光
★グラナダの下町グルメ&バル巡りツアー
★フラメンコショー　ラ・ロシオ
★空から眺める！ヘリコプター遊覧飛行&アルハンブラ宮殿観光ツアー
★断崖絶壁の街ロンダ日帰り観光ツアー
★メスキータ&アルカサル入場！世界遺産都市コルドバ市内観光ツアー

■ 闘牛／マドリッド ■ ドン・キ・ホーテ／ラ・マンチャ ■ カンプ・ノウ・スタジアム／バルセロナ ■ 白い村／フリヒリャーナ ■ メスキータ／コルドバ

協力：スペイン政府観光局

HPはこちらから



01 ※写真はすべてイメージです。

スペイン政府観光局
日本・韓国・台湾地区 局長
Mr. MAGÍ CASTELLTORT／ 

マジ・カステルトルツ

選べる航空券！2

スペイン政府観光局　
www.spain.info

他のヨーロッパとは違う独特の異文化との融合の歴史背景を持つスペインは、

世界遺産・芸術・祭りや、最近人気のグルメの他、ショッピング、スポーツなどバ

ラエティに富んだ豊かな魅力に溢れ、世界中から年間約8,200万人以上の観光

客が訪れます(世界二位）。情熱の「アンダルシア」、美食と文化の「バスク」、それ

ぞれの顔を持つ4島の地中海リゾート「バレアレス」、遠く離れた「カナリア諸島」

等、地域によっても同じ国とは思えない程魅力的です。一度では味わい尽くせま

せん。近年は各地の魅力を何度も楽しまれる日本人のリピーターが増加しており、

IBERIA航空も6月から毎日運航となり、ますます便利になります。

今、世界中から熱く注目されている国スペインへ、是非お越しください。

世界遺産48件や歴史的文化遺産、伝統的な各地のお祭り、世界的な巨匠たちの残した芸術品或いは世界をリードする食の数々。
スペインは数えきれないほどの魅力にあふれています。

パッケージツアーでは満足できないあなたには、オーダーメイドでこだわりの旅がおススメ！
“旅の匠”があなたにピッタリなご旅行をご提案致します。　

オリジナルなご旅行のご提案

インデックス
おいしい！バスク地方！ P02
バル＆美食に乾杯
食を楽しむ！ビルバオ＆サンセバスティアン ７日間  P03
アグリに泊ろう！ ビルバオ＆サンセバスティアン 8日間 P03
美食コーディネーターがご案内 サンセバスティアン6日間 P04
お祭り＆イベントに参加しょう

《牛追い祭り》 ビルバオ＆サンセバスティアン
　＆パンプローナ＆バルセロナ ８日間 P05

《トマト祭り》バルセロナ＆バレンシア 7日間 P06
《ひまわり畑・白い村》 マドリッド＆グラナダ＆セビーリャ

　＆コスタデルソルのリゾート マルベーリャ9日間 P06
《火祭り》 マドリッド＆バレンシア＆バルセロナ8日間 P07
《パティオ祭り》 コルドバ＆マドリッド 7日間 P08
ブエンカミーノ！プチ巡礼体験
ちょっとだけ1日巡礼体験！ サンティアゴ・デ・コンポステーラ
　＆サンセバスティアン8日間 P09
聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラ＆マドリッド 13日間 

P10
アンダルシアを満喫!
マドリッドからアンダルシアの絶景巡り９日間 P11
セビーリャ＆コルドバ＆マドリッド8日間  P12
アンダルシア・コスタ・デル・ソルのマラガのアパートに滞在！
暮らすように過ごす8日間  P12
アイランドリゾートでのんびり!
ラ・イスラ・ボニータ（美しい島）と呼ばれるラ・パルマ島＆
　テネリフェ＆マドリッド ８日間 P13
世界を魅了する！イビサ島！ P14
イビサ島＆マヨルカ島 ９日間 P14
世界遺産巡りを堪能
スペイン王道 マドリッド&グラナダ＆バルセロナ8日間 P15
寝ても覚めてもガウディ三昧！ バルセロナ6日間 P16
スペインのお祭り＆イベントMAP P17
世界遺産＆パラドールMAP P18

オプショナルツアーや、美術館、レストラン予約、安心の空港送迎なども承ります。
本場ヨーロッパリーグのサッカー観戦や、オペラ鑑賞、マラソンの参加や
ワイナリー巡り、クルーズ、ウェディングやフォトツアーのお手配もお任せ下さい。

エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスなど、
ご希望に合わせてお手配致します。
東京、大阪発着をはじめ、札幌・名古屋・福岡等の地方発着も承ります。

・ワイナリーでのテイスティング　《例》リベラ・デル・ドゥエロ、リオハ、ヘレス、シェリー、ペネデス、カヴァ

・イベリコ豚の産地見学や工場見学　《例》ハブーゴ、サラマンカ

・鹿児島牛の農場やワイナリー見学・食事　・農場でオリーブオイル搾取体験
・料理教室、バル・ミシュラン星付きレストランの予約
・サッカー観戦、闘牛観戦、マラソン、フラメンコレッスン　
・オペラ観賞、美術館入場予約　・海外挙式、フォトツアー
・特別な宿泊地（パラドール/アグリツーリズモ/灯台）

専任のスタッフがお客様のご希望をじっくり伺い、団体ツアーでは満たされない、
あなただけのオリジナルプランを一緒にお作り致します。
旅の目的や訪れたい町、泊まりたいホテル、心配な点など何でもご相談下さい。
ご家族、ご友人同士、ハネムーンや記念旅行、卒業旅行などのグループ旅行から、
お一人様でも安心のご旅行をご提案致します。また、延泊や現地でのプライベート
ガイド、専用車でのご移動、オプショナルツアーのご予約もお任せ下さい。

オーダーメイドで自由自在に旅作り！1

ご興味はございますか？
ワイナリーや生ハム工場、産地等の視察や
特別な体験！
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スペインバスク

フレンチバスク

バスクには、赤・緑・黒・白
の4色のソースがあると
言われています。赤は赤
ピーマン、緑はパセリ、黒
はいか墨、白は油とだし
を乳化させたものです。
これらのソースに大西洋
の魚を組み合わせたもの
が、伝統的なバスク料理
なのです。

バスク料理と他地方
のスペイン料理との
違いはソースにある
と言えます。

バスク早わかりMAP

エンダイエ
サン・ファン・デ・ガステルガチェ教会

ビルバオ
ゲルニカ

ゲタリア

サン・ジャン・ド・リュズ

バイヨンヌ

ビアリッツ

サン・ジャン・ド・ピエド・ポー

サンセバスティアン
アイノア

イルン

サール

エスペレット

オンダリビア

ビトリア
パンプローナ

ログローニョ

サン・ジャン・ド・リュズ▶
バスクリネンのお店が立ち並
ぶかわいらしい街並みが人気
です。
元祖マカロンのお店もこの街
にあります。

◀エスペレット
“唐辛子の村”とも呼ばれ、散策
していると軒先に唐辛子が吊
るしてある風景に出会います。
ここで買えるお土産は調味料
や唐辛子がモチーフの物がた
くさんあります。

バイヨンヌ▶
チョコレート発祥の地ということで
ショコラティエが街のあちこちに。
種類も豊富なのできっとお気に入り
の１品が見つかります。

◀ビルバオ
バスク地方を観光する場合は
ビルバオ空港へアクセスするの
が一般的。
近代芸術の街としても有名で
グッゲンハイム美術館は建物
自体がアート。

サンセバスティアン▶
”美食の街”といえばこの街。
食べることが観光資源となっ
ており、バル巡りやミシュラン
星付きレストランを目的に世
界中から観光客が訪れます。

◀サン・ファン・デ・ガステルガチェ教会
”スペインの最も美しい風景”・”世界の凄い
階段”に選ばれた教会。この教会にある鐘を
３回鳴らせば願いが叶うとされています。

▲オンダリビア
川を挟んでフレンチバスクとなるこの街に
はバスク地方唯一のパラドールがあります。
また、”世界一の魚介スープ”を出すとされる
レストランもこの街にあります。

おいしい！バスク地方！

ピンチョス

０2※写真はすべてイメージです。



バスク地方特有のコミュニティで、メンバーは男性のみで構成されており、女性はメンバーにはなれ
ません。通称“ソシエダ"と呼ばれ、その中では地位や名誉などは関係なく皆平等とされ、自分たちで
料理を作り、楽しむ事を目的とし、斬新な調理法等が研究されています。
バスク地方でも食の街として有名なサンセバスティアンにはソシエダがたくさんあります。
そんな美食クラブでの料理教室をお楽しみ頂けるプランを作成致しました。
もちろん女性でも参加が可能です! !
季節の食材を使った料理やバスク地方の名物料理を教わってみませんか?

プロの料理人が講師!
レストランのシェフや料理学校の先生を講師としてお呼びします。
本格的なものからお手軽なものまで幅広い料理を学ぶ事が出来ます。
事前にメニューのご希望があればお伺いします。

美食の街でバル巡り！ 
旧市街で昔ながらの店やピンチョスコンクール
チャンピオンの店をはしごします。
洗練された味、盛り付け、そして奇想天外な発
想をお楽しみください!

