
57飛行機 路線バス 鉄道 みゅうプチ旅観光ツアー

マドリッド

フランス

コルドバ

セビリア

バレンシア

アルカラ・デ・フーカル

フィゲラス

カダケス

マルセイユ
ニース

トゥールーズ

カルカソンヌ

パンプローナ

サラゴサ ジローナモンセラット

バルセロナ

タラゴナ

メノルカ島

マヨルカ島

イビサ島

ビルバオ

コミーリャス

サンタンデール

レオンアストルガ

ポルト

リスボン

サン・セバスチャン

オンダリビア

ビアリッツ

バイヨンヌ

サラマンカ

ドウロ渓谷

リアス式海岸

モンサント

ア・コルーニャ

フィニステーレ岬

セデイラ

オビエド

オビドス

ロカ岬

ナザレ

コインブラ

トマール

サグレス岬

コスタ・ノヴァ

アゲダ（7～9月）
アヴェイロ

クエンカ

ブニョール

トレド

AVEで約45分

AVEで約3時間

AVEで約1時間45分

約3～4時間

約4.5～5.5時間

約4～5時間

AVEで約1時間

AVEで約1時間30分

約3時間

約1.5時間

マラガ

ロンタ
ミハス

グラナダ

アランフェス

チンチョン

サン・ジャン・ド・リュズ

● スペイン・アンダルシア 3日間
● ポルトガル周遊 3日間

P74～75
P86～87

ピレネー山脈エリア

（リベラ・デル・ドゥエロ）
ペニャフィエル

セゴビア

カナリア諸島（スペイン）
マデイラ島（ポルトガル）
各種観光・送迎を取り揃えています
P84、85参照

カンポ・デ・クリプターナ

アンダルシア地方／P73～77

バスク地方／P80～83ガリシア地方／P78～79

Spain / Portugal
スペイン ／ ポルトガル

世界的にも有名なスペインの祭り。

祭りの期間はホテルが大変混雑し予

約困難となりますが、バルセロナ・マ

ドリッド発着の日帰りツアーを利用す

れば個人のお客様でも祭りの熱気を

間近で味わうことができます。

火祭り（バレンシア）
3月

トマト祭り（ブニョール）
8月

牛追い祭り（パンプローナ）
7月

その他
スペインの
お祭りツアー
多数催行

各種観光・送迎を取り揃えています
P59参照

サンティアゴ・デ・
コンポステーラ
巡礼の道（P79）

スペインのお祭りツアー

スペイン
（P57～84）

ポルトガル
（P85～90）

スペイン
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
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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。

　 マドリッド
カフェ・デ・チニータス　CAFE DE CHINITAS

王室御用達のタブラオ

　王室やセレブ御用達の有名店。ステー
ジはどの席からも見やすいので安心で
す。一流のダンサーが揃う、老舗ならで
はの本場のフラメンコをお楽しみいただ
けます。スペイン広場からも近くて便利。

DATA

料金：42ユーロ（ショー＆1ドリンク）
　　　87ユーロ（ショー＆ディナー）
利用不可日： 日曜、4/1、12/24・31
予約：要
 ドリンク/20:00、22:00
 ディナー/20:00
ショー：20:15～、22:30～
場所：スペイン広場近く

ディナーメニュー（一例）

❖ニンニクのスープ　❖イベリ
コ豚のサーロインステーキ　
❖アイスクリーム　❖お飲み物

ES213
　 マドリッド
コーラル・デ・ラ・モレーリア　CORRAL DE LA MORERIA

老舗で質の高いフラメンコを

　最高のダンサーを集めたタブラオ
の老舗。ディナーと共にショーをお楽
しみください。16席限定のプレミア
ム席プランは、舞台前の座席が確約
されます。

DATA

料金： 111ユーロ（ショー＆ディナー）
156ユーロ（プレミアム席）

 ※ プレミアム席は16席限定です。
舞台前の座席確約となります。

利用不可日： 4/1、8/15、12/24・31
予約：要（19:00、21:35）
ショー： 20:00～

（日～木）22:00～、（金・土）22:30～
場所：王宮、アルムデナ大聖堂近く
※プレミアム席はお申込み時より100％の変更取消料を申し受けます。

ディナーメニュー（一例）

❖野菜のラビオリ　❖牛ステー
キ　❖チョコレートケーキ　❖お
飲み物

ES214

　 バルセロナ
パラシオ・デル・フラメンコ　PALACIO DEL FLAMENCO

かつて「劇場」だった舞台

　フラメンコの枠を超えた、斬新かつモ
ダンなショーを楽しめるタブラオ。かつ
ての劇場は今、バルセロナのフラメンコ
シーンの発信地となっています。ディナー
付プランでは、ゆったりと食事をしなが
らショーをお楽しみいただけます。

DATA

料金： 40ユーロ（ショー＆1ドリンク）
　　　55ユーロ（ショー＆ディナー）
利用不可日：12/24・31
予約：要　
 ドリンク/18:25、20:20、22:30
 ディナー/18:00、19:55、21:50
ショー：18:25～、20:20～、22:30～
場所：カサ・ミラ近く

ディナーメニュー（一例）

❖フレッシュチーズのサラダ　
❖スパニッシュオムレツ　❖チ
キンと野菜の煮込み　❖フィデウ
ア　❖デザート　❖お飲み物

ES216

　 バルセロナ
エル・コルドベス　EL CORDOBES

スペイン屈指のフラメンコ
　ディナーとは別に設けられたステージ
は音響を考えた洞窟型。客席も近く、振
動、熱気が伝わる迫力のステージです。

DATA

料金： 48ユーロ（ショー＆1ドリンク）
　　　83ユーロ（ショー＆ディナー）
利用不可日：12/24・31
予約：要
 ［4/1～10/31、3/15～3/31］
 ドリンク/19:15、21:00、22:30
 ディナー/18:00、19:30、21:15
 ［11/1～3/14］
 ドリンク/20:15、22:00
 ディナー/18:45、20:30
ショー：ドリンクショーの時間
場所：グエル邸近く
※シーズンによって公演回が追加（夕方、
深夜）される場合もあります。

ディナーメニュー（一例）

❖スペシャルビュッフェ（スペイン料理が
そろっています）　❖お飲み物（飲み放題）

ES215

  トレド観光後におすすめ。お帰りの片道専用車送迎付。詳細はP.66をご参照ください。

　 マドリッド
ラス・タブラス　LAS TABLAS

　 グラナダ
ラ・ロシオ　LA ROCIO

洞窟のタブラオで
飲み物を片手に
　サクラモンテの丘にある、ジプシー
の洞窟住居を使ったタブラオ。ご宿
泊ホテルからの往復送迎付きなの
で、夜遅くても安心。アルハンブラ
宮殿の夜景もお楽しみください。

DATA

料金：31ユーロ
　　　（1ドリンク＆往復送迎付（混載））
利用不可日：4/1、12/24・31
予約：要（22:00）
ショー：22:30～
場所：アルバイシン地区
※ホテルによっては送迎を承ることができ
ない場合があります。パラドールはHOTEL 
ALHAMBRA PALACEより送迎となります。

ドリンクメニュー（一例）

❖お飲み物（サングリア、ワイ
ン、ビール、ソフトドリンクから
おひとつ）

ES217
　 セビリア
エル・アレナール　EL ARENAL

フラメンコ発祥の地　
セビリアのタブラオ
　17世紀の建物を改装した、セビリ
ア屈指のタブラオとして評判の店。
一流ダンサーたちによるレベルの高
いフラメンコをお楽しみいただけます。

DATA

料金： 42ユーロ（ショー＆1ドリンク）
　　　81ユーロ（ショー＆ディナー）
利用不可日：4/1、12/24・31
予約：要
 ドリンク/19:30、21:30
 ディナー/18:30
ショー：19:30～、21:30～

ディナーメニュー（一例）

❖エビとサーモンのアボカド添え
❖イベリコ豚のサーロインステー
キ・タイムソース　❖デザート
❖お飲み物

ES218

タブラオで本物のフラメンコを
タブラオとは、フラメンコが間近で見られる舞台のあ
るレストランのこと。迫力ある踊りを目の前で楽しむ
ことができます。本場の情熱溢れるフラメンコで、ス
ペインの夜を彩ってみてはいかがでしょうか。

　 マドリッド
ラ・キメラ　LA QUIMERA ES250

専用車の往復送迎付！ 
熱気溢れるショーが評判
　市内から少し離れた場所に
ありますが送迎付で安心。本場
のダンサーに教えてもらえる体
験レッスンも人気！（P.69参照）

DATA

ディナーメニュー（一例）
❖タパスメニュー2品（スペイン風オムレツやパエ
リア）　❖ワンドリンク（サングリア等）

料金： 1名92ユーロ、2名64ユーロ、
3名54ユーロ、4名50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。
利用不可日： 12/24・31
予約：要 （月～木）21:15頃
 （金、土）19:15頃、21:45頃（日）19:15頃
場所： ラス・ベンタス闘牛場近く （往復送迎付）
※ホテルによっては送迎を承ることができない場合がありま
す。その場合はHOTEL HUSA PRINCESAより送迎となります。

体験レッスン
プランあり！
（P.69参照）

（　    　）ショー＆ディナー
往復送迎付
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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。

イビサ島楽園！自然、文化、
夕日の島

空港

イビサ島

フォルメンテーラ島

太陽が沈むと共に歓声と拍手に
包まれる衝撃的な美しさ。これ
を見ないでイビサは語れません。

必見！夕日に感動！
サン・アントニ

城壁に囲まれた旧
市街。絵葉書のよう
な風景が続きます。

イビサの旧市街
ダルト・ビラ

老舗クラブ ｢パチャ」
など魅力的なスポッ
トが満載。

イビサの歓楽街
イビサタウン

イビサ島最大のビー
チ。素晴らしい砂浜は
必見。

美しい海岸
ボッサ海岸

特に美しいビーチとし
て知られています。

素晴らしいビーチ
プジョール海岸

ボブ・ディランが
住んでいたという
風車小屋。

素朴な一面
風車

大パノラマの
ビュースポット
です。

絶景
ミラドール

真っ青な海と断崖絶壁
の美しいコントラストは
必見です。

素晴らしい開放感
モーラ灯台

イビサ島で最も美しい
とされているビーチ。

コンテ海岸

イビサの特産品である
「塩」。フラミンゴも羽
を休める塩田。

イビサの名産
サリーナス塩田

スピリチュアルな雰囲気を醸
し出すパワースポット。

パワースポット
エス・ベドラ

空港送迎（イビサ島）
※ 英語を話すドライバーが、お客様専用の車で空港⇔ホテル
間を送迎します。車種の指定はできません。
※ 空港到着ゲート前（到着時）、ホテルロビー（出発時）にて、
［みゅう］ボードを持ったドライバーがお迎えにあがります。

空港⇔ホテル（イビサタウン、タラマンカエリア) （1～2名）75ユーロ（3～5名）137ユーロ
（1～2名）89ユーロ（3～5名）172ユーロ

（1～2名）  89ユーロ（3～5名）158ユーロ
（1～2名）107ユーロ（3～5名）192ユーロ

ハイシーズン（6/15～ 9/15）通常期料金表（片道／1台）

空港⇔ホテル（その他イビサ島内)

専用車で巡る イビサ島周遊1日観光
イビサ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※ホテルによってはホテルまでのお送りのサービスを手配できない場合があり、
サービスをお受けできない場合があります。※大規模な交通規制や荒天等の理由で、コース内容を変更、ま
たはツアーを不催行とする場合があります。※日曜・祝日は市場が開かれないため、市場の見学はできませ
ん。※食事はツアーに含まれません。ご希望の場合はダルト・ビラ、市場周辺にて軽食をお取りください。 
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50%、4日前からは100%を申し受けます。

ES451

1名催行

料　金 1名 485ユーロ、2名 243ユーロ、3名 185ユーロ、
 4名 139ユーロ、5名 111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・26・31、1/1・5・6を除く)
出　発 10:00頃　ご宿泊ホテル（イビサタウン、タラマンカエリア）
所要時間 約8時間
解　散 ご宿泊ホテル（イビサタウン、タラマンカエリア）

イビサ島の名所を巡ります
出発 ▶ダルト・ビラ、カテドラル前にて下車、お客様自身
で散策▶タウレス門近くMERCAT VELLを散策。マリーナ
周辺を車窓観光。旧市街対岸の写真スポットにて下車▶ボ
ッサ海岸をドライブ（写真ストップ）▶サリーナス塩田、エ
スベドラを望むポイント、コンテ海岸（それぞれ写真スト
ップ）▶16:30 サン・アントニ地区を散策（約1時間）▶解散

プライベート

専用車で行く イビサの夕日
イビサ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※荒天等の理由で、コース内容を変更、またはツアーを不催行とする場合があります。※天
候により夕日が見られない場合があります。※ホテルによってはホテルまでのお送りのサービスを手配できない場合があ
り、サービスをお受けできない場合があります。　【日没時間の目安】1月＝17：44、2月＝18：17、3月＝18：48、4月＝
20：20、5月＝20：49、6月＝21：16、7月＝21：25、8月＝21：07、9月＝20：26、10月＝19：38、11月＝17：55、12月 
＝17：34※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50%、4日前からは100%を申し受けます。

ES452

1名催行

料　金 1名 305ユーロ、2名153ユーロ、3名 119ユーロ、
 4名    89ユーロ、5名   71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・26・31、1/1・5・6を除く)
出　発 夕方～夜 ※季節によって異なります　
 ご宿泊ホテル（イビサタウン、タラマンカエリア）
所要時間 約2時間30分 ※季節によって異なります
解　散 ご宿泊ホテル（イビサタウン、タラマンカエリア）

これを見ずにイビサは語れません
出発（日没の1時間30分前頃）▶サン・アント
ニへ（30分)▶海岸にてフリータイム（日没前後
の約1時間30分）、チルアウトな音楽と共にイビ
サの夕日をお楽しみください▶出発（日没の約
30分後）▶解散

プライベート

フォルメンテーラ島発
専用車で巡る　半日フォルメンテーラ島

料　金 1名 305ユーロ、2名 153ユーロ、3名 185ユーロ、4名 139ユーロ、5名 111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・26・31、1/1・5・6を除く）
出　発 10:00頃　フォルメンテーラ島のフェリーターミナル（Port de la Savina）
所要時間 約3時間
解　散 フォルメンテーラ島のフェリーターミナル（Port de la Savina）

［運行会社］MIKI TRAVEL

1名催行

地中海最後の楽園と称される島
フェリーターミナルより出発▶ミラドール、風車、モーラ灯
台、プジョール海岸（フォトストップ）▶フェリーターミナ
ルにて解散 ※出発時間はご利用いただくフェリー便によっ
て変更可能です。

※係員は含まれていません。※イビサ島～フォルメンテーラ島の移動は含みません。フェリーチケットの予約代行をご希望の方は別途お問い合わせください。※観光中、ご昼食の時間はありません。
※大規模な交通規制や荒天等の理由で、コース内容を変更、またはツアーを不催行とする場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50%、4日前からは
100%を申し受けます。

ES450 プライベート
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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。

料　金 大人 70ユーロ　子供（6～12歳）60ユーロ　
 ※エレベーター無しは大人58ユーロ、子供（6～12歳）48ユーロ
 ※エレベーター付は5歳以下参加不可
催行日 毎日　（9/11（エレベーター付）、GSMA期間（2月下旬～3月上旬）、

サグラダ・ファミリア入場不可日を除く）
出　発 9:30　バルセロナ凱旋門（Arc de Triomf）
所要時間 約3時間＋エレベーター乗降＆観光（目安約1～2時間）
解　散 サグラダ・ファミリアのエレベーター乗り場

バルセロナ発
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

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

サグラダ・ファミリアに待ち時間なく入場＆エレベーター乗車
チケットを求めて長蛇の列が出来ることが多いサグラダ・ファミリアに待ち
時間なく入場できます。館内では日本語ガイドがしっかり解説。また、完
売や数時間待ちのケースもある人気のエレベーター券も含まれています。

ES308
人気

※エレベーターの予約の関係上、ツアー催行の回答は催行日の2ヶ月前からとなります。予約状況によってはお申込みをお
受けできない場合があります。※サグラダ・ファミリアが宗教上などの理由で入場不可となる場合は外観見学となります。
※強風、悪天候などの理由によりエレベーターが運行中止となる場合があります。その場合は近くのレストランで利用でき
る1ドリンク引換券をお渡しします。※ガイドはエレベーター乗り場までのご案内となります。エレベーターには乗車しませ
ん。※エレベーターの予約時間は前後する場合があります。また、乗車時間がグループ内で分かれる場合があります。 
※エレベーター乗車後、塔内での怪我、事故に関しては、弊社は一切責任を負いかねます。　【エレベーターの乗車条件】
※15歳以下の方が乗車する場合、必ず大人の同伴が必要です。※子供が参加される場合、年齢確認できるもの（パスポ
ートのコピーも可）の持参を推奨します。※塔内にて高所、閉所、急な階段の徒歩による下り（約400段程度）を含みま
すので、高所・閉所恐怖症、妊娠中の方、松葉杖等の方、なんらかの健康に問題がある方はご利用いただけません。係
員の判断により、お客様のエレベーターご利用が難しいと判断された場合、直前にご利用をお断りする場合があります。

料　金 大人 60ユーロ　子供（6～12歳）50ユーロ　
催行日 月・水・金・日（GSMA期間（2月下旬～3月上旬）を除く）
 ※11/1以降、催行日が変更される場合があります。
出　発 14:30　バルセロナ凱旋門（Arc de Triomf）
所要時間 約4時間
解　散 カタルーニャ広場

バルセロナ発
モンセラット午後観光

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

宿泊できる1泊2日プラン
モンセラットに宿泊できるプランもございます。
1名 195ユーロ、2名以上 165ユーロ
※1名あたりの料金です。料金は申し込み人
数によって変動します。詳細はお問い合わ
せください。

スケジュール（目安）

14:30 出発
15:30 モンセラット到着
15:40 モンセラット修道院入場（※修道院内

はガイディング禁止のため入場前に
内部の説明をします。黒いマリア像
は混雑状況によっては離れた地点か
らご覧いただく場合があります。）

17:20 モンセラット出発
18:30 解散

「のこぎり山」の名を持つ不思議な岩山
多くの芸術家にインスピレーションを与え、サグラダ・ファミリアの
モデルとも言われているモンセラットの岩山は必見です。

ベネディクト派修道院入場
モンセラット見学のもう1つの見所は、山の中腹に建っているベネ
ディクト会の修道院。この修道院にある大聖堂内にラ・モレネータ
（La Moreneta）と呼ばれる「黒いマリア像」が置かれています。
不思議な伝説を持つ「黒いマリア像」を拝観するために世界中の
人々がこの神秘的な聖地を訪れます。

ES311

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※登山鉄道は1時間に1本程度の
間隔でしか運行がない為、ツアー時間内に乗車いただくお時間はありません。登山鉄道・
ロープーウェイは行程に含まれません。※大規模な交通規制、積雪や落石などによる道路
封鎖等の理由で、コース内容を変更、またはツアーを不催行とする場合があります。

料　金 大人 70ユーロ　子供（6～12歳）60ユーロ　
催行日 毎日
出　発 15:00　バルセロナ凱旋門（Arc de Triomf）
所要時間 約3時間
解　散 カサ・バトリョ

バルセロナ発
グエル公園＆カサ・バトリョ入場！  バルセロナ午後観光

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

15:00 出発
15:30 グエル公園（入場）
17:00 カサ・バトリョ（入場）
18:00 解散
 ※行程は前後する場合があります。

カサ・バトリョ見学後にグエル公園の
見学となった場合、グラシア通りまで
お送りした後、解散となります。

人気のガウディ建築を巡る、大好評の午後市内観光
サグラダ・ファミリアと並んでバルセロナで人気の観光ポイント、グ
エル公園の入場と、ガウディ作世界遺産のカサ・バトリョの入場を
含むツアーです。

入場予約制のグエル公園も事前予約で入場確約
アクセスが良くないグエル公園にもツアーバスでラクラク移動。入
場予約制のため個人で行くと入場のために行列に並んだり、何時間
も待つケースがありますが、［みゅう］ツアーなら事前予約をしてい
るので時間を効率的に活用できます。

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※各モニュメントが入場不
可の場合、ツアーが不催行となることがあります。※グエル公園、カサ・バトリョ
内は徒歩観光となります。階段がありますので歩きやすい靴でご参加ください。

ES395
人気

スケジュール（目安）

09:30 出発
09:40 コロンブス記念塔（車窓）
09:50 モンジュイック展望台（下車）
10:10 車窓観光（オリンピック競技場、スペ

イン広場、カサ・バトリョ、カサ・ミ
ラ）

10:50 サグラダ・ファミリア（入場、ガイド
が内部で解説します）

 各自でエレベーターに搭乗。日本語
ガイドは乗り場までご案内して終了と

 なります。
 ※2基あるエレベーター（受難の門、

生誕の門）のうち、基本的には受難
の門の利用となります（事前案内や
確約はいたしかねます）。搭乗時刻は
前後する場合があります（最も遅い場
合で12:30頃）。

12:00頃

12:30頃

ES421
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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。

人気の観光がセットになったお得なプラン

※子供料金はありません。※各セットプランは同日にツアーにご参加いただきます。異なる日にそれぞれ参加することはできません。※各ツアーの条件はそれぞれのツアー条件に準じます。※集合場所へはお客
様自身でご移動いただきます。ガイドは同行しません。（注1）フラメンコ付のセットプランは、変更取消料として参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

●昼食は午前観光の解散場所となるサグラダ・ファミリア周辺、もしくは午後観光の集合場所となる凱旋門付近にて各自でお取りください。サグラダ・ファミリア周辺には多数のバルやファストフード店、凱旋
門周辺にも数件のバルがあります。 （＊1）「生ハムサンドの昼食クーポン券」は、サグラダ・ファミリア教会近くの専門店「Enrique Tomas」でご利用いただけます。クーポン券は当日お渡しします。生ハ
ムサンドはテイクアウトとなります。 （＊2）「バルセロナ午前観光（エレベーター付）」が含まれるセットにお申込みの場合、サグラダ・ファミリアのエレベーターの予約時間次第では昼食（各自）時間の
確保が難しくなる場合があります。予めご了承ください。また、行程上、午後観光の集合場所へはタクシー移動をお奨めします。

