SPAIN & PORTUGAL OP 2018年11月～2019年3月

スペイン & ポルトガル オススメのオプショナルツアー
マドリッド MADRID
混載観光ツアー

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認ください。
所要
時間

初日におすすめ！マドリード市内観光とプラド美
術館 午前（スペイン広場、王宮のパノラマ見学、
日本語観光ガイド付）
催行日:毎日（12/25、1/1を除く）

MBM1

展望台からの眺めは絶景！世界遺産トレド観光
午後ツアー（日本語観光ガイド付）
催行日:毎日（12/24・25・31、1/1を除く）

MBM2

3
H

日本語ガイドとともに地下鉄やバス等の公共交通機関を利用方法を見ながら移動のため、最初の日のオリエンテーションに
最適。大事な写真スポットとしてはずせない、スペイン広場や王宮もパノラマ見学します。世界有数のプラド美術館でエル・
グレコ、ルーベンス、ベラスケス、ゴヤなどの名画は日本語観光ガイドの案内でじっくり鑑賞。
08:50コートヤード・バイ・マリオット・マドリード・プリンセサ正面玄関集合 ⇒ 09:00徒歩にてツアー出発
⇒ スペイン広場（徒歩観光）※写真スポット ⇒ 王宮/オリエンテ広場（徒歩観光）※写真スポット ⇒ グランビア通り
⇒ シベレス広場（車窓見学）⇒ 10:30プラド美術館（入場見学）エル・グレコやゴヤなど名画を鑑賞（約1時間）
⇒ 12:00プラド美術館にて解散
※散策観光の途中、公共の路線バスや地下鉄を使い移動します。
※プラド美術館館内は写真、ビデオ撮影は一切禁止です。また大きな荷物やリュックサックはもって入場できません。
※8名以上のご参加の場合は専用車利用となります。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、公共バス・地下鉄、プラド美術館入場、チップ

マドリードから南へ70ｋｍ、タホ川に囲まれた中世都市トレドの半日観光。展望台から市街の全景をご覧頂き、ゴシック様
式の大寺院、エル・グレコの傑作（オルガス伯の埋葬）に出会えるサント･トメ教会などを訪れます。
14:20コートヤード・バイ・マリオット・マドリード・プリンセサ正面玄関集合 ⇒ 14:30ツアーバスにて出発
⇒ 15:30トレド到着、展望台（下車・徒歩観光）トレドの街を見渡せる展望台より眺望をお楽しみください。
⇒ 16:30サント・トメ教会（入場観光）⇒ 17:00大聖堂（入場観光）
⇒ 17:30象嵌細工工房＆ショップとトイレ休憩（象嵌細工工房ではなく、街中でのトイレ休憩となることもあります。）
4.5 ⇒ 18:00トレド発 ⇒ 19:00コートヤード・バイ・マリオット・マドリード・プリンセサ正面玄関解散
Ｈ ※当日の交通状況により、解散が予定時間を過ぎる場合があります。
※入場見学箇所が宗教行事等のため、予告なくクローズする場合は外観観光となります。（観光箇所のクローズ時は団
体割引入場料を返金いたします。）
※当日の参加人数によりタクシーを利用する場合もございます。
※トレドの街中は石畳の路を徒歩での見学となります。歩きやすい靴でご参加ください。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、ツアーバス（またはタクシー）、大聖堂入場、サント・トメ教会入場