市場でお買い物!
現地の市場の雰囲気を楽しみながら買い物す
れば、そこで暮らしているような感覚を味わう
事が出来ます。

美食の街サンセバスティアンでは、160以
上ものバルが軒を連ねる旧市街で一つ２
ユーロもしないピンチョをつまんで、地酒を
飲みつつ梯子するもよし、三つもあるミシュ
ランの３つ星レストランで贅沢なひとときを
過ごすもよし。
様々な楽しみ方ができるのが魅力です。
料理自慢のバスク人に料理教室でそのコツ
を学べば、美味しい思い出を日本でもシェア
することができます。

日本人コーディネーターが
ご案内するので安心です！

美食コーディネーター
山口 純子さん

美食クラブで料理レッスン

ポイント１ポイント１

ポイント２ポイント２ ポイント３ポイント３

03 04※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

東京発Q欧州内乗り継ぎQビルバオ着
※関空、名古屋、福岡など地方ご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

フリー　
★夜：日本語アシスタントとバルを３軒はしご
※ピンチョ６つ＆お飲物３杯付き。1軒につき2品と１杯

★専用車でサンセバスティアンへお送りいたします。
★夜：バル巡り（美食コーディーネーター同行）
※お食事代は含まれておりません。
　現地にてお支払いください。

★専用車で巡るフレンチバスクの村（ドライバーのみ）
※別途追加代金で日本語ガイドもお手配致します。
個人ではなかなかアクセスの難しいフレンチバスクの村【オンダリビア、
サン・ジャン・ド・リュズ、エスペレット、バイヨンヌ】
を効率良く専用車で巡ります。

フリー
◎お勧めオプショナルツアー　

★専用車でビルバオ空港へお送りいたします。
ビルバオ発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着

1

2

3

4

5

6

7

●旅行条件
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス　
◇ホテル（又は同等クラス）／ビルバオ：ERCILLA ★★★★ サンセバスティアン：SERCOTEL EUROPA ★★★
◇送迎／1日目：空港⇒ホテル　3日目：ホテル⇒ホテル　6日目：ホテル⇒空港　
◇その他／２日目（予定）：バル巡り（３軒）、３日目（予定）：バル巡り（３軒）、４日目（予定）：専用車で巡るフレンチバスクの村々　
◇日数／7日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝2回、夜１回　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。　

スペインバスクでバル巡り＆
フレンチバスクを専用車で楽々観光♪
食を楽しむ！ビルバオ＆サンセバスティアン ７日間 

東京

サンセバスティアンビルバオ

バスクの魅力を堪能!!

東京発Q欧州内乗り継ぎQビルバオ着
※関空、名古屋、福岡など地方ご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

フリー　
近代美術や建築と、旧市街との融合をお楽しみください！

★専用車でビルバオからアグリツーリズモへ
　お送りいたします。　

★アグリツーリズモの日本人奥様による
　伝統料理教室（ランチ）

★専用車でアグリツーリズモからサンセバスティアンへお送りいたします。
　途中、ゲルニカ、「世界のすごい階段」
　ガステルガチェ立ち寄り観光

フリー
◎お勧めオプショナルツアー　

★専用車でビルバオ空港へお送りいたします。
ビルバオ発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着

1

2

3

4

5

6

7

8

●旅行条件
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス　
◇ホテルとアグリツーリズモ計6泊（又は同等クラス）／ビルバオ：ERCILLA ★★★★ アグリツーリズモ：URRETI
　サンセバスティアン：SERCOTEL EUROPA ★★★
◇送迎／1日目：空港⇒ホテル 3日目：ビルバオのホテル⇒アグリツーリズモ 5日目：アグリツーリズモ⇒サンセバス

ティアンのホテル 途中、ゲルニカとガステルガチェ立ち寄り 7日目：サンセバスティアンのホテル⇒ビルバオの空港
◇その他／4日目アグリツーリズモ日本人奥様による伝統料理教室
◇日数／8日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝4回、昼1回　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。　

●旅行条件　
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス　
◇ホテル（又は同等クラスのホテル）／
　サンセバスティアン：SERCOTEL EUROPA ★★★  　
◇送迎／1日目：空港⇒ホテル、5日目：ホテル⇒空港　
◇その他／２日目（予定）：バル巡り（３軒） 美食コーディネーター同行
　３日目（予定）：美食クラブでの料理教室 美食コーディネーター同行
◇日数／6日間　◇出発＆到着／東京　　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェック

アウト時に直接ホテルへお支払いください。

ガステルガチェ

グッゲンハイム美術館フレンチバスク（エスペレット）

サンセバスティアン バル

バル巡りには”日本語ガイド”
又は”美食コーディーネーター”が同行します！

東京

サンセバスティアン
ビルバオ

アグリツーリズモ

「世界のすごい階段」に選ばれた
ガステルガチェも観光♪
ゲルニカ郊外のスローライフと
ビルバオ＆サンセバスティアン ８日間

アグリ（田舎）に泊まろう!!

サンセバスティアン バル街

アグリツーリズモ

～美食コーディネーターがご案内～
バル巡りと美食クラブでの料理教室

サンセバスティアン 6日間
～美食クラブとは？～～美食クラブとは？～

東京発Q欧州内乗り継ぎQビルバオ着
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

★日本人美食コーディネーターとバル巡り

★美食クラブで料理教室
日本人美食コーディネーター同行

フリー
◎お勧めオプショナルツアー

★専用車でビルバオ空港へお送りいたします。
ビルバオ発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着

1

2

3

4

5

6 20SPS106-6

スケジュール

サンセバスティアン泊

サンセバスティアン泊

サンセバスティアン泊

サンセバスティアン泊

機中泊

20SPS103-8A 昼食朝食

20SPS103-7F 夕食朝食

ツアー
 ポイント

ゲルニカ郊外にある伝統的なお家でスローライフをお楽しみ
ください。パッケージツアーでは経験できない「時間の贅沢」
を満喫できるはずです。

ツアー
 ポイント

バスク地方を代表する２都市”ビルバオ”と”サンセバスティ
アン”でピンチョの食べ比べ！
バスクの魅力がぎっしり詰まったプランです♪

ビルバオ泊

ビルバオ泊

アグリツーリズモ泊

アグリツーリズモ泊

サンセバスティアン泊

サンセバスティアン泊

機中泊

スケジュール

スケジュール

ビルバオ泊

ビルバオ泊

サンセバスティアン泊

サンセバスティアン泊

サンセバスティアン泊

機中泊

アグリツーリズモでは日本人奥様による料理教室付き♪

バル＆美食に乾杯!
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アート！ 美食！ 牛追い祭り！ ガウディ！
ビルバオ＆サンセバスティアン＆パンプローナ＆バルセロナ ８日間

選べて嬉しい♪“ひまわり畑”または“白い村”立ち寄り観光付き!選べて嬉しい♪“ひまわり畑”または“白い村”立ち寄り観光付き!

マドリッド＆グラナダ＆セビーリャ＆
コスタデルソルのリゾート マルベーリャ 9日間

晴天の多い地中海に面する人気２都市を満喫♪晴天の多い地中海に面する人気２都市を満喫♪
バルセロナ＆バレンシア 7日間バルセロナ＆バレンシア 7日間

●旅行条件
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス
◇ホテル（又は同等クラス）／バルセロナ：ATLANTIS ★★★ バレンシア：CATALONIA EXCELSIOR ★★★
◇列車／4日目：バルセロナ⇒バレンシア（２等乗車券+座席指定券）　◇日数／7日間　◇出発＆到着／東京　
◇食事／朝5回　◇送迎／1日目：空港⇒ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

●旅行条件　
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス
◇ホテル（又は同等クラス）／マドリッド：VICTORIA4★★★ グラナダ：CARMEN★★★★ 
　セビーリャ：DERBY ★★★ マルベーリャ：EL FARO ★★★ 
◇列車／2日目：マドリッド⇒グラナダ、4日目：グラナダ⇒セビーリャ（2等乗車券+座席指定券）
◇送迎／1日目：空港⇒ホテル、6日目：ホテル⇒ホテル（途中、ひまわり畑または白い村立ち寄り）、8日目：ホテル⇒空港
◇その他／アルハンブラ宮殿入場チケット　◇日数／9日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝7回　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

スペイン北部とバルセロナを巡るこだわりコース！
サグラダファミリア入場付き♪

●旅行条件
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス
◇ホテル（又は同等クラス）／ビルバオ：ERCILLA ★★★★ サンセバスティアン：SERCOTEL EUROPA ★★★ 
　パンプローナ：MAISONNAVE ★★★★ バルセロナ：ATLANTIS ★★★ 　
◇列車／4日目：サンセバスティアン⇒パンプローナ、5日目：パンプローナ⇒バルセロナ（２等乗車券+座席指定券）
◇送迎／1日目：空港⇒ホテル、2日目：ホテル⇒ホテル
◇観光／バルセロナ半日市内観光　サグラダファミリア入場+塔へ登るエレベーター付き（混載・日本語ガイド）
　牛追い祭りバルコニーからの見学（アシスタント付き）　◇日数／8日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝4回
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

