
2018.04

2019.03

PORTUGAL

スペイン
ポルトガル

マ
デ
イ
ラ
島

PO
RTU

G
AL

ポルトガル

フランス

ドイツ
中欧

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド
ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ

イタリア
マルタ

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。 85

定員2名     96ユーロ（片道/１台）
定員6名  110ユーロ（片道/１台）

料　金

マデイラ空港 ⇔ フンシャル市内ホテル

空港トランスファー

※車種の指定はできません。

ホテルと一緒にお申し込みください

［運行会社］Planeta Azul

北東部エリアと伝統的家屋が残る町
サンタナ 1日観光

9:00頃ホテル発

▲

柳細工で知られる村カマー 
シャ

▲

ピコ・ド・アリエイロ山の展望台（運が良け
れば雲海を拝めます）

▲

リベイロ・フリオ村

▲

とん
がり屋根の家屋が残る町サンタナ

▲

ポルテラの
展望台

▲

壮大なパノラマが広がるポンタ・ド・サ
ォン・ロウレンソの展望台

▲

マシコ村

▲

17:00頃
ホテル着

北部エリアと洞窟を巡る
1日観光

9:00頃ホテル発

▲

Sao Vicenteの洞窟（入場料は
各自現地払い（約6ユーロ）

▲

ポンタ・デルガーダ
の町

▲

アルコ・デ・サン・ジョルジュのバラ園※夏
季限定。入場料は各自現地払い（約5ユーロ） ▲

ポルト・ダ・クルーシュ、ピコ・ド・ファショ

▲

サン
タ・クルスの町

▲

17:00頃ホテル着

大西洋の海岸線に連なる名所巡り 
1日観光

9:00頃ホテル発

▲

ポンタ・ド・ソル、プラゼーレシュ

▲

ポン
タ・ド・パルゴの灯台と絶景展望スポット

▲

パウール・ド・
マール、ジャルディン・ド・マールの海岸線

▲

カリェタのサ
トウキビ園（入場）

▲

マダレーナ・ド・マールにてマデイラ
名物「バナナの木」の並木遊歩道

▲

17:00頃ホテル着

英語ドライバーガイドと行く  専用車観光 催行日 : 毎日 ■企画・実施会社 : Planeta Azul

■料金
壮大な展望スポットを巡る 午後観光
大人29ユーロ　子供（0～11歳）15ユーロ

その他の各ツアー（1日観光）
大人68ユーロ　 子供（0～11歳）34ユーロ

※ 発着はフンシャル市内ホテルです。他エリアのホテルは追加
料金や承れない場合があります。

マデイラ空港

ピコ・ド・アリエイロ山

サンタ・クルス

カマーシャ
マシコ

ポルト・ダ・クルーシュ

サンタナ

リベイロ・フリオ

ジラオン岬
カマラ・デ・ロボス

ポンタ・ド・ソル
マダレーナ・ド・マル

カリェタ
ジャルディン・ド・マール

パウール・ド・マール

ポンタ・ド・パルゴ サン・ヴィセンテ

ポルト・モニス

セイシャル
ポンタ・デルガーダ

アルコ・デ・サン・ジョルジュ

※英語ドライバーガイドは車内で観光案内を行います。観光地で案内は行いません。※終日ツアー（壮大な展望スポットを巡る 午後観光以外のツアー）は昼食（ドリンク別）が料金に含まれ
ます。行程の途中で昼食レストランに立ち寄ります。※ホテルによってはピックアップができない場合があります。その場合、最寄りホテル等にご集合となります。※催行日の9日前をきって
からのお申込みは最少催行人数の条件が変更される場合があります。※現地事情（交通状況、天候等）により行程が変更される場合があります。※北部エリアを巡る観光の洞窟が急きょク
ローズとなる場合、立ち寄りません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100%を申し受けます。

マデイラ島
 クリスティアーノ・ロナウド経営のホテル
「Pestana CR7 Funchal」に宿泊
PESTANA CR7 FUNCHALは、他にない新しい純粋なライフスタ
イルのホテルブランドで、クリスティアーノ・ロナウド（CR7）と
パートナーシップを
結んでいます。類を
見ないロケーション
にあるホテルは機能
的でスタイリッシュな
デザインです。