世界遺産セゴビア古都観光 午前散策（日本語
観光ガイド、アルカサル入場付）
催行日:火、木、日（12/25、1/1・6を除く）

MBM3

5.5
H

老舗タプラオで鑑賞、マドリードの本場フラメンコ
ショーツアーシリーズ（ドリンク、お送り付）
催行日:毎日

MBM5

2
Ｈ

老舗タプラオで鑑賞、マドリードの本場フラメンコ・
ディナーショーツアーシリーズ（ディナー、ドリンク、
お送り付）
催行日:毎日（12/24・31を除く）

MBM6

□ 現地主催会社… J.：MYBUS(JTB Viajes SPAIN S.A.） ※子供（2～12歳未満）

内容

2.5
H

マドリードから北西へ90ｋｍ、古代ローマ時代からの町セゴビア。ローマ時代の水道橋、「白雪姫」のお城のモデルとして名
高いアルカサルなどを見学します。マドリッドで半日時間が空けば、ぜひ見ておきたい世界遺産。日帰りで中世の雰囲気が
色濃く残る古都を訪れてみましょう。
07:20/07:50 コートヤード・バイ・マリオット・マドリード・プリンセサ正面玄関集合
⇒ 07:30/08:00 バスターミナルに向け、ツアー出発 ⇒ 08:00/08:30 セゴビア行き公共バス出発
⇒ 09:15/09:45 セゴビア着後、バスターミナルからタクシーでFUENCISLA(アルカサルの下）へ移動、絶好の撮影ポイ
ントにて写真タイム。
アルカサル（入場見学）、白雪姫のお城のモデルとなったアルカサルを日本語ガイドの説明を聞きながら見学。
市内散策、カテドラル(大聖堂)や広場など街を散策します。マヨール広場見学、フリータイム。
ローマ水道橋 自由見学
⇒ 11:30/12:15 セゴビア発公共バスにてマドリードへ
⇒ 13:00/13:45 コートヤード・バイ・マリオット・マドリード・プリンセサ正面玄関解散
※アルカサルの塔の展望台の見学はツアーに含まれません。 ※公共バスを利用いたします。バスは自由席となります。
※アルカサルが休館の場合は外観のみの見学となります。その場合は団体入場料金を返金いたします。
※交通状況により所用時間が30分前後延びる場合があります。午後のプランにはご留意ください。
※火曜日、木曜日：07:50発 ／ 日曜日：07:20発
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、公共バス・地下鉄（7名以上参加の場合のツアーバス）、アルカサル
★アクセス良好★マドリードの老舗タブラオ『トーレス・ベルメハス』で、本場のフラメンコを鑑賞！スペインならではの熱い夜を
満喫するツアーです。日本語ガイドが、フラメンコについてご案内するのでより、一層楽しめます。グラス片手に迫力満点のフ
ラメンコショーを鑑賞ください。
20:55タブラオ「トーレス・ベルメハス/Torres Bermejas」入口集合 ⇒ 21:00タブラオ（フラメンコショー専門酒場）入
店
⇒ 21:00フラメンコショー見学～見学時間:（途中約20～30分の休憩を挟み、所要時間は約１時間30分前後）グラ
スワインなど、ワンドリンクを片手にフラメンコショーをお楽しみください。
⇒ 22:30頃 タブラオ発、マドリード市内のご宿泊ホテルまでお送り用ツアーバスもしくはタクシーにて順番にお送りします。(ア
シスタントガイドが同伴しない場合もございます）⇒ 23:00頃 ホテル到着
※お帰りは、お送り用ツアーバスまたはタクシーにてマドリード市内のご宿泊ホテルまでお送り致します。ガイドが同伴しない場
合もございます。
※空港近く、またマドリード環状線（Ｍ30）外のホテルに関して、追加料金が発生致します。追加料金が発生する場合
は予約時にご案内いたします。また日本語ガイドは同伴いたしません。
※タブラオより1km以内のホテルへのお送りはなしとさせていただきます。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、お送り用ツアーバス（またはタクシー）、タブラオTORRES BERMEJAS、
★アクセス良好★マドリードの老舗タブラオ『トーレス・ベルメハス』で、本場のフラメンコを鑑賞！スペインならではの熱い夜を
満喫するツアーです。日本語ガイドが、フラメンコについてご案内するのでより、一層楽しめます。ボリュームたっぷりの本格スペ
イン料理のコースディナーをお楽しみいただいた後は、グラス片手に迫力満点のフラメンコショーを鑑賞ください。
20:25タブラオ「トーレス・ベルメハス/Torres Bermejas」入口集合
⇒ 20:30タブラオ（フラメンコショー専門酒場）入店、入店後タブラオにて夕食
⇒ 21:00フラメンコショー見学（途中約20～30分の休憩を挟み、所要時間は約1時間30分前後）
グラスワインなど、ワンドリンクを片手にフラメンコショーをお楽しみください。
⇒ 22:30頃 タブラオ発、マドリード市内のご宿泊ホテルまでお送り用ツアーバスにて順番にお送りします。
⇒ 23:00頃 ホテル到着
※お帰りは、お送り用ツアーバスまたはタクシーにてマドリード市内のご宿泊ホテルまでお送り致します。ガイドが同伴しない場
合もございます。
※空港近く、またマドリード環状線（Ｍ30）外のホテルに関して、追加料金が発生致します。追加料金が発生する場合
は予約時にご案内いたします。 ※タブラオより1km以内のホテルへのお送りはなしとさせていただきます。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、お送り用ツアーバス(またはタクシー）、タブラオTORRES BERMEJAS、
食事・ドリンク