得
　  バルセロナ午前観光
　  モンセラット午後観光
イベリコ豚の生ハムサンド・昼食クーポン券（ドリンク付）

※エレベーター無し
長さ約30cm！本場の生ハムサンド付
120ユーロ

　  バルセロナ午前観光
　  グエル公園＆カサバトリョ入場！ バルセロナ午後観光

※エレベーター付

※12/25・26・31、1/1を除く（昼食クーポン利用不可のため）

別々に申し込むより　7ユーロOFF
133ユーロ

　  バルセロナ午前観光
　  グエル公園＆カサバトリョ入場！ バルセロナ午後観光
モダンなフラメンコ　PALACIO DEL FLAMENCO ドリンクショー

※エレベーター付
別々に申し込むより　10ユーロOFF
170ユーロ

＊1

＊2

＊2

料　金 ［通常プラン］
 2名 348ユーロ、3名 244ユーロ、4名 194ユーロ
 ［オマール海老のパエリアランチ付］
 2名 453ユーロ、3名 332ユーロ、4名 272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（サグラダ・ファミリア閉館日、グエル公園入場不可日を除く）
出　発 9:00頃　バルセロナ港
所要時間 ［通常プラン］約4時間 ［オマール海老パエリヤランチ付］約6時間30分
解　散 バルセロナ市内ご宿泊ホテル、バルセロナ港、または市内の希

望の場所（空港は除く）

バルセロナ発
～地中海クルーズ専用～　日本語ガイドと専用車で行く バルセロナ市内観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 2名催行（ランチ付のみ）

スケジュール（目安）

09:00 バルセロナ港ターミナル出発
 日本語ガイドと専用車でバルセロナ市

内を観光
 グエル公園（入場）、サグラダ・ファ

ミリア（入場、エレベーター付）
 モンジュイック（下車）、カサ・バトリョ

（車窓）、カサ・ミラ（車窓）、サンパ
ウ病院（車窓）

13:00 市内ホテルで終了
 ※オマール海老のパエリアランチ付プ

ランは13時にランチ、食事後、ご希
望の解散場所へ移動し15:30頃解散と
なります。

クルーズ下船後の時間を無駄なく効率的に

ES463

※クルーズ船の遅延等により、予定しているツアー出発時刻を過ぎてもお見えにならない場合
は、予約の都合上、入場箇所に入場できない場合や、ツアーをキャンセル扱いとさせて頂く場合
があります。その場合の返金等は致しかねます。※サグラダ・ファミリアのエレベーターの予約の
関係上、ツアー催行の回答は催行日の2ヶ月前からとなります。予約状況によってはお申込みをお
受けできない場合があります。※サグラダ・ファミリアに関する注意事項はP60に掲載の「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」の条件に準じます。※お荷物はお
1人様1個。特に大きなスーツケースを持参の場合、専用車のトランクに入らない場合もあります
ので事前にお問い合わせ下さい。※ご宿泊ホテルが郊外の場合、お申し込みをお受けできない
場合や追加料金など条件が変更される場合があります。※各モニュメントが何らかの事情で急遽
クローズする場合、外観観光となる場合があります。※変更取消料として、お申込み時から
25%、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

日本語ガイドと専用車で行く バルセロナ半日
観光～サグラダ・ファミリア、グエル公園入場付

バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※サグラダ・ファミリアのエレベーターの予約の関係上、ツアー催行の回答は催行日の2ヶ月前か
らとなります。予約状況によってはお申込みをお受けできない場合があります。※サグラダ・ファ
ミリアに関する注意事項はP60に掲載の「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」の条件に準じます。※変更取消料として、お申込み時から25%、参加日の（土日
祝、年末年始を除く）3日前からは50%、2日前からは100%を申し受けます。

ES422

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 640ユーロ、2名 338ユーロ、3名 237ユーロ、4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　(サグラダ・ファミリア閉館日、グエル公園入場不可日を除く)
出　発 9:00、14:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

プライベートのバルセロナ観光
グエル公園（入場）▶サグラダ・ファミリア（入
場）※サグラダ・ファミリアのエレベーターに乗
車しますが、ガイドは同乗いたしません。▶モン
ジュイック展望台、カサ・バトリョ、カサ・ミラ、
サン・パウ病院（それぞれ下車）

プライベート

日本語ガイドと専用車で行く バルセロナ
1日観光 ～ガウディ・セレクション

バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※5歳以下の参加者の食事は含まれません。※サグラダ・ファミリアのエレベーターの予約の関係
上、ツアー催行の回答は催行日の2ヶ月前からとなります。予約状況によってはお申込みをお受け
できない場合があります。※サグラダ・ファミリアに関する注意事項はP60に掲載の「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」の条件に準じます。※変更取消料とし
て、お申込み時から20%、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは50%、3日前からは
100%を申し受けます。

ES423

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 990ユーロ、2名 575ユーロ、3名 435ユーロ、4名 365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～金　(各モニュメントの閉館・入場不可日を除く)
出　発 9:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

専用車と専属ガイドで巡るガウディ建築
10:00 グエル公園（入場）▶11:00 サグラダ・
ファミリア※サグラダ・ファミリアのエレベーター
に乗車しますが、ガイドは同乗いたしません。▶
13:00 カサ・カルベにて昼食▶15:00 カサ・バト
リョ（入場）▶16:00 カサ・ミラ（入場）

プライベート

人気

ES470

ES469

ES468

（注1）
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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。62

バルセロナ発
高速列車で行く　ダリ美術館 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELショートトリップ

日本語ガイド 2名催行

スケジュール（目安）

09:00　集合
09:25　高速列車AVANTでフィゲラスへ
10:20　フィゲラス駅到着後、シャトルバス又はタクシーでダリ美術館へ
11:00　ダリ美術館見学（1時間ガイドが解説、1時間フリータイム）
14:20　シャトルバス又はタクシーでフィゲラス駅へ
14:55　高速列車AVANT出発
16:00頃　解散

スケジュール（目安）

08:40　バルセロナを出発
10:40　フィゲラス着後、ダリ美術館へ（入場）
12:40　地中海のリゾート地カダケスを散策
14:30　ダリの卵の家（入場）
15:30　バルセロナへ
18:10頃　解散

ES400

料　金 大人 140ユーロ　子供（4～11歳）110ユーロ
催行日 火・木・土 (ダリ美術館の閉館日を除く)
出　発 9:00　バルセロナ・サンツ駅構内マクドナルド前
所要時間 約7時間
解　散 バルセロナ・サンツ駅

※列車チケット発券の都合上、手配可否の回答は催行日の約2ヶ月前となります。また、列車チケット発券のため、お客様全員のフルネームが必要になります。
※列車スケジュールは、変更になる場合がございます。※列車乗車時にパスポート（オリジナル）の提示が必要な場合がございますので、忘れずにご携帯ください。
※ダリ美術館が閉館の場合は不催行となります。※ストライキや荒天により高速列車が運休となる場合は不催行となります。※昼食は含まれません。ツアー中に各自で軽食等をお召し上がりください。
※変更取消料として、お申し込み時から100％を申し受けます。

2016年に東京・大阪で開催された「ダリ展」。20万人を超える来場
者を集め、連日の混雑が話題となるほど大盛況でした。本国フィゲラ
スのダリ美術館はダリ自らが設計。印象的な外観からダリ・ワールド
が満載ですが、館内の展示物も驚きの連続で五感を刺激されます。
世界中にある多くの美術館のなかでも、ダリ美術館は必見の美術館
のひとつです。

日本でも大人気のダリ作品 口コミ高評価。プロフェッショナルなガイドが作品を解説
多くのお客様より「ガイド付きツアーに参加して良かった」と口コミで
高評価をいただいていますが、その理由はプロのガイドと美術館を巡
ることで、一見するだけでは気が付けない作品の仕掛けや、それぞ
れの作品に込められた意味や背景を知ることができるためです。いた
ずらのような展示物も、説明を聞くと全く次元の違う世界に引きずり込
まれていきます。

「とても充実したガイド
をして頂き、見識の深

さには脱帽でした。美術館によくある
音声ガイダンスの事務的な説明とは
一線を画しています。」 

（2017年6月ご参加）

お客様の声シュールレアリスムを代表する画家サルバドール・ダリ。
ダリ自身が設計をして建てられた美術館には世界中の人が訪れます。

ツアーではプロの日本語ガイドが作品に込められた意味を説明しますので、
ダリ作品の魅力を一段と奥深く感じていただくことができます。

バルセロナから足を伸ばす価値アリです。

料　金  1名 780ユーロ、2名 410ユーロ、3名 300ユーロ、4名 235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  火～日 （12/25、1/1、モニュメントの休館日を除く）
出　発  8:40　バルセロナのご宿泊ホテル
所要時間 約9時間30分
解　散  ご宿泊ホテル、または市内希望の場所（空港は除く）

プライベートツアーもあります！
「ダリマニア」の方におすすめしたい、ダリ三昧のプライベートツアー

人気

Image courtesy of Fundació Gala-Salvador Dalí © Fundació Gala-Salvador Dalí, 2017 Image courtesy of Fundació Gala-Salvador Dalí © Fundació Gala-Salvador Dalí, 2017

Torre Galatea and the cupola of the Dalí Theatre-Museum 
Image courtesy of Fundació Gala-Salvador Dalí © Fundació Gala-Salvador Dalí, 2014

ダリの大ファン（通称ダリマニア）の方は、ダリ美術館に加えて、卵の家と
呼ばれるダリの住居兼アトリエ、ダリが愛した地中海の美しい高級リゾート地
カダケスの３か所（通称ダリ・トライアングル）をプロの日本語ガイドと専用
車で巡れるプライベートツアーがおすすめです。

※変更取消料として、お申し込み時より25％、参加日の（土日祝、年末年始を除く）４日前から50％、３日前から100％を申し受けます。

日本語ガイドと専用車で行くダリ美術館とカダケスと卵の家

ES427
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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。

料　金 400ユーロ　
 ※1台の料金です（リンカーン・定員6名）
催行日 毎日　(12/24・25・31、1/1、GSMA期間(2月下旬頃)を除く)
出　発 19:00～22:00のお好きな時間　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約1時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

バルセロナ発
バルセロナ リムジン・ナイトツアー

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

リムジン（リンカーン）でバルセロナを巡ります

約1時間30分のクルージングで車窓からバルセ
ロナの景色をお楽しみください。車内ではスペ
インのスパークリングワインCAVA1本とスナック
をお召し上がりいただけます。
グラシア通り、グランビア通り、ディアゴナル通
りなどを巡ります。
※途中、サクラダ・ファミリアで下車していただ
き、リムジンをバックに写真をお撮りします（お
客様のカメラで撮影）。

特別なご旅行、一生の記念に
バルセロナの夜を優雅にリムジンで巡ります。カップルで、お友達
で、ご家族で、バルセロナの街を優雅なドライブでお楽しみくださ
い。車内ではスペインのスパークリングワイン（CAVA）が1本サー
ブされ、特別な時間をお過ごしいただけます。

ES460

※係員は含まれていません。※ドライバーはガイディングは行いません。また、ド
ライバーの席とお客様の席は仕切りがあるため、走行中に会話はできません。 
※突然の交通状況、その他当社の関与し得ない事由(天候、イベントによる大規模
な交通規制など)によりツアーを中止、またはコース内容・時間の変更を余儀なく
されることがあります。※車内への飲食物の持ち込みはできません。※ホテルの前
にリムジンを駐車する十分なスペースがない場合も、最寄りのホテル、もしくは指
定場所にて出発・解散となる場合があります。※変更取消料として、参加日の（土
日祝、年末年始を除く）12日前からは50%、5日前からは100%を申し受けます。

料　金 135ユーロ　11歳以下参加不可
催行日 月～土　(4/2、5/1・16、6/5、8/15、9/11・24、10/12、11/1、

12/6・8・25・26・31、1/1、満席・貸切・長期休暇期間を除く)
出　発 ［4～10月］20:30［11～3月］19:45　
 ［4～10月］カサ・カルベット［11～3月］市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 ［4～10月］市内ご宿泊ホテル ［11～3月］カサ・カルベット

バルセロナ発
「カサ・カルベット」の満喫ディナーとサグラダ・ファミリアの夜景

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語アシスタント 2名催行

スケジュール（目安）

【4月～10月】
20:30 各自、カサ・カルベットにてディナー
 （約2時間おとりしています）
22:30 日本語アシスタントがレストランへお

出迎え後、タクシーにてサグラダ・ファ
ミリア教会へ移動

22:45 サグラダ・ファミリアの夜景観賞（外観）
23:00 タクシーにてご宿泊ホテルへ（日本語

アシスタントが同行します）
【11月～3月】
19:45 ご宿泊ホテルにて日本語アシスタント

がお出迎え後、タクシーにてサグラ
ダ・ファミリア教会へ

20:00 サグラダ・ファミリアの夜景観賞（外観）
20:15 タクシーでカサ・カルベットへ
20:30 カサ・カルベットにてディナー
  ※食事後、各自解散。日本語アシス

タントはレストラン到着後、案内終了。

夜景と夕食でガウディ満喫
バルセロナが誇る建築家ガウディが設計したカサ・カルベットの1
階にあるレストランで、モデルニズモの雰囲気に包まれながら優雅
なディナーをお楽しみいただけます。また、一度は見たいサグラ
ダ・ファミリア教会の夜景観賞にご案内します。

ES352

※ジーンズ、スニーカーなどのカジュアルな服装はご遠慮ください。※お申し込み
時にご宿泊ホテルをお知らせいただきます。ホテルによってはサービスをお受けで
きない場合があります。※現地事情によりサグラダ・ファミリアがライトアップされ
ていない場合もあります。また、日没の関係で完全な夜景ではなく夕景の観賞とな
る場合があります。※サグラダ・ファミリア教会には入場できません。※貸切や満
席でレストランの予約ができない場合、ツアーは不催行となります。※大規模な交
通規制等の理由で、コース内容を変更、またはツアーを不催行とする場合がありま
す。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは
50%、3日前からは100%を申し受けます。

※徒歩観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。また、スリなどの被害を防ぐ目
的で貴重品や荷物をなるべく持たずにご参加ください。※追加で食べ物、飲み物を注文する場
合、現地で各自お支払いください。※立ち寄るバルの指定は承ることができません。立ち寄るバ
ルの店名は事前にご案内できかねます。

料　金 70ユーロ　19歳以下参加不可
催行日 月～土　(4/2、5/1、8/15、9/11・24、10/12、11/1、12/6・8・24～26・

31、1/1を除く)
出　発 18:30　カタルーニャ広場ハードロックカフェ前
所要時間 約2時間15分
解　散 地下鉄3号線リセウ（LICEU）駅

隠れ家バル巡り
バルを2軒巡ります（各バルにてタパス1品とドリ
ンク1杯。うち1軒のタパスはスペイン名物の生
ハムです）

路地裏のバルめぐり
バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVELES403

日本語アシスタント 2名催行

ウォーキング

路地裏のバルめぐり＆フラメンコ・ドリンクショー
バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVELES428

日本語アシスタント 2名催行

ウォーキング

※徒歩観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。貴重品や荷物をなるべく持た
ずにご参加ください。※追加で食べ物、飲み物を注文する場合、現地で各自お支払いください。
※フラメンコショーのバウチャーは当日アシスタントよりお渡しします。※変更取消料として、参
加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

料　金 110ユーロ　19歳以下参加不可
催行日 月～土　(4/2、5/1、8/15、9/11・24、10/12、11/1、12/6・8・24～26・

31、1/1を除く)
出　発 18:30　カタルーニャ広場ハードロックカフェ前
所要時間 約3時間40分（11/1～3/14は約4時間45分）
解　散 タブラオ「EL CORDOBES」

本場スペインのバルと一流のフラメンコ
18:30 『路地裏のバル巡りツアー』に参加▶20:45 ア
シスタントと共にフラメンコショーのタブラオ「エル・
コルドベス」へ ※アシスタントはタブラオ到着後に同
行終了▶22:10 フラメンコショー鑑賞後、各自解散　
※11/1～3/14はフラメンコショーの開演が22:00とな
ります。アシスタントは20:45にバルで同行終了し、その後、各自、約1時間のフリータ
イムとなり、タブラオまでは各自で移動いただきます。

人気
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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。

日本語ガイドと巡る
ピカソ美術館とミロ美術館

バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ツアー中の盗難等は弊社では責任を負いかねます。旧市街・地下鉄内などスリの被害が多くな
っておりますのでご注意ください。※変更取消料として、お申し込み時から25%、参加日の（土日
祝、年末年始を除く）4日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

ES558

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 460ユーロ、2名 255ユーロ、3名 180ユーロ
 4名 140ユーロ、5名 112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 火～土　(5/1、8/15、9/11、10/12、11/1、12/6・25・26、1/1を除く）
出　発 9:00　ホテルコロン前
所要時間 約4時間
解　散 カタルーニャ広場

ガイド独り占め！２大巨匠の作品を鑑賞
9:00 ホテルコロン前集合 ▶9:20 ガイドと一緒に
ピカソ美術館へ入場 ▶10:20 旧市街を散策。ピ
カソとミロゆかりのスポットを徒歩でご案内します
（カタルーニャ建築家協会の壁画、アビニョン通
り、カフェレストラン「4GATS」、ミロの生家など）

プライベート

ガウディ風！　モザイク手作り教室
バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※時間内に作品制作が終了できなかった場合は、引き続き工房に残り、制作を続けることが可能
です。※日本語アシスタントは制作工程を説明した後、サービス終了します。※モザイク作品
は、いくかのモデル作品の中からお好きなものをお選び頂きます。※弊社では、制作中の怪我
事故に関しての責任は負いかねます。

ES399

日本語アシスタント 2名催行

料　金 70ユーロ　5歳以下参加不可
催行日 月～土　(4/2、5/1、8/15、9/11・24、10/12、11/1、12/6・8・25・26、

1/1を除く)
出　発 10:00　カタルーニャ広場ハードロックカフェ前
所要時間 約2時間
解　散 工房（バルセロナ旧市街）

印象に残る旅の思い出
10:20 制作開始 ※日本語アシスタントは製作工程
を説明した後、11:00に同行を終了します。▶
12:00 制作終了後、モザイク工房にて解散 ※制作
終了後、職人による仕上げ加工（最短3時間）が
必要です。作品の受取りは、当日担当者と時間を
確認の上、お客様に直接工房に取りに戻っていただきます（郵送は不可）。

スペシャル

専用車で行く 厳選おすすめバルと
サグラダ・ファミリアの夜景鑑賞

バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※雰囲気のあるバルにご案内しますので、ラフな格好（短パン、ビーチサンダルなど）でのご参
加はご遠慮ください。※事前にバルの店名はご案内できかねます。バルの指定はできません。
※追加の食べ物、飲み物の代金は現地にてお客様よりお支払いいただきます。※貸切や満席で
バルの予約ができない場合、ツアーは不催行となります。※サグラダ・ファミリア教会は夜景鑑
賞のみとなり入場は含まれておりません。教会側の都合により、ライトアップがされない場合もあ
りますので、予めご了承ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7
日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

ES404

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 323ユーロ、2名 193ユーロ、3名 151ユーロ、
 4名 128ユーロ、5名 115ユーロ　19歳以下参加不可
 ※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 火～土　(5/1、8/15、9/11、10/12、11/1、12/6・8・25・26、1/1を除く）
出　発 20:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

特別感満載のプライベートツアー
20:15 1軒目の厳選バル▶21:15 2軒目の厳選バル ※各バルで1ドリンク＆タパ
ス（2～3皿を予定）▶22:30 サグラダ・ファミリアの夜景鑑賞▶22:45 専用車
でご宿泊先ホテルまで送迎。

プライベート

サプライズ！バルセロナでメモリアルディナー
バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※レストランは約80ユーロ～100ユーロが予算となるグレードのレストランにてお手配させて
いただきます。ご指定などリクエストはお受けできかねます。【重要】お申し込み時に（1）～（6）についてお知らせください。
（1）年齢、お2人のご関係（可能な範囲で） (2）食べ物アレルギーや食べられないものはありますか (3）今回は何のお祝
いですか (4）バルセロナで興味のあるものは何ですか。3つお答えください。・ガウディ ・FCバルセロナ ・海 ・現代建築
（モダンアートを含む） ・フラメンコ ・料理 ・ファストファッション （5）バルセロナでの滞在期間 （6）その他、なにか希望
等※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

ES402

2名限定（カップルまたは夫婦）

料　金 230ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。2名様でお申し込みください。
催行日 毎日　(12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 20:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

全てがサプライズ！
レストランへご案内（レストランはアンケートの内容
をもとに○○が見える素敵な厳選レストラン等をセレ
クトします）▶お食事中サプライズ！（ディナー中に
○○のサービス、○○の記念サービス、○○なサプ
ライズプレゼントなど）※サプライズの内容は事前
にお知らせできません。お申し込みの際、事前にアンケートにお答えいただきます。

スペシャル

▶11:30 ミロ美術館入場（旧市街からミロ美術館までは公共交通機関で移動）
▶13:00 カタルーニャ広場まで公共交通機関で移動し解散

Ⓒfoto Hisao Suzuki, Fundació Joan Miró

料　金 1名 505ユーロ、2名 280ユーロ、3名 205ユーロ、
 4名 167ユーロ、5名 145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・水・木・金・土・日　(ワイナリーが満席・休館・貸切の日、

12/25・26、1/1を除く)
出　発 10:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

バルセロナ発
日本語アシスタントと専用車で行く カヴァ（CAVA）老舗CODORNIU社ワイナリー見学1日観光   昼食付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語アシスタント 1名催行

スケジュール（目安）

10:30 出発
11:45 CODORNIU（コドルニウ）社到着、

カヴァ工場見学ツアーに参加（約1時
間30分）

 製造工程や電動トロッコに乗って世界
最大といわれる地下蔵を見学。最後
はティスティングルームで試飲もお楽
しみいただけます！

13:30 地元ぺネデス地方のカヴァを豊富に
扱うレストランにて昼食。

 100年前に建てられモデルニズム建築
を利用したレストラン内のワインセラー
ではカヴァの購入も可能です。

15:00 レストラン出発
16:00 バルセロナ市内にて解散

カヴァ（CAVA）を1本プレゼント！
モデルニズモ様式を代表する重要文化財に指定されており、450
年以上の歴史を誇る老舗ワイナリー（ボデーガ）を見学。［みゅう］
のツアーではあなた専用の日本語アシスタントが翻訳・説明をする
ので製造過程も深く理解することができます。ツアーではカヴァ
（CAVA）のハーフボトル（375ml）が、1人1本プレゼントされます！

ES461

※ワイナリー見学は多言語ツアーに参加となります。日本語の解説は他のお客様に
配慮した声量となりますので、予めご了承ください。※ワイナリーは気温が低く設
定されているエリアがあるため、羽織りものの準備を推奨します。※レストランが
クローズの場合、他のレストランへご案内する場合があります。※20歳未満のお客
様は試飲をご遠慮いただきます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末
年始を除く）7日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。
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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。

料　金 大人 310ユーロ、［トレド観光付］360ユーロ
 子供（4～11歳）260ユーロ、［トレド観光付］310ユーロ
催行日 月～金　(4/2、5/1、8/15、9/24、10/12、12/6・24～26・31、1/1、