往復の空港送迎付きにて承ります。料金・取消条件等の詳細はお問い合わせください。

空港送迎＋ホテル1泊（朝食込）

(2名部屋1室利用、ダブルルーム)          193ユーロ～
(2名部屋1室利用、スーペリアダブル)  213ユーロ～

料金の目安  ※お1人様あたり

※ツインルームは全5室となります。

壮大な展望スポットを巡る
午後観光

14:00頃ホテル発

▲

フンシャルを見渡せ
るピコ・ドス・バルセロスの展望台

▲

壮大
なパノラマが広がるエイラ・ド・セラードの
展望台

▲

クハル・ダス・フレイラスの展望
台

▲

17:00頃ホテル着

西部エリアを巡る 
マデイラ島ハイライト1日観光

9:00頃ホテル発

▲

漁村カマラ・ド・ロボス

▲

世界で二番目
の高さを誇るジラオン岬

▲

リベイラ・ブラヴァ

▲

エンクメア
ダ峠の展望台

▲

溶岩で出来た天然プールのポルト・モニ
ス

▲

セイシャル

▲

サン・ヴィセンテの岬と花嫁のベールと
呼ばれる滝

▲

17:00頃ホテル着

クハル・ダス・フレイラス

サンタナの伝統的家屋

ポルト・ダ・クルーシュ

展望台からの眺め

ポルト・モニス

セイシャルとポルト・モニス

フンシャル

エイラ・ド・セラード

リベイラ・ブラヴァ



ナザレナザレオビドスオビドス

海の幸のリゾット

本家本元のカステラ

コスタ・ノヴノヴァァコスタ・ノヴノヴァァ
ドウロ渓谷谷渓渓ロド 渓谷渓渓ドウ 谷ドドウロ渓谷

リスボン レスタウラドーレス広場フォス宮殿前バス停 集合　1日目

コスタ・ノヴァ
赤、青、黄・・・、別名「パジャ
マシティ」と呼ばれる「コス
タ・ノヴァ」へ。インスタ映
え確実の街です。

オビドス、ナザレ
絵のように可愛らしい街「オビドス」、ポルトガル
屈指の絶景リゾート「ナザレ」を訪問。
フォトジェニックな美しい街として知られてい
ます。

コインブラ
街の中心が高台になっている世界遺産の街コインブラ。ポルトガル
最古の大学で欧州屈指の名門国立大学があり、黒いマントを着たコ
インブラ大学の学生が行き交います。

昼食

絵本の
世界みたい～

カラフルで
とっても
かわいい！

展望台からの
絶景！

ポルトガル周遊 3日間
リスボン発着

いろどり紀行。明るいポルトガルに出会う旅

ス宮殿前バス停レスタウラドーレス広場フォス

紀行。明るいポルトガルに出会う旅紀紀行いろどり紀 いい ルトガルに出会う旅紀 るいポルトガルに出会う旅紀 明るいポルトガルに出会紀 いい 紀 明るいポルトガルに出会う旅紀 明るいポルトガルに出会う旅紀 会紀 会 旅紀 明るいポルトガルに出会う旅明 い にど 行 明るいポルトガ 旅紀 う旅ど ガ紀行。明るいポルトガルに出会う旅いろどり紀紀紀行。明るいポルトガルに出会う旅り紀 。明るいポ トガ う旅ろど に出会う旅いろどり紀行。明るいポルトガルに出会う旅行

停 集合
リリリリリリリリリリリリリリリリ ボボボボボボボボボボボボボボボンンンンンンンンンンンンンンンンリリリリリリリリリリリリリリリリススススススススススススススススボボボボボボボボボボボボボボボボンンンンンンンンンンンンンンンン発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発着着着着着着着着着着着着着着着着着着着着着着着着着リスボン発着

話題沸騰中！巨岩の村。期間限定の鮮やかな「傘の空」。
新絶景スポット。緑のぶどう畑が映える魅惑のドウロ渓谷へ。
元ワイン倉庫の５つ星ホテル泊。名物料理を含む８食付。

インスタ映えするポルトガルの街巡り

ポルトガル周遊 3日間

アゲダ
「メルヘンすぎる」と話題の
アゲダの傘祭り。多くのご
参加者から絶賛のコメント
が寄せられているポルトガ
ルの新名所にご案内。
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乾杯！