ガイド/
催行人数

出発場所/出発時間

日本語ガイド
2名催行

コートヤード・バイ・
マリオット・マドリード・
プリンセサ正面玄関
08:50集合
09:00出発

料金

主催

大人
¥9,000

59

J
子供
¥7,200

日本語ガイド
2名催行

コートヤード・バイ・
マリオット・マドリード・
プリンセサ正面玄関
（旧ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｻ）
14:20集合
14:30出発

日本語ガイド
2名催行

コートヤード・バイ・
マリオット・マドリード・
プリンセサ正面玄関
（旧ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｻ）
＜集合＞
日/07:20
火木/07:50
＜出発＞
日/07:30
火木/08:00

日本語ガイド
2名催行

タブラオ
「トーレス・ベルメハ
ス」
入口集合
20:55集合
21:00入店

日本語ガイド
2名催行

タブラオ
「トーレスベルメハス」
入口
20:25集合
20:30入店

大人
¥9,800
(子供)

J

¥7,800

大人
¥11,000
(子供)
¥8,900

J

¥12,100

J

¥17,600

J

マドリッド MADRID
混載観光ツアー

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認ください。
所要
時間

憧れのレアルマドリードの本拠地「サンティアゴ ベ
ルナベウ」サッカ―スタジアム午後見学 （日本語
観光ガイド付）
催行日:毎日（12/25、1/1、試合当日、イベント開催
日、一部試合前日を除く）

MBM27

3

Ｈ

□ 現地主催会社… J.：MYBUS(JTB Viajes SPAIN S.A.） ※子供（2～12歳未満）

内容
世界の名門クラブ、マドリ－ドのレアルマドリッドのホームスタジアム 8万5千人収容のスタジアム最上階からの一望や、監督
選手専用のベンチ、試合開始前に選手が通るトンネル、選手専用更衣室、トロフィ―展示室など日本語ガイドが案内しま
す。ご希望の方はオフィシャルショップでの離団も可能です。
14:20コートヤード・バイ・マリオット・マドリード・プリンセサ正面玄関集合
⇒ 14:30公共バス・地下鉄にてスタジアムへ向け出発
⇒ 15:00サンティアゴ ベルナベウスタジアム到着、スタジアム内を見学
（スタジアム最上階からのパノラマや、ピッチに内を見学しスタジアム内を探検します。）
⇒ 17:00スタジアム出発（公式SHOPでゆっくりお買い物をお楽しみになりたい場合はそこでの離団も可能です。ただし、
離団後の移動費の払い戻しはございません。）
⇒ 17:30コートヤード・バイ・マリオット・マドリード・プリンセサ正面玄関解散
※レアルマドリードの都合により、予告なく一部の施設が見学不可となる場合があります。
※参加人数が9名以下の場合、移動は公共交通機関を利用します。参加人数が10名以上の場合、ツアーバスを利用し
ます。
※公式ショップにてゆっくりお買い物をお楽しみになりたい場合は公式ショップにて離団も可能ですが、離団後の移動費払い
戻しはございません。
※スタジアムにて試合がある日はツアーは催行いたしません。最終的なツアー催行の有無は1週間前頃に決定します。お申
し込み時期によりご予約をすぐに確定できない場合がございますので予めご了承ください。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、公共バス･地下鉄（またはツアーバス）、サンティアゴベルナベウ・サッカー
スタジアム入場