美術館の閉館日及び無料入場日を除く)
出　発 8:00頃　バルセロナ・サンツ駅
所要時間 約13時間30分 ［トレド観光付］約15時間30分
解　散 バルセロナ・サンツ駅

バルセロナ発
AVEで行く日帰りマドリッド ～プラド美術館チケット付～

［運行会社］MIKI TRAVELショートトリップ

日本語ガイド 2名催行

スケジュール（目安）

08:00頃 各自でAVEに乗車
11:10頃 マドリッド・アトーチャ駅にて日本語

アシスタントと合流
11:30頃 徒歩にてプラド美術館まで移動。各自

で美術館の鑑賞をお楽しみください。
鑑賞後、お帰りの列車（19:00頃）ま
でフリータイム。ご自身でアトーチャ
駅でAVEにご乗車ください

21:30頃 バルセロナ・サンツ駅着

【トレド観光付】
 プラド美術館の鑑賞後、各自で「ホ

テル・フロリダ・ノルテ」まで移動。
14:50 ［みゅう］トレド午後観光に参加
19:30頃 ツアー終了後、日本語係員と公共交

通機関でアトーチャ駅へ
20:30頃 AVEにてバルセロナへ
23:40頃 バルセロナ着

バルセロナから日帰りでマドリッド観光
日帰りでスペインの首都マドリッドを観光。入場券の購入に長蛇の
列ができることもあるプラド美術館のチケット付です。一度は見た
い古都トレドの観光が付いたプランもございます。

ES462

※パスポート原本を必ずご持参ください。※日本語ガイドはマドリッド・アトーチャ
駅からプラド美術館までの同行となります。※プラド美術館の入場券は日本語ガイ
ドよりお渡しいたします。オーディオガイドは含みません。ご希望の場合は各自で
レンタルとなります。《トレド観光付プラン》※交通状況によりトレドからマドリッド
への帰着時間が遅れる場合、道中アトーチャ駅にて下車をお願いする場合がござ
います。※トレドの町はバスが進入できませんので、約2時間の徒歩観光です。石
畳ですので、歩きやすい靴をご用意ください。※トレド観光の行程、注意事項は
「［みゅう］トレド午後観光 」の内容に準じます。尚、当ツアーではトレドでの離団
はできません。※変更取消料として、お申し込み時から100%を申し受けます。

日本語ガイドと専用車で行く 
コロニアグエル教会とモンセラット １日観光

バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※モンセラット山頂にあるケーブルカー乗車は含まれません。ガイド同行でのご乗車をご希望の場合はガイド分の運賃も含めお客様がお支払いく
ださい。※天候、メンテナンス、ストライキによりロープウェイ、登山鉄道に乗車できない場合、往復同じ乗り物、または専用車にて修道院のある
中腹までご案内する場合があります。※エスコラニア少年合唱団のコーラスは平日の13:00から予定されていますが、夏期・冬期のバケーション時
期等には催されません。※交通事情によりサービス終了時刻が前後する場合があります。※ご宿泊ホテルによってはツアーにお申し込みいただけ
ない場合、別料金が発生する場合があります。※サービス時間の延長、ガイドのリクエスト等はお受けできかねます。※ツアー解散後のアシスタ
ントサービスは含まれません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは50%、2日前からは100%を申し受けます。

ES559

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 760ユーロ、2名 400ユーロ、3名 280ユーロ
 4名 220ユーロ、5名 184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～金　(9/11、10/12、11/1、12/6・24～26・31、1/1、入場不可日を除く)
出　発 9:30頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約7時間
解　散 市内ご宿泊ホテル、またはバルセロナ市内で希望の場所（空港は除く）

ガウディ建築の傑作とインスピレーションを得た聖なる地
9:30 出発 ▶10:15 コロニアグエル教会（入場）▶11:15 
出発 ▶12:00 モンセラットのロープーウェイに乗車 ▶12:15 
モンセラット着後、フリータイム ▶13:00 エスコラニア少年
合唱団のコーラス（予定） ▶14:55 アプト式登山鉄道に乗車 
▶15:15 専用車でバルセロナへ ▶16:30 バルセロナ着

プライベート

AVEで行く日帰りマドリッド ～日本語ガイドがプラ
ド美術館とソフィア王妃芸術センターをご案内～

バルセロナ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※パスポート原本を必ずご持参ください。※日本語ガイドはマドリッド・アトーチャ駅からプラド
美術館までの同行となります。※AVEの時間変更があった場合は、出発・到着時間が変更になる
可能性があります。※お食事代は含まれません。※変更取消料として、お申し込み時から100%
を申し受けます。

ES491

日本語ガイド 2名催行

料　金 大人 450ユーロ　子供（4～11歳）400ユーロ　
催行日 月・水・木・金　(4/2、8/15、9/24、10/12、11/1、12/6・24・26・31、

各美術館の閉館日及び無料入場日を除く)
出　発 8:00頃　バルセロナ・サンツ駅
所要時間 約13時間30分
解　散 バルセロナ・サンツ駅

世界屈指の美術コレクションを1日で満喫
8:00頃 各自でAVEに乗車▶マドリッド・アトーチャ駅にて
日本語ガイドと合流▶徒歩にてソフィア王妃センターへ移
動後、日本語ガイドと共に鑑賞▶タクシーでマヨール広場
へ（各自で昼食）▶タクシーでプラド美術館へ移動後、
日本語ガイドと共に鑑賞▶17:00 フリータイム（日本語ガ
イドの同行終了）▶各自アトーチャ駅へ▶19:00頃 AVEでバルセロナへ▶21:30頃 到着

ショートトリップ

料　金 2名 790ユーロ、3名 695ユーロ、4名 590ユーロ、
 5名 575ユーロ、6名 525ユーロ　
 ※2名1室利用時のお1人様料金です。1人部屋追加料金120ユーロ
催行日 毎日　（4/1～5/31、10/1～3/31を除く）
出　発 9:00　バルセロナ北駅バスステーション
所要時間 2泊3日
解　散 バルセロナ北駅バスステーション

バルセロナ発
プライベートツアー ピレネーを歩こう！ ～山岳ガイドとハイキング

［運行会社］MIKI TRAVELパック

英語ハイキングガイド 2名催行

スケジュール（目安）

【1日目】 ご自身でバスターミナルへ
09:00 定期バスにてビエラへ
13:55 ビエラ着後、ご自身でホテルへ移

動、各自でチェックイン後、トレッキ
ングへ（詳細はツアー紹介文参照）

20:00 ホテル着
 ビエラのホテル泊（夕食は各自）
【2日目】 各自ホテルにて朝食
 詳細は紹介文参照。
 ビエラのホテル泊（夕食は各自）
【3日目】 各自ホテルにて朝食
 終日フリータイム
 （12:00チェックアウト）
17:30 各自でビエラのバス停留所より路線バ

スに乗車
22:15頃 バルセロナ着

バルセロナ発着！ピレネー・ハイキングの個人向けツアー
他のお客様を気にせず、お客様のペースで歩けます。
【1日目】16:30/ホテルでハイキングガイドと合流。合流後、トレッ
キングへ（約3時間、Gausach～Rio～Vilac間）
【2日目】ホテルで朝食。9:00/ホテルでハイキングガイドと合流。四輪駆動ジープでト
レッキングに出発、Vall d'Aiguamocへ。9:45/Vall d'Aiguamoc到着。アイギス・トル
テス国立公園にてRefugio de Colomers～Lago Colomers～Circo Colomers間をハイ
キング（約5時間、途中ランチボックス)。15:30/ビエラへ向け出発。16:30/ホテル着

※食事は2日目の朝食とランチボックス、3日目の朝食が含まれます。※ビエラ市内
3つ星ホテル（ETH POMER、ARAN LA ABUELA、ETH SOLAN、HUSA TUCA）のい
ずれかを利用予定です。指定はできません。※1日目、2日目のハイキング部分以
外、係員（ガイド）は同行しません。※その他の詳細・注意事項はお問い合わせく
ださい。※変更取消料としてお申し込み時より20％、参加日の（土日祝、年末年始
を除く）15日前50％、11日前より100％を申し受けます。

ES420
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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。

料　金 大人 45ユーロ　子供（6～12歳）30ユーロ　
催行日 毎日　(5/1、12/25、1/1、閉館日を除く)
出　発 9:10　ソル広場のアップルストアー（Apple Store）前
所要時間 約2時間20分
解　散 プラド美術館

マドリッド発
マドリッドの散策とプラド美術館をたっぷり楽しもう マドリッド午前ウォーキング

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

09:10 出発
 徒歩にてマドリッド散歩（ソル広場、

グランビア通り、シベーレス広場、ア
ルカラ門、太陽神アポロンの像、ネ
プチューン広場など）

10:00 プラド美術館（ガイディング約1時間
15分、フリータイム約15分）

11:30 解散
 そのまま館内に残ることも可能です。

スムーズに入場＆プラド美術館を日本語ガイドと見学
日本語ガイドがプラド美術館をたっぷりご案内。美術館側が許可して
いるガイディング時間をフルに使って1時間15分たっぷり名画をご案内
いたします！入場券購入の長い列に並ばす入場できるのもポイントです。

マドリッドの街を散歩
美術館の鑑賞前は少しの時間マドリッドを散策。車中からでは撮れ
ない写真も撮影しながら観光できます。

ES301
人気

※事前予約が不可な無料入場日（5/18、11/19など）は館内での日本語ガイディン
グが禁止されますので、日本語オーディオガイドを利用した見学となります。※プ
ラド美術館の入場時に多少お待ちいただく場合があります。※徒歩観光ですの
で、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。また、なるべく貴重品や荷物を持
たずにご参加ください。※他のお客様と同じペースでの移動が難しい場合、公共
交通機関を使用して実費にて移動をお願いする場合があります。

料　金 大人 62ユーロ　子供（6～12歳）52ユーロ　
催行日 毎日
出　発 15:00　[みゅう]デスク（ホテル・フロリダ・ノルテ内）
所要時間 約4時間30分
解　散 グラン・ビア通り周辺

マドリッド発
トレド午後観光 ～壮大なる城塞都市・中世の面影古都トレド～

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

15:00 出発
16:15 トレド全景が見える展望台（下車）
16:45 大聖堂（入場）
17:15 市庁舎前広場（外観）
18:00 サント・トメ寺院（入場）※冬季は観

光する順番が変更になります。

【トレドでの離団に関して】
※ご希望の場合、トレド観光の後にツア－離団
が可能です。観光後、バス停車場までグループ
と一緒にお戻りいただき、そこで離団となりま
す。観光中、お荷物はトランクにてお預かりす
ることができます(貴重品以外。但し不測の外部
からの事象による損害、損失などには弊社では
責任を負いかねます）。復路分は権利放棄とな
り料金の割引はございません。

中世の面影を残す町
「もし1日しかスペインに居れないのなら、迷わずトレドへ行け」と
言われた町。トレドの町を一望できる展望台からの素晴らしい眺め
をご堪能ください。

迷路のようなトレドの街もガイド付ツアーなら迷いません
迷路のようなトレドの街は個人で回ると迷子になりそうですが、日本語
ガイドがご案内しますので迷うことなく安心です。エル・グレコやゴヤ
の宗教画でも有名なカテドラルの内部もポイントを押さえて説明します。

ES304
人気

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※交通規制により展望台へ
近づくことができない場合は展望台での下車はいたしません（4/30、5/1など）。 
※入場箇所（大聖堂、サント・トメ寺院）が宗教上の理由で入場不可の場合は外
観のみの見学となります。12/24・25・31、1/1 は入場箇所が閉館のため外観のみ
の見学となります。※トレドの町はバスが進入できないため約2時間の徒歩観光と
なります。石畳の街ですので歩きやすい靴をご用意ください。

料　金 ［タパス（軽食）＆ドリンクショー］
 1名 96ユーロ、2名 88ユーロ、3名 82ユーロ、4名 80ユーロ
  ［ドリンクショー］
 1名 53ユーロ、2名 43ユーロ、3名 40ユーロ、4名 38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・31、1/1、休業・貸切時を除く）
出　発 ［タパス（軽食）＆ドリンクショー］19:30、21:30
  ［ドリンクショー］20:00、22:00
所要時間 フラメンコショー（約1時間）＋お帰りの送迎
解　散 市内ご宿泊ホテル

マドリッド発
トレド観光後におススメ！　LAS TABLAS フラメンコ・ショー（お帰りの送迎付き）

［運行会社］LAS TABLAS

1名催行

スケジュール（目安）

【タパス（軽食）＆ドリンクショーの場合】
19:30 各自でタブラオ（レストラン）へ
 タパス（野菜のスープ、生ハム、チー

ズ、スペイン風オムレツ、デザート等
とワンドリンク付）と、フラメンコショ
ーをお楽しみください

21:00 終了後、専用車でホテルへ
 到着後、解散
※フラメンコ終了後、タブラオの前に駐車スペー
スがない関係上、配車まで約10～15分お待ち
いただく場合があります。配車後、タブラオの
スタッフが駐車場所付近までご案内します。
※タパス（軽食）のメニューは一例です。変更
される場合があります。

トレド観光後にフラメンコ鑑賞
スペイン広場に隣接する本場のフラメンコ・レストラン。日本でも
フラメンコダンサーとして出演していた経験がある女性ダンサーの
お店です。ショー鑑賞後はレストランからご宿泊ホテルまで専用車
で送迎。疲れた体でもホテルに直行できる嬉しいサービスです。

ES466

※係員は含まれていません。※送迎サービスは復路（帰り）のみとなります。行き
は各自、タブラオまでご移動ください。※送迎は市内ホテルに限ります。範囲内の
ホテルでもホテルによっては送迎をお受けできない場合があります。

ソフィア王妃芸術センターの入場券付プラン
ピカソの『ゲルニカ』の展示で有名な美術館
の入場券付プラン。料金：55ユーロ（17歳
以下参加不可）。催行日 : 月・水・木・金・
土・日。※入場券はツアー参加日の2日後ま
で有効ですが、当日に入場されない場合は、
お申込み時に入場希望日をお知らせください。
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人気の観光がセットになったお得なプラン

※11/1以降は料金・条件が変更される場合があります。※同日に2つのツアーにご参加いただ
きます。異なる日にそれぞれのツアーに参加することはできません。※午前の観光と午後の観
光の間は自由時間となります。自由時間中、ガイドの同行はございません。午後の集合場所
へは各自でご移動いただきます。※その他の注意事項はそれぞれのツアー条件に準じます。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

　　マドリッドの散策とプラド美術館　
　　午前ウォーキング

　　トレド午後観光

別々に申し込むより　3ユーロOFF
大人 104ユーロ　子供（6～12歳）  64ユーロ

＋ 昼食ピンチョスクーポン 大人 112ユーロ
  子供 72ユーロ
＋ 昼食ピンチョスクーポン 大人 132ユーロ
 レストランでの夕食 子供 92ユーロ
 ※夕食付は日曜不可（レストラン休業のため） ※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。

例）大人2名＆子供1名で参加の場合は3名参加時の大人・子供料金がそれぞれに適用されます。
※同日にトレド観光、フラメンコ・ショーにご参加いただきます。異なる日にそれぞれご参加
いただくことはできません。※午後観光終了後、フラメンコのタブラオ（LAS TABLAS）へは各
自でご移動いただきます。※その他の注意事項はそれぞれのツアー条件に準じます。※変更
取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100%を申し受けます。

　　トレド午後観光

フラメンコ　LAS TABLAS
タパス（軽食）＆ドリンクショー（お帰りの専用車送迎付）

別々に申し込むより　10ユーロOFF

昼食、夕食付プランもございます

得

大人 1名 150ユーロ、2名 140ユーロ
 3名 135ユーロ、4名 130ユーロ

子供 1名 140ユーロ、2名 130ユーロ
 3名 125ユーロ、4名 120ユーロ
 ※4/1、8/15、12/25は不可

（6～12歳）

■主催会社：MIKI TRAVEL　※変更取消料として、お申し込み時から10%、参加日の（土日祝、年末年始を除く）15～ 12日前は50%、11日前からは100%を申し受けます。 

15:00 マドリッドのホテル・フロリダ・ノルテ
 より出発
 　　　  トレド午後観光をお楽しみください

16:15 トレド全景が見える展望台（下車）、
 大聖堂（入場）市庁舎前広場（外観）、
 サント・トメ教会（入場）

18:30  観光終了後、パラドールまで送迎します
  パラドールへのチェックインは各自で行っ

ていただきます
 パラドールに宿泊　

各自でチェックアウト後、ご自身にて鉄道の駅まで
ご移動ください
12:30頃 国鉄AVANTにてマドリッドへ
13:00頃 マドリッド（アトーチャ駅）到着
※ 日本語ガイドの同行はパラドール到着後、終了
となります。

マドリッド発　トレド１泊２日　
人気の「パラドール」宿泊プラン
パラドールとは…

 About Parador
スペイン特有の宿泊施設で、主に城や宮殿・貴族の館・修道院などを改装したものです。歴史ある建築物
の雰囲気を残しており、優雅な雰囲気の中で滞在を楽しむことができる、人気の高いホテルです。

Parador

Schedule

　　　  のパラドール宿泊プランは、トレド観光、パラドール宿泊、送迎（往路のみ）、
マドリッドへお戻りの際に利用できる鉄道チケットがセットになった人気プランです！

Toledo
　PARADOR DE TOLEDO パラドール・デ・トレド

トレド

トレドの街を一望できる高台に建つパラドール。
この地方独特のレンガと石を積み上げた建物と、
白壁の館内の天井に見られる木の梁が印象的で
す。テラスやラウンジから眺めるトレドの夜景は
滞在した人だけが堪能できる美しい光景です。

1日目

2日目

ここが
ポイント

※ 参加日の10日前（土日祝を除く営業時間内）でお申し込みを締め切らせていただきます。
※ 日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。
※ ホテル（パラドール）のバウチャーと、AVANT（鉄道）の乗車券（Ｅチケット）は事前にお渡しし
ます。ツアー当日、必ずご持参ください。
※ パラドールへの送迎は往路のみとなり、復路（帰路）はご自身での移動となります。
※ 日本語ガイドは１日目のパラドール到着時点で同行を終了させていただきます。
※ 交通規制により展望台へ近づくことができない場合は展望台では下車しません。また、天候により
景色が見えない場合があります。
※ 入場箇所（大聖堂、サント・トメ寺院）が宗教上の理由で入場不可の場合は外観見学となります。
※ トレドの町はバスが進入できないため約2時間の徒歩観光となります。石畳の街ですので歩きやす
い靴をご用意ください。

■料金 :  【シティービュールーム泊（2名1室利用時のお１人様料金）】
　　　    （朝食のみ）202ユーロ（朝食・夕食）242ユーロ
　　　   ※ シングル利用（朝食のみ）275ユーロ（朝食・夕食）315ユーロ
　　　   【スタンダード・ルーム泊（2名1室利用時のお１人様料金）】
　　　   （朝食のみ）185ユーロ（朝食・夕食）225ユーロ
　　　   ※シングル利用（朝食のみ）240ユーロ（朝食・夕食）280ユーロ
■催行日 :  毎日（4/30、5/1、12/24・25・31、1/1・5・6、パラドール満室・
　　　　　 貸切時を除く）
■料金に含まれるもの :   　　　トレド午後観光、パラドールまでの送迎（往路
のみ）、パラドール宿泊代金、復路鉄道チケット（トレド→マドリッド間）

ES472ES471人気
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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。

車椅子やベビーカーでも安心！ 
私だけのプラド美術館プラン

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※交通費は含まれません。※美術館は貸切ではありません。※車椅子やベビーカーでご参加の
場合、ケアできる方の同伴が必要となります。そのため2名催行となります。

ES464

日本語ガイド 1名催行 ※車椅子の方は2名～（ケアできる同伴者要）

料　金 1名 170ユーロ、2名 80ユーロ、3名 62ユーロ、
 4名    53ユーロ、5名 47ユーロ　
 【車椅子割引】車椅子のお客様がいらっしゃる場合、1名あたり5ユーロ割引となります！
 ※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　(5/1、12/25、1/1、美術館の閉館日を除く)
出　発 9:30頃(アレンジ可能）　市内ご宿泊ホテル ※送迎の専用車は付いてません。
所要時間 約3時間
解　散 希望の場所（市内、ホテル、美術館等） ※送迎の専用車は付いてません。

お値打ち価格！お客様専属のガイドがご案内
お客様専属のガイドと一緒にプラド美術館へ（プ
ラド美術館までの交通費はお客様自身でご負担
いただきます。尚、車椅子の方はタクシー移動と
なります）▶ガイドとプラド美術館を見学（ガイディ
ング約1時間15分、フリータイム約15分）特定
の絵画鑑賞をご希望の場合は予めお知らせください。▶12:30頃に解散 ※解散
場所は当日担当するガイドにご相談ください（移動の交通費は含まれません）

プライベート

日本語アシスタントと専用車で行く 
マドリッド・フリープラン

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※事前に希望する観光の内容をお知らせください。細かいルーティングは当日ご相談のうえご決定いただきます。日本語アシスタ
ントの年齢・性別の指定および終了時間の延長はできかねます。※内容によってはご予約をお受けできない場合があります。 
※同行するアシスタントはモニュメントに入場してのご説明はできません（プラド美術館を除く）。※観光地での入場料は含まれま
せん。現地でお客様の自己負担となります。プラド美術館、レイナ・ソフィア美術館などの入場券は事前に手配（別料金）が可能
です。※特殊な通訳ガイドはお受けいたしかねます。※犯罪・違法行為を目的としたご利用や風俗店への同行はいたしかねます。

ES407

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 325ユーロ、2名 163ユーロ、
 3名 125ユーロ、4名   94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 9:30、14:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

世界に1つ！私だけの観光をオーダーメイド
お申し込み時にご希望の観光内容をお知らせく
ださい。車種は2名まではアウディ、3～4名の場
合はベンツとなります。プラド美術館のガイディ
ングも可能です（入場料は含まれません）。

プライベート

料　金 1名 175ユーロ、2名 92ユーロ、3名 75ユーロ、
 4名    63ユーロ、5名 56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・水・木・金・土・日　（10/12、11/9、12/6・24・31、1/6、

ソフィア王妃芸術センター閉館日及び無料入場日を除く）
出　発 9:30頃　マドリッド市内ご宿泊のホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 ソフィア王妃芸術センター側のレストラン（Moline`s Grill予定）

マドリッド発
日本人の現代美術アーティストがご案内　私だけのソフィア王妃芸術センター　昼食付

［運行会社］MIKI TRAVELスペシャル

現代美術アーティストの日本人ガイド 1名催行

プラド美術館の見学付プラン
ソフィア王妃芸術センターに加えて、プラド
美術館も見学できるプランもあります。料金 
1名 215ユーロ、2名 123ユーロ、
3名 100ユーロ、4名 88ユーロ、5名 78ユーロ
出発9:30、所要約5時間30分。