うそぉ～
で、でかすぎる！

©Municipio do Porto

3日目

2日目

レスタウラドーレス広場フォス宮殿前バス停 解散

ドウロ渓谷
アルト・ドウロと呼ばれるドウロ川上流地域は、ドウロ川とぶどうの段々
畑が広がる絶景地帯。そこを通ると必ず感嘆の声が湧き上がります。

モンサント
赤い屋根の家々を巨石が飲み込む凄すぎるインパクト！！
ただ今話題沸騰中の秘境へご案内します。実在しているのが不思議でならな
い奇妙な景色をとくとご覧ください！

サンデマン（SANDEMAN）

宿泊ホテル

アクシス・ポルト・ビジネス＆スパ
館内の清潔さと、洗練されたスタッフが評判のモダンなホテル。静か
な立地に位置しており、市内中心部から約6キロ（タクシーで約15
分）。

ポルト ★★★★

ヴィンテージ・ハウス・ドウロ
かつてのワイン倉庫を改装した全室ドウロ川ビューのロマンチックな
豪華5つ星ホテル。お部屋からはドウロ川と段々畑が広がるドウロ渓谷を
眺められます。ホテル内プールも人気です。

ピニャオン・ドウロ渓谷 ★★★★★

絶景ワイナリー！

ポルト
「ポルトに行ったこらこんなことをしてみた
い!」を叶えます。ドンルイス1世橋を歩きた
い！歴史地区の石畳を歩きたい！アルマス
礼拝堂やサン・ベント駅の美しいアズレー
ジョを見たい！思いっきりポルトを満喫し
てください。

レロ・イ・イルマオン
世界で最も美しい書店といわれ、ネオ・ゴシックスタイルの建物自体も世界遺産に
登録されています。レトロなインテリア、壁のレリーフ、天井のステンドグラスも見事
で、2階へ上る優美な階段は「天国への階段」と称えられています。世界中から観光客
が訪れるのも納得の美しさです。

パチリ

有名ワインメーカー「サンデマン」にてポート
ワインを試飲します。見渡す限りのぶどう畑を

望む高台のテラスにて
飲むワインは一
生の思い出にな
ることでしょう。

リスボン レスタウラドーレス広場フォス宮殿前バス停集合
オビドスへ（88km / 約1時間15分）

オビドス観光
○旧市街 ○ポルタ・ダ・ヴィラ ○ディレタ通り
ナザレへ（34km / 約30分）

ナザレ観光
○シティオ地区の展望台 ○プライヤ地区
コインブラへ（106km / 約1時間30分）

名物「海の幸のリゾット」と本家本元「カステラ」の昼食

　　　コインブラ観光
○旧大学 ○旧カテドラル ○コインブラ大学

アゲダへ（47km / 約1時間）
カラフルな傘「傘の空」へご案内
コスタ・ノヴァへ（44km / 約1時間）
コスタ・ノヴァ散策
○カラフルなコテージ

ポルトへ（86km / 約1時間30分）
ホテル着
ご宿泊のホテルにて夕食
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　　　　歩：B

リスボン

オビドス

ナザレ

コインブラ

アゲダ

コスタ・
ノヴァ

ポルト

08:00

09:15

10:00

10:30

11:30

13:00

14:00

15:00
16:00
17:00
18:00

18:30
20:00

◎入場観光〇下車観光△車窓観光
「歩く時間」  歩：A 30分～2時間　歩：B 2時間～4時間　歩：C 4時間以上

ポルト

ヴァレンサ・ド・ドウロ

09:00

13:00

14:00

16:00

17:30

18:00

モンサントへ（218km / 約4時間）

モンサント観光
○展望台 ○巨岩を利用した不思議な家

リスボンへ（276km / 約4時間）

リスボン レスタウラドーレス広場フォス宮殿前バス停で解散
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  歩：A

08：00

12：00

15：00

19：00

ドウロ渓谷

モンサント

リスボン

※ 注意事項とご案内
・モンサント観光は主に坂道での徒歩観光となりますので、履きなれた靴でご参加ください。
・アゲダの街が傘で飾られる「Umbrella Sky Project」の開催日程が変更、または開催中止となる場合、アヴェイロ散策の行程
 となります。
・3名様でのご参加の場合、2人部屋と1人部屋に分かれ、1人部屋追加代金が必要となります。