ガイド/
催行人数

出発場所/出発時間

料金

主催

大人
¥10,600

日本語ガイド
2名催行

コートヤード・バイ・
マリオット・マドリード・
プリンセサ正面玄関
（旧ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｻ）
14:20集合
14:30出発

J

(子供)

バルセロナ BARCELONA
混載観光ツアー

所要
時間

サグラダファミリア入場！王道のバルセロナ市内観
光
午前ツアー（観光ガイド付）
催行日:毎日

MBM7

4
Ｈ

サグラダファミリア・エレベーター入場付き！
王道のバルセロナ市内観光午前ツアー（観光ガ
イド付）
催行日:毎日

MBM7E

４
Ｈ

モンセラット観光午後ツアー（観光ガイド付）
催行日:月、木、土

MBM8

4
Ｈ

バルセロナの本場フラメンコショーツアーシリーズ
（ドリンク付）
催行日:毎日（12/24・31を除く）

MBM9

2
H

内容
天才建築家ガウディを育てた町バルセロナの半日観光。 100年以上前に着手され、未完成ながらも多くの人を惹きつける
サグラダファミリアと、グエル公園（無料ゾーンのみ）などを見学します。市内を短時間で効率よく回れるので、時間のない方
にもぴったり！
08:50グラン・ホテル・ハバナ(Gran Hotel Havana) ロビー集合
⇒ 09:00タクシーもしくはツアーバスにて出発
⇒ 09:20グエル公園無料ゾーン(入場)、ガウディ-博物館(外観見学)、カサミラ(車窓観光)、カサバトリョ(車窓観光)
⇒ 11:30サグラダファミリア(入場) ⇒ 13:00サグラダファミリアにて解散
※当日のご参加人数によってはタクシーを利用することがございます。
※グエル公園付近の交通規制事情により公園入口前に車が停車できない場合がございます。その際は公園付近にて下
車していただき徒歩にて移動いたします。
※グエル公園無料ゾーンのみの入場となるため、公園内の波のベンチ等が見づらい可能性がございます。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、ツアーバスまたはタクシー、サグラダファミリア

天才建築家ガウディを育てた街バルセロナの半日観光。 100年以上前に着手され、未完成ながらも多くの人を惹きつける
サグラダファミリアと、グエル公園（無料ゾーンのみ）などを見学します。市内を短時間で効率よく回れるので、時間のない方
にもぴったり！市内を短時間で効率よく回れるので、時間のない方にもぴったり！
08:50グラン・ホテル・ハバナ(Gran Hotel Havana) ロビー集合
⇒ 09:00タクシーもしくはツアーバスにて出発
⇒ 09:20グエル公園無料ゾーン(入場)、ガウディ-博物館(外観見学)、カサミラ(車窓観光)、カサバトリョ(車窓観光)
⇒ 11:30サグラダファミリア(入場)エレベーターには、お客様 のみでご搭乗頂きます。⇒ 13:00サグラダファミリアにて解散
※当日のご参加人数によってはタクシーを利用することがございます。
※グエル公園付近の交通規制事情により公園入口前に車が停車できない場合がございます。その際は公園付近にて下
車していただき徒歩にて移動いたします。
※グエル公園無料ゾーンのみの入場となるため、公園内の波のベンチ等が見づらい可能性がございます。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、ツアーバスまたはタクシー、サグラダファミリア

バルセロナの北西60ｋｍ、モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目にへばりつくように立つ11世紀のベネディクト派の修道
院を訪れます。切り立った奇岩郡はサグラダ・ファミリアのモデルとも言われています。
14:20グラン・ホテル・ハバナ(Gran Hotel Havana)ロビー集合 ⇒ 14:30ツアーバスにて出発
⇒ 15:45モンセラット修道院（入場）⇒ 16:45修道院見学後は自由散策をお楽しみください。
⇒ 17:15モンセラット発 ⇒ 18:30グラン・ホテル・ハバナ(Gran Hotel Havana)解散
※入場箇所クローズの場合の代替：外観のみ見学。
ツアー料金に含まれるもの：ツアーバス、日本語観光ガイド、モンセラ修道院入場