スケジュール（目安）

09:30頃 ご宿泊ホテルを出発（移動の交通費
は含まれません。 公共交通機関を利
用する場合は、アーティスト分を含み
お客様負担となります）

10:00 ソフィア王妃芸術センター（ガイディン
グ約1時間30分、フリータイム約20分）

11:50 レストランへ徒歩で移動
12:00 レストランに到着後、ガイドサービス

終了。昼食をお楽しみください。
13:00頃  レストランにて解散

現代美術のアーティストでもある日本人女性ガイドがご案内
ピカソの大作『ゲルニカ』の展示で知られるソフィア王妃芸術セン
ターを、現代美術のアーティストでもある日本人女性ガイド MS.
NEGISHI がじっくりとご案内いたします。美術館側でのレストラン
でのランチも含まれていますので、午前観光とランチで充実した半
日をお過ごしいただけます。

ES520

※移動に公共交通機関を利用する場合は、ガイド分を含みお客様負担となります。
タクシー利用の場合、ホテルの位置により料金は違いますが、街の中心の場合は 
5～10ユーロが目安となります。※美術館入場時は多少お待ちいただく場合がありま
す。※貸出や特別展等によりご希望の絵画を鑑賞できない場合もあります。※0～12
歳のお子様は、当日窓口にて無料チケットを受け取るためにパスポートが必要で
す。またチケットの列にお並びいただく必要があります。※変更取消料として、参加
日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは50%、2日前からは100%を申し受けます。

料　金 2名 79ユーロ、3名 55ユーロ、4名 44ユーロ、
 5名 38ユーロ、6名 33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 ［午前］月～金　［午後］毎日　（4/1、5/1・2・15、8/15、

10/12、11/1・9、12/6・8・24・25・31、1/1・5を除く）
出　発 9:30、16:00　ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 ご宿泊ホテル、または市内希望の場所（空港は除く）

マドリッド発
日本語アシスタントと行く　プランを選べるマドリッド半日散策 　～有名スイーツ店「マヨルカ」でのティータイム付～

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語アシスタント 2名催行

スケジュール（目安）

【9:30発の場合】
09:30 ご宿泊ホテルへアシスタントがお迎え

に伺います。その後、お好みの観光
をお楽しみください。

プラン1 市民の憩いの場、ガラスの宮殿があ
るレティーロ公園を散策

プラン2 とにかくショッピング！
プラン3 レアル・マドリッドのスタジアム見学

（見学ツアーの入場料はアシスタント
の入場料分も含めてお客様各自でお
支払いください）

プラン4 その他（ご希望の内容）
 各種観光終了後、マヨルカへ入店。

午前は菓子パンとドリンク、午後は菓
子パンまたはケーキとドリンクをお楽
しみください。日本で人気のエンサイ
マーダも注文可能です。

12:30 マヨルカで解散

ニコタマダムを虜にする老舗スイーツ店「マヨルカ」
2015年に日本に初上陸したスペイン王室御用達の「パステレリア・マヨルカ」。
名物のスペイン・マヨルカ島の伝統菓子「エンサイマーダ」は二子玉川のニコタ
マダムも虜にしています。「美味しすぎる」と話題の味を本場でお楽しみください。

選べる観光プラン
お客様の希望に沿ったプランで観光できるのがこのツアーのポイント。
4つある観光プランのなかから、お好みのプランを1つお選びください。

ES521

※お申込み時に希望する観光プランをお知らせください。※ご宿泊ホテルからの移
動や観光中の交通費は含まれません。 ※日本語アシスタントの年齢・性別等の指
定は不可です。特殊な通訳ガイド、犯罪・違法行為を目的としたご利用にはご利
用いただけません。また、風俗店への同行は致しかねます。

（C）MALLORCA
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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。

料　金 ［日向席］49ユーロ、［日向日陰席］80ユーロ、［日陰席］99ユーロ
 ※サン・イシドロ祭の期間は（日向席）99ユーロのみとなります。
 ※夏季、サン・イシドロ祭、秋祭り期間は条件・詳細が異なります。3歳以下参加不可
催行日 日　(闘牛が満席・開催されない期間（10月中旬～3月末）を除く)
出　発 15:30～17:30頃（闘牛開始時間により異なります）　
 [みゅう]デスク（ホテル・フロリダ・ノルテ内）
所要時間 約3時間
解　散 ベンタス闘牛場

マドリッド発
マドリッド闘牛観戦 ～闘牛好きのアシスタントが世界一の闘牛場へご案内～

［運行会社］MIKI TRAVELスペシャル

日本語アシスタント 1名催行

スケジュール（目安）

【17:30に闘牛が開始される場合の例】
16:00 日本語アシスタントがホテルまたはバ

ルにて闘牛のルール等を説明いたし
ます（コーヒーまたは紅茶とお菓子付）

16:30 地下鉄にてベンタス闘牛場へ
17:00 ベンタス闘牛場到着。アシスタントが

お席の入り口まで案内いたします（案
内後、アシスタントは同行終了となり
ます）。

17:30 闘牛開始（闘牛の時間は2時間程度と
なります）

 闘牛場で解散

 ※時期によりツアー開始時間、終了
時間が異なります。7、8月は夜間闘
牛となる可能性があります。

スペインでしか見られない本場の闘牛観戦
スペイン三大闘牛場のひとつラス・ベンタス闘牛場で闘牛観戦をお楽しみい
ただきます。本場スペインならではの情熱と熱気が感じられます。
の闘牛ツアーでは出発前に闘牛独特のルールを闘牛に精通したスタッフが分
かりやすくご紹介するので、はじめての観戦という方に特にオススメです。

ES303

※特別な祭事の際は催行を中止する場合があります。※ガイドは闘牛場の入り口ま
でご案内して同行終了となります。※主催者の都合や雨天の為に闘牛がキャンセル
となった場合、ツアー料金の返金はできません。※実際に牛が血を流して倒れる場
面があり刺激が強いシーンもあります。闘牛開始後は牛が倒れるまで入り口が閉鎖
され出入りができなくなります。特にお子様連れのお客様は予めご理解のうえご参
加ください。またベビーカーの方は参加できません。※変更取消料として、参加日
の（土日祝、年末年始を除く）12日前からは100%を申し受けます。ただし、サン・
イシドロ祭などお祭り期間は申し込み日から100%を申し受けます。

スパニッシュ・ギター工房見学
～1日1組限定～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ギター工房への往復交通費はツアー代金に含まれておりません。タクシー、地下鉄など公共交通
機関での移動となり、交通費は日本語アシスタント分も含み、当日、お客様自身にてお支払いくださ
い。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

ES474

1名催行

料　金 1名 125ユーロ、2名 73ユーロ、3名 55ユーロ、4名 46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～金　(5/1・2・15、8月の全日、10/12、11/1・9、12/6・24・25・31、

1/1を除く)
出　発 10:00、16:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

匠の技術。手作りギターの制作現場へ
公共交通機関でギター工房「マンサネロ」まで
移動▶ギター工房「マンサネロ」の工房内を見
学。工房内には、珍しい18～20世紀のギターコ
レクションも展示されています。▶工房内の見学
後、サービスのスパニッシュワインとおつまみを
ご賞味ください。▶ホテルか市内まで公共交通機関で移動後、解散。 

プライベート

日本語アシスタント

スペイン語でクッキングレッスン！ ～ホーム
パーティで差をつけちゃおう・タパス編～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前まででお申込みを締め切らせていただきます。※エプロンは当日
お貸しします。※時期によりタパスの内容が変わります。※食べ物のアレルギーのある方は申し込み時にお知ら
せください。※見学だけの場合は15歳以下でも参加できます。ただし材料費（試食）は含まれません。※変更
取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは50%、4日前からは100%を申し受けます。

ES429

日本語アシスタント 2名催行

料　金 2名 110ユーロ、3名 98ユーロ、4～5名 92ユーロ　
 料理教室参加資格16歳以上
 ※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～木　(12/24～1/3を除く)
出　発 12:40　地下鉄オペラ駅改札
所要時間 約2時間30分
解　散 クッキング・レッスンの場所（語学学校内）

本場の料理教室に参加
サン・ミゲル市場を見学 ▶13:00 クッキングスク
ール開始（スペイン語の語学学校での授業のひ
とつ「クッキングクラス」に参加。日本語アシス
タントが通訳します） ▶14:00 試食▶15:00 終了
予定

プライベート

フラメンコの体験レッスンとディナーショー
LA QUIMERA（往復送迎付）

マドリッド発 ［運行会社］LA QUIMERA

※女性はヒール付きの靴をご用意ください。フレアスカートをご用意されると気分も盛り上がります。講師は現地語のダンサ
ーが担当しますが、フラメンコの基礎となる腕や足の動きなどを身振り・手振りで教えてくれます。※経験者の方は、レベル
とフラメンコ歴を事前にご連絡ください。※レッスンは他言語のお客様とご一緒となる場合がございます。※送迎は市内ホ
テルに限ります。ホテルによっては「HOTEL HUSA PRINCESA」にて集合・解散となる場合があります。レストランの前に駐
車スペースがないため、配車までお待ちいただく事があります。※交通事情によりアルカラ門の側を通れない場合がありま
す。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

ES250

1名催行

料　金 1名 153ユーロ、2名 94ユーロ、3名 84ユーロ、4名 73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・5・6、休業・貸切日、講師不在の場合を除く）
出　発 ［月～木］20:00頃    ［金・土・日］18:00頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分～4時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

本場のフラメンコ体験レッスン
専用車でフラメンコ・レストランへ ▶レストランの
地下にあるレッスン場にてフラメンコの体験レッス
ン（約1時間） ▶フラメンコショーを見学（タパス
2品とワンドリンク付）▶見学後、専用車にてホテ
ルへ。観光ポイント「アルカラ門」の側を通ります。

ⒸEnrique.P

日本好きの「イケメン」スペイン人と国際
交流　～老舗バルでの1杯付き～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※スペイン人アシスタントは英語、スペイン語を話します。日本語は話せません。また、観光ガイ
ドなどはできません。※バルは混み合うため、カウンターにて立ち飲みとなる場合があります。
※アシスタントが体調不良の場合は、急遽別のアシスタントに変更となる場合があります。

ES522

スペイン人（スペイン語・英語可、日本語不可） 1名催行

料　金 1名100ユーロ、2名50ユーロ、3名38ユーロ、4名36ユーロ、
5名  34ユーロ、6名32ユーロ　17歳以下参加不可

 ※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・5を除く）
出　発 12:30、19:30　地下鉄オペラ駅改札を出た地下鉄駅構内
所要時間 約2時間
解　散 マドリッド中心地（希望のツアー内容により異なる）

国際交流で旅をもっと楽しもう！
出発▶旧市街のバルまたはチョコラテリアへ移動▶
バルにて1杯＆おつまみ、または、チョコラテリア
にてチュロスとチョコラーテをお召し上がりくださ
い。その後、何れかのプランをお楽しみくださ
い。①じっくり言語交流プラン、②バル巡りプラン
（飲食費は含まれません）、③街歩き　※プランは当日お選びいただけます。

ウォーキング
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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。

マドリッド リムジン・クルージング
マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ドライバーはガイディングは行いません。ドライバーの席とお客様の席は仕切りがあるため、走行中の会話は
不可です。※交通規制等によりツアーを中止、またはコース内容・時間が変更される場合があります。※アル
カラ門にて交通規制等が行われる場合、写真ストップができない場合があります。※車内への飲食物の持ち込
みはできません。※ホテルによっては最寄りのホテルやホテル「COURTYARD MADRID PRINCESA」発着とな
ります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）6日前からは100%を申し受けます。

ES465

1名催行

料　金 ［リンカーン・タウンカー］230ユーロ　 ［ハマー］285ユーロ　
 ※1台の料金です（定員8名）
催行日 毎日　(4/1、10/12、12/24・25・31、1/1・5・6を除く)
出　発 希望の時間（12:00～23:00の間）　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約1時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

特別なご旅行、一生の記念に
リムジンでのクルージングをお楽しみください（約
1時間）。車内でスパークリングワイン（2本）が
提供されます。▶ルート（予定）はグランビア通
り、スペイン広場、シベーレス広場、アルカラ門
（写真ストップ）、サンティアゴ・ベルナベウ・ス
タジアム、トーレス・キオなど。

プライベート

今夜はスペインバル☆ナイト 
～マドリッド・バル街ウォーキング～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※徒歩観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。また、スリなどの被害を防ぐ目
的で貴重品や荷物をなるべく持たずにご参加ください。※サン・ミゲル市場が閉まっている時
は、外観のみとなります。また市場内の飲食代は含まれていません。

ES410

日本語アシスタント 2名催行

料　金 59ユーロ　19歳以下参加不可
催行日 火・金・土（12/25、1/1・5を除く）
出　発 20:00　地下鉄オペラ駅改札を出た地下鉄駅構内
所要時間 約2時間
解　散 最後に立ち寄ったバル

楽しく地元のバル巡り
20:00 地下鉄オペラ駅から徒歩にてマヨール広
場へ▶マヨール広場やサン・ミゲル市場を散策▶
メソン街などマヨール広場に隣接するバルを3軒
巡ります。各バルでタパス1品と1ドリンクをお楽
しみください。

ウォーキング

専用車で行く 美しいトレドの夜景鑑賞
（展望レストランの座席予約付）

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※展望レストランはテーブル予約となります。お食事代は現地でお客様ご自身にて
ご精算となります（食事料金の目安はお1人様あたり50～60ユーロです）※レストランの席は指定できません。
展望レストランですが窓側の座席とならない場合もありますので予めご了承ください。※車種の指定はできませ
ん。※所要時間は交通事情等により前後する場合があります。※レストランが満席、貸切、急な閉店となった場
合、ご予約を承れない場合があります。※現地事情によりトレドの夜景がライトアップされない場合があります。

ES408

1名催行

料　金 1名 250ユーロ、 2名 132ユーロ、 3名 94ユーロ、
 4名    72ユーロ、 5名    58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 金・土　(1/5を除く)
出　発 20:00　マドリッド市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 マドリッド市内ご宿泊ホテル

素敵な夜景と展望レストラン
21:00 トレド展望台にて写真ストップ後、レスト
ランへ移動▶展望レストラン（La Ermita）にて
夕食（※食事代はツアー料金に含まれません。
各自でご精算ください。）▶23:00 ドライバーが
レストランにお迎えにあがります。

プライベート

マドリッド素敵ホテルパッケージ1泊2日 ～1日1
組限定・別荘風の隠れ家ホテルでセレブ旅～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※参加日の11日前まででお申込みを締め切らせていただきます。※ペット（犬・猫）の同伴可能
です。※1日目のお迎えの時間、専用車の希望利用内容、夕食の送迎の要・不要はお申込み時
にご連絡ください。※チップは料金に含まれません。※日本語アシスタントの同行はホテルチェッ
クインまでとなります。また、アシスタントは観光地でのガイディングは行いません。

ES473

4名催行

料　金 160ユーロ　
 ※4名以上の場合の1名あたりの料金です。
 ※1～3名の場合は、1予約あたり640ユーロで承ります。
催行日 毎日　(12/24～1/2、満室時を除く)
出　発 10:00～18:00のお好きな時間　
 市内ご宿泊ホテル ※希望により駅や空港も可(応相談)
所要時間 1泊2日
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

隠れ家ホテルで大人の休息
専用車での観光・送迎と、3階建てアパートメン
トタイプのホテルの滞在（貸切）がセットになっ
ています。詳細はお問い合わせください。

パック

料　金 ［4/1～7/8、9/3～10/31の日～木］
 ツイン 380ユーロ、シングル 595ユーロ
 ［4/1～7/8、9/3～10/31の金・土、3/1～31の毎日］ 
 ツイン 420ユーロ、シングル 675ユーロ
 ［7/9～9/2、11/1～2/28の毎日］ 
 ツイン 350ユーロ、シングル 530ユーロ
 ※1名あたりの料金です。
催行日 毎日（4/20～24・28、5/5・12、6/29・30、10/9～13、
 23～25、12/24・25・30・31、1/1を除く）
所要時間 1泊2日

マドリッド発
贅沢マドリッド1泊2日～5つ星ホテル泊、ミシュラン・レストラン、プライベート観光付～

［運行会社］MIKI TRAVEL

日本語ガイド（プラド美術館観光時のみ） 1名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
12:00頃 各自、HOTEL URBAN にチェックイン
【2日目】
ホテルで朝食をお取りください。
12:00頃 各自、HOTEL URBANをチェックアウト
〈レストランCEBO〉
1日目または2日目の昼食または夕食から選択。
お申込み時にご指定ください。
〈プラド美術館の観光〉
1日目の14:00～18:00内の2時間30分、2日目の
10:00～12:30よりお好きな時間をご指定ください
（お申し込み時）。日本語ガイドがホテルまでお
迎えにあがります。プラド美術館でのガイディン
グは約1時間15分、フリータイム約15分、その
他移動時間で約２時間30分の観光です。

記念旅行におすすめ！マドリッドでセレブ気分
マドリッドの中心地ソル広場から数分の抜群の立地にある5つ星 
ホテル「HOTEL URBAN（アーバン）」での宿泊。ホテル館内の 
ミシュラン１つ星レストラン「CEBO（セボ）」でのお食事。あなた
専属の日本語ガイドと行くプラド美術館の観光がセットになってい
る贅沢ツアーです。

ES000

※延泊ご希望の場合は、別途お問合せください。※交通費は含まれません。※日本語ガイドはプラド美術館観光時のみ同行いたします。それ以外
は同行いたしません。※プラド美術館入場時は多少お待ちいただく場合があります。※ホテルのチェックインは12時から、チェックアウトは12時迄
となります。※朝食はホテル指定のレストランにてお取りください。※レストランCEBO のメニューは時期により内容、品数が変わるため事前にお知
らせできません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から100%を申し受けます。

または

日本語アシスタント（一部のみ）
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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。 71

セゴビア午前観光
マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※10/1以降は料金・条件が変更される場合があります。※アルカサルが公式行事などでクローズ
した場合は、外観のみの観光となります。※公共バスとタクシー、またはツアー専用バスで移動
します。セゴビア市内は車の利用が制限されているため徒歩観光になります。※VIAJES H.I.S. 
MADRID S.A.との共同運行となります。※積雪や道路の凍結など天候や交通規制などによりツアー
を中止、またはツアー内容が変更される場合があります。

ES475

日本語ガイド 2名催行 人気

料　金 大人 68ユーロ　子供（6～12歳）55ユーロ　
催行日 火・木・金　※10/1以降は未定です。お問い合わせください。
出　発 8:20 ※7～8月は7:55　メトロ・モンクロア駅中央改札口
所要時間 約5時間（7～8月は約5時間30分）
解　散 メトロ・モンクロア駅構内

水道橋と白雪姫のお城のモデル「アルカサル」
8:20 公共バス（またはツアーバス）で出発 ▶9:30 
セゴビア到着 ▶旧市街を徒歩散策（水道橋、マ
ヨール広場など） ▶アルカサル（入場、塔の入場は
含みません） ▶12:15 マドリッドへ ▶13:30 解散
※7～8月は7:55出発ですがセゴビア到着は9:30
です。その後のスケジュール変更はありません。

スペシャル

専用車で行く サラマンカ1日観光 ～スペイン最古
の大学と美しいマヨール広場のサラマンカへ～

マドリッド発 ［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。※所要時間は交通事情等の事情により
前後する場合があります。積雪や道路の凍結など天候状況によってツアー行程が変更される場合
があります。

ES430

1名催行

料　金 1名 655ユーロ、2名 330ユーロ、3名 232ユーロ、4名 185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、5/1、12/24・25・31、1/1・5・6、3/25～31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 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

オリジナルの観光マップ付き！
11:00 サラマンカ到着。ローマ橋（下車）、マヨ
ール広場（下車） ▶フリータイム※ドライバーより
［みゅう］特製のサラマンカ観光マップをお渡しし
ます。新・旧大聖堂、サラマンカ大学、サン・
エステバン修道院、貝の家などを徒歩で観光く
ださい。▶15:00 マドリッドへ向けて出発

プライベート

専用車で行く アランフェスと
美しい町チンチョン1日観光

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※モニュメントの入場料は料金に含まれません。※所要時間は目安
です。交通事情等の事情により前後する場合があります。

ES357

1名催行

料　金 1名 400ユーロ、2名 206ユーロ、3名 150ユーロ、
 4名 119ユーロ、5名    95ユーロ、6名    82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、8/15、10/12、12/24・25・31、1/1・6を除く)
出　発 10:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約7時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

プライベートツアーでマドリッド近郊の見どころへ
ご宿泊ホテルを出発 ▶アランフェス（自由散策と
各自昼食 約3時間30分） ▶チンチョン（自由散
策 約1時間30分） ▶17:30頃 マドリッドで解散

プライベート

専用車で行く 世界遺産の街クエンカとラ・マンチャの風車 1日観光 
～断崖の上の城塞都市クエンカとラ・マンチャ地方の白い風車～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※モニュメントの入場料は料金に含まれません。※所要時間は目安
です。交通事情等の事情により前後する場合があります。

ES360

1名催行

料　金 1名 712ユーロ、2名 363ユーロ、3名 268ユーロ、
 4名 206ユーロ、5名 165ユーロ、6名 138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、12/24・25・31、1/1・6を除く)
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

個人では1日で周りきれない名所
ご宿泊ホテルを出発 ▶カンポ・デ・クリプターナ
にて風車を見学（自由散策、約1時間） ▶クエン
カ（自由散策と各自昼食、約2時間40分） 
▶19:00頃 マドリッドで解散

プライベート

専用車で行く 赤ワインの産地・リベラ・デル・ドゥエロ
1日観光 ～スペイン原産地呼称ワイナリーを訪ねる～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。ご希望の場合は別料金で手配いたします。※入場予定のワイナリーは変
更となる場合があります。※ワイナリー見学は英語またはスペイン語となります。英語のワイナリー
見学が予約できない場合、スペイン語となります。※車種の指定はできません。※お荷物は原則お1
人様1個とさせていただきます。※所要時間は目安です。交通事情等の事情により前後する場合があ
ります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100%を申し受けます。

ES413

1名催行

料　金 1名 800ユーロ、2名 425ユーロ、3名 295ユーロ、4名 235ユーロ
19歳以下参加不可

 ※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、5/1、12/24・25・31、1/1・5・6、ワイナリー閉館日を除く)
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

日本でも人気上昇中のスペインワイン
10:50頃 ワイナリー（PORTIAを予定）に到着 ▶
ワイナリーを見学（約1時間30分） ▶13:15
ペニャフィエルのワイン博物館を各自で散策（入
場料は含まれません）▶16:30 ワイナリー
（PROTOSを予定）を見学（約1時間30分）