2名

最大定員

出発場所

解散場所

利用予定
ホテル

39名

リスボン レスタウラドーレス広場フォス宮殿前バス停

リスボン レスタウラドーレス広場フォス宮殿前バス停

　　   アクシス・ポルト・ビジネス＆スパ

最少催行
人員

ポルト

ヴィンテージ・ハウス・ドウロ　
ピニャオン・ドウロ渓谷

ピニャオン・ドウロ渓谷泊

1
日
目 

ポ
ル
ト
離
団
プ
ラ
ン

　　　ポルト市内観光
◎カテドラル ◎サン・フランシスコ教会 ◎レロ・イ・イルマオン
○ドンルイス1世橋 ○サン・ベント駅のアズレージョ
○アルマス礼拝堂の外壁

名物「タコのオーブン焼き」の昼食

ヴァレンサ・ド・ドウロへ（120km / 約2時間）
途中、　　　△ドウロ渓谷をご覧いただきます。

◎サンデマンのワイナリーにて見学と試飲
壮大なぶどうの段々畑とドウロ川の絶景もご覧いただけます。
ピニャオンへ（7km / 約15分）

ホテル着
ワイン倉庫を改装した5つ星ホテルに宿泊
ご宿泊の5つ星ホテルにて夕食
  　　　　　　　　　　　　　　　　　  歩：C
      　　　　　　　　　　　　　　　　　

料金
（お1人様）

540ユーロ（2名様1室利用）／710ユーロ（1名様1室利用）

設定日 7/13（金）
8/3（金）、8/10（金）、8/17（金）
9/14（金）、9/21（金）

1日目 ポルト離団プラン
180ユーロ ※ポルト到着時、解散（夕食は含みません）

□は、
1名様から
催行保証
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2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。88

リスボン午前ウォーキングツアー　
～現地在住ガイドと裏町巡り～

リスボン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ストライキや現地事情によりケーブルカーに乗車ができない場合があります。その場合、行程
を変更して催行する場合があります。※点検修理等で予定されているケーブルカー（グロリア線）
に乗れない場合は、他のケーブルカーへの乗車となる場合、ケーブルカーに乗車しない場合が
あります。※観光中はスリやひったくりにご注意ください。貴重品はなるべくご持参されないこと
を推奨します。

PT330

日本語ガイド 2名催行

料　金 63ユーロ　11歳以下参加不可
催行日 月・水・木・金・日
出　発 9:00　ホテルMundialのロビー
所要時間 約4時間
解　散 ロシオ広場

今と昔。リスボンの名所エリアを散策
ロシオ広場、ロシオ駅、レスタウラドーレス、リベルダ
ーデ大通りを徒歩散策▶グロリア線のケーブルカーに
乗車▶アルカンタラ展望台▶プリンシペレアル公園から
バイロ・アルト地区を散策▶カモンエス広場▶ビッカ
（展望台を含む）散策▶徒歩でカイス・ド・ソドレ地区
へ、到着後、リベイラ市場などを散策▶コメルシオ広場▶バイシャ地区を散策▶解散

ウォーキング

リスボン午前ウォーキングツアー　
～泥棒市と旧市街アルファマ地区～

リスボン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※泥棒市が急遽開催されない場合はツアーを不催行、行程を変更して催行する場合がありま
す。※観光中はスリやひったくりにご注意ください。貴重品はなるべくご持参されないことを推奨
します。※現地事情によりトラムに乗車しない場合があります。

PT318

日本語ガイド 2名催行

料　金 63ユーロ　11歳以下参加不可
催行日 火・土
出　発 9:00　ホテルMundialのロビー
所要時間 約4時間
解　散 ロシオ広場

リスボン名物の泥棒市へ
トラム乗車▶サンタ・ルジア展望台（下車）、ア
ルファマ地区散策▶泥棒市（約1～1時間30分）
▶くちばしの家、コメルシオ広場、バイシャ地区
などを徒歩で散策▶解散

ウォーキング

日本語ガイドと行く リスボン半日市内観光
リスボン発 ［運行会社］CITYRAMA GRAYLINE

※送迎は英語係員が行います。日本語ガイドはツアー開始時より同行します。※他言語のお客様
との混載観光となります。※月曜は馬車博物館の代わりにアジュダ宮殿、または代替箇所の訪問
となります。毎年2月はアジュダ宮が閉館となりますためエスピリト・サントファウンデーション内
美術館、または代替箇所の入場となります。※アルファマ地区は交通事情等により立ち寄らない
場合があります。