スペイン３大祭りの一つ「サンフェ
ルミン祭」は祭りのハイライトが
エンシエロと呼ばれる牛の追い込
みにあることから、牛追い祭りと
しても知られ、ヘミングウェイの
小説「日はまた昇る」に登場した
世界的に有名な祭りです。 巨大
人形の行列、市内を練り歩くいく
つもの音楽隊、民族舞踊やバスク
のスポーツ競技、地方料理の屋
台、街もバルも音楽と踊る人びと
で溢れます。エンシ
エロ見物だけでな
い祭りの真髄を堪
能しましょう。

写真家
菅原 千代志さん

牛追い祭り～闘牛～ サグラダファミリア

東京

バルセロナ

パンプローナ
サンセバスティアンビルバオ
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東京

バレンシア

バルセロナ

トマト祭りでトマトの海に飛び込もう！

東京

グラナダ

セビーリャ

マルベーリャ

マドリッド

サンフェルミン祭

東京発Q欧州内乗り継ぎQバルセロナ着
※関空、名古屋、福岡など地方発のご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

フリー
◎お勧めオプショナルツアー

フリー

★列車でバルセロナ発　 バレンシア着

トマト祭り開催日：2020年8月26日
※ご自身で列車にて、バレンシア⇔祭り会場・ブニョール間をご移動ください。
　トマト祭り参加オプショナルツアーもございます。
　詳しくはお問い合わせください。

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
バレンシア発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着

1

2

3

4

5

6

7 20SPS125-7 朝食

スケジュール

バルセロナ泊

バルセロナ泊

バルセロナ泊

バレンシア泊

バレンシア泊

機中泊

東京発Q欧州内乗り継ぎQマドリッド着
※関空、名古屋、福岡など地方発のご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

★列車でマドリッド発　 グラナダ着
◎お勧めオプショナルツアー

★アルハンブラ宮殿入場チケット
（日本語オーディオガイド付き）

★列車又はバスでグラナダ発　 / 　セビーリャ着

春祭り開催期間：4/26～5/2

★専用車でマルベーリャへお送りいたします。
　【下記の①、②よりご希望のプランをお選びください。】
①夏にだけ出会えるアンダルシアの絶景♪ひまわり畑満喫プラン（６月、７月限定）
②アンダルシアに来たらやっぱり訪れたい絶景・白い村♪
　ロンダ＆カサレス＆ミハス立ち寄りプラン

フリー
ビーチでのんびりしたり、白い村カセレスへの日帰り旅行なども
お楽しみください。

★専用車でマラガ空港へお送りいたします。
マラガ発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着

1

2

3

4

5

6

7

8

9 20SPS108-9 朝食

スケジュール

マドリッド泊

グラナダ泊

グラナダ泊

セビーリャ泊

セビーリャ泊

マルベーリャ泊

マルベーリャ泊

機中泊

東京発Q欧州内乗り継ぎQビルバオ着
※関空、名古屋、福岡など地方発のご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

グッゲンハイム美術館で有名なビルバオの散策をお楽しみください。
★専用車でサンセバスティアンへお送りいたします。
途中、世界のすごい階段に選ばれたガステルガチェ教会
立ち寄り。

フリー
◎お勧めオプショナルツアー

★列車でサンセバスティアン発　 パンプローナ着
牛追い祭り（サンフェルミン祭）開催期間：7/7～7/14
※牛追い祭りに参加するツアーではありません。

★アシスタントが牛追い祭りが見えるバルコニーにご案内。
★列車でパンプローナ発　 バルセロナ着

★バルセロナ半日市内観光　
サグラダファミリア入場+塔へ登るエレベーター付き（混載・日本語ガイド）
◎お勧めオプショナルツアー
　

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
バルセロナ発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着

1

2

3

4

5

6

7

8 20SPS128-8 朝食

スケジュール

ビルバオ泊

サンセバスティアン泊

サンセバスティアン泊

パンプローナ泊

バルセロナ泊

バルセロナ泊

機中泊

牛追い祭り
サンフェルミン祭
パンプローナ

トマト祭り
ブニョール

早いもの順です！目の前を通り過ぎる約１０秒間の感動の瞬間を
バルコニーから写真に撮って残しましょう！！お祭りの期間は、牛追
いの他、闘牛、民俗舞踊・音楽コンサート、フェスティバル、パレード
や力自慢の丸太切りなど盛りだくさんのイベントが開催されます。

ツアー
 ポイント

トマト祭りがバレンシア近郊の町 ブニョールで開催されます♪

スペインの有名なトマト祭りを体験！水着とゴーグル持参でトマトの
海に飛び込みましょう！観光地としてみどころたっぷりなバルセロナ
とバレンシアに滞在します。マドリッドを訪ねるプランもございます。
※トマト祭り 開催日：2020年8月26日

ツアー
 ポイント

グラナダが誇るアルハンブラ宮殿入場＆
マルベーリャの高級リゾート地でゆったりセレブ気分

一面に広がるひまわり畑？それとも青空に眩しく映える白い村や断
崖の街ロンダ？このプランでは専用車でどちらかご希望の風景へお
連れいたします。アンダルシアを余すことなく満喫できるプランです。
※ひまわりの見頃 ６月中旬～７月上旬

ツアー
 ポイント

写真を撮ろう牛追い祭り!!

アンダルシアの夏！ 美しい景色を満喫!

お祭り＆イベントに参加しよう!



大迫力の火祭りを観に行こう!
スペインの首都マドリッド、地中海の町バレンシア、
ガウディ建築のバルセロナを列車で巡る８日間

6月20日～24日には
アリカンテでサン・ファンの
火祭りも開催されます！！

7 8※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

●旅行条件
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス
◇ホテル（又は同等クラス）／マドリッド：AVENIDA GRAN VIA ★★★ 　
　バレンシア：CATALONIA EXCELSIOR ★★★★　バルセロナ：ATLANTIS ★★★
◇列車／3日目：マドリッド⇒バレンシア、5日目：バレンシア⇒バルセロナ（２等乗車券+座席指定券）
◇送迎／1日目：空港⇒ホテル　◇日数／8日間　◇出発&到着／東京　◇食事／朝6回　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

コルドバの家にはパティオ（中庭）があります。持主は、そのパティオを
１年かけて丹精込めてお花で飾ります。普段は立ち入ることができな

い、その自慢のパティオを一般公開するのがパティオ祭り。

●旅行条件　
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス　
◇ホテル（又は同等クラス）／マドリッド：AVENIDA GRAN VIA ★★★ 
　コルドバ：CAIRELES CORDOBA ★★★
◇列車／2日目：マドリッド⇒コルドバ、5日目：コルドバ⇒マドリッド（２等乗車券+座席指定券）　
◇送迎／1日目：空港⇒ホテル　◇日数／7日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝5回　　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

自慢の中庭に飾られたお花・ヒタニージャを楽しむ♪
コルドバの象徴・メスキータすぐそばのホテル利用予定

コルドバ＆マドリッド 7日間

東京

コルドバ

マドリッド

東京

バレンシア

アルカンテ

マドリッド
バルセロナ

メスキータ パティオ祭り

地図を見ながら、エントリーされた家庭の自慢のパティオを探し求めてあちらこちらの路地へ。

丁寧に作り上げられた美しいパティオで、きっと感動することでしょう！

2020年3月15日～19日 
サン・ホセの火祭りが開催されます！

火 祭 り
サン・ホセ

パティオ祭り
サン・ホセ

東京発Q直行便又は欧州内乗り継ぎQマドリッド着
※関空、名古屋、福岡など地方発のご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

フリー
◎おすすめオプショナルツアー

★列車でマドリッド発　 バレンシア着

フリー

★列車でバレンシア発　 バルセロナ着

フリー
◎おすすめオプショナルツアー

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
★バルセロナ発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着

1

2

3

4

5

6

7

8 19SPW112-8 朝食

スケジュール

マドリッド泊

マドリッド泊

バレンシア泊

バレンシア泊

バルセロナ泊

バルセロナ泊

機中泊

東京発Q欧州内乗り継ぎQマドリッド着
※関空、名古屋、福岡など地方発のご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

★列車でマドリッド発　 コルドバ着
　
フリー
パティオ祭り開催期間：5/4～5/17

フリー

★列車でコルドバ発　 マドリッド着
◎おすすめオプショナルツアー

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
マドリッド発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着

1

2

3

4
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6

7
20SPS116-7 朝食

スケジュール

マドリッド泊

コルドバ泊

コルドバ泊

コルドバ泊

マドリッド泊

機中泊

白壁に飾られたお花を楽しむパティオ祭りへのお誘い♪
2020年5月4日から17日まで、コルドバではパティオ祭り
が開催されます。是非この期間に合わせてご旅行をなさって
みてはいかがでしょうか？

ツアー
 ポイント

スペイン人気３都市を列車で巡るプランです。
お祭り開催日に合わせてご旅行し、スペイン3大祭りのひとつサ
ン・ホセの火祭りを観に行こう！ １年かけて作成された 巨大な
人形 （ファリャ）が3/19の深夜に一斉に燃やされる様は圧巻！