プライベート

専用車で行く スペインの秘境・天空の村を
訪ねる 1日観光

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※モニュメントの入場料は料金に含まれません。※所要時間は目安
です。交通事情等の事情により前後する場合があります。

ES414

1名催行

料　金 1名 875ユーロ、2名 437ユーロ、3名 312ユーロ、
 4名 231ユーロ、5名 188ユーロ、6名 157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、12/24・25・31、1/1・6を除く)
出　発 8:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテルまたは市内の希望場所（空港は除く）

スペイン人にもあまり知られていない秘境へ
10:15 風車のあるモタ・デ・クエルボで写真ストッ
プ(約30分) ▶12:30 天空の村ホルケーラで写真
ストップ(約15分) ▶13:15 ラマンチャの白い村 
アルカラ・デ・フーカル(自由散策と各自昼食、
2時間45分) ▶16:10 アルカラ・デ・フーカルの
全景が見える場所 ▶16:20 マドリッドへ

プライベート
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料　金 大人303ユーロ、子供（4～11歳）263ユーロ
 グエル公園＆カサ・バトリョ入場観光付
 大人358ユーロ、子供（4～11歳）318ユーロ
催行日 月～金　(12/24・25・31、1/1、スペインの祝日、
 サグラダ・ファミリアの入場不可日を除く)
出　発 7:00頃　マドリッド・アトーチャ駅
所要時間 約14時間 ［グエル公園＆カサ・バトリョ入場観光付きプラン］約16時間
解　散 マドリッド・アトーチャ駅

マドリッド発
AVEで行く終日バルセロナ ～サグラダ・ファミリア入場付～

［運行会社］MIKI TRAVELショートトリップ

日本語アシスタント 2名催行

スケジュール（目安）

07:00頃 各自でAVEにご乗車ください
09:30頃 バルセロナのサンツ駅にて日本語係

員と合流。タクシーでサグラダ・ファ
ミリアへ

11:00頃 ［みゅう］バルセロナ午前観光に合流
 サグラダ・ファミリア（入場）
 ※エレベーター乗車は含みません。

ツアー終了後、帰りの列車（18:00頃）
までフリータイム。ご自身でサンツ駅
よりAVEに乗車

18:00頃 AVEにてマドリッドへ
21:10頃 マドリッド・アトーチャ駅到着
 ※【グエル公園＆カサ・バトリョ入場

観光付き】の行程は左記ツアー紹介
文をご参照ください。

日帰りでバルセロナを満喫
【グエル公園＆カサ・バトリョ入場観光付の行程】
サグラダ・ファミリア（入場）、観光後、各自で凱旋門まで移動 ▶
14:50［みゅう］バルセロナ午後観光に参加。グエル公園＆カサ・
バトリョ入場観光をお楽しみください。 ▶18:00 カサ・バトリョまた
はグラシア通りで解散。サンツ駅まではご自身で移動となります。 
▶20:00頃 バルセロナ・サンツ駅発。 ▶23:10頃にマドリッド・ア
トーチャ駅到着。各自解散

ES431

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※パスポート原本を必ずご持参ください。※日本語係員はサンツ駅からサグラダ・ファミリ
アまで、及び観光中の同行となります。復路、サンツ駅へは各自でご移動ください。※サグラダ・ファミリア観光の行程、注意事項は「［みゅう］バ
ルセロナ午前観光」の内容に準じます。※「グエル公園＆カサバトリョ入場観光付き」の観光の行程、注意事項は「［みゅう］バルセロナ午後観光」
の内容に準じます。※変更取消料として、お申し込み時から100%を申し受けます。

AVEで行くコルドバ1日観光　
～2階建て乗り降り自由バス券付～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれません。※鉄道（AVE）は2等です。ランクアップは承ることができません。※パスポ
ート（実物）をご持参ください。※AVEの運行時間は変更される場合があります。運行時間によりス
ケジュールが変更となることがあります。※コルドバの乗り降り自由バスは、現地事情により運行時間
の遅れ、停留所の場所変更、運行が中止になることがあります。日本語ガイドイヤホンはバスにより
ご利用いただけない場合がございます。※変更取消料として、お申込み時から100%を申し受けます。

ES476

1名催行

料　金 大人 155ユーロ　子供（4～11歳）120ユーロ　
催行日 月～土  (5/1・2・15、8/15、10/12、11/1・9、12/6・8・24・25・31、1/1を除く)
出　発 9:00頃　マドリッド・アトーチャ駅
所要時間 約9時間30分
解　散 マドリッド・アトーチャ駅

日帰りで世界遺産の街コルドバへ
9:00頃 各自でAVEに乗車 ▶10:50頃 コルドバ駅
着。各自で観光をお楽しみください。乗り降り自
由の2階建てバスのチケット（日本語オーディオ
ガイド付）が付いています。バスは市内2ルー
ト、24箇所の停車場があり、1周は約60分、30
分おきに出発 ▶16:29頃 各自でコルドバ発のAVEに乗車 ▶18:15頃 マドリッド
着

ショートトリップ

AVEで行くコルドバ＆セビリア1日観光　 
～2階建て乗り降り自由バス券付～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれません。※鉄道（AVE）は2等です。ランクアップは承ることができません。※パスポー
ト（実物）をご持参ください。※AVEの運行時間は変更される場合があります。運行時間によりスケジ
ュールが変更となることがあります。※コルドバ、セビリアの乗り降り自由バスは、現地事情により運行
時間の遅れ、停留所の場所変更、運行が中止になることがあります。日本語ガイドイヤホンはバスによ
りご利用いただけない場合がございます。※変更取消料として、お申込み時から100%を申し受けます。

ES477

1名催行

料　金 大人 260ユーロ　子供（4～11歳）210ユーロ　
催行日 月～金 (5/1・2・15、8/15、10/12、11/1・9、12/6・24・25・31、1/1を除く)
出　発 8:00頃　マドリッド・アトーチャ駅
所要時間 約13時間
解　散 マドリッド・アトーチャ駅

日帰りでアンダルシアの代表都市へ
8:00頃 各自でAVEに乗車 ▶10:30頃 セビリア駅着。
各自で観光をお楽しみください。乗り降り自由の2階
建てバスのチケット（日本語オーディオガイド付）が
付いています。▶14:50頃 各自でセビリア駅からAVE
でコルドバへ ▶15:30頃 コルドバ駅着。各自で観光を
お楽しみください。乗り降り自由の2階建てバスのチケット（日本語オーディオガイド付）
が付いています。▶19:30頃 各自でコルドバ駅からAVEに乗車 ▶21:15頃 マドリッド着

ショートトリップ

AVEで行くバレンシア1日観光　～本場のパエ
リア・ランチと2階建て乗り降り自由バス券付～ 

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれません。※鉄道（AVE）は2等です。ランクアップは承ることができません。※パスポート（実物）をご持参く
ださい。※昼食クーポンの予約時間は14時となります。時間の変更はいたしかねます。必ず指定の時間に入店ください。 
※AVEの運行時間は変更される場合があります。運行時間によりスケジュールが変更となることがあります。※バレンシアの
乗り降り自由バスは、現地事情により運行時間の遅れ、停留所の場所変更、運行が中止になることがあります。日本語ガイ
ドイヤホンはバスによりご利用いただけない場合がございます。※変更取消料として、お申込み時から100%を申し受けます。

ES478

2名催行

料　金 大人 205ユーロ　子供（4～11歳）170ユーロ　
催行日 月～土　(5/1・2・15、8/15、10/12、11/1・9、12/6・8・24・25・31、

1/1、3/15～19を除く)
出　発 9:00頃　マドリッド・アトーチャ駅
所要時間 約10時間
解　散 マドリッド・アトーチャ駅

日帰りでパエリアの故郷へ
9:00頃 各自でAVEに乗車 ▶11:00頃 バレンシア駅着。各
自観光。乗り降り自由の2階建てバスのチケット（日本語 
オーディオガイド付）付。バスは市内2ルート（ルートA、
ルートB）、21箇所の停車場があり、1周は約90分、30～
60分おきに出発 ▶14:00 市内中心部の地元で評判のレス
トランにて本場のパエリアをご賞味ください ▶17:10頃 各自でAVEに乗車 ▶19:00頃 マドリッド着

ショートトリップ

マドリッド発 AVEで行くセビリア　ひまわり
が見たい！2018 ～灼熱の太陽の下で～

マドリッド発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※鉄道（AVE）は2等です。ランクアップは承ることができません。※パスポート（実物）をご持参ください。 
※開花状況により催行日が変更、催行が中止される場合があります。※ひまわりツアーの注意事項はP76に準じ
ます。ご確認ください。※AVEの運行時間が変更となる場合、スケジュールが変更となる可能性があります。 
※スーツケースはお1人様1つとさせて頂きます。2つ以上お持ちの場合は事前にご相談下さい。別途料金が発生
する場合もあります。※変更取消料として、ツアー催行確定後（鉄道チケットの発券後）は100%を申し受けます。

ES479

日本語アシスタント 2名催行

料　金 大人 ［片道プラン］185ユーロ   ［往復プラン］245ユーロ　
 子供（4～11歳）［片道プラン］160ユーロ ［往復プラン］210ユーロ
催行日 6/5～13の毎日（9日間限定、開花状況により変更の場合あり）
出　発 ［6/5～7、11～13］7:30頃 ［6/8～10］8:00頃　マドリッドのアトーチャ駅
所要時間 ［片道］約7時間    ［往復］約12時間
解　散 ［片道］セビリア市内黄金の塔付近    ［往復］マドリッド・アトーチャ駅

６月限定！一面に広がるひまわり畑
各自でAVEに乗車 ▶10:30 セビリア駅にて日本語係員と合
流、 ひまわりツアーに参加 ▶12:30 白い村カルモ
ナ散策（パラドール・カルモナで1ドリンクのサービス) ▶
13:45 カルモナ発 ▶片道プランはツアー終了後、解散(14:30
頃) ▶往復プランはツアー終了後、お帰りの列車までフリータ
イム。各自、セビリア駅へ移動▶16:45 セビリアのサンタ・フスタ駅発 ▶19:15頃 マドリッド着
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アンダルシア区間バス

※発着時刻は運行会社により変更される場合があります。※予約の回答は乗車日の1ヶ月前以降となります。※お申し込み
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。※お申し込み時より100％を変更・取消料として申し受けます。

スケジュール（発着時間は目安です）
セビリア⇔グラナダ（所要時間：約2.5 ～ 3.5時間）
セビリア発　◆08:15   ●10:00   ◆12:00   ◆14:30   ●16:00   ◆17:15
グラナダ発　●08:00   ◆10:00   ●12:00   ◆15:30   ●16:30   ◆18:30
コルドバ⇔グラナダ（所要時間：約2.5 ～ 3時間）
コルドバ発　◆08:30   ◆11:00   ●14:00   ◆15:30   ◆17:00   ◆19:00
グラナダ発　◆08:30   ●10:30   ◆12:00   ◆15:00   ◆16:30   ◆19:00
グラナダ⇔マラガ（所要時間：約1.5 ～ 2.5時間）
グラナダ発　◆08:00   ●09:00   ◆11:00   ◆12:00   ●13:15   ●16:00   ●18:30
マラガ発　　◆08:00   ◆10:00   ●10:45   ●12:00   ◆14:00   ●16:00   ◆18:30

マドリッド⇔グラナダ（所要時間：約4.5 ～ 5.5時間）
※「PREMIUM」バスを推奨します
マドリッド発   ◆08:00   ★09:00   ◆10:30   ◆14:00   ★15:00（★＝土曜運休）
グラナダ発　◆08:00   ★09:00   ◆10:00   ◆14:00   ★15:00（★＝土曜運休）

セビリア⇔マラガ（所要時間：約2.5 ～ 4時間）
セビリア発　◆08:00   ●10:00   ●12:00   ◆15:00   ◆18:00   ●19:30
マラガ発　　◆08:15   ●10:00   ●12:00   ◆15:00   ◆17:30   ●19:00

※ 「●SUPRA ECONOMY」のバスは座席がゆったりした作りになっています。
※ 「★PREMIUM」のバスはゆったり座席、軽食、トイレ付となります。

路　線

セビリア⇔グラナダ
コルドバ⇔グラナダ
グラナダ⇔マラガ
セビリア⇔マラガ
マドリッド⇔グラナダ

◆44ユーロ ●53ユーロ
◆33ユーロ ●37ユーロ
◆28ユーロ ●32ユーロ
◆38ユーロ ●45ユーロ
◆39ユーロ ★71ユーロ

ES317 運行会社 ALSA

    　　　 料　金（片道）
◆⇒NORMAL　●⇒SUPRA ECONOMY　★⇒PREMIUM

ホテルと一緒にお申し込みください

ミハス ネルハ

フリヒリアナ

カピレイラ村

アルカラ・ラ・レアル

シエラ
ネバダ山脈

ロンダ

セテニル

マルベーリャ

カディス

ヘレス

カルモナ

アルコス・デ・ラ・
フロンテーラ

アルモナステール、
イベリコ豚牧場へ

マドリッドへ

マラガ

セビリア

コルドバ

スキー場

グラナダ

ヨーロッパ最南端のスキー場 シエラ・ネバダへ
料　金 1名 513ユーロ、2名 263ユーロ、3名 182ユーロ、4名 138ユーロ
催行日 毎日（7/1～8/31、12月初旬～3月の限定催行）※夏はハイキングが楽しめます。
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル
所　要 約9時間
行　程 ヨーロッパ最南端のスキー場 シエラ・ネバダ（約6時間、リフト代等は料金に含まれません）

マラガ発グラナダ着

コルドバ、グラナダ、セビリア、マラガ発
専用車で行く アンダルシア観光ツアー

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行※お1人様あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。

奇岩の白い村セテニルとロンダ、マルベーリャ 1日観光
料　金 1名 713ユーロ、2名 363ユーロ、3名 263ユーロ、
 4名 200ユーロ、5名 163ユーロ、6名 138ユーロ
催行日 毎日（4/1、12/24・25・31、1/1・6を除く）
出　発 9:30頃　ご宿泊ホテル
所　要 約7時間30分
行　程 セテニル（約1時間の自由散策）、ロンダ（約2時間。自由散策と各自で昼食）、マルベーリャ（約1時間の自由散策）

マラガ発着

アルコス・デ・ラ・フロンテーラとカディス 1日観光
料　金 1名 475ユーロ、2名 244ユーロ、3名 194ユーロ、
 4名 150ユーロ、5名 121ユーロ、6名 103ユーロ
催行日 火・木・土（4/1・15～22、12/24・25・31、1/1・6を除く）
出　発 10:00頃　ご宿泊ホテル
所　要 約7時間30分
行　程 アルコス・デ・ラ・フロンテーラ（約1時間の自由散策）、カディス（約2時間30分。自由散策と各自で昼食）

セビリア発着

日本語アシスタントと行く イベリコ豚の里 ハブーゴ1日観光（昼食付）
～心と体が癒されるアンダルシアの秘境を訪ねる～セビリア発着

料　金 2名 415ユーロ、3名 300ユーロ、4名 255ユーロ、5名 227ユーロ、6名 196ユーロ
催行日 月～木（8月・1月の全日、4/1・15～22、5/1、10/12、12/24・25・31、2/28）
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル
所　要 約8時間
行　程 ハブーゴ周辺のイベリコ豚牧場を見学、イベリコ豚のハム工場見学、白い村

アルモナステール市内のレストランで昼食（イベリコ豚メニュー）と散策
※イベリコ豚の牧場を訪問する為、健康状態が良好な方に参加を限らせていただきます※牧場内で豚
に触れることは出来ません。手で豚に触れないように十分注意をしてください。豚は時々噛みます！※生
ハム工場内では豚の屠殺が行われる場合があります（4月中旬～10月中旬は行われません）

ロンダとミハス 1日観光
料　金 1名 500ユーロ、2名 250ユーロ、3名 263ユーロ、
 4名 200ユーロ、5名 163ユーロ、6名 138ユーロ
催行日 毎日（4/1、12/24・25・31、1/1・6を除く）
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル
所　要 約8時間
行　程 ロンダ（約2時間の自由散策）、ミハス（約1時間の自由散策）

マラガ発着

ヘレス・ロンダ・ミハス 1日観光
料　金 1名 900ユーロ、2名 456ユーロ、3名 312ユーロ、4名 238ユーロ
催行日 毎日（4/1・15～22、12/24・25・31、1/1・6を除く）
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル
所　要 約9時間
行　程 ヘレス（約1時間の自由散策）、ロンダ（約2時間。自由散策と各自で昼食）、ミハス（約1時間の自由散策）

セビリア発マラガ着

白い村ミハスとフリヒリアナ 1日観光
料　金 1名 500ユーロ、2名 250ユーロ、3名 263ユーロ、
 4名 200ユーロ、5名 163ユーロ、6名 138ユーロ
催行日 毎日（4/1、12/24・25・31、1/1・6を除く）
出　発 9:30頃　ご宿泊ホテル
所　要 約7時間
行　程 ミハス（約2時間の自由散策と自由昼食）、フリヒリアナ（約2時間の自由散策）

マラガ発着

【各ツアー共通条件】
※ガイド・アシスタントはサービスに含まれません（イベリコ豚の里 ハブーゴ1日観光を除く）　※記載がある場合を除き、モニュメントの入場料は料金に含まれません。※ドライバーは現地語ドライバーとなります。ま
た、車種の指定はできません。※お荷物はお一人様１個。特に大きなスーツケースを持参の場合、専用車のトランクに入らない場合もありますので事前にお問い合わせ下さい。※所要時間は目安です。交通事情等の
事情により前後する場合があります。※ご宿泊ホテルが郊外の場合、お申し込みをお受けできない場合や追加料金など条件が変更される場合があります。※自由行動中の事故・怪我については責任を負いません。
 〈変更取消料〉 【日本語アシスタントと行く イベリコ豚の里 ハブーゴ1日観光（昼食付）】※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）16日前からは50%、9日前からは100%。 【その他ツアー】※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）3日前からは50%、2日前からは100%を申し受けます。

白い村フリヒリアナとネルハ 1日観光
料　金 1名 606ユーロ、2名 306ユーロ、3名 231ユーロ、4名 175ユーロ
 ※夏休みスペシャルプランは1名あたり7ユーロの追加料金を申し受けます。
催行日 毎日（4/1、12/24・25・31、1/1・6を除く）
 ※6/1～9/30の期間限定で夏休みスペシャルプランも催行します。
出　発 10:00頃　ご宿泊ホテル　※夏休みスペシャルプランは9:30頃
所　要 約7時間
行　程 ネルハ（約2時間の自由散策、洞窟前とヨーロッパのバルコニー周辺を含む。洞

窟に入場する場合、入場料は各自現地払いとなります）、フリヒリアナ（約2時
間。自由散策と各自で昼食）

 ※6/1～9/30の夏休みスペシャルプランではカラフルな傘の空を白い村「トロ
ックス」でご覧いただけます。

グラナダ発マラガ着
（マラガ発グラナダ着も
  同料金・条件で運行します）

ヨーロッパ最南端のスキー場 シエラ・ネバダへ
料　金 1名 245ユーロ、2名 125ユーロ、3名 85ユーロ、4名 65ユーロ
催行日 毎日（7/1～8/31、12月初旬～3月の限定催行）※夏はハイキングが楽しめます。
出　発 ご指定の時間（早朝～深夜は除く）　ご宿泊ホテル
所　要 約2時間（往復送迎の時間）＋滞在時間※ご希望の滞在時間をお知らせください。
行　程 ヨーロッパ最南端のスキー場 シエラ・ネバダまで往復送迎（リフト代等は含まれ

ません）

グラナダ発着

白い村カルモナ 半日観光
料　金 1名 450ユーロ、2名 231ユーロ、3名 188ユーロ、4名 125ユーロ
催行日 毎日（4/1・15～22、12/24・25・31、1/1・6を除く）
出　発 10:00頃　ご宿泊ホテル
所　要 約3時間30分
行　程 カルモナ（パラドールにて約30分の自由時間、市内で約30～40分の自由散策）

コルドバ発セビリア着
（セビリア発コルドバ着も
  同料金・条件で運行します）

自然の恵みシエラ・ネバダ山脈の白い村アルプハラ 1日観光
～１日１組限定～

料　金 1名 313ユーロ、2名 163ユーロ、3名 113ユーロ、
 4名 88ユーロ、5名 72ユーロ、6名 60ユーロ
催行日 毎日 ※夏期限定（4/1～4/30、10/1～3/31を除く）
出　発 10:00頃　ご宿泊ホテル
所　要 約7時間
行　程 トレベレス村（約30分の自由散策）、カピレイラ村（約1時間45分の自由散策）

グラナダ発着

コルドバ市内観光と白い村とグラナダの展望台 1日観光
～１日１組限定～

料　金 1名 375ユーロ、2名 200ユーロ、3名 138ユーロ、4名 107ユーロ
催行日 毎日（4/1・15～22、12/24・25・31、1/1・6を除く）
出　発 10:30頃　ご宿泊ホテルまたはコルドバの駅
所　要 約7時間
行　程 コルドバ市内観光（約1時間30分）、白い村アルカラ・ラ・レアル、グラナダのア

ルバイシン地区（サンニコラス展望台）

コルドバ発グラナダ着

～生ハムの産地～
アルプハラの白い村 秘境カピレイラを訪ねる

料　金 1名 587ユーロ、2名 300ユーロ、3名 219ユーロ、4名 169ユーロ
催行日 毎日 ※夏期限定（4/1～4/30、10/1～3/31を除く）
出　発 10:00頃　ご宿泊ホテル
所　要 約7時間30分
行　程 トレベレス村（約30分の自由散策）、カピレイラ村（約1時間45分。自由散策と各

自で昼食）

グラナダ発マラガ着
（マラガ発グラナダ着も
  同料金・条件で運行します）

アンダルシア地方の地図
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マドリッド アトーチャ駅集合1日目

花の小路
白壁にゼラニウムの鉢が飾られている細く可愛いらしい路地。
メスキータの尖塔と一緒に記念撮影するのが、通のポイント！

2日目

アルハンブラ宮殿
アラビア語で「赤い城塞」を意味
する世界遺産アルハンブラ宮殿。
コマレス宮のアラベスク模様と
タイルの壁は大人気！

名物料理の昼食
コルドバ名物「オックス
テールシチュー」と疲労回
復にも効果ありといわれ
るスペイン名物の冷製
スープ「ガスパチョ」を
お召し上がりいただき
ます。

昼食

コルドバ メスキータ
メスキータとはスペイン語で「モスク」という意味で、空間を支える
無数の円柱が展開する「円柱の森」は必見！イスラム教とキリスト教、
ひとつの建物に2つの異なる宗教が同居する世界的にも類を見ない
不思議な空間です。