PT312

日本語ガイド 2名催行

料　金 大人 104ユーロ　子供（6～10歳）54ユーロ　
催行日 毎日　(12/25、1/1を除く)
出　発 8:00～9:00頃、13:30～14:30頃　
 市内ご宿泊ホテルまたはマルケス・デ・ポンバル公爵広場
所要時間 約4～5時間
解　散 マルケス・デ・ポンバル公爵広場

リスボンの名所を効率よく観光
ベレン地区観光▶ベレンの塔、発見のモニュメント
（下車※交通事情等により車窓観光となる場合があ
ります）▶ジェロニモス修道院の教会部分（入場）
▶馬車博物館（入場）▶アルファマ地区（散策）、
お得なセット割！「シントラ、ロカ岬午後観光」と
セットで大人205ユーロ、子供105ユーロ（同日参加に限ります）。

空港発ホテル着　日本語ガイドと専用車で
行く　リスボン半日市内観光

リスボン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※お申込み時に利用予定の便名と到着時刻をお知らせください。チャーター便、不定期便につきましては、手配を承れない場
合があります。※利用予定の航空機が当初の到着予定時刻より遅れる場合は、観光時間の短縮、送迎のみのサービス提供、サー
ビスの提供ができない場合があります。※利用予定の航空機が当初の到着予定時刻より90分以上遅れる場合は、事前に現地連
絡先へのご連絡をお願いします。※出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金と
なります。※入場箇所、ポーターサービスは含まれていません。※観光は最大で4時間となりますが、現地交通事情等により観
光時間が変更される場合があります。※ホテルによってはお申込みを承れない場合、追加料金が発生する場合があります。

PT331

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 446ユーロ、2名 224ユーロ、3～6名 179ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 7:00～15:00の到着便　リスボン空港の税関を出た所
所要時間 約5時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

空港到着後、すぐに観光
空港にて日本語ガイドと合流▶専用車でリスボン市内
観光（最大4時間）▶ベレン地区（発見のモニュメン
ト等を下車外観）、ロシオ広場、バイシャ地区、コメ
ルシオ広場を徒歩観光、アルカンタラ展望台▶日本語
ガイドがホテルチェックインのお手伝いをいたします

プライベート

専用車で行く 
民族歌謡ファドとパノラミックドライブ

リスボン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。車種の指定はできません。※パノラミックドライブは、日没の関係
で通常のパノラマ風景見学、または夕景（黄昏）の観賞となる場合があります。※現地事情（交
通状況、日没等）によりパノラミックドライブの行程が変更される場合があります。

PT310

1名催行

料　金 1名 184ユーロ、2名 110ユーロ、3名 105ユーロ、
 4名    88ユーロ、5名    78ユーロ、6名    70ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(12/24・25・31、1/1、レストランの閉店日を除く)
出　発 19:00～20:00頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

心揺さぶられるファドの歌声
［4/1～10/28、3/25～3/31］パノラミックドラ
イブ（セニョーラ・ダ・モンテ展望台（下車）、
エドゥアルド7世公園（下車））▶ファド・ディナー
ショー
［10/29～3/24］パノラミックドライブ（アルカ
ンタラ展望台（下車）、ベレンの塔（下車））▶ファド・ディナーショー

プライベート

プライベート　
日本語ガイドと鉄道で行く　日帰りポルト1日観光

リスボン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ポルトでは徒歩での散策となります。※一部行程でタクシーを利用します。料金はツアー代に含まれます。
※鉄道のストライキ、ダイヤ変更等によりツアー行程が変更、不催行となる場合があります。※ワイナリーが
突然の閉館等となる場合、代替ワイナリーへの訪問や行程が変更となる場合があります。※国鉄の料金が値上
がりした場合、料金が変更される場合があります。※20歳未満のお客様はワインの試飲をご遠慮いただきます。

PT319

日本語ガイド 2名催行

料　金 大人 313ユーロ　子供（5～10歳）140ユーロ　
催行日 毎日
出　発 7:30　サンタ・アポローニャ駅
所要時間 約12時間
解　散 サンタ・アポローニャ駅