ガイド/
催行人数

出発場所/出発時間

料金

主催

大人
¥10,000

日本語ガイド
2名催行

グラン・ホテル・ハバナ
(Gran Hotel
Havana)
ロビー
8:50集合
9:00出発

J
(子供)
¥8,400

大人
¥10,700

日本語ガイド
2名催行

日本語ガイド
2名催行

グラン・ホテル・ハバナ
(Gran Hotel
Havana)
ロビー
8:50集合
9:00出発

グラン・ホテル・ハバナ
(Gran Hotel
Havana)
ロビー
14:20集合
14:30出発

バルセロナで１、２となる有名なタブラオ「コルドベス」で本格的なフラメンコショーをお楽しみください。日本語アシスタントがタ
ブラオの行き帰りをケアしますので、夜のショーでも安心！
19:45グラン・ホテル・ハバナ(Gran Hotel Havana) ロビー集合
⇒ 19:55ツアー送迎車にてタブラオに向けて出発
⇒ 20:15タブラオ（フラメンコ･ショー専門の酒場）入店、フラメンコショー見学（ショーの時間：約1時間15分）
⇒ 21:45ツアー送迎車にて、順にバルセロナ市内ご宿泊ホテルまでお送りします。
※フラメンコショー見学中はワンドリンクがつきます。ソフトドリンク、ワインなどより1杯お選びいただけます。
グラン・ホテル・ハバナ
※ショー開始時間がシーズンにより変わるため、ツアー出発時間が変更になることがあります。その場合は、ご予約時に事前
(Gran Hotel
にご案内いたします。
日本語アシスタン
Havana)
※夕食をお取り頂くレストランと、ショーを見るタブラオが異なる場合があります。また、レストランによってはビュッフェメニューで
ト
ロビー
ない場合があります。
2名催行
19:45集合
※ツアー送迎車は、タクシーやバス、バンなどを利用する場合があります。
19:55出発
※帰りのお送りは、住所に「Barcelone」があるバルセロナ市内のご宿泊先に限ります。バルセロナ郊外はお送りできません
ので予めご了承ください。また、お申込みの際にご宿泊ホテルをお知らせください。
※ご宿泊先周辺の交通事情によりご宿泊施設の目の前に車を停められない場合は、ご宿泊先付近までのお送りとなりま
す。また、お送りには、アシスタントが同伴しない場合もございます。
※お送りは複数のホテルを経由しますので最終的に1時間以上かかる場合もございます。また、市内中心部から順次郊外
へ向かいますが当日の諸事情により変更もございます。
ツアー料金に含まれるもの：ツアーバス（又はタクシー）、日本語アシスタント、フラメンコショー入場、ワンドリンク