セビリア
多くの有名映画のロケ地になった「スペイン広場」、スペイン
最大の「カテドラル」、迷路のような魅惑の「サンタクルス街」。
ファッション誌にもよく登場する路地裏など見所が満載です。

2月撮影

コルドバ発も
あります メスキータの

尖塔

オックステールシチュー

ガスパチョ

タイルの壁を
バックに
記念撮影！

美しきアルハンブラ宮殿と憧れの白い村

スペイン アンダルシア 3日間
マドリッド発マラガ着

美しきアルハンブラ宮殿と憧れの白い村

スペイン アンダルシア 3日間
マドリッド発マラガ着

これぞアンダルシア！絶景の白い村、海辺で食べるパエリア。
入場制限もあるアルハンブラ宮殿は事前予約で確実に。
個人では移動が難しい観光名所を3日間で効率よく。

素敵な思い出、3日間で作れます
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マラガ 空港又は駅 解散

太陽海岸コスタ・
デル・ソルを眺め
られるレストラン
でパエリアを
お召し上がり
いただきます。

3日目

ロンダ
壮大なヌエボ橋を下から真正面に眺めてみたい！
穴場のビューポイントへご案内します。

ミハス
人気の「サン・セバスチャン通り」や
眼下にコスタ・デル・ソルと街を
一望できる展望台など絶景が
盛りだくさんです。

料金（お1人様） ： 81ユーロ　1名催行
18：30～約2時間（6/10発を除く）

フラメンコ・ディナークーポン
セビリア

17世紀の建物を改装したセビリア屈指の
タブラオにて、一流ダンサーによる本場の
フラメンコとディナーをお楽しみください。

オプション2日目の夜

タブラオ「EL ARENAL」

料金（お1人様） ： 40ユーロ　2名催行
19：30～約2時間

サン・ニコラス展望台と
おすすめバルにご案内

グラナダ

日本語ガイドとアルハンブラ宮殿を一
望できるサン・ニコラス展望台へ。その
後、現地ガイドおすすめの市内のバル
へとご案内いたします！

オプション1日目の夜

※日の入の時間の関係上、夕景・夜景はご覧いただけません。　※バルでの飲食費は含まれません。各
自でお支払いください。　※アシスタントサービスはバルにご案内して終了となります。　※移動は
タクシーとなります。

昼食

※ 注意事項とご案内
・スルー日本語ガイドはコルドバ駅から合流、同行いたします。
・アルハンブラ宮殿観光は、入場予約の都合上、1日目の夕刻または夜の入場観光となる場合があります。
・6/10出発のひまわり畑見学は、開花状況により3日目となる場合があります。

セビリア

ロンダ

コスタ・デル・ソル

ミハス

マラガ

ロンダへ（119km / 約2時間）

ロンダ観光
○ヌエボ橋 〇世界最古の闘牛場 ○旧市街
コスタ・デル・ソルへ（51km / 約1時間）

コスタ・デル・ソルを眺められるレストランで名物「パエリア」の昼食
ミハスへ（44km / 約45分）

ミハス観光
○サンセバスチャン通り ○展望台

マラガへ（22km / 約30分）

着後、マラガ空港又は駅で解散
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歩：B

マドリッド

コルドバ

グラナダ

グラナダ

セビリア

08：00

09：00

10：50

12：45

14：00

17：00

午前

11：00

15：30

17：30

09：00

11：00

12：30

13：30
15：00

15：45

17：15

17：45～
18：30

コ
ル
ド
バ
発

マドリッド アトーチャ駅集合
アトーチャ駅で日本語現地係員(駅のみ）がお待ちしています。
（AVEにはお客様のみのご乗車となります）
スペイン新幹線AVE(ツーリスタクラス：2等）にてコルドバへ

到着後、　　　コルドバ市内観光
◎メスキ－タ 〇ユダヤ人街 〇花の小路

名物「ガスパチョ」と「オックステ－ルシチュー」の昼食

グラナダへ（167km / 約3時間）

ホテル着
　　 サンニコラス展望台とおすすめバル案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 歩：B

OP

OP

2名

最大定員

出発

解散場所

利用予定
ホテル

29名

マドリッド発 アトーチャ駅
コルドバ発   AVEコルドバ駅

マラガ  空港又は駅

コロナ・デ・グラナダ

エスペリア・セビリア、
メリア・レブレロス

最少催行
人員

グラナダ

セビリア

料金
（お1人様）

マドリッド発
595ユーロ（2～3名様1室利用）／700ユーロ（1名様1室利用）

設定日

コルドバ発　
515ユーロ（2～3名様1室利用）／620ユーロ（1名様1室利用）

※コルドバ駅構内集合

2日目　セビリア離団プラン
マドリッド発　415ユーロ（2名様1室利用）／465ユーロ（1名様1室利用）
コルドバ発　335ユーロ（2名様1室利用）／385ユーロ（1名様1室利用）

※セビリア観光後、解散

1日目　グラナダ離団プラン
185ユーロ

※グラナダ到着時、解散

3日目　観光プラン（セビリア発マラガ着）
140ユーロ
4/30（月）
5/22（火）

7/10（火）、7/17（火）
8/7（火）、8/11（土） 
9/11（火）、9/18（火）
10/2（火）、10/9（火）

□は、
1名様から
催行保証

　　　　　　　　　　6/10（日）ひまわり畑ご案内出発日

２
日
目
　
セ
ビ
リ
ア
離
団
プ
ラ
ン（
マ
ド
リ
ッ
ド
発
、コ
ル
ド
バ
発
）

１
日
目
　
グ
ラ
ナ
ダ
離
団
プ
ラ
ン

３
日
目
　
セ
ビ
リ
ア
発
マ
ラ
ガ
着
　
観
光
プ
ラ
ン

◎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

　　　グラナダ市内観光
◎アルハンブラ宮殿 ◎ヘネラリーフェ庭園

セビリアへ（200km / 約3時間30分）
途中、昼食へご案内いたします。

　　　セビリア市内観光
◎カテドラル ○スペイン広場 〇サンタクルス街
6/10出発は近郊のひまわり畑にご案内します
（ホテル到着予定時刻19：30頃）。

ホテル着
　　 フラメンコ・ディナークーポン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 歩：C

アンダルシアは文化、自然、フラメンコ、グル
メ、そして穏やかな気候に歴史が息衝いていま
す。どうぞアンダルシアを味わいにきてくださ
い。忘れられない思い出になるでしょう。

アンダルシア州政府 観光スポーツ大臣 
フランシスコ・ハビエル・フェルナンデス

宿泊ホテル

コロナ・デ・グラナダ
コロナ・デ・グラナダはグラナダのショッピング地区まで徒歩数分
の場所に位置するモダンな4つ星ホテルです。

グラナダ

エスペリア・セビリア又はメリア・レブレロス
エスペリア・セビリアはセビリアの中心にある代表的な4ツ星ホテル
で、観光に便利なロケーションに位置しています。

セビリア

展望台からの
眺め
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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。76

日本語ガイドと行く 
アルハンブラ宮殿半日観光

グラナダ発 MIKI TRAVEL＆TRAVEL CENTER 共同運行ES314

日本語ガイド 2名催行

料　金 大人 93ユーロ　子供（2歳以下）無料
催行日  火（12/25、1/1、宮殿の閉館日を除く）
 ※追加設定日：5/2・4、8/8・11・15、9/19・22・26・29、12/29
出　発 9:00～10:15頃　市内ご宿泊ホテル
 （パラドールにご宿泊のお客様はアルハンブラ宮殿入口）
所要時間 約4時間
解　散 ご宿泊ホテル、または宮殿入り口

※お申込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。お申し込みは参加日の16日前（土日祝日を除く
営業時間内）までとなります。当ツアーのお申込みはツアー前日にグラナダ宿泊のお客様のみが対
象となります。※入場予約の都合上、お申込みのご回答がツアー催行日の2週間から1ヶ月前とな
る場合があります。※アルハンブラ宮殿（ナスル朝宮殿）の入場券の時間によっては、サービス
終了が30分から1時間延長することがあります。※送迎は英語アシスタントが行います。日本語ガ
イドはアルハンブラ宮殿入場時からご案内します。また、宮殿観光中の別行動はできません。※
バスがホテル前まで入れない場合は最寄りの別のホテルに集合、パラドールに宿泊のお客様はア
ルハンブラ宮殿入り口に集合となります。ホテル出発時間は10～20分ほど遅れる場合がありま
す。※アルハンブラ宮殿の入場料が変更された場合、ツアー料金が変更されることがあります。
※アルハンブラ宮殿の予約ができない場合、午前観光から午後観光へ変更される場合があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）6日前からは100%を申し受けます。

イスラム建築の最高峰
10:30 アルハンブラ宮殿観光（カルロス5世宮殿、
ナスル朝宮殿、ヘネラリフェを見学）▶13:00観光
終了▶14:00解散　※解散時間が1時間ほど遅れる
場合があります。

バス

アルハンブラ宮殿の入場チケットのキットに、個人では周りにくい場所にある
グラナダの名所を、お客様専用の観光タクシーで巡る観光付きプランです。

アルハンブラ宮殿入場チケット＆
観光タクシーで巡るグラナダ市内観光

■料金（お1人様あたり） 
1名参加124ユーロ、2名参加87ユーロ、3名参加73ユーロ
※ お申し込み時に、お客様全員のフルネームとパスポート番号、ご宿泊ホテル名が必要
です。
※ツアー当日、パスポート（オリジナル）をご持参ください。
※料金は申込人数により変動します。4名以上はお問い合わせください。
※お申し込みは催行日の16日前までとなります。
※2019年1月以降は料金・詳細が変更される場合があります。
※タクシードライバーは現地ドライバーのため、日本語、英語は話しません。
※予期せぬ交通規制のため、ツアーの行程を変更する場合があります。
※ 変更取消料として、参加日の16日前（土・日・祭日を除く）から100％を申し受けます。
■運行日 : 毎日（4/1、12/25、1/1、閉館日を除く）
■企画・実施会社 : ディス・イズ・グラナダ

【スケジュール例】

※アルハンブラ宮殿の入場時間によりスケジュールが変更されます。

09:30  ご宿泊ホテルにタクシードライバーがお迎えにあがります
 （15:00）  タクシードライバーよりアルハンブラ宮殿の入場券と日本語オーディオガ

イドをお受け取りください。その後、観光となります
  観光タクシーでグラナダ市内観光（ドライバーのみ）（約1時間30分）
  サン・ニコラス展望台（下車）、サン・ミゲル展望台（写真ストップ）
 カルトゥハ修道院（写真ストップ）
 ※ 観光中、日本語オーディオガイドを使って案内を聞くことができます。
 　 観光後、アルハンブラ宮殿までタクシーでお送りします。
 入場券を使用してアルハンブラ宮殿を自由見学（約3時間）
 見学後、タクシーにてホテルまでお送りします
14:30 ホテル到着後、解散
 （20:00）  ※オーディオガイドはご宿泊ホテルのフロントにご返却ください。

アルハンブラ宮殿の入場チケットと、宮殿内＆グラナダ市内の見所の
案内が聞ける日本語オーディオガイドがセットになったキットです

アルハンブラ宮殿入場チケット＆
日本語イヤホンガイド

●お申し込みは入場希望日の16日前（土・日・祭日を除く）までとなります。
●お申し込み時にご宿泊ホテルのフロントで商品を受け取る日をお知らせください。
※ 受け取り時間 は15時以降となります（15時より前に受け取りをご希望の場合は、希望の時間
をお知らせください。
● お申し込み時に、「アルハンブラ宮殿の入場希望日」と「希望する入場の時間帯（午前か午
後の選択希望）」をお知らせください。尚、ナスル朝宮殿の入場時間指定はできません。
※ アルハンブラ宮殿開館時間：午前8:30-14:00、午後14:00-20:00（10月中旬～3月中旬は
18:00まで）最終入場は閉館の1時間前です。
● ナスル朝宮殿以外のアルハンブラ宮殿内の入場（アルカサバやヘネラリフェ）は、入場チケッ
トの時間内で見学可能です。宮殿の出口から出た場合、再入場できません。

● ご予約回答に数日を要する場合があります。また、ナスル朝宮殿の入場時間は、入場日の10
日前を目処にお知らせいたします。事前（出発前）にナスル朝宮殿の入場時間をお知らせで
きない場合、お客様自身でチケットに刻印されている入場時間をご確認ください。
※入場予約ができない等の現地事情により、ご予約を承れない場合があります。
※ アルバイシン地区のホテル、オスタル、ユースホステルにご宿泊の場合、ご予約を承れな
い場合があります。
※ オーディオガイドを期限内（2日間／48時間）に返却できない場合や紛失・破損が発生した
場合は、ペナルティーとして150ユーロ～をお支払いいただきます。
※ 早朝や午前中の早い時間にセットを受け取る場合、オーディオガイドの利用期限は受け取っ
た日の前日正午から起算して2日間となります。

※お申し込み時に、お客様全員のフルネーム、パスポート番号、ご宿泊ホテル名が必要です。
※ツアー当日、パスポート（オリジナル）をご持参ください。
※1グループの最大利用人数は9名以下となります。
※2019年1月以降は料金・詳細が変更される場合があります。
※変更取消料として、参加日の16日前（土・日・祭日を除く）から100％を申し受けます。

■料金 :  53ユーロ
■利用可能日 : 毎日（4/1、12/25、1/1、閉館日を除く）
■企画・実施会社 : ディス・イズ・グラナダ

ホテルと一緒にお申し込みください

ホテルと一緒にお申し込みください

ひまわりが見たい！2018
～灼熱の太陽の下で～

セビリア発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※申込み期限はツアー参加日の9日前までとなります。※ひまわりの開花状況や天候により、ツ
アーが不催行または催行日が変更される場合があります。※帽子、サングラスと歩きやすい靴を
ご用意ください。※スペインの道路交通法により、バスは道路に駐停車できません。そのため遠
くからひまわりを眺める場合もあります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除
く）9日前からは50%、4日前からは100%を申し受けます。

ES315

日本語アシスタント 2名催行

料　金 大人 85ユーロ　子供（5歳以下）無料
催行日 6/5～13の毎日
 （開花状況により運行日が変更される場合があります）
出　発 10:30　サンタ・フスタ駅インフォメーション前
所要時間 約4時間
解　散 セビリア市内 黄金の塔付近

見渡す限り広がるひまわり畑の絶景
出発後、セビリア近郊のひまわり畑を見学▶
12:30 カルモナ着、街の散策。素晴らしい景色
で有名なカルモナのパラドールに立ち寄り休憩
（ビールまたはソフトドリンクをワンドリンク・サー
ビス）▶13:45 カルモナ出発

バス

日本語アシスタントと専用車で行く
ひまわり畑 午前観光

セビリア発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※申込み期限はツアー参加日の9日前までとなります。※ひまわりの開花状況等により催行を中止する場合があります。※スペインの道路交通法により、専
用車は道路に駐停車できません。そのため遠くからひまわりを眺める場合もあります。※所要時間は目安です。交通事情等の事情により前後する場合が
あります。※車種の指定はできません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは50%、4日前からは100%を申し受けます。

ES416

日本語アシスタント 2名催行

料　金 1名 460ユーロ、2名 240ユーロ、3名 170ユーロ、
 4名 135ユーロ、5名 110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 6/2～4、　6/14～18　
 （開花状況により運行日が変更される場合があります）
出　発 9:00　セビリア市内ご宿泊ホテル 、10:30　サンタフスタ駅
所要時間 約4時間
解　散 セビリア市内ご宿泊ホテル

貸切の専用車で憧れのひまわり畑へ
（駅出発の場合）出発後、セビリア近郊のひまわ
り畑を見学▶12:30 カルモナ着、街の散策。素
晴らしい景色で有名なカルモナのパラドールに立
ち寄り休憩（ビールまたはソフトドリンクをワンド
リンク・サービス）▶13:45 カルモナ出発
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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。

料　金 1名 570ユーロ、2名 298ユーロ、3名 239ユーロ、
 4名 194ユーロ、5名 154ユーロ　7歳以下参加不可
 ※専用車のみの手配も可能です。
 1名275ユーロ、2名150ユーロ、3名140ユーロ、4名120ユーロ、5名95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 火～日（4/1、12/25、1/1・5・6を除く）
出　発 7:45　マラガ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 マラガ市内ご宿泊ホテル

マラガ発
日本語アシスタントと専用車で行く 世界一危険な道 「エル・カミニート・デル・レイ」

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

07:45 出発。専用車にてアルダレスへ
08:45 エル・カミニート・デル・レイのレス

トハウス「KIOSKO」前で下車後、ツ
アーの出発場所（北ゲート）まで徒
歩で移動（約20分）

09:45～10:00頃
 日本語アシスタントと共に「エル・カ

ミニート・デル・レイ」を歩く英語ツ
アーに参加（約3時間)

 南ゲートでツアー終了。バス停まで徒
歩で移動（約15分）

 シャトルバスで北ゲートへ（バス代は
入場券に含まれます。ドライバーにチ
ケットを提示して乗車）

 出発まで自由時間（昼食は各自）
16:00 専用車にてマラガへ
17:00 ご宿泊ホテル到着後、解散

ES490

※手配上、ツアー催行可否の回答は催行日の2カ月前となります。※予約時に参加者
全員のパスポート氏名とパスポート番号が必要です。※当日パスポート（オリジナル）
をご持参ください。提示が必要です。※予約時間により行程が変更となる場合があり
ます。※エル・カミニート・デル・レイの観光は悪天候の場合、安全を第一に考慮し
中止となる場合があります。その場合、代金の返金はありません。※ツアー中の怪我
等に関しては、弊社は一切責任を負いません。
【エル・カミニート・デル・レイの観光】※サンダルやハイヒールでの参加は出来ませ
ん。ハイキングに適した服装、靴でご参加ください。日焼け止め、サングラス、水、
軽食などの準備を推奨します。傘の使用は禁止されています。レインウェアなど防水
性の高い服の用意を推奨します。※ルートを歩く際は入り口で渡されるヘルメットの着
用が義務付けられています。※多国籍の混載ツアーとなります。ガイドは英語、スペ
イン語の二か国語で説明をする場合があります。※変更取消料として、予約時より
30%、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

日本語アシスタント

スペインの新名所。SNSで話題沸騰中の「道」
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マラガ発 断崖絶壁の町ロンダ1泊2日
パラドール宿泊と白い村ミハス

Parador

パラドール・デ・ロンダ

Ronda
　PARADOR DE RONDA

ロンダ

断崖絶壁に建つ有名なヌエボ橋の近くにあ
り、ロンダで最も良いロケーションに建つ大
人気パラドール。元市庁舎を改装した建物は
歴史を感じさせるクラシカルな雰囲気です。

ロンダの人気パラドールでの宿泊、専用車で白い村ミハスを観光、ロンダからグラナダまたはコルドバ行きの
鉄道チケットがセットになったツアーです。アンダルシアの見所がぎゅっと凝縮されています。

ここが
ポイント

※係員は含まれません。※11歳以下参加不可です。※お荷物はお一人様１個ま
でとなります。それ以上の場合や大きな荷物の場合は事前にお知らせくださ
い。※トリプルルームは承れません。3名様の場合1名1室＋2名1室にてお申込
みください。※2名1室の場合、基本的にツインルームとなりますがダブルとな
る場合もあります。またシャワーオンリーとなる場合があります。※参加日の10
日前（土日祝を除く営業時間内）でお申し込みを締め切らせていただきます。
※ホテルのバウチャー、鉄道の乗車券（E-チケット）は事前にお渡しします。ツ
アー当日、必ずご持参ください。※夕食付プランは選ばれた場合は「夕食の日
替りメニュー」が含まれます。飲み物代は含まれません。※鉄道は2等クラスと
なります。1等への変更はできません。※鉄道運行状況の関係で行程が変更に
なる場合があります。

12:00頃  マラガ市内のホテルに専用車がお迎えに
あがります。

 ミハスへ向けて出発
12:45頃 ミハス到着後、自由散策、各自でランチ。
15:00頃  ロンダへ向けて出発
16:30頃  ロンダのパラドールへ到着後、各自でチ

ェックイン
 

朝食後、各自でチェックアウト。ご自身にて鉄道駅
へ（約2km。徒歩で約20分、タクシーで約10分）。
お選びいただいた到着地へ向かう鉄道にご乗車く
ださい。
• コルドバへ
　（10:00頃発、12:00頃着）
• グラナダへ
　（13:30頃発、16:10頃着）

Schedule
1日目

2日目

■料金 :  

■催行日 : 火～土（5/1、12/25、1/1・5、満室時を除く）
■料金に含まれるもの :  鉄道チケット（ロンダ発）、1日目の専用車、パラドール宿泊料金

【グラナダ着（2名1室利用時のお1人様料金）】
〈朝食のみ〉
（7～9、11～3月） 305ユーロ、（4～6、10月） 318ユーロ  
※シングル利用（7～9、11～3月） 540ユーロ、（4～6、10月） 550ユーロ
〈朝食・夕食〉
（7～9、11～3月） 345ユーロ、（4～6、10月） 358ユーロ  
※シングル利用（7～9、11～3月） 580ユーロ、（4～6、10月） 590ユーロ
【コルドバ着】
グラナダ着の料金にお1人様あたり追加料金20ユーロ

～選べる目的地（グラナダまたはコルドバ）～

白い村ミハス
ロンダのヌエボ橋
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2018.04
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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。

料　金 2名 425ユーロ、3名 350ユーロ、4名 270ユーロ、
 5名 220ユーロ、6名 185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　(11/1～3/31を除く)
出　発 9:00　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

魚介の宝庫ガリシアでバル巡り 
～本場のガリシア風タコを食べよう～

サンティアゴ・デ・コンポステーラ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※徒歩観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。また、スリなどの被害を防ぐ目
的で貴重品や荷物をなるべく持たずにご参加ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、
年末年始を除く）7日前からは50%、5日前からは100%を申し受けます。

ES434

日本語アシスタント 2名催行

料　金 65ユーロ　19歳以下参加不可
催行日 火・木・土　(12/25、1/1・3・5を除く)
出　発 19:30　パラドール正面玄関前
所要時間 約2時間
解　散 最後に立ち寄ったバル

ガリシア料理の本場
サンチャゴ旧市街のバル街を散策。バル3軒を
訪れます。各バルにて1タパスと1ドリンク（合計
3軒で3タパス、3ドリンク）をお楽しみいただけ
ます。

ウォーキング

日本語ガイドと専用車で行く　リアス式海岸ドライブと海の幸
～世界一綺麗な景色が見られると称されるベンチへ～

サンティアゴ・デ・コンポステーラ発 ［運行会社］MIKI TRAVELES481

日本語ガイド 2名催行

※北ガリシアは降水率が多いエリアのため雨具の準備を推奨いたします。※魚介類のランチが含まれ
ます。アレルギーがある方は申し込み時にお知らせください。※長距離移動となりますので、酔いやす
い方等は酔い止めのご準備をお願いします。※催行日の9日前でお申し込みを締め切ります。※変更取
消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）16日前からは50%、9日前からは100%を申し受けます。