日帰りでポルト観光
7:30 集合 ▶8:00 日本語ガイドと鉄道にてポルトへ（一度乗
り換え）▶ 到着後、ポルト散策 ▶12:15 ドウロ川沿いのリ
ベイラ地区でフリータイム（各自で昼食） ▶13:30 サン・フ
ランシスコ教会（入場） ▶14:15 ドン・ルイス1世橋を渡り
ます ▶14:45 ポートワインのワイナリー SANDEMAN（入場） 
▶15:45 タクシーにて駅へ ▶16:45頃 鉄道にてリスボンへ ▶19:30頃 リスボン到着後、解散

プライベート
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専用車で行く 朝市とオビドス、シントラ、
ロカ岬 1日観光

リスボン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。

PT317

1名催行

料　金  ［専用車のみ］
 1名 322ユーロ、2名 161ユーロ、3名 128ユーロ、4～6名   96ユーロ
  ［日本語ガイド＆シントラ王宮の入場付］
 1名 575ユーロ、2名 295ユーロ、3名  221ユーロ、4～6名 175ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(12/24・25、1/1を除く)
出　発 9:00頃　リスボン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 リスボン市内ご宿泊ホテル

郊外の人気スポットを1日で巡ります
10:00 カルダス・ダ・ライーニャ到着、朝市を
見学▶11:00 オビドス到着、下車観光▶13:00 
シントラ散策（各自で昼食、日本語ガイド付きプ
ランはガイドと共に王宮に入場）▶15:45 ロカ岬
（下車、約30分）▶17:00 リスボン市内ホテルで
解散

プライベート

日本語ガイドと行く   オビドス、アルコバサ、
ナザレ、バターリャ、ファティマ1日観光　昼食付

リスボン発 ［運行会社］CITYRAMA GRAYLINE

※送迎は英語係員が行います。日本語ガイドはツアー開始時より同行します。※ホテルによっては
ホテルピックアップができない場合があります。その場合、マルケス・デ・ポンバル侯広場シテ
ィラマ社バスターミナルにご集合いただきます。

PT316

日本語ガイド 2名催行

料　金 大人 199ユーロ　子供（6～10歳）99ユーロ　
催行日 毎日　(12/25、1/1を除く)
出　発 8:00～9:00頃　市内ご宿泊ホテルまたはマルケス・デ・ポンバル公爵広場
所要時間 約10時間30分～11時間30分
解　散 マルケス・デ・ポンバル公爵広場

独自の文化を持つ魅力的な5つの街
10:15 オビドス（下車、約45分）▶11:40 アル
コバサ修道院（入場、教会部分のみ）▶13:00 
ナザレ到着後、昼食▶15:00 バターリャ修道院
（入場、教会部分のみ）▶16:00 ファティマ（下
車）▶18:00 出発▶20:00 リスボンにて解散

日本語ガイドと行く シントラ、ロカ岬午後観光
リスボン発 ［運行会社］CITYRAMA GRAYLINE

※送迎は英語係員が行います。日本語ガイドはツアー開始時より同行します。※ホテルによっては
ホテルピックアップができない場合があります。※他言語のお客様との混載観光となります。 
※11月1日～3月31日はロカ岬の訪問は含まれず、ロカにも立ち寄りません。

PT315

日本語ガイド 2名催行

料　金 大人 127ユーロ　子供（6～10歳）64ユーロ　
催行日 毎日　(12/25、1/1を除く) ※11/1～3/31はロカ岬に立ち寄りません
出　発 13:30～14:30頃　市内ご宿泊ホテルまたはマルケス・デ・ポンバル公爵広場
所要時間 約5～6時間
解　散 マルケス・デ・ポンバル公爵広場

リスボンとは違った魅力の町
15:00 シントラ王宮（入場）▶16:30出発▶
17:00ロカ岬（下車、4/1～10/31のみ）▶ギン
ショの浜（車窓）、地獄の口(車窓）▶18:00カス
カイス（下車、約30分）▶エストリルのカジノ・
ガーデン（車窓）、年間を通じてロカ岬を訪れる
「シントラ、ペーナ宮殿、ロカ岬1日観光（日本語ガイド・昼食付）」もございま
す（大人208ユーロ、子供104ユーロ）