J
(子供)
¥8,900

J
大人
¥10,300
(子供)
¥8,300

¥10,700

J

バルセロナ BARCELONA
混載観光ツアー

所要
時間

内容

3
Ｈ
45
Ｍ

バルセロナで１、２となる有名なタブラオ「コルドベス」で本格的なフラメンコショーをお楽しみください。30種類を超えるビュッ
フェと肉、魚介の夕食をお楽しみいただいた後、グラスを片手に本場のフラメンコをお楽しみ下さい。
18:50グラン・ホテル・ハバナ（Gran Hotel Havana）ロビー集合
⇒ 18:00ツアー送迎車にてタブラオに向けて出発
⇒ 18:45タブラオ（フラメンコ･ショー専門の酒場）入店、タブラオにてディナー（お好きなお飲み物をお選び頂けます。）
⇒ 20:15同タブラオ内のステージルームへ、フラメンコショー見学（ショーの時間：約1時間15分）
⇒ 21:45タブラオ発、ツアー送迎車にて順にバルセロナ市内ご宿泊ホテルまでお送りします。
※フラメンコショー見学中はワンドリンクがつきます。
※ショー開始時間がシーズンにより変わるため、ツアー出発時間が変更になることがあります。その場合は、ご予約時に事前
にご案内いたします。
※夕食をお取り頂くレストランと、ショーを見るタブラオが異なる場合があります。また、レストランによってはビュッフェメニューで
ない場合があります。
※ツアー送迎車は、タクシーやバス、バンなどを利用する場合があります。
※帰りのお送りは、住所に「Barcelona」があるバルセロナ市内のご宿泊先に限ります。バルセロナ郊外はお送りできません
ので予めご了承ください。また、お申込みの際にご宿泊ホテルをお知らせください。
※ご宿泊先周辺の交通事情によりご宿泊施設の目の前に車を停められない場合は、ご宿泊先付近までのお送りとなりま
す。また、お送りには、アシスタントが同伴しない場合もございます。
※お送りは複数のホテルを経由しますので最終的に1時間以上かかる場合もございます。また、市内中心部から順次郊外
へ向かいますが当日の諸事情により変更もございます。
ツアー料金に含まれるもの：日本語アシスタント、ツアー送迎車、タブラオ（フラメンコ･ショー専門の酒場)、食事・ドリンク

バルセロナの本場フラメンコ・ディナーショーツアー
シリーズ（ディナー、ドリンク付）
催行日:毎日（12/24・31を除く）

MBM10

【市内観光】ピカソ美術館とゴシック地区散策
（観光ガイド付き）
催行日:火、水、日、（第一日曜日,12/24・25・
31,1/1・6を除く）
MBM25

3

14:20グラン・ホテル・ハバナ( Gran Hotel Havana) ロビー集合 ⇒ 14:30徒歩にて出発 ⇒カサカルベ フォトストッ
プ⇒ カタロニア音楽堂 フォトストップ⇒ ピカソ美術館（入場）⇒ カテドラル フォトストップ ⇒ 17:30 カテドラル付近
もしくはピカソ美術館にて解散解散
※美術館へ大きなお荷物はお持ちいただけず、また荷物のお預かりは出来かねますので、最小限のお荷物でご参加くださ
い。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、ピカソ美術館入場料、チップ

Ｈ

ガイド/
催行人数

出発場所/出発時間

料金

主催

¥17,600

日本語アシスタン
ト
2名催行

グラン・ホテル・ハバナ
(Gran Hotel
Havana)
ロビー
17:50集合
18:00出発

日本語ガイド
2名催行

グラン・
ホテル ハバナ
14:20集合
14:30出発

J

大人

J
¥12,100
(子供)
¥9,800

F.Cバルセロナのカンプノウ・サッカ―スタジアム見
学
(観光ガイド付）
催行日:月～金（12/25,1/1,試合当日、イベント開催
日、一部試合前日を除く）

3

Ｈ
MBM28

【市内観光】バルセロナ市内観光 午後セグウェイ
散策 (観光ガイド付）
催行日:土、日

MBＭ54

2.5
Ｈ

サグラダ・ファミリア チケット
(サグラダ・ファミリアエレベーター搭乗、英語オー

現在世界でも最も輝くスター、メッシーがプレイする憧れのカンプノウスタジアム。スペインリーグを代表する有名選手も利用す
る、更衣室や選手や監督が座るベンチ、VIPルーム、スタジアム一望、バルサ公式SHOPへのご案内等を日本語ガイドの
説明付きで見学できます。
14:20グラン・ホテル・ハバナ(Gran Hotel Havana) ロビー集合
⇒ 14:30徒歩、もしくはツアーバスにて出発
カンプノウスタジアム到着、スタジアム内見学開始 ⇒ 公式ショップにて自由時間
⇒ 17:30グラン・ホテル・ハバナ(Gran Hotel Havana) 解散
※当日のご参加人数により公共交通機関を利用する場合もあります。
※お客様が公式ショップにてゆっくりと買い物したい場合は公式ショップにて離団可能です。
ツアー料金に含まれるもの：日本語ガイド、ツアーバス（または公共バス・公共地下鉄）、カンプノウスタジアム入場