リアス式海岸沿岸の展望台やガリシアの村を訪問
出発▶11:30 美しい漁村セデイラへ▶聖アンドレ
ス・デ・テイシード教会のあるセデイラ村を散策
▶海岸線をドライブ（カリーニョ～オルティゲイラ
間など）▶新鮮な海の幸の盛り合わせの昼食▶
「世界一綺麗な景色が見られる」と称されるベン
チがあるロイバの断崖で記念撮影▶19:00 解散

プライベート

料　金 1名 325ユーロ、2名 220ユーロ、3名 182ユーロ、
 4～10名 162ユーロ　12歳以下はお問い合わせください。
 ※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 水・金・日　※追加設定日 12/7　
 （4/1～6/30、10/22～12/6、12/8～3/31を除く）
出　発 8:00～8:50　ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間
解　散 市内中心部

サンティアゴ・デ・コンポステーラ発
日本語ガイドと行く　ムール貝クルーズとリアス式海岸を巡る1日観光 ～リアスバイシャス地方を訪れる～

［運行会社］Viajes Viloria-Galicia Incoming Service

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

08:00頃 日本語ガイドがホテルへお迎えにあが
ります。ツアーバス（車）乗り場に徒
歩で移動後、ツアー出発

 巡礼道の街ポンテべドラの旧市街を
散策

 コンバーロの漁村を散策
13:20頃 オ・グローベより遊覧船に乗船。
 ムール貝の養殖場のある湾内をクルー

ジング（ムール貝のテイスティングとガ
リシア産白ワインアルバリーニョ1杯付）

 港にて各自でランチ
 アルバリーニョの白ワインで有名なカ

ンバードスの街を散策
19:00 解散

ムール貝クルーズ！？獲れたて新鮮。自然豊かなガリシアの恵み
自然の恵みが豊かなガリシア地方。ツアーのハイライトはムール貝の養殖場のあ
る湾内の遊覧船クルーズです。獲れたてのムール貝のテイスティングはなかなか
出来ない体験、世界的にも有名なアルバリーニョの白ワインとの相性は抜群です。

日本語ガイド付で安心。リアス式海岸エリアを巡る
岩盤の上に作られた漁村コンバーロには石の十字架や穀物倉庫が並びます。オ・
グローベの港は特産品の貝類が特に有名。昼食はフリータイム中に各自でお召し
上がりいただきますが、大西洋で獲れた新鮮シーフードのガリシア料理は格別です。

ES523

※ご宿泊ホテルによってはお申し込みを承れない場合があります。また集合場所ホテルからツアーバス出発場所への移動は徒歩となります。タクシーなど交通公共機関を利用する場合は、ガイド分を含み実費を
お支払い下さい。※北ガリシアは降水率が多いエリアのため雨具の準備をおすすめします。※モニュメントの入場料は含まれておりません。入場時は日本語ガイド分も含め各自でご負担ください。教会は宗教行
事のため入場できない場合があります。※昼食（各自）中は日本語ガイドは同行しません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）16日前からは50%、9日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 740ユーロ、2名 415ユーロ、3名 300ユーロ、
 4名 245ユーロ、5名 220ユーロ、6名 210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 火～日　（4/1～6/30、10/16～3/31を除く）
出　発 9:30　ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

サンティアゴ・デ・コンポステーラ発
日本語ガイドと専用車で行く　ガリシア創作料理とリアス式海岸を巡る1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

09:30 ホテル出発
11:00 オ・グローベの港から遊覧船に乗

船。ムール貝の養殖場のある湾内を
クルージング（ムール貝のテイスティ
ング、白ワイン1杯付）（約1時間）

13:15 コンバーロの漁村を見学（約45分）
14:30 ポンテべドラのガリシア州でも有名な

創作料理のレストランで、新鮮な魚
介類を中心とした昼食

16:00 ポンテべドラ旧市街を散策（約1時間）
17:00 サンティアゴ・デ・コンポステーラへ
18:30 解散

ガリシア州気鋭のシェフによる創作料理の昼食
新鮮な食材が豊富なガリシア州は食のレベルが高いことでも知られていま
す。ツアーでは繊細で斬新な創作料理が楽しめるレストランにご案内します。

ポンテべドラ旧市街
ポンテべドラは9世紀に発祥したサンティアゴ巡礼のポルトガル・
ルート上で重要な町。旧市街には18世紀に作られた「巡礼の姿の
聖母」で有名なバロック様式の教会があります。教会内部にある聖
人も杖をついてマントを羽織った巡礼者の恰好をしています。

ES524

※昼食はシーフードです。アレルギーがある方は申し込み時にお知らせください。※長距離移動となりますので、酔いやすい方等は酔い止め薬のご準備
をお願いします。※モニュメントの入場料は含まれておりません。入場時は日本語ガイド分も含め各自でご負担ください。※暴風雨などの悪天候のため、
ツアー催行が危険と判断した場合や道路が封鎖された場合は、ツアーの中止やルート変更をする場合があります。※北ガリシアは降水率が多いエリアの
ため雨具の準備をおすすめします。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）16日前からは50%、9日前からは100%を申し受けます。
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アイスランド
ロシア

クロアチア
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トルコ
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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。

料　金 1名 325ユーロ、2名 220ユーロ、3名 182ユーロ、
 4～10名 162ユーロ　12歳以下はお問い合わせください。
 ※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 ［4/7～4/28］土［5/2～6/30］月・水・金・土［7/3～11/3］ 火～日
 ※追加設定日 4/9、5/24、6/7、6/24、12/6、12/8
 （4/1～4/6、11/4～12/5、12/9～3/31を除く）
出　発 8:00～8:50　ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間
解　散 市内中心部

サンティアゴ・デ・コンポステーラ発
日本語ガイドと行く　地の果てフィニステーレ岬と聖母伝説のムシーア海岸 1日観光 ～パワースポットを訪れる～

［運行会社］Viajes Viloria-Galicia Incoming Service

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

08:00頃 日本語ガイドがお迎えにあがります。
ツアーバス（車）乗り場に徒歩で移
動後、ツアー出発

09:00 漁村ポンテマセイラとムーロスを散策。
 高台から直接、海に向かって流れ落

ちるエサロの滝を見学
 フィニステーレ岬から眼下に広がるパ

ノラマを見学
 港にて各自でランチ
 「聖母伝説」で有名なムシーア海岸

を散策
19:00 解散

スペイン屈指のパワースポット
フィニステーレ岬はローマ時代以前からのパワースポットであり、
サンティアゴの道を大聖堂まで歩いてきた巡礼者たちがこの岬まで
歩き続け心身の浄化を行ったことで知られている特別な場所。スペ
イン屈指のパワースポットであり、巡礼道の『地の果て』0kmの印
の看板の先には大西洋の絶景が広がります。古代ローマ人達は燃
えるような沈む夕陽を見て畏れたとも言われています。

ES525

※ご宿泊ホテルによってはお申し込みを承れない場合があります。また集合場所ホテルからツアーバス出発場所への移動は徒歩となります。タクシーなど交通
公共機関を利用する場合は、ガイド分を含み実費をお支払いください。※北ガリシアは降水率が多いエリアのため雨具の準備をおすすめします。※モニュメン
トの入場料は含まれておりません。入場時は日本語ガイド分も含み各自でご負担ください。教会は宗教行事のため入場できない場合があります。※各自での
昼食時間中、日本語ガイドは同行しません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）16日前からは50%、9日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 690ユーロ、2名 375ユーロ、3名 270ユーロ、
 4名 220ユーロ、5名 195ユーロ、6名 182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 9:30　ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

サンティアゴ・デ・コンポステーラ発
日本語ガイドと専用車で行く　特産シーフードランチと地の果てフィニステーレ岬へ 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

09:30 ホテル出発
10:30 漁村ムーロスを散策（約30分）
12:30 スペイン最西端フィニステーレを散策

（約30分） 
13:30 フィニステーレ港のレストランで大西

洋で獲れた新鮮な魚介類のガリシア
料理の昼食 

15:15 ムシーアへ
16:00 ムシーア海岸を散策（約30分） 
18:00 解散

ガリシアの恵みが凝縮されたシーフードランチ
ガリシアの食といえば新鮮な魚介類。出汁が効いた魚介類のスー
プなど新鮮シーフードは絶品です。食べ終わった後に「ガリシア最
高」と口走ってしまう魅力に溢れます。

海岸線と伝説が残るムシーア
ツアーでは「死の海岸線（コスタ・ダ・モルテ）」と呼ばれる海岸
線を巡ります。この呼称は、冬場、嵐が多く遭難する船が多いこと
から名付けられました。ムシーアは高い波が打ち付ける海岸。聖
母マリアが石の舟に乗って現れたという伝説が残ります。

ES526

※昼食は魚介類となります。アレルギーがある方は申し込み時にお知らせください。※長距離移動となりますので、酔いやすい方等は酔い止めのご準備
をお願いします。※モニュメントの入場料は含まれておりません。入場時は日本語ガイド分も含み各自でご負担ください。※暴風雨などの悪天候のため、
ツアー催行が危険と判断した場合や道路が封鎖された場合は、ツアーの中止やルート変更をする場合があります。※北ガリシアは降水率が多いエリアの
ため雨具の準備をおすすめします。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）16日前からは50%、9日前からは100%を申し受けます。※4人分の盛り合わせイメージです

料　金 ［4/1～7/14、9/17～30］ 2,530ユーロ
 ［7/15～9/16］ 2,680ユーロ
 ※1名あたりの料金です。※1人部屋追加料金 150ユーロ
催行日 毎日　（10/1～3/31を除く）
出　発 11:40　マドリッド・チャマルティン駅のインフォメーション前
所要時間 6泊7日
解　散 サンティアゴ・デ・コンポステーラのホテル

マドリッド発
専属の日本語ガイドと歩く　世界遺産サンティアゴ巡礼の道 6泊7日

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 2名催行

巡礼者に最も人気のある「フランス人の道」ラスト約115㎞を、あなた専属の日本語ガイ
ドと歩きます。プライベートツアーなので自分のペースで歩くことができ、荷物を預けて手
荷物のみで歩けるのも魅力！スーツケースでもご参加いただける手軽さです。

※お申し込みは参加日の16日前までとなります。※2日目～6日目は徒歩で移動するため荷物を別送します（各日
ホテル～ホテル間、送料は料金に含まれます）。※ホテル代（朝食込）は料金に含まれます。昼食・夕食は含
まれておりません。※ツアー中の事故・怪我について、当社は責任を負いません。※ホテルはシャワーオンリー
となる場合があります。巡礼路上にある宿泊施設のためペンシオンなどスペインの民宿となる場合もあります。
トリプルルームは手配できません。※ホテルリストやその他の注意事項はお問い合わせください。※変更取消料と
して、参加日の（土日祝、年末年始を除く）30日前からは100%を申し受けます。

ES453

周りに気を遣わず自分のペースで歩けます。荷物の心配も無用です。

【1日目】 日本語ガイドと鉄道（ALVIA2等）でサリアへ
【2日目】 朝食後、巡礼路ウォーキング開始（8時予定）
〈2～6日目で約115Kmをウォーキングします。〉
2日目約23Km（ポルトマリン泊）
3日目約25Km（パラス・デ・レイ泊）
4日目約29Km（アルスーア泊）
5日目約28Km（ラバコーヤ泊）
6日目約10Km
【6日目】 正午前、サンティアゴ・デ・コンポステーラ着予定
到着後、巡礼証明書をゴールにてお受け取りいただけます
※ホテルチェックイン後、日本語ガイドはサービス終了となります。
【7日目】 各自でホテルチェックアウト　
※帰路の交通機関等、別料金で手配可能です。ご相談ください。

スケジュール（目安）
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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。

マドリッド発またはサンティアゴ・デ・コンポステーラ発
1泊2日 パラドール宿泊

Santiago de compostela 

　PARADOR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
サンティアゴ・デ・コンポステーラ

サンティアゴ巡礼路の終着点であるサン
ティアゴ・デ・コンポステーラ。大聖堂
の前に建つパラドールは15世紀にカトリ
ック両王が巡礼者のために建てた建物を
改装した人気ホテルです。

マドリッド⇔サンティアゴ・デ・コンポステーラ間の移動（鉄道）と
聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラのパラドール宿泊がセットになったツアーです。
サンティアゴ・デ・コンポステーラからポルトガルのポルトに抜けるプランもあります！

ここが
ポイント

Parador

Schedule
【マドリッド発プラン】 
09:15頃 マドリッド・チャマルティン駅出発。
 各自、鉄道（2等）にご乗車ください。
14:15  サンティアゴ・デ・コンポステーラ国鉄駅

到着。ご自身でパラドールまで移動。各自
チェックイン

【サンティアゴ・デ・コンポステーラ発プラン】 
  ご自身でパラドールまで移動。
 各自チェックイン（12:00以降）

【マドリッド発プラン】 
朝食後、12:00までに各自チェックアウト
※ 追加料金でポルト行の路線バス手配が可能です。
（12:00頃発、15:15～16:00着）

【サンティアゴ・デ・コンポステーラ発プラン】 
朝食後、12:00までに各自チェックアウト 。
15:00頃  サンティアゴ・デ・コンポステーラ駅出発。
 各自、鉄道（2等）にご乗車ください。 
20:15頃  マドリッド・チャマルティン駅到着
※ サンティアゴ・デ・コンポステーラ発でマドリッ
ド着ではなくポルト着を希望される場合は、お
問い合わせください。

1日目

2日目
※係員は含まれません。※11歳以下参加不可です。※パラドールから鉄道駅への移動は徒歩約20～30
分、タクシーで約15～20分となります。※トリプルルームは承れません。3名様の場合シングル＋ツイン
ルームにてお申し込みください。※参加日の10日前（土日祝日を除く営業時間内）でお申し込みを締め切
らせていただきます。※ホテルのバウチャー、鉄道の乗車券（E-チケット）は事前にお渡しします。ツ 
アー当日、必ずご持参ください。※夕食付プランを選ばれた場合は「夕食の日替りメニュー」が含まれま
す。飲み物代は含まれません。※列車は2等クラスとなります。1等への変更はできません。※列車運行
状況の関係で行程が変更になる場合があります。※変更取消料として、お申し込み時から40%、参加日の
（土日祝、年末年始を除く）12日前以降は100％を申し受けます。■主催会社：MIKI TRAVEL

■料　金 :  

■催行日 :  月・火・水・木・金（4/30、5/1・2・15、7/25、8/15、10/12、11/1・9、
 　12/6・24・25・31、1/1、パラドールが満室の場合を除く）
■料金に含まれるもの : 鉄道チケット（片道）、パラドール宿泊代金

【マドリッド発、サンティアゴ・デ・コンポステーラ発共通】
〈朝食のみ、2名1室利用時のお1人様料金〉
（4～6月、10月）206ユーロ、（7～9月）215ユーロ、（11～3月）170ユーロ
※シングル利用（4～6月、10月）296ユーロ、（7～9月）305ユーロ、
　 （11～3月）260ユーロ
〈朝食・夕食、2名1室時のお1人様料金〉
（4～6月、10月）256ユーロ、（7～9月）265ユーロ、（11～3月）220ユーロ
※シングル利用（4～6月、10月）346ユーロ、（7～9月）355ユーロ、（11～3月）310ユーロ

ポルトガル（ポルト）への路線バス ■運行会社：ALSA

※ ポルトのバス停（到着時）は、地下鉄（メトロ）のカーザ・ダ・ムジカ駅（Casa da Música）と接続して
います。
※発着時刻は運行会社により変更される場合があります。
※お申し込み時に、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。
※お申し込み時より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
サンティアゴ・デ・コンポステーラ ⇒ ポルト 56ユーロ 12:00 約3～4時間

ES480

大聖堂

※日曜、祝日は減便される場合があります。※お申し込み時より100％を変更・取消料として申し
受けます。※予約の回答は乗車日の1ヶ月前以降となります。※お申し込み時に、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。

ホテルと一緒にお申し込みください

スケジュール（発着時間は目安です）　◆⇒NORMAL　★⇒PREMIUM
マドリッド⇔ビルバオ（所要時間：約4～5時間）
マドリッド発 ★09:00*   ◆10:00   ★15:00     ◆16:00   ★17:00（* 土曜運休）
ビルバオ発 ★09:00     ★11:00   ★15:00*   ◆16:00   ★17:00（* 土曜運休）
マドリッド⇔サン・セバスチャン（所要時間：約5～6時間）
マドリッド発 ★08:00   ◆09:00   ★15:00*   ◆16:00（* 土曜運休）
サン・セバスチャン発 ★08:30   ◆09:30   ★15:00*   ◆16:00（* 土曜運休）
ビルバオ⇔サン・セバスチャン（所要時間：約1.5時間）
ビルバオ発 ◆08:40   ◆14:15   ◆18:30   ◆20:45
サン・セバスチャン発 ◆09:10   ◆11:25   ◆14:10   ◆16:40   ◆18:55

※  「★PREMIUM」のバスはゆったりした座席が特徴で、トイレも利用いただけます。マドリッド
⇔ビルバオ、サン・セバスチャン間は長距離移動のためPREMIUMクラスを推奨します。

路　線  料　金 （片道）   ◆⇒NORMAL　★⇒PREMIUM
マドリッド⇔ビルバオ
マドリッド⇔サン・セバスチャン
ビルバオ⇔サン・セバスチャン

◆55ユーロ ★88ユーロ
◆62ユーロ ★82ユーロ
◆21ユーロ

バスク地方への区間バス ES317 ■運行会社：ALSA
ホテルと一緒にお申し込みください

空港トランスファー

※フライトの到着予定時間より60分以上遅延する場合は追加料金が発生します。

［運行会社］MIKI TRAVEL
ホテルと一緒にお申し込みください

ビルバオ空港 ⇒ サン・セバスチャン市内ホテル 
※10:31～21:59の到着便
（１台あたり／片道）　料金（定員2名）340ユーロ、（定員5名）358ユーロ
※22:00～10:30の到着便
（１台あたり／片道）　料金（定員2名）370ユーロ、（定員5名）395ユーロ

サン・セバスチャン市内ホテル ⇒ ビルバオ空港 
※10:31～21:59の出発便
（１台あたり／片道）　料金（定員2名）340ユーロ、（定員5名）358ユーロ
※22:00-10:30の出発便
（１台あたり／片道）　料金（定員2名）370ユーロ、（定員5名）395ユーロ

※車種の指定はできません。
※お荷物は1人1個までとなります。
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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。

専用車で行く極上薪焼きレストラン「Asador 
Etxebarri」へ（レストランの座席予約付）

ビルバオ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※お食事代は料金に含まれていません。各自レストランでお支払いく
ださい。※早めのご予約を推奨します（特に5～9月）。※変更取消料として、参加日の（土日祝
を除く）20日前からお1人様100ユーロ、5日前からは100％を申し受けます。

ES384

1名催行

料　金 1名 360ユーロ、2名 185ユーロ 
　　　 ［サン・セバスチャン着］1名 615ユーロ、2名 315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。※3名以上のお申込みも承ります。お問い合わせください。
催行日 火～日(4/1、8月、12/24～1/7、休業・貸切・満席時を除く)
出　発 12:15　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間 ［サン・セバスチャン着］約4時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

ビルバオ郊外「世界のベストレストラン50」 の名店
専用車でレストランへ（約45分）▶「世界のベ
ストレストラン50」選出のミシュランレストラン
「ASADOR ETXEBARRI」にてランチ（お食事代
はツアー料金に含まれません。各自でご精算とな
ります（目安：日替わりメニュー176ユーロ～））▶約2時間30分後、ビルバオ
またはサン・セバスチャンへ向けて出発▶到着後、解散

プライベート

専用車で行く ガウディ建築・カンタブリアの海・中世の
町並み1日観光～グリーン・スペインへ足を伸ばそう～

ビルバオ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※悪天候のため、村への道路が封鎖された場合は、ツアー催行を
中止する場合があります。※入場料は含まれません。

ES385

1名催行

料　金 1名 570ユーロ、2名 290ユーロ、3名 220ユーロ、
 4名 167ユーロ、5名 135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、5/1、12/24・25・31、1/1・5・6を除く)
出　発 9:00　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

知る人ぞ知るガウディ建築と美しき海と村
出発後、カストロ・ウルディアレスにて写真ストッ
プ▶10:40 サンタンデール市内にて写真ストップ
▶12:00 コミーリャスにてガウディ設計のエル・
カプリチョを見学（約1時間）▶13:30 サンティ
ジャーナ・デル・マルにて自由昼食と散策（約2
時間）

プライベート

料　金   ［4～10月］
 〈スタンダードクラス〉ツイン285ユーロ、シングル410ユーロ
 〈スーペリアクラス〉　 ツイン300ユーロ、シングル430ユーロ
 ［11～3月］
 〈スタンダードクラス〉ツイン270ユーロ、シングル368ユーロ
 〈スーペリアクラス〉　 ツイン290ユーロ、シングル395ユーロ
 ※1名あたりの料金です。※2日目の観光で日本語ガイドをご希

望の場合は1グループあたり295ユーロにて承ります。
催行日 土、日（9/22・23・29、11/3、12/22・23・29・30、1/5を除く）
出　発 各自でビルバオのホテルにチェックイン
所要時間 2泊3日
解　散 サン・セバスチャンのホテル

ビルバオ発
2泊3日「フレンチ・バスク」を巡る旅 ～ビルバオ発サン・セバスチャン着～

［運行会社］Destination Consultant

英語ガイド（2日目の観光時のみ） 2名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
 ホテルに各自チェックイン、ホテル泊
【2日目】
 朝食後、フレンチバスクに出発
 ビアリッツ（車窓見学と写真ストップ）
 サン・ジャン・ド・リュズ（散策）
 散策中、現地のお菓子の試食付き。
 バスでオンダリビア（スペイン）へ
 オンダリビア（自由時間、各自昼食）
 その後、旧市街に移動して写真ストップ
16:00頃 サン・セバスチャン（旧市街散策、

モンテ・イゲルド展望台）
16:30頃 ホテルへ送迎、ホテル泊
【3日目】
 朝食後、各自チェックアウト

女性に大人気。可愛いフレンチ・バスク

ES388

＜2日目の観光＞※2日目の観光は英語ガイドがご案内するツアーにご参加いただきま
す。※参加人数によりドライバーガイドとなる場合があります。※ハイシーズン（7-9月）
は交通渋滞等により、ツアーの所要時間が前後する場合があります。※ガイドはホテル
のチェックアウト、チェックイン業務はいたしません。＜ホテルについて＞※ホテルや
部屋の指定はできません。ご宿泊ホテルは最終案内書面をお渡しする際にお知らせし
ます。※お部屋はツインルームが基本となりますが、ダブルルームとなる場合がありま
す。またバスタブが付いていないお部屋もあります。＜その他＞※催行日の14日前（土
日祝日を除く）でお申込みを締め切らせていただきます。※変更取消料として、参加日
の（土日祝、年末年始を除く）12日前からは50%、7日前からは100%を申し受けます。