料　金 ［専用車のみ］
 1名259ユーロ、2名130ユーロ、3名121ユーロ、4～5名91ユーロ
 ［日本語ガイド＆ペーナ宮殿・レガレイラ宮殿の入場付］
 1名545ユーロ、2名288ユーロ、3名238ユーロ、4～5名187ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（12/24・25、1/1を除く）
出　発 9:00頃　リスボン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間30分
解　散 リスボン市内ご宿泊ホテル

リスボン発
専用車で行く レガレイラ宮殿、ペーナ宮殿、シントラ、ロカ岬 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

09:00 リスボン発 
10:00 ペーナ宮殿（入場、約1時間30分）
11:45 シントラの街でフリータイム（各自昼

食）
13:45 レガレイラ宮殿へ（一部、徒歩移動）
14:00 レガレイラ宮殿に入場（約1時間30分） 
15:30 レガレイラを出発
16:00 ロカ岬
16:30 ロカ岬を出発（途中、ギンショの浜、

地獄の口を車窓より見学）
17:30 リスボン着

一度は見たいすごい宮殿と話題沸騰中のレガレイラ宮殿
まるでゲームの世界のようだ！とSNSやサイトで話題のレガレイラ宮
殿。一番の見どころはダンテの神曲にインスパイアされたと言われ
ている「イニシエーションの井戸」です。

奇抜な外観のペーナ宮殿と最西端ロカ岬
メディアでも取り上げられることが多いシントラの外れにあるペーナ
宮殿。奇抜な外観と展望台からの眺めは一見の価値があります。
そしてポルトガルへ行くなら絶対に寄りたいロカ岬を訪れます。

PT340

※車種の指定はできません。※出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大
幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※宮殿が急遽クローズする場
合、外観見学となる場合があります。

日本語ガイドと専用車で行く 
檀一雄が暮らした街と城塞都市オビドス

リスボン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※車種の指定はできません。※出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やル
ート変更の場合は別料金となります。

PT341

1名催行

料　金 ［専用車のみ］
 1名 292ユーロ、2名 146ユーロ、3名 112ユーロ、4～6名 84ユーロ
 ［日本語ガイド付き］
 1名 466ユーロ、2名 233ユーロ、3名 169ユーロ、4～6名 127ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 9:00頃　リスボン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約6時間
解　散 リスボン市内ご宿泊ホテル

作家・檀一雄が暮らした街
10:00 オビドス着 ▶11:00 出発▶11:45 檀一雄
が暮らしたサンタクルスの街を散策（各自で昼食）
▶13:45 サンタクルス発 ▶15:00頃 解散

プライベート

（C）Câmara Municipal de Torres Vedras
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専用車で行く アゲダの傘祭りとコインブラ、
ナザレ、オビドス 1日観光

リスボン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※アゲダの傘祭りのスケジュールは5月頃に正式発表されます。開催期間により催行日の変更、
ツアーが不催行となる場合があります。※出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な
行程やルート変更の場合は別料金となります。

PT321

1名催行

料　金  ［専用車のみ］
 1名 528ユーロ、2名 265ユーロ、3名 222ユーロ、4～6名 167ユーロ
  ［日本語ガイド付］
 1名 775ユーロ、2名 388ユーロ、3名 305ユーロ、4～6名 229ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(4/1～6/30、10/1～3/31を除く)
出　発 9:00頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

カラフルな傘が空に浮かびます
11:00 コインブラ着、フリータイム（各自で昼食）
▶13:00出発▶14:00カラフルな傘で彩られるア
ゲダの傘祭りを散策（約30分）▶16:10ナザレ
散策▶17:10オビドス散策▶19:00頃 解散

プライベート

専用車で行く 秘境・巨石の村モンサントと
世界遺産の修道院トマール

リスボン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルー
ト変更の場合は別料金となります。※日本語ガイドの同行・手配を希望される場合はお問い合わ
せください。※入場料は料金に含まれません。

PT320

1名催行

料　金 1名 575ユーロ、2名 288ユーロ、3名 241ユーロ、
 4～6名 181ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(12/25、1/1を除く)
出　発 　［4～5月、10～3月］7:30頃、　［6～9月］8:00頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 　［4～5月、10～3月］約11時間30分、　［6～9月］約12時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

秘境の村とテンプル騎士団の歴史
12:00 モンサント着後、自由行動（昼食は各自）
▶15:00 モンサント発▶17:00 トマールで自由散
策。各自で修道院を見学（入場料は含みませ
ん。目安6ユーロ）▶18:00 ファティマ発▶
20:00頃 解散　※4～5月、10～3月は出発時間
が30分前倒しとなり、モンサントでの滞在が30
分短くなります。