セグウェイに乗ってのバルセロナ市内観光、少し変わった観光をしてみませんか？日本語観光ガイドとともにシウダデリャ公園
から地中海を一望できるビーチまで、セグウェイに乗って観光します。
15:20バルセロナ凱旋門（Barcelona-Arc de Triomf）集合
⇒ 15:30セグウェイの乗り方をレクチャー説明(10分程度）、準備後市内中心部にてセグウェイに乗車。
インストラクター、日本語アシスタントと共にバルセロナ市内を観光
シウダデリャ公園～オリンピックポート付近までをセグウェイに乗って観光
⇒ 17:30セグウェイ乗車場所付近にてセグウェイ降車 ⇒ 18:00市内中心部で解散
※基本速度10キロ程の走行。インストラクターの指示通りに走行を行えば危険性はほぼございません。
※走行時に意図的と思われる、相応しくない行為や操作による損害や傷害は、補償されないケースもございます。
※セグウェイ観光出発前に免責同意書等（英語、現地語表記）に確認のサインを頂いております。
※よほどの悪天候ではない限り基本雨天決行となります。
※セグウエイに簡単な荷物袋及び水用ボトル置きがついてます。貴重品はその袋内にてご自身にて管理ください。 大きな
お荷物は荷物袋に入らない可能性もありますので、極力身軽な荷物にてお越しください。
※他国籍お客様と混乗になる場合がございます。
ツアー料金に含まれるもの：日本語ガイド、セグウェイ

日本語ガイド
2名催行

グラン・
ホテル・ハバナ
(Gran
Hotel Havana)
ロビー
14:20集合
14:30出発

大人
¥9,000
(子供)
¥7,500

大人

日本語ガイド
2名催行

バルセロナ凱旋門
(Barcelona-Arc
de Triomf)
15:20集合
15:30出発

¥14,500
子供

※ご予約後の返金は出来ません。
約３か月前からの販売となります。

サグラダ・ファミリア チケット
(オーディオガイドなし、エレベーター搭乗なし）

サグラダファミリアの入場のみチケットです。
※ミサや公式行事で突然の閉館がありえます。

※エレベーターは天候状況また作業状況の不備が見られ
る場合は、運航中止の場合があります。

※ご予約後の返金は出来ません。
約３か月前からの販売となります。

J

¥13,000

サグラダファミリアのエレベーター 付きチケットです。ご希望があれば「受難のファザード（Passion facade）」か「生誕のファ
ザード （Nativity facade）」を選んでお知らせください。※帰りは階段となります。オーディオガイド（日本語はございませ
ん。英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語）がついています。
大人
※７歳未満の子供は塔に登れません。また、７歳以上でも16歳までは大人と一緒でない場合は登れません。
オーディオガイド
￥5,000～
12歳未満の子供にはオーディオガイドの貸し出しはありません。
日本語
11歳以上
※ミサや公式行事で突然の閉館がありえます。
英語、スペイン 9:00～17:15まで
30歳未満
※サグラダ・ファミリア教会の定める安全・防災に関する基準があり、下記の項目にひとつでも当てはまる方は、搭乗を拒否さ
語、
15分単位での入場
￥4,800～
れる可能性がありますので十分にご理解いただき、ご了承くださいますよう何卒宜しくお願いいたします。
フランス語、ドイツ
チケット
1１歳未満-７歳
・車椅子やベビーカーにお乗りの方、もしくはそれらを帯同されている方。
語
※大人同伴の場
・高所恐怖症、閉所恐怖症、貧血症、心臓病や呼吸障害、視覚障害をお持ちの方、なんらかの理由でめまいをおこしや
ポルトガル語、
¥1,500
すい方。杖を使用されている方。
イタリア語、ロシア
シニア66歳以上
・妊婦の方
語他
\4,000～
・その他、係員の客観視により、お客様の身体的、または体力的な理由で搭乗が認められない場合があります。
これら上記の理由により、搭乗を認められなかった場合でも、ツアー参加代金の払い戻しはございませんのでご注意くださ
い。
※天候やエレベーター故障の場合、エレベーター運行中止の場合の代替： エレベーター代金分をご返金致します。