ツアー
 ポイント
★2020年 4月以降もお問い合わせください♪

サグラダファミリアファリャ



サンティアゴ・デ・
コンポステーラ

オビノ

サリア

アルスーア

メリデ

パラス・デ・レイ

ポルトマリン

楽々100km巡礼コース

巡礼証明書を取得する為に100km歩く巡礼プラン

09 ※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。10

レオン

アストルガ

スペイン

フランス

ポンフェラーダ

パラス・デ・レイ

サリア

アルスーアサンティアゴ・デ・
コンポステーラ

ブルゴス

ログローニョ

プエンテ・ラ・レイナ

パンプローナ

オロワン・サント・マリーサン・ジャン・ピエ・ド・ポート

オビエド

サンタンデール

ビルバオ イルン

ハカ

東京発Q欧州乗り継ぎQサンティアゴ・デ･コンポステーラ着
※関空、名古屋、福岡など地方ご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

★日本語アシスタント　
巡礼者手帳・クレデンシャルをお渡しして巡礼期間中のアドバイスをいたします。
★専用車（ドライバーのみ）でサリアへお送りいたします。

★巡礼1日目：サリア～ポルトマリン
【約15Km】

★巡礼２日目：ポルトマリン～パラス・デ・レイ
【約25Km】

★巡礼３日目：パラス・デ・レイ～メリデ
【約15Km】

★巡礼４日目：メリデ～アルスーア
【約15Km】

★巡礼５日目：アルスーア～オ・ピノ 
【約18Km】

★巡礼6日目：オ・ピノ～サンティアゴ・デ･コンポステーラ
【約19Km】
★栄光の門入場見学

フリー

★専用車で空港へ送りいたします。
★飛行機でサンティアゴ・デ・コンポステーラ発Qマドリッド着
空港からホテルへはご自身でご移動下さい。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。

★プラド美術館入場見学ツアー（混載・日本語ガイド付き）
★日本語ガイドがご案内するバル巡り

ホテルから空港へはご自身で空港へご移動下さい。
※別途追加代金で専用車もお手配いたします。
マドリッド発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着

1
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●旅行条件
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス　
◇ホテル（又は同等クラス）／サンティアゴ・デ・コンポステーラ：COMPOSTELA ★★★★  
　巡礼路：ペンション、ホテル ★～★★★ マドリッド：VICTORIA 4 ★★★ 
◇送迎／1日目：空港⇒ホテル 10日目：ホテル⇒空港
◇その他／2日目：日本語アシスタント、専用車（ドライバーのみ） ９日目：栄光の門入場チケット 
　11日目：プラド美術館入場見学ツアー（混載・日本語ガイド付き）、バル巡り（混載・日本語ガイド付き）
◇日数／13日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝11回　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。　

20SPS161-13 朝食

東京発Q欧州乗り継ぎQマドリッド着
※関空、名古屋、福岡など地方ご出発も承ります。
空港からホテルへはご自身でご移動ください。

★飛行機でマドリッド発Qサンティアゴ・デ・コンポステーラ着
★空港から日本語ガイドと専用車で巡礼体験開始地点までご移動。

【モンテ・ド・ゴゾ・歓喜の丘】まで巡礼体験

★午前：日本語ガイドと専用車でフィニステーレ岬、ムシーアの漁村へ。

★列車でサンティアゴ・デ・コンポステーラ発　 レオン着

★列車でレオン発　 サンセバスティアン着

フリー
◎お勧めオプショナルツアー

★専用車でビルバオ空港へお送りいたします。
ビルバオ発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着
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●旅行条件
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス　
◇ホテル（又は同等クラス）／マドリッド：SENATOR BARAJAS★★★★ 
　サンティアゴ・デ・コンポステーラ：COMPOSTELA ★★★★ レオン：ALFONSO V ★★★★ 
　サンセバスティアン：SERCOTEL EUROPA ★★★
◇その他／2、3日目 専用車＋日本語ガイド 2日間　◇日数／8日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝4回　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。　

シンボルのほたて貝フィステーラの海岸

20SPS150-8 朝食

サンセバスティアン

サンティアゴ巡礼の道

海岸ルート（北ルート） フランスルート

東京

レオン

マドリッド

サンティアゴ・
デ・コンポステーラ

サンセバスティアン

北スペインの魅力を

一度に満喫！

東京

サリア

マドリッド

サンティアゴ・
デ・コンポステーラ

  

巡礼路を歩いていると、すれ違う巡礼者は
“Buen Camino”と挨拶を交わします。
これはスペイン語で『良い巡礼を』という意
味で、巡礼路を歩いている人は国籍関係な
くこの言葉を使います。
実際歩いている時に巡礼者とすれ違ったら
使ってみてください♪

【合言葉はブエンカミーノ！】

ちょっとだけ1日巡礼体験!とピンチョスに舌鼓！
聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラ
＆美食の街サンセバスティアン ８日間

ブエンカミーノ！楽々100km歩いて巡礼証明書を取得！
聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラ＆マドリッド 13日間
～景色を楽しみながら巡礼旅～

巡礼路の雰囲気をほんの少し味わう事が出来ます♪ スケジュール

スケジュール

マドリッド泊

サンティアゴ・デ・コンポステーラ泊

サンティアゴ・デ・コンポステーラ泊

レオン泊

サンセバスティアン泊

サンセバスティアン泊

機中泊

是非、巡礼の道を体験して欲しくてこのコースを作りました。
日本語ガイドと一緒にちょこっと巡礼体験。道に迷うこともなく
安心です。ガリシアワインのテイスティングや【ラ・コルーニャ】、
【フィニステーレ岬】も訪ねます。

ツアー
 ポイント

大きな荷物を持たないで楽々歩くことができるよう、また巡礼宿での
宿泊ではありませんので、景色を楽しみながら次の街や村へ自分の
ペースで歩くことができます。日本出発前には、巡礼に出る前の準備・
持ち物・宿泊地などをお渡しいたしますので迷うこともありません。

ツアー
 ポイント

ブエンカミーノ!  巡礼体験!

サンティアゴ・デ・コンポステーラ泊

サリア泊

ポルトマリン泊

パラス・デ・レイ泊

メリデ泊 

アルスーア泊

オ・ピノ泊

サンティアゴ・デ・コンポステーラ泊

サンティアゴ・デ・コンポステーラ泊

マドリッド泊

マドリッド泊 

機中泊

ポルトマリンの教会巡礼路



11 ※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。12

断崖絶壁の街ロンダ＆グラナダ＆パティオが綺麗なコルドバ
マドリッドからアンダルシアの絶景巡り９日間

アンダルシア・コスタ・デル・ソルのマラガのアパートに滞在！
暮らすように過ごす8日間

ツアー
 ポイント

スペインの首都、マドリッドとイスラム建築の最高傑作で世
界遺産のアルハンブラ宮殿があるグラナダを中心にアンダ
ルシア地方を満喫して頂くプランとなっております。

ツアー
 ポイント

マラガのアパートに滞在して、暮らすように周辺の町・白い村
などを訪ねます。太陽いっぱいのコスタデルソル、高級リゾー
トのマルベーリャ、白い村ミハス、フリヒリアナもすぐそこ。
キッチン付きのアパート宿泊だから、市場やスーパーで買っ
た食材を調理することも可能です♪

足のばしてグラナダ日帰り観光♪

アンダルシアを満喫!

●旅行条件　
◇航空会社／ターキッシュエアラインズ エコノミークラス
◇ホテル（又は同等クラスのホテル）／OFFICENTRO APARTMET DELUX　指定
◇送迎／２日目：空港⇒ホテル、7日目：ホテル⇒空港
　コスタ・デル・ソル3つの白い村(フリヒリアナ、ネルハ、ミハス)終日観光
◇その他／観光オープントップバス（24時間・英語音声ガイド付き）、グラナダと世界遺産アルハンブラ宮殿1日観光

ツアー（混載・英語ガイド）
◇日数／8日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／なし
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

アンダルシアのハイライト巡り! スペインらしい風景がそこに!
セビーリャ＆コルドバ＆マドリッド8日間

ツアー
 ポイント

スペインらしいフラメンコや闘牛、ひまわり畑や白い村等アンダ
ルシア地方にはそろっています。セビーリャの春祭りは2020年
4月26日（日）～2020年5月2日（土）、コルドバのパティオ祭り
は2020年5月4日（月）～17日（日）の開催予定となっておりま
す。セビーリャ近郊のヘレスでは馬祭りも開催されます。

暑い夏こそアンダルシア！！

気温だけでなく“食”も暑い！！

マラガ市内闘牛場 
写真提供：スペイン政府観光局

東京発Qイスタンブール乗り継ぎ
※関空、名古屋、福岡などの地方出発も承ります。

Qマラガ着
★着後、専用車でホテルまでお送りいたします。

★専用車で巡るコスタ・デル・ソル3つの白い村(フリヒリアナ、ネルハ、ミハス)
終日観光
※ご希望のお日にちでお手配致します。

★観光オープントップバス（24時間・英語音声ガイド付き）
※ご希望のお日にちでお手配致します。

★グラナダと世界遺産アルハンブラ宮殿 1日観光ツアー（混載・英語ガイド）
※ご希望のお日にちでお手配致します。（催行日：火、水、木、金）

フリー
◎お勧めオプショナルツアー

★専用車で空港へお送りいたします。
マラガ発Q帰国の途へ

イスタンブール乗り継ぎQ東京着
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20SPS159-8 朝食

スケジュール

機中泊

マラガ泊

マラガ泊

マラガ泊

マラガ泊

マラガ泊

機中泊

東京

ロンダ グラナダ

マドリッド

コルドバ

東京

セビーリャ

マドリッド

コルドバ

東京

マラガ

●旅行条件　

◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス

◇ホテル（又は同等クラスのホテル）／セビーリャ：DERBY★★★ コルドバ：MACIA ALFAROS★★★★ 

　マドリッド：VICTORIA 4★★★

◇列車／4日目：セビーリャ⇒コルドバ、6日目：コルドバ⇒マドリッド（２等乗車券+座席指定券）

◇送迎／1日目：空港⇒ホテル 　

◇その他／パティオ巡りツアー（混載／英語ガイド）

◇日数／8日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝6回　

◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

東京発Q欧州内乗り継ぎQセビーリャ着
※関空、名古屋、福岡などの地方出発も承ります。
★着後、専用車でホテルまでお送りいたします。
 
フリー
春祭り開催期間：4/26～5/2

フリー

★列車でセビーリャ発　 コルドバ着

★パティオ巡りツアー（混載／英語ガイド）
パティオ祭り開催期間：5/4～17

★列車でコルドバ発　 マドリッド着
◎お勧めオプショナルツアー

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
マドリッド発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着
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20SPS160-8 朝食

スケジュール

セビーリャ泊

セビーリャ泊

セビーリャ泊

コルドバ泊

コルドバ泊

マドリッド泊

機中泊

パティオマドリッド市内

●旅行条件　
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス
◇ホテル（又は同等クラスのホテル）／マドリッド：VICTORIA 4 ★★★ ロンダ：SEVILLA ★★★★
　グラナダ：CARMEN ★★★ コルドバ：MACIA ALFAROS ★★★★
◇列車／3日目：マドリッド⇒ロンダ、４日目：ロンダ⇒グラナダ、５日目：グラナダ⇒コルドバ、７日目：コルドバ⇒マドリッド
（2等乗車券+座席指定券）

◇送迎／1日目：空港⇒ホテル　◇その他／６日目：パティオ巡りツアー（混載／英語ガイド付き）　
◇日数／9日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝7回
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

東京発Q欧州内乗り継ぎQマドリッド着
※関空、名古屋、福岡などの地方出発も承ります。
★着後、専用車でホテルまでお送りいたします。
 
フリー
◎お勧めオプショナルツアー

★列車でマドリッド発　 ロンダ着
グアダレビン川の浸食によって出来た絶景をお楽しみください。
断崖絶壁に建つパラドールへのご宿泊も可能です。

★列車でロンダ発　 グラナダ着
◎お勧めオプショナルツアー

★列車でグラナダ発　 コルドバ着

★パティオ巡りツアー（混載／英語ガイド）
パティオ祭り開催期間：5月4日～17日

★列車でコルドバ発　 マドリッド着

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
マドリッド発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着
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9 20SPS148-9 朝食

スケジュール

マドリッド泊

マドリッド泊

ロンダ泊

グラナダ泊

コルドバ泊

コルドバ泊

マドリッド泊

機中泊

アルハンブラ宮殿 パティオ祭り

写真提供：スペイン政府観光局

アパート・キッチン 海から見たマラガ

ロンダ

ロンダ

セビーリャカテドラル ヒラルダの塔



13 ※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。14

●旅行条件
◇航空会社／イベリア航空エコノミークラス　
◇ホテル（又は同等クラス）／テネリフェ：WEARE HOTEL LAPAZ ★★★★ 
　ラ・パルマ：HOTEL LAS OLAS LA PALMA CRUZ ★★★★ マドリッド：QYATRO PUETA DEL SOL ★★★★
◇送迎／1日目：空港⇒ホテル　◇日数／8日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝6回　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

テレビや雑誌で人気急上昇のイビサ＆マヨルカをお楽しみ下
さい！美しい海や鍾乳洞の自然、その大きさに圧倒される大
聖堂などの建築、さらに賑やかな通りで食べ歩きやショッピ
ングも楽しめるリゾート満喫プランです♪

夜発で仕事帰りの出発もＯＫ！
成田発Qマドリッド乗り継ぎQテネリフェ着
★専用車で空港からホテルへお送りいたします。

フリー
◎お勧めオプショナルツアー

★飛行機でテネリフェ発Qラ・パルマ着
空港⇔ホテル間はご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。

フリー

★飛行機でラ・パルマ発Qマドリッド着
空港⇔ホテル間はご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。

フリー
◎お勧めオプショナルツアー

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
マドリッド発直行便Q

→成田着
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20SPS154-8 朝食

ツアー
 ポイントツアー

 ポイント
壮大なスケールの火山地形が広がるテイデ国立公園や原
生林、世界遺産の旧市街、新鮮な魚介類、マリンスポーツ等
いろいろな楽しみ方ができる島です。

本土から少し足を延ばして、それぞれ雰囲気の異なる島の観光もいかがですか？
ビーチ、16～17世紀の街並み、大自然、クラブ、マリンスポーツと様々な楽しみ
方ができます。レンタカーでのんびり島を回るのもお勧めです♪

夏を満喫できる大人のスパニッシュリゾートアイランド
自然＆建築＆ショッピングを一度に楽しめる２つの島
イビサ島＆マヨルカ島 ９日間

ラ・パルマ

ベルベール城からのパルマ市内 イビサ島の朝焼けラ・ラグーナの街並み／写真提供ミキスペイン マドリッド 王宮

大西洋・常夏の島に滞在
ラ・イスラ・ボニータ（美しい島）と呼ばれるラ・パルマ島＆
テネリフェ＆マドリッド ８日間

スペインのリゾートでゆったりセレブ気分

スケジュール

マヨルカ島ビーチテイデ山／写真提供ミキスペイン

ラ・パルマ島の神秘的な10の瞬間♪
テネリフェ泊

テネリフェ泊

ラ・パルマ泊

ラ・パルマ泊

マドリッド泊

マドリッド泊

機中泊
成田

ラ・パルマ

テネリフェ
マドリッド

アイランドリゾートでのんびり!

■クラブ イビサ島といえばクラブ。
USHUAIA・PACHA・AMNESIA・
SPACE・DC 10・DESTINO等、世
界的に有名なクラブがたくさんあり、
夏場は人気DJがゲストとして呼ば
れ、世界中から有名人も参加して大い
に盛り上がります。

『泡パーティー』や『水パーティー』と
いったイベントも行われます。

■ヘリコプター
イビサからフォルメンテーラの上
空をヘリコプターで遊覧飛行。
上空から見る景色はまた違った
美しさです。

▲ボート
キャプテンが操縦するボートも
レンタル可能！ゆったりクルージ
ングするもよし、フォルメンテーラ
への移動手段としても便利です。
キッチン付きのボートでは、専用
シェフが料理を提供。 船上パー
ティーもゴージャスな体験です。

◀別荘（ヴィラ）
大人数で行く場合、ヴィラを借り
るのもお勧めです。
憧れのプール付きのヴィラで
リッチな体験を！

イビサ島はスペイン本土から約80KM離れたバレアレス諸島の一つの島。『クラブ』のイメージが強い
この島も、散策してみると史跡やビーチがたくさんあり、島全体が世界遺産に登録されています。　

世界を魅了する！イビサ島!

フォルメンテーラの夕日

イビサ島の朝焼け

フォルメンテーラ島

←イビサ島

マヨルカ島

東京

マヨルカ島
イビサ島

バルセロナ
●旅行条件　
◇航空会社／欧州系または中東系航空会社 エコノミークラス
◇ホテル（又は同等クラスのホテル）／イビサ島：ROYAL PLAZA ★★★★、マヨルカ島：ARMADAMS ★★★★
◇日数／9日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝6回
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

東京発（夜便）Q乗り継ぎ
　

Qバルセロナ着
★飛行機でバルセロナ発Qイビサ着
空港⇒ホテル間はご自身でご移動ください。

フリー

フリー
歴史的旧市街を散策したり、美しいビーチのご滞在を満喫！
ビーチや素朴な街並みを楽しんだあとは有名なパチャや
アムネシアのクラブへ出かけてはいかがでしょうか。
　
★飛行機でイビサ発Qマヨルカ着
空港⇔ホテル間はご自身でご移動ください。

フリー

フリー
ガウディが天蓋飾りを作成した巨大なカテドラルや幻想的な鍾乳洞ドラック洞窟は
必見です。大きな島なのでおみやげや、ブランドのショッピング
も困りません。

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
★飛行機でマヨルカ発Qバルセロナ着
バルセロナ発Q乗り継ぎQ帰国の途へ
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
　
→東京着

1

2

3

4

5

6

7

8

9 20SPS151-9 朝食

スケジュール

機中泊

イビサ泊

イビサ泊

イビサ泊

マヨルカ泊

マヨルカ泊

マヨルカ泊

機中泊



アルハンブラ宮殿

東京

バルセロナ

グラナダ

マドリッド

水道橋

15 ※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。16

８０００点を超える絵画を保有するプラド美術
館を見るだけでも１日は必要。その他見所も
多く、その上セラーノ通りのロエベで買物を
して、王宮見学も見逃せないし。。。やはり２日
は必要。

マドリッドから少し足を延ばして・・・

アルハンブラ観光はやはり定番。
しかし、周辺には海水浴も楽しめるビーチ
沿いの白い村サロブレーニャなど観光地が
多く寄り道の楽しさを味わってください。
アルハンブラ宮殿　言わずと知れたイスラ
ム芸術の傑作。
カテドラル　カトリック両王が眠る。
アルバイシン　グラナダ最古の町並みが
残る地区。サン・ニコラスから眺めるアルハ
ンブラ宮殿は絶景。
アルカイセリア　アラブ風の建物がならぶ
ショッピングスポット。

プラド美術館　スペイン王家のコレクション
を母体とした美術館。絵画だけでも８０００点
を超え、エル・グレコ、ベラスケス、ゴヤなど
がある。
ソフィア王妃芸術センター　有名なピカソ
のゲルニカが展示されており、他にもダリ、
ミロなどの作品を見ることができる。
スペイン広場とグラン・ビア　ドン・キ・ホー
テの像のスペイン広場を囲むグラン・ビアは
マドリッドを代表する繁華街。
セラーノ通り　高級ブティックが並ぶファッ
ショナブルな地区。

王宮　１７６４年に完成。２７００を超える部屋
があり、現在も王宮として使用されている。
マヨール広場　４階建ての建物に囲まれた
広場。レストランやカフェのテラスが出てお
り、市民や観光客の憩いの場。

カンポ・デ・クリプターナ　ドン・キ・ホーテ
の舞台としても知られ、青い空に白い風車が
よく映えます。
サラマンカ　スペイン最古の大学がある学
生の町。

トレド　タホ川からの遠景が素晴らしいエル・
グレコが愛した古都。
セゴビア　子豚の丸焼きが名物のローマ時
代の水道橋が今だに残る古都。
クエンカ　奇岩の絶壁の上に建つ”魔法にか
けられた町”。
チンチョン　オリーブ畑に囲まれた中世の雰
囲気が残る小さな街。
アランフェス　今でも当時の煌びやかさを感
じる事が出来る緑豊かな王族たちの避暑地。
アビラ　中世の城塞都市がそのまま残ってい
る町。旧市街と教会郡は世界遺産。
コルドバ　色々な文化が入り混じるイスラム
統治時代の中心地。

マドリッドの見どころ

グラナダの見どころ

サグラダファミリア

マドリッド&グラナダ&バルセロナ 8日間マドリッド&グラナダ&バルセロナ 8日間
スペイン王道かつ定番の旅スペイン王道かつ定番の旅

★憧れのアルハンブラ宮殿＆サグラダファミリア入場チケット付き!
★Ｗｉ-ｆｉが無料で使える市内中心ホテルで快適滞在!

東京発Q欧州内乗り継ぎQバルセロナ着
※関空、名古屋、福岡など地方発のご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

★サグラダファミリア入場＋塔へ登るエレベーターチケット
※ご希望のお日にちでお手配致します。
　

★モンセラット＆コロニア・グエル入場観光（混載・日本語ガイド）
※ご希望のお日にちでお手配致します。
　

★グエル公園入場チケット
※ご希望のお日にちでお手配致します。
★４Ｄシアター ガウディエクスペリエンスチケット
※ご希望のお日にちでお手配致します。

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
バルセロナ発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着
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●旅行条件
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス
◇ホテル（又は同等クラス）／バルセロナ：GAUDI ★★★（グエル邸の見えるお部屋）　◇送迎／1日目：空港⇒ホテル
◇その他／サグラダファミリア入場＋塔へ登るエレベーターチケット、モンセラット＆コロニアグエル入場観光（混載・日本語ガイド）、
　グエル公園入場チケット、４Ｄシアター ガウディエクスペリエンスチケット
◇日数／6日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝4回　
◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

お部屋からグエル邸が見える人気ホテル予定♪

●旅行条件
◇航空会社／欧州系航空会社 エコノミークラス
◇ホテル（又は同等クラス）／マドリッド：VICTORIA4★★★ グラナダ：CARMEN★★★★ バルセロナ：ATLANTIS★★★
◇列車／3日目：マドリッド⇒グラナダ（2等乗車券+座席指定券）
◇送迎／1日目：マドリッド空港⇒ホテル　
◇その他／アルハンブラ宮殿入場チケット、サグラダファミリア入場+塔へ登るエレベーターチケット）、5日目：グラナダ⇒バルセロナ
（スペイン国内線エコノミークラス）　◇日数／8日間　◇出発＆到着／東京　◇食事／朝6回　

◇備考／各都市のホテルでの都市税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。

東京発Q欧州内乗り継ぎQマドリッド着
※関空、名古屋、福岡など地方発のご出発も承ります。
★着後、専用車でホテルへお送りいたします。

フリー　
3万点以上の絵画や彫刻を所蔵するヨーロッパ屈指の美術館、プラド美術館の
鑑賞や、 近郊の世界遺産都市トレドや、ディズニーの白雪姫のお城のモデルと
なったアルカサルのあるセゴビアなど見所満載です。
◎お勧めオプショナルツアー

★列車でマドリッド発　 グラナダ着
★アルハンブラ宮殿入場チケット
　アルバイシン地区にある展望台からのアルハンブラ宮殿の眺めは絶景です。
　さまざまな様式が混在する大聖堂も必見です。

フリー
◎お勧めオプショナルツアー

★スペイン国内線でグラナダ発Qバルセロナ着
サグラダファミリア大聖堂はもちろん、各地に点在するガウディ建築、バルセロ
ナっ子で賑わう2つの市場や港など、見所の多いバルセロナ。
しっかり観光のスケジュールを立ててでかけましょう！

★サグラダファミリア入場+塔へ登るエレベーターチケット
◎お勧めオプショナルツアー

ホテルから空港へはご自身でご移動ください。
※別途追加代金で専用車もお手配致します。
バルセロナ発Q欧州内乗り継ぎQ帰国の途へ

→東京着
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ガウディ巡礼MAP

サクラダ・ファミリア教会

カサ・バトリョ

カサ・カルベ
カタルーニャ広場

サンツ駅
カサ・ミラ（ラ・ペドレラ）

グエル公園

スペイン広場

４Ｄシアター 
ガウディエクスペリエンス

サグラダファミリア入場＋塔へ登るエレベーターチケット
＋モンセラット＆コロニアグエル入場観光（混載・日本語ガイド）
＋グエル公園入場チケット付きのプラン！

コロニア・グエル

グエル公園

モンジュイックの丘
コロンブスの塔

バルセロナ大学

フランサ駅

シウタデーリャ
公園

●
●

●

●

●
●

●

●●

●

フィンカ・ミラージェス邸門

サンタ・テレサ学校

フィンカ・グエル
●

●

●

●

カサ・ビセンス

サン・パウ病院

ガウディ記念館

バルセロナ

コロニア・グエル
の地下聖堂

★

★ パラウ・グエル

★

★
★

アトーチャ駅

ガウディの生涯や作品を探る
日本語４Ｄシアター＆代表建築へ入場！

バルセロナ６日間バルセロナ６日間

寝ても覚めてもガウディ三昧！ 

スペインの２大都市でありながら、雰囲気の全く違うマドリッドと
バルセロナ、イスラム建築の最高傑作で世界遺産のアルハンブラ
宮殿があるグラナダを満喫していただく王道コースの旅です。

ツアー
 ポイント

バルセロナ観光の目的が「ガウディ」という方の為にこだわりの
プランを作りました。有名なグエル邸がお部屋から見える人気ホテ
ルをご利用予定なのでガウディの魅力にとことん浸ってください。

ツアー
 ポイント

スケジュール

スケジュール

20SPS101-8 朝食

20SPS104-6G 朝食

マドリッド泊

マドリッド泊

グラナダ泊

グラナダ泊

バルセロナ泊

バルセロナ泊

機中泊

バルセロナ泊

バルセロナ泊

バルセロナ泊

バルセロナ泊

機中泊

カサ・ミラ（ラ・ペドレラ）

カサ・バトリョ

世界遺産を堪能！

プレゼントキャンペーン！
グラナダ市内にあるMERCADO SAN AGUSTIN
内のオリーブオイル専門店Oleatecaで、グラナダ在
来種「ルシオ種」を使ったエキストラバージンオリーブ
オイル250ml 1本（日本国内価格2500円相当）を
プレゼント！
グラナダでしか手に入らない希少品種のオイルは、緑
のイチゴの香りが特徴で、複雑性のある個性的な風味
が味わい深いオリーブオイルです。

こちらのツアーだけでなく、グラナダを訪れるツアーにお申込みいただきました方には



パラドール（96件）は修道院、宮殿、別荘、邸宅など由緒ある歴史的建物を改装し、宿泊施設にしたものです。
パラドールでの食事は地産地消の伝統料理（スローフード）が基本です。是非、スローフードを楽しみください。

スペインの世界遺産は、文化遺産が42件、自然遺産が4件、複合遺産は2件で、合計48件あります。
スペインはイタリア、中国に次いで3番目に多くの世界遺産を有しています。  

厳 選 お す す め パ ラ ド ー ル

文化遺産
1 コルドバ旧市街
2 アルハンブラ宮殿、ヘネラリフェ庭園、アルバイシン地区
3 ブルゴスの大聖堂
4 エル・エスコリアルの修道院と王室用地
5 アントニ・ガウディの作品群
6 アルタミラの洞窟と北スペイン先史時代の洞窟壁画
7 ローマ水道橋を含むセゴビア旧市街
8 アストゥリアス地方の歴史建造物群
9 サンティアゴ・デ・コンポステーラ旧市街
 アビラ旧市街と城壁外の教会群
 アラゴン州のムデハル様式建築群
 トレド旧市街
 カセレス旧市街
 セビーヤの大聖堂、アルカーサル、インド古文書館
 サラマンカ旧市街
 ポブレット修道院
 メリダの遺産群

 サンタ・マリア・デ・グアダルーペ王立修道院
 サンティアゴ巡礼の道
 クエンカ旧市街
 バレンシアのラ・ロンハ
 ラス・メドゥラス
 カタルーニャ音楽堂とサン・パウ病院
 サン・ミヤンのユソ修道院とスソ修道院
 地中海沿岸の岩絵群
 アルカラ・デ・エナーレスの大学と旧市街
 サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナ
 バル・デ・ボイのカタルーニャ・ロマネスク様式教会群
 ルゴのローマ城壁
 アタプエルカの考古遺跡
 エルチェの椰子園
 タラゴナの遺産群
 アランフエスの文化的景観
 ウベダとバエサのルネサンス様式建造物群
 ビスカヤ橋

 ヘラクレスの塔
 トラムンタナ山脈の文化的景観
 シエガ・ベルデの先史時代の岩絵
 アルマデン水銀鉱山跡
 アンテケラのドルメン遺跡
 メディナ・アサーラのカリフ都市
 リスコ・ガイドとグラン・カナリア島の聖なる山々の
　 文化的景観

自然遺産
1 ガラホナイ国立公園
2 ドニャーナ国立公園
3 テイデ国立公園
4 カルパチア人と古代・初期のブナの森林

複合遺産
1 ピレネー山脈、ペルディード山一帯
2 イビサの生物多様性と文化

1 サンティアゴ・デ・コンポステーラ Santiago de Compostela
15世紀に建設された旧王立救護院

2 ポンテベドラ Pontevedra
16世紀ルネッサンスの宮殿

3 サント・エステボ Santo Estevo
豊かな自然に抱かれた修道院

4 カンガス・デ・オニス Cangas de Onis
12～18世紀の由緒ある修道院

5 サンティジャーナ・デル・マル Santillana del Mar
カンタブリア様式のマナーハウス

6 オンダリビア Hondarribia
ビダソア河口に建つ10世紀の古城

7 レオン Leon
16世紀の修道院兼救護院

8 サモラ Zamora
15世紀のルネッサン様式の宮殿

9 トルデシージャス Tordesillas
豊かな松林に包まれた邸宅

 アビラ Avila
城壁沿いに建つ16世紀の宮殿

 レルマ　Lerma
高貴な装飾が施されている17世紀の伯爵邸

 カルドナ　Cardona
塔をいただく中世の古城とロマネスク様式の教会

 シグエンサ Siguenza
ローマ時代の住居跡にたてられたアラブの要塞

 クエンカ　Cuenca
断崖に建つ家 を々一望する16世紀の修道院

 アルマグロ Almagro
16世紀のフランシスコ修道院

 トレド Toledo
街を一望するトレド・スタイルの邸宅

 オロペサ Oropesa
14世紀の要塞兼古城

 チンチョン Chinchon
17世紀のアウグスティヌ派修道院

 ハランディージャ・デ・ラ・ベラ Jarandilla de la Vera
15世紀の要塞兼宮殿

 カセレス Caseres
世界遺産の街の中心に位置する14世紀の宮殿

 トゥルヒージョ Trujillo
美しい回廊を持つ16世紀の修道院

 グアダルーペ Guadalupe
宗教的な精神が残る15世紀の救護院

 メリダ Merida
美しいパティオが魅力的な18世紀の修道院

 サフラ Zafra
アラブの要塞跡に建てられた15世紀の古城

 アルコス・デ・ラ・フロンレーラ Arcos de la Frontera
アンダルシア独特の雰囲気が漂う由緒ある宮殿

 カルモナ Carmona
14世紀のアラブの古城

 ロンダ Ronda
断崖絶壁に建つ旧市庁舎

 マラガ・ヒブラルファロ Malaga Gibralfaro
市街を一望するヒブラルファロの丘に建つマラガのバルコニー

 グラナダ Granada
アルハンブラ宮殿の敷地内にある15世紀の修道院

 ハエン Jaen
オリーブ畑を見下ろす13世紀のアラブの古城

 アランフエスの文化的景観  ビスカヤ橋

 セビーヤの大聖堂、アルカーサル、
　  インド古文書館

 カタルーニャ音楽堂とサン・パウ病院

 カルモナ  ロンダ
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17 18※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

お祭り＆イベントMAP
魅力溢れる太陽の国 スペイン      の

聖ヤコブの遺骸を納めるサンティアゴ・デ・コンポス
テーラ大聖堂の前のオブラドイロ広場では、前日24
日の夜に盛大な花火が打ち上げられます。

①サンティアゴ・デ・コンポステーラ　
【聖ヤコブ祭】7月24・25日

コックと兵士の衣装を着た人々や子供達が太鼓や太
鼓代わりの樽をたたきながら街中を行進します。
深夜0時00分に開催宣言がされ、そこからお祭りは24
時間続きます。

スペイン三大祭り
の一つで、ヘミン
グウェイの小説『日
はまた昇る』で有
名になった祭りで
す。牛を闘牛場ま
で追い込むエンシ
エロがこの祭りの
ハイライトです。

②サンセバスティアン　
【太鼓祭り】1月20日

③パンプローナ　7月6～14日　
【サンフェルミン（牛追い祭り）】

１年間丹精込めて作り上げた、パティオの美しさを競
います。普段は入れない一般の家庭のパティオも見
学出来ます。

スペイン三大祭りの一つで世界的にも有名なお祭り
です。祭りの日には人口の倍以上の観光客がこの地
を訪れ、号砲と共にトマトを投げ合います。

⑦コルドバ　　
【パティオ祭り】 5月中旬

⑩ブニョール
【トマト祭り】 8月最終の水曜日

　 

街にはテント小屋の様なも
のが建てられ、その中で一
晩中飲んだり、踊ったりし
て祭りを楽しみます。
お祭り期間中は街中がフ
ラメンコ衣裳であふれま
す。
ヘレスの馬祭りでは馬に
乗りパレードをしたり、華麗
な馬術を披露します。

写真提供：スペイン政府観光局

聖年週間終了から約２週間後

⑧セビーリャ　
【春祭り】

⑨ヘレス　
【馬祭り】

厄災から町を守ったといわれてい
るバルセロナの守護聖人「聖女
メルセ」を祝う伝統的なお祭りで
す。メルセ祭り最大のハイライト
は、ユネスコの世界無形文化遺
産に登録されているカタルーニャ
地方の伝統行事、Castellersと
呼ばれる「人間の塔」です。

④バルセロナ　
【メルセ祭り】

9月24日前後　

ユネスコの人類文化無
形遺産に登録もされて
いる歴史的なお祭りで
す。街の中を巡り歩くパ
レードには舞踊や巨大
人形、人間の塔が伴い
ます。

⑤アルジェメシ　
【聖母サルー祭】

9月7・8日　

スペイン三大祭りの
一つで、どこかのテー
マパークに来たような
感覚になる祭りです。
丹精込めて作られた
人形が燃やされる瞬
間は圧巻です。

⑥バレンシア　
【火祭り】

3月19日　

ポルトガル スペイン

フランス

モロッコ アルジェリア

⑧セビーリャ

⑨ヘレス

⑦コルドバ

②
サンセバスティアン

③
パンプローナ

①サンティアゴ
　・デ・コンポステーラ

●レオン

●ポルト

●リスボン

●マラガ
●グラナダ

●トレド

イビサ島
マヨルカ島

●マドリッド

　　●
  エヴォラ

バルセロナ④

バレンシア
⑥ブニョール⑩

アルジェメシ⑤
写真提供：スペイン政府観光局



スペイン20202020

オーダーメイドで行く個人旅行

ご旅行条件（要旨）
■受注型企画旅行契約(要旨）

この旅行は、お客様の依頼によって株式会社旅コンシェル［東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル2階・東京都知
事登録旅行業第3-6666号］（以下「当社」といいます） が各運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関する
サービスの提供を受けることが出来るように、手配し、旅程を管理することを引き受けるものであり、この旅行手配を依頼され
るお客様は当社と受注型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。旅行契約の内容、条件は、本
旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程書)及び当社旅行業約款（受注型企画旅行契約の部）によります。

■旅行の申込みと旅行契約の成立
所定の旅行申込書に所定の事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込み下さい。旅行契約
は当社が契約を承諾し、申込金を受領したときに成立します。（通信契約の場合を除きます）申込金は旅行代金、取消料ま
たは違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

＊発券期限付きの早割り航空券は、発行時点から所定の金額の払い戻しが出来なくなっております。ご了承ください。
＊特殊手配に関しては殆どのものが買い取り条件付になっております。キャンセルの場合でも払い戻しは一切出来ません。

■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の２１日前より以前にお支払いいただきます。
以降の申込みの場合は、旅行開始日の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

■旅行契約の解除
お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事が出来ま
す。尚、解除期日とは、お申込箇所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
＊土・日曜日・祝日は営業日として数えません。営業時間＝午前10:00から午後 5:00まで

（注１）ピーク時とは12月20日から１月7日まで、４月27日から５月6日まで及び７月20日から８月31日までをいいます。

（注２）クルーズを含む旅行、又は別途ご案内させて頂いた場合はその条件に準じます。
（日本出国時または帰国時の航空機を利用する旅行契約）
但し、旅行契約の解除により参加者が契約最小催行人員を下回る場合は、他のご参加者の旅行代金に変更が生じます。

（イ）旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
（ロ）各種ローン・クレジットカードの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取
消料の対象となります。

■特別補償
●お客様が旅行中、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害については特別補償規定に定めるところにより、一定の 
　補償金・見舞金を支払います。詳しくはお問い合せ下さい。

■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は令和2年3月1日を基準日としております。旅行代金は令和2年1月1日現在有効のものとして公示されて
いる航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

■契約のお名前とお客様の責任について
●契約のお名前について

旅行の契約に際しましては、お客様が出発の時にご使用になるパスポートに記載されている（または申請予定の）ローマ
字表記のお名前でご契約ください。お申込の際とパスポート記載の名前が違う場合旅行に参加いただけないことがあり
ます。出発間際に名前の訂正等のお申込があった場合、変更・訂正が出来た場合には、旅行内容の変更に係わる諸
費用を申し受けます。

●お客様の責任
お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款の規定を守らなかった
ことにより当社が損害を被った場合は当社はお客様からの損害の賠償を申し受けます。

《海外危険情報・衛生情報について》
■渡航先（国または地域）によっては、外務省より渡航情報（危険情報）など、安全に関する情報が出されている場合があ

ります。お申し込みの際に旅行取扱店にてご確認ください。または。下記の外務省「海外安全ホームページ」でもご覧い
ただけます。https://www.anzen.mofa.go.jp

■渡航先の衛生情報については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ（https://www.forth.go.jp）」でご確認く
ださい。

《お客様へのお願い》
■お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利･義務その他受注型企画旅行の内容について理解するよう

に努めなければなりません。お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なる
と認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけ
ればなりません。

■海外旅行保険への加入について
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険に必ずご加入されることを
おすすめします。

■個人情報の取り扱いについて　
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様とのご連絡に利用させていた
だく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送･宿泊機関等の提供するサービス及びそれらのサービスを受
領するための手続きに必要な範囲内で当該運送･宿泊機関・外部の手配代行者へ提出・利用させていただきます、
このほか、当社は、（１）当社および当社と連携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内。（２）旅行参加後のご
意見やご感想の提供のお願い。（３）アンケートのお願い。（４）特典･サービスの提供。（５）統計資料の作成。（６）メール
マガジン配信。にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

旅行契約の解除の日 取消料（お一人様）
早割り航空券、列車乗車券・予約券など。予約後、直ちに航空券・乗車券などの発行をした場合は、航空会社・関係会社
から、旅行取消料とは別途に(キャンセル料＋手数料）の取消料が掛かりますので予めご了承ください。　
注：航空券・乗車券などの発券日／航空券・乗車券などのキャンセル料＋手数料（所定のキャンセル料）は明記いたします。
申込金を頂き旅行契約が成立した日から
旅行開始日の３１日前まで
４０日前から３１日前まで
※ピーク時に旅行を開始する場合(注)
旅行開始日の３０日前から３日前まで

旅行開始日の前々日・前日及び当日

無連絡不参加または旅行開始後の解除

旅行契約に明示した企画料金に相当する金額
(標準＝１０，０００円)＋所定の航空券などのキャンセル料
旅行代金の１０％＋所定の航空券などのキャンセル料

（実費を明記いたします）　＊詳しくは約款を参照ください
旅行代金の２０％＋所定の航空券などのキャンセル料

（実費を明記いたします）
旅行代金の５０％＋所定の航空券などのキャンセル料

（実費を明記いたします）
旅行代金の全額　

区分  申込金（お一人様）
旅行に関する基本部分 旅行代金が１５万円未満 ４０，０００円以上旅行代金まで 
 旅行代金が１５万円以上３０万円未満 ５０，０００円以上旅行代金まで 
 旅行代金が３０万円以上１００万円未満 ７０，０００円以上旅行代金まで 
サッカー・Ｆ１・オペラ・ウェディング･催し期間中のホテルなどの特殊手配 別途追加請求させて戴きます。 

お問い合わせ・お申し込みは

（株）旅コンシェル 東京都知事登録旅行業 第３－６６６６号

住所：〒10１-0047  東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル2階

TEL：03-3525-8380  FAX：03-3525-8383

【営業時間】月～金曜日１０:００～１９:００（土曜日１５:００）　日曜日・祝祭日 お休み

MAIL：info@big-tour.com, europe-concier@gaea.ocn.ne.jp　
ホームページ：https://www.big-tour.com　

旅行企画・実施：株式会社　TABi’Z　タビーズ 〒108-0014　東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル 9階 
観光庁長官登録旅行業第1906号　ボンド保証会員　　総合旅行取扱管理者：前田 卓也

一般社団法人　
日本旅行業協会（JATA）正会員
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★厳選おすすめ!!オプショナルツアー！！
マドリッド発着………………
★タパスBAR巡りと夜のマヨール広場散策ツアー
★本場スペインで料理教室
　タパス料理／本格料理／パエリア／BARでのレッスン
★ベルナベウ・レアルマドリード・スタジアムツアー
★フラメンコショー
★日本語ガイドと行く！下町散策とギター工房見学+
　フラメンコ観賞ツアー　
　カフェ・デ・チニータス／コーラル・デ・ラ・モレーリア
★スペイン語体験教室
　現地語学学校でのレッスン（お迎え付き）
★闘牛観戦ツアー
★ドン・キ・ホーテゆかりの地コンスエグラ、
　カンポデクリプターナ、ラ・マンチャ
★世界遺産空中都市クエンカ１日観光ツアー
★路線バスで行く！世界遺産の街サラマンカ日帰りツアー
★王家ゆかりの地アランフェス観光
★アビラ&セゴビア１日観光ツアー
★トレド観光（半日／終日）
★マドリッドの散策とプラド美術館をたっぷり楽しもう！

バルセロナ発着……………………
★サグラダファミリア入場&エレベーター付！バルセロナ午前観光
★サグラダファミリア入場とカタルーニャ音楽堂＆
　コロンの塔半日観光
★世界遺産コロニアグエル半日観光ツアー
★モンセラット観光（半日／終日）
★ゴシック地区の路地巡りとバルでのピンチョス半日ツアー
★バルセロナの台所、サンジョセップ市場に行こう！
★ワイナリー巡りと試飲ツアー
　（ジャン・レオン、トーレス、フレシネ・カバ）
★ピレネー山脈の村アインサとワイナリー１日観光ツアー
★３か国を１日で巡る！
　バガの村、モン・ルイ、アンドラ・ラ・ベリャ終日観光
★ダリ、フィゲラス、ジローナ　日帰りツアー
★フラメンコショー　エル・コルドベス／パラシオ・デル・フラメンコ
★スペインサッカー強さの秘密に迫るツアー
　／カンプ・ノウ・スタジアムツアー
★バルセロナ市内と海岸　ヘリコプタースカイツアー
★カタルーニャの空を大冒険！熱気球ツアー
★ピカソ美術館＆ミロ美術館入場！半日観光ツアー

ビルバオ発着……………………………
★日本語ガイドがご案内☆芸術と美食の街　ビルバオ・ウォーキングツアー
★プライベートツアー　リオハ・ワイナリー訪問
★サンティジャーナ・デル・マル&アルタミラ洞窟&カプリチョ・デ・ガウディ
★グリーンスペインを訪ねる。海・ガウディ・中世の街カンタブリアツアー

サンセバスティアン発着…………………
★美食コーディネーター山口純子さん監修・バル巡り
★山口純子さん監修・ソシエダ料理教室／バスク出身のお料理男子宅で料理教室
★チーズ好き必見！イディアサバルチーズ農家見学ツアー
★サン・ジャン・ド・リュズ、ビアリッツ、オンダリビア観光
★フランスバスクの村々を巡る１日観光ツアー

グラナダ発着……………………………
★日本語ガイド付き　アルハンブラ宮殿半日観光
★グラナダの下町グルメ&バル巡りツアー
★フラメンコショー　ラ・ロシオ
★空から眺める！ヘリコプター遊覧飛行&アルハンブラ宮殿観光ツアー
★断崖絶壁の街ロンダ日帰り観光ツアー
★メスキータ&アルカサル入場！世界遺産都市コルドバ市内観光ツアー

■ 闘牛／マドリッド ■ ドン・キ・ホーテ／ラ・マンチャ ■ カンプ・ノウ・スタジアム／バルセロナ ■ 白い村／フリヒリャーナ ■ メスキータ／コルドバ

協力：スペイン政府観光局

HPはこちらから