プライベート

料　金 1名 576ユーロ、2名 289ユーロ、3名 229ユーロ、
 4～6名 173ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 ［ポルト発着］8:00頃市内ご宿泊ホテル
 ［サンティアゴ・デ・コンポステーラ着プラン］9:00頃　
所要時間 ［ポルト発着］約9時間 ［サンティアゴ・デ・コンポステーラ着］約6時間30分
解　散 ポルト市内ご宿泊ホテル、またはサンティアゴ・デ・コンポステーラのホテル

ポルト発
専用車で行く 聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

【ポルト発着】
08:00 出発
10:30（スペイン時間11:30）サンティアゴ・デ・

コンポステーラ到着後、自由行動
13:30(14:30)　出発後、歓喜の丘を見学
15:00 城塞都市ヴァレンサ・ド・ミーニョ
16:00 ポルトへ向けて出発
17:15 解散
【片道（離団）プラン】
09:00 出発
 ブラガの大聖堂（約30分）、ヴァレン

サ・ド・ミーニョ（散策と各自昼食、
約1時間15分）スペインの港町ヴィー
ゴ（約30分）、歓喜の丘（約15分）

15:30(16:30)　着後、解散

サンティアゴ・デ・コンポステーラで離団も可能
ポルトから国境を越えて、巡礼の聖地スペインのサンティアゴ・
デ・コンポステーラへ。ポルト発着の日帰り観光の他に、ポルトガ
ルとスペインの名所を巡りながらサンティアゴ・デ・コンポステー
ラで離団できるプランもあります。

PT329

※係員は含まれていません。※荷物はお1人様1個とさせていただきます。2個以上
ある場合や大きな荷物がある場合は予めお知らせください。※宗教行事によりサン
ティアゴ・デ・コンポステーラのカテドラルに入場できない場合があります。ま
た、ボタフメイロ（振り香炉）は宗教儀式であるため、大聖堂側の都合や宗教的
な理由により見学が適わない場合があります。

専用車で行く 民族歌謡ファドとパノラミック
ドライブ

ポルト発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※パノラミックドライブは、日没の関係で通常のパノラマ風景見学、
または夕景（黄昏）の観賞となる場合があります。※現地事情（交通状況、日没等）によりパノ
ラミックドライブの行程が変更される場合があります。

PT311

1名催行

料　金 1名196ユーロ、2名123ユーロ、3名118ユーロ、
 4名100ユーロ、5名   90ユーロ、6名   83ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～土　(12/24・25・31、1/1、レストランの閉店日を除く)
出　発 20:15頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

哀愁漂うポルトガル歌謡
パノラミックドライブ（セラ・ド・ピラル展望台（下
車）、ヴィトリア展望台（下車））▶ファド・ディ
ナーショー

プライベート

専用車で行く アゲダの傘祭りとコインブラ、
アヴェイロ 1日観光

ポルト発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※アゲダの傘祭りのスケジュールは5月頃に正式発表されます。傘祭
り期間によって催行日の変更、ツアーが不催行となる場合があります。※出発時間や滞在時間の
アレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。

PT323

1名催行 人気

料　金 1名 347ユーロ、2名 174ユーロ、3名 134ユーロ、
 4～6名 101ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(4/1～6/30、10/1～3/31を除く)
出　発 9:00頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

カラフルな傘が空に浮かびます
10:30 コインブラ着後、自由行動（各自で昼食）
▶13:30 コインブラ発▶14:20 アゲダの傘祭りを
観賞（約40分）▶15:30 水路が美しい街アヴェ
イロを散策（約30分）▶17:00 解散

プライベート

人気

スペイン（サンティアゴ・デ・コンポステーラ）への路線バス ■運行会社：ALSA

※発着時刻は運行会社により変更される場合があります。※お申込み時に、お客様のフ
ルネームとパスポート番号が必要となります。※予約の回答は乗車日の1カ月前以降と
なる場合があります。※お申込み時より100%を変更・取消料として申し受けます。

路線 料金 出発時間 所要
ポルト ⇒ サンティアゴ・デ・コンポステーラ  56ユーロ 13:00 約5時間15分

ホテルと一緒にお申し込みください
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