ディオガイド付）

J

P

大人

￥3,000～
オーディオガイドな
し

9:00～17:15まで
15分単位での
入場チケット

11歳以上
30歳未満

￥2,800～
子供1１歳未満
※大人同伴の場

¥1,500

P

セビリア SEVILLA
混載観光ツアー

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認ください。

内容

9
Ｈ

個人ではなかなか行くことができないアンダルシアのセニテル・デ・ラス・ボデガスとロンダ。セニテル・デ・ラス・ボデガスはヨーロッ
パの美しい村30選(JATA日本旅行業協会選定)の1つにも選ればれました。また、ロンダの断崖絶壁に建つ家々は圧巻で
す。これらの美しく、奇怪な景色をぜひお楽しみください。また、昼食にはパラドールでの昼食をご用意！パラドールでの昼食
をお楽しみください。
08:55セビリアのご宿泊ホテル集合 ⇒ 09:00専用車にて出発 ⇒ 11:00セテニル・デ・ラス・ボデガス散策
⇒ 12:30ロンダへ移動 ⇒ 13:00ロンダ着後、「パラドール・デ・ロンダ」で昼食、昼食後は出発まで散策をお楽しみくださ
い。
⇒ 16:00セビリアへ移動 ⇒ 18:00セビリアの着後、セビリアのご宿泊ホテルにて解散
※本ツアーは日本語ガイド・アシスタントは付きません。現地ドライバー（簡単な英会話レベル）のみとなります。
※本ツアー代金に運転手へのチップは含まれておりません。チップは義務ではありませんが、支払い有無に関してはお客様ご
自身の判断にお任せいたします。
※スーツケースなどの大きなお荷物はホテルにお預けの上ご参加ください。
※セットメニューには飲み物は含まれません。飲み物は現地にてお客様ご自身でお支払いとなります。また、セットメニューの
内容以外のオーダーをされた場合も現地にて別途お支払いください。
料金に含まれるもの：専用車(セダンまたはミニバン)、パラドール・デ・ロンダでのランチ(飲み物は含まれません。）

【プライベート】セビリア発着、パラドールでのランチ
付き！アンダルシアの美しき白い村と断崖絶壁の
街ロンダをめぐる
催行日:毎日

MBM81L

グラナダ GRANADA
混載観光ツアー

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認ください。
所要
時間

グラナダの洞窟タブラオで見るフラメンコショー
+アルハンブラ宮殿パノラマ見学ツアー
（日本語観光ガイド、ドリンク、お送り付)
催行日:毎日（12/24、31を除く）

MBM20

2.5
H

グラナダの洞窟タブラオで見るフラメンコ・ディナー
ショー アルハンブラ宮殿パノラマ見学ツアー
（ディナー、ドリンク、お送り付）
催行日:毎日（12/24、31を除く）

MBM21

4~
4.5
Ｈ

アルハンブラ宮殿チケットと日本語音声ガイド

2
Ｈ
30
Ｍ

ガイド/
催行人数

出発場所/出発時間

料金

主催

2名様申込時
1名様あたり
ガイドなし
1名催行

セビリア市内
ご宿泊ホテルのロ
ビー
08:55集合
09:00出発

#REF!
1名様、３名様
以上はお問い合
わせください。

J

□ 現地主催会社… J.：JTB Viajes SPAIN S.A. ※子供（2～12歳未満）

内容

ガイド/
催行人数

出発場所/出発時間

グラナダ名物洞窟フラメンコをお楽しみ下さい。行きまたは帰りにアルバイシン地区からライトアップされたアルハンブラ宮殿の
全景をご覧頂きます。
21:00~21:35ホテル･カルメン正面玄関前集合 ⇒ 21:10~21:45ツアーバスにて出