ビルバオ発
2泊3日「バスクの村」を巡る旅 ～ビルバオ発サン・セバスチャン着～

［運行会社］Destination Consultant

2名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
 ホテルに各自チェックイン、ホテル泊
【2日目】
 朝食後、バスクの村ゲタリアへ
 ゲタリアの旧市街を散策、サン・サ

ルバトール教会（入場）、カンタブリ
ア海の海産物の商品工場に立ち寄り
ピンチョスの試食。

 サラウツ（写真ストップ）
16:00頃 サン・セバスチャン（旧市街散策、

モンテ・イゲルド展望台）
16:30頃 ホテルへ送迎、ホテル泊
【3日目】
 朝食後、各自チェックアウト

個性豊かなバスクの村

ES387

＜2日目の観光＞※2日目の観光は英語ガイドがご案内するツアーにご参加いただきます。※参加人
数によりドライバーガイドとなる場合があります。※ハイシーズン（7-9月）は交通渋滞等により、ツ
アーの所要時間が前後する場合があります。※ガイドはホテルのチェックアウト、チェックイン業務
はいたしません。※入場箇所は宗教行事のため予告なくクローズする場合があります。その場合
は、外観見学となります。＜ホテルについて＞※ホテルや部屋の指定はできません。ご宿泊ホテル
は最終案内書面をお渡しする際にお知らせします。※お部屋はツインルームが基本となりますが、
ダブルルームとなる場合があります。またバスタブが付いていないお部屋もあります。＜その他＞
※催行日の14日前（土日祝日を除く）でお申込みを締め切りとさせていただきます。※変更取消料
として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前からは50%、7日前からは100%を申し受けます。

英語ガイド（2日目の観光時のみ）

料　金   ［4～10月］
 〈スタンダードクラス〉ツイン285ユーロ、シングル410ユーロ
 〈スーペリアクラス〉　 ツイン300ユーロ、シングル430ユーロ
 ［11～3月］
 〈スタンダードクラス〉ツイン270ユーロ、シングル368ユーロ
 〈スーペリアクラス〉　 ツイン290ユーロ、シングル395ユーロ
 ※1名あたりの料金です。※2日目の観光で日本語ガイドをご希

望の場合は1グループあたり295ユーロにて承ります。
催行日 水
出　発 各自でビルバオのホテルにチェックイン
所要時間 2泊3日
解　散 サン・セバスチャンのホテル
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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。

フードコーディネーター山口純子さんと行く 
会員制の美食倶楽部で料理教室

サン・セバスチャン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※食材はツアー代金に含まれません（実費負担）。食材、メニューはフードコーディネーターと相談しながらその
日の市場の食材でメニューを決めます。※エプロンや調理器具は美食倶楽部の備え付けの物を使用出来ます。
※予告なく市場が閉まる場合や山口純子さんが同行できない場合、ツアーが不催行となる場合があります。※変
更取消料として、参加日の( 土日祝、年末年始を除く)16～9日前からは50％、8日前以降は100％を申し受けます。

ES382

日本語コーディネーター 2名催行

料　金 2名 222ユーロ、3名 160ユーロ、4名 120ユーロ、
 5名   98ユーロ、6名   82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 火～土（5/1、7/25・31、8/15、9/21～29、10/12、12/6・8・25、
 1/1・5、3/19を除く）
出　発 12:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間
解　散 美食倶楽部

通常は女人禁制＆会員制の美食倶楽部へ
街の旧市街市場でコーディネーターとお買い物
（実費）▶13:45頃 美食クラブの講師、会員と
ミート▶13:50頃 美食倶楽部でお料理教室開始
▶16:30頃 美食クラブにて終了　※女性のお客
様もご参加いただけます。

プライベート

フードコーディネーター山口純子さんと行く 
バスク出身お料理男子の自宅レッスン

サン・セバスチャン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※催行日の14日前で予約を締め切らせていただきます。※料
理をする家は実際に住んでいる家のため他の人（家族等）が

ES383

日本語コーディネーター 2名催行

料　金 2名 215ユーロ、3名 145ユーロ、4名 112ユーロ、
 5名   92ユーロ、6名   78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 火～土 (5/1、7/25・31、8/15、9/21～29、10/12、12/6・8・25、1/1・5、3/19を除く)
出　発 10:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

忘れられない旅の思い出に
旧市街市場でコーディネーターと講師（バスク出
身お料理男子）とお買い物（実費）▶バスク人の
自宅へ車で移動▶バスク人の自宅でお料理教室

プライベート

料　金 73ユーロ
催行日 月～土　（4/2、5/1、7/25・31、8/15・18～25、10/12、11/1、

12/6・8・25、1/1・5を除く）
出　発 12:00、18:30 ※18:30発は5～10月の期間限定　アリアガ・シア

ター前（アレナル橋側）
所要時間 約2時間
解　散 プランによって異なる

料　金 1名 360ユーロ、2名 180ユーロ、3名 135ユーロ、
 4名 105ユーロ、5名   90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、5/1、12/24・25・31、1/1・5・6を除く)
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

ビルバオ発

ビルバオ発

日本語ガイドと行く　4つのプランから選べる半日ウォーキングツアー  または 

専用車で行く 風光明媚な村を巡る旅 ～「世界のすごい階段7選」に輝いた海に浮かぶ教会へ～

［運行会社］MIKI TRAVEL

［運行会社］MIKI TRAVEL

ウォーキング

プライベート

1名催行

スケジュール（目安）

希望のプランをお選びください。全プラン共通
でピンチョス3品と2ドリンクが料金に含まれます。
【旧市街＆地元ガイドおすすめのバル巡り】
旧市街に加えて市場も巡り、旧市街のバル１軒
に立ち寄り。バルにて解散。
【サクッと旧市街＆地元ガイドおすすめのバルへ】
迷路と言われる旧市街を散策した後、旧市街の
バル１軒に立ち寄り。グッゲンハイム美術館前
にて解散（入場は含みません）。
【世界遺産ビスカヤ橋＆地元ガイドおすすめのバルへ】
郊外にある世界遺産ビスカヤ橋を観光した後
（交通費は各自負担）、ビルバオ市内のバル1軒
に立ち寄り。バルにて解散。
【旧市街バル巡り ～地元で人気のバルへ～】
旧市街を散策した後、旧市街のバル１軒に立ち
寄り。更にご希望に沿ったバルをご紹介いたし
ます（2軒目以降の飲食代は含みません）。バル
にて解散。

スケジュール（目安）

09:00 出発
09:40 サン・ファン・デ・ガステルガチェの

「世界のすごい階段7選」に輝いた海
に浮かぶ教会を見学

 希望者は教会近くまで歩けますがアッ
プダウンのある非常に険しい道のりで
す。山登りに自信がないお客様は徒
歩10分程度の場所に展望台がござい
ますので、そこから景色をお楽しみい
ただくことを推奨します。

12:30 ベルメオ（フォトストップ）
12:50 ゲルニカにてフリータイム
 各自でバスク議事堂の見学や北の道

（巡礼路）の体験ウォーキングをお楽
しみ下さい

13:50 ビルバオへ
14:30 解散

現地在住の日本語ガイドがご案内
バスク地方の中心都市ビルバオ。お客様のご希望に合わせて、迷
路のような旧市街や地元のバル、世界遺産のビスカヤ橋などをご
案内します。建築、美食、バスクの歴史など現地在住の日本語ガ
イドと街歩きをすることで、旅の魅力が何倍にも広がります。

海に浮かぶ教会と、ピカソの『ゲルニカ』の舞台
ハフィントン・ポストで「世界のすごい階段7選」に輝いたサン・
フアン・デ・ガステルガチェの海に浮かぶ教会。海に囲まれた小さ
な島の上に美しい教会が建ち、島と対岸を231段の階段が結んで
います。その後、港町ベルメオを訪れ、ピカソの『ゲルニカ』の
モチーフとなったバスク地方の特色が色濃い町ゲルニカへ。バスク
議事堂の天井ステンドグラスは圧巻です。

ES441

ES386

※お申込み時に希望のプランをお知らせください。※徒歩観光ですので、歩きや
すい靴でのご参加をお勧めします。また、スリなどの被害を防ぐため、なるべく貴
重品や荷物を持たずにご参加ください。※移動交通費は代金に含まれておりませ
ん。移動にタクシーや地下鉄などの公共交通機関を利用した場合は、ガイド分の
交通費を含めお客様にてご負担下さい。

※係員は含まれていません。※サン・ファン・デ・ガステルガチェの駐車場から教
会まで歩かれる予定のお客様は靴や服装のご準備を推奨します。また、駐車場か
ら教会への道は、天候や撮影等によりアクセス不可となる場合があります。予めご
了承ください。※悪天候のため、村への道路が封鎖された場合は、ツアー催行を
中止する場合があります。※入場料は含まれておりません。

いる場合もあります。また、プライベートスペースには入らないようにご注意ください。※食材費用
は実費となります。フードコーディネーターと相談しながらその日の市場の食材でメニューを決めま
す。※予告なく市場が閉まる場合は食材が確保出来ないためツアーは中止となります。※ 山口純子
さんが同行できない場合、ツアーが不催行となる場合があります。※変更取消料として、参加日の
（土日祝、年末年始を除く)16～9日前からは50％、8日前以降は100％を申し受けます。

日本語ガイド 2名催行



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。

美食の街でバル☆ナイト 
サン・セバスチャンのバル街ウォ－キング

サン・セバスチャン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※徒歩観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。また、スリなどの被害を防ぐた
め、なるべく貴重品や荷物を持たずにご参加ください。※訪問するバルを事前にお知らせするこ
とはできません。またバルの指定もできません。

ES354

日本語アシスタント 2名催行

料　金 100ユーロ　19歳以下参加不可
催行日 木・金・土（8/11～18、9/21～29を除く）
出　発 20:00　ツーリスト・インフォメーション前
所要時間 約2時間
解　散 最後に立ち寄ったバル

注文でしか食べられない裏メニューも！？
旧市街のバルが集まるエリアへ移動▶ 旧市街の
バルを3軒巡ります（各バルにてピンチョス2品と
1ドリンクをお試しいただけます。合計6ピンチョ
ス、3ドリンク） ※ツアー特典！  特製のバ
ル巡りMAPをプレゼント。

ウォーキング

日本語ガイドと専用車で行く　
フレンチ・バスク

サン・セバスチャン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ビアリッツ空港解散の場合、ガイドはチェックインヘルプ等の業務は行いません。※自由行動中の怪
我・トラブル等は責任を負いかねます。※お荷物はお1人様スーツケース1個まで、それ以上の場合は承
れない場合があります。※食事、入場料は含まれません。入場希望の場合はガイド分も含み各自ご負担
ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から100%を申し受けます。

ES485

1名催行

料　金 ［Aコース］
 1名 835ユーロ、2名 425ユーロ、3名 300ユーロ、4名 230ユーロ、5名 185ユーロ
　　　 ［Bコース］
 1名 925ユーロ、2名 470ユーロ、3名 320ユーロ、4名 245ユーロ、5名 198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　(5/1、8/15、9/21～29、11/10、12/24・25・31、1/1・5・6を除く)
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 ［ビアリッツ着］約8時間30分 ［サン・セバスチャン着］約9時間30分
解　散 ビアリッツの空港・ホテルまたは サンセバスチャンのホテル

国境を越えてフレンチバスクへ
【Aコース】サン・ジャン・ド・リュズ散策（約1時間）▶サン・ジャン・ピエドポー
散策と各自昼食▶エスペレット散策（約35分）▶バイヨンヌ散策（約1時間）　
【Bコース】サン・ジャン・ド・リュズ散策（約40分）▶アイノア散策（約20分）
▶エスペレット散策と各自昼食▶バイヨンヌ散策（約1時間）

プライベート

料　金 【スタンダード・ルーム】
　　　 ［4/1～6/30、10/1～3/31］
  シングル 413ユーロ、ツイン 350ユーロ、トリプル 289ユーロ
　　　 ［7/1～9/30］
 シングル 438ユーロ、ツイン 375ユーロ、トリプル 300ユーロ
 【ビュールーム】
　　　 ［4/1～6/30、10/1～3/31］
  シングル 440ユーロ、ツイン 364ユーロ ※トリプル不可
　　　 ［7/1～9/30］
  シングル 465ユーロ、ツイン 389ユーロ ※トリプル不可
 ※お1人様あたりの料金となります。
催行日 木・金・土（レストランの休業日（11月と2月頃予定）を除く）
出　発 サン・セバスチャンのホテル・空港・駅・バスターミナル
解　散 サン・セバスチャンのホテル・空港・駅・バスターミナル
 ※復路、別料金でビルバオ、ビアリッツ空港への送迎も承ります。お問い合わせください。

サン・セバスチャン発
オンダリビアで1泊2日 ～特選の旅 絶品魚介スープと絶景パラドール～

［運行会社］MIKI TRAVELパック

2名催行

スケジュール（目安）

【1日目】 専用車にてパラドール・オンダリビア
へ。 到着後、各自でチェックイン。

 夕食は街中のレストラン「Hermandad 
de Pescadores」にて魚介スープを含
むディナー（クーポン利用）。※パラ
ドール～レストラン間の移動はご自身
でお願いします（650m程度）。

 パラドール泊 

【2日目】 朝食後、各自でチェックアウト（12時
まで）

 ※サン・セバスチャンのホテルで解
散の場合は12時にホテル発。飛行
機・列車・バスの場合は時間に合わ
せて送迎を用意します（乗車時刻の2
時間前を予定）。

絶品の食事と絶景パラドール
某航空会社の機内誌で「究極の魚介スープ」と評された絶品魚介スープと、いくつもの
雑誌で取り上げられているオンダリビアの絶景パラドール。宿泊者専用の絶景テラスから
は対岸のフレンチバスクが見渡せ、運が良ければ目の前を飛行機が通過していきます。

ES381

※係員は含まれません。※早朝、深夜のお迎え・出発は承れない場合があります。※お荷物はお1人様スーツケース1個まで、それ以上の場合は承
れない場合があります。※夏も過ごしやすい地域のためホテルの部屋には冷房がありません。※往路の送迎は到着便の到着時刻より最長1時間ま
でお待ちします。※変更取消料として、参加日の(土日祝、年末年始を除く)16～12日前からは50％、11日前以降は100％を申し受けます。

日本語ガイド

料　金 1名115ユーロ、2名 59ユーロ、3名 50ユーロ、
 4名   45ユーロ、5名 40ユーロ、6名 36ユーロ
 17歳以下参加不可
 ※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 火～日　（日曜日の19:30発、8/11～18、9/21～29、12/25、1/1

を除く）
出　発 12:30 、19:30　ツーリスト・インフォメーション前
所要時間 約2時間
解　散 サン・セバスチャン中心地（希望のツアー内容により異なる）

サン・セバスチャン発
日本好きのスペイン人と国際交流　～地元で人気のバルもご紹介～

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

スペイン人（スペイン語・英語可、日本語不可） 1名催行

スケジュール（目安）

【19:00に出発の場合】
19:00 出発
 旧市街のバル街へ移動、旧市街のバ

ルにてピンチョス1品と1ドリンクをお
召しあがりください。

 その後は、お客様の希望をうかが
い、サン・セバスチャン旧市街で評
判のバルへご案内（飲食費はアシス
タント（スペイン人）分を含みお客様
にてご負担いただきます）。

 ※バル巡りを希望しない場合は「バ
ルでじっくり言語交流」や「サン・セ
バスチャンの街の散策」をお楽しみく
ださい。

21:00 解散

地元で人気のバルへ！日本大好きスペイン人と国際交流
地元の人がお勧めするバルに行きたい！そんな希望にお答えするツ
アーです。元イベリア航空客室乗務員経歴を持ち、日本文化にと
ても興味があるサン・セバスチャン在住のスペイン（バスク）人男
性が、英語とスペイン語でバルをご案内します。地元の人との交
流が、旅の楽しみを倍増させてくれます！

ES527

※スペイン人アシスタントは英語、スペイン語を話します。日本語は話せません。
また、観光ガイドなどは出来ません。※バルは混み合うため、カウンターにて立ち
飲みとなる場合があります。※アシスタントが体調不良の場合は、急遽別のアシス
タントに変更となる場合があります。
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トルコ
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84 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。
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フランス

ドイツ
中欧
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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

料　金 ［4/2～12/18、1/7～3/31］シングル905ユーロ、ツイン770ユーロ
［12/19～1/6］シングル915ユーロ、ツイン780ユーロ

 11歳以下参加不可　※お1人様あたりの料金となります。
催行日 毎日(4/1・18、12/24・25・30・31、1/1、2/27～3/10を除く)
出　発 午前中　テネリフェ北空港　※南空港は応相談
解　散 テネリフェ島 Los Cristianos港

料　金 ［4/2～12/18、1/7～3/31］シングル485ユーロ、ツイン425ユーロ
　　　　［12/19～1/6］シングル500ユーロ、ツイン440ユーロ
 11歳以下参加不可　※お1人様あたりの料金となります。
催行日 毎日(4/1・18、12/24・25・30・31、1/1、2/27～3/10を除く)
出　発 午前中　テネリフェ北空港　※南空港は応相談
解　散 パラドール・デ・テイデ

テネリフェ（北空港）発

テネリフェ（北空港）発

日本語ガイドと行く　 テネリフェ島テイデとゴメラ島　２つのパラドールに泊まる2泊3日

日本語ガイドと行く　テイデ国立公園のパラドール1泊2日～２つの世界遺産を巡る～

［運行会社］MIKI TRAVEL

［運行会社］MIKI TRAVEL

プライベート

プライベート

日本語ガイド（1・2日目）

日本語ガイド（1日目）

１名催行

１名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
午前中 テネリフェ北空港にて日本語ガイドがお迎え
 その後、上記［みゅう］1泊2日ツアーと同じ行

程となります。
【2日目】 各自、ホテルで朝食をお召し上がりください。
10:00 パラドールに日本語ガイドがお迎え。タクシ

ーで出発
11:00 ロス・クリスティアーノス港着
12:30 ゴメラ島へフェリーで移動
13:30 ゴメラ島サン・セバスティアン港着
13:45 ゴメラ島のパラドールへタクシーで移動。ホテ

ル着後、日本語ガイドとタクシーサービス終
了。その後、フリータイムとなります。各自、
パラドールで夕食をお召し上がりください。 

【3日目】 朝食後、各自チェックアウト
 各自、港へ移動
 各自でフェリーに乗車し、テネリフェ島へ
 港着後、ご自身でご移動ください。

スケジュール（目安）

【1日目】
午前中 テネリフェ北空港にて日本語ガイドが

お迎え。その後、タクシーで観光。
 テイデ国立公園とラ・ラグーナ旧市街

を観光（昼食は各自でお取りください）
 ※テイデ国立公園のロープウェイは料

金に含まれておりません。乗車希望
の場合は、当日、空港でガイドにご
確認ください。

 観光後、テイデ国立公園内のパラド
ール・デ・テイデにタクシーで移動

 ホテル着後、日本語ガイドとタクシー
サービス終了。

 各自、パラドールで夕食をお召し上が
りください。

【2日目】 朝食後、各自チェックアウト
 チェックアウト後、ご自身でご移動く

ださい。

貴重な大自然が残るラ・ゴメラ島
1日目にテネリフェ島を観光した後、2日目はフェリーで自然豊かなラ・
ゴメラ島へ。日本語ガイドがラ・ゴメラ島までの移動、パラドールへ
のチェックインまでサポートいたします。ラ・ゴメラ島ではフリータイ
ムを利用して「ガラホナイ国立公園」の散策がおすすめ！ラ・ゴメラ
島のパラドールはビーチにも近い丘の上に位置していますので、天気
が良ければテネリフェ島や町の景色も望めます。

大自然を感じるネイチャーツアー
カナリア諸島の玄関口であるテネリフェ島。ツアーでは大航海時代の
街並みが保存された世界遺産「ラ・ラグーナ」の街と、カナリア諸島
で一番の見所とされる標高3,718mのスペイン最高峰テイデ山を有す
る世界自然遺産「テイデ国立公園」を日本語ガイドがご案内します。
ご宿泊は国立公園内の海抜2000ｍの場所にある人気パラドールをご
用意しました。夕食付でごゆっくり滞在いただけます。

ES554

ES553

※カナリア諸島はスペイン本土との間に1時間の時差（-1）があります。※お申込み時にフ
ライト到着時間（午前中）と、3日目のフェリーの希望時間をお知らせください（希望の時
間にお取りできるとは限りません。フェリーの運行時間により早朝出発となった場合、朝食
は放棄となります）。希望時間に沿って観光の具体的なお時間をご連絡します。※テイデ
国立公園のロープウェイは含まれません。展望台から頂上に上るトレッキング道は登頂許
可が必要なためツアーには含まれません。※3日目のチェックアウト後は各自で移動となり
ます。※お荷物はお一人様１個までです。※変更取消料として、お申込み時より20%、参
加日の（土日祝、年末年始を除く）16日前より50%、12日前以降は100％を申し受けます。

※カナリア諸島はスペイン本土との間に1時間の時差（-1）があります。※お申込み時にフライト
到着時間（午前中）をお知らせください。時間に沿って1日目観光の具体的な時間をご連絡しま
す。※テイデ国立公園のロープウェイは含まれません。悪天候で運転中止、ロープウェイ乗車ま
でに1時間程並ぶ場合、チケット完売の場合もあります（往復乗車券：目安 お一人様27ユーロ
（2017年12月現在））はガイド分を含みお客様にてご負担ください。展望台から頂上に上るトレッ
キング道は登頂許可が必要なためツアーには含まれません。※2日目のチェックアウト後は各自
で移動となります。※お荷物はお一人様１個までです。※変更取消料として、お申込み時より
20%、参加日の（土日祝、年末年始を除く）16日前より50%、12日前以降は100％を申し受けます。

ゴメラ島 ガラホナイ国立公園
竜血樹の木

ラ・ラグーナの街並み

カナリア諸島
大西洋の楽園

テイデ山

テネリフェ島

フエルテベントゥーラ島テイデ国立公園

南空港

北空港

グラン・カナリア島

大 西 洋

エル・イエロ島

ガラホナイ国立公園

ラ・ゴメラ島

ラ・パルマ島

カナリア諸島 ランサローテ島

Islas Canariasモロッコ

テイデ国立公園

●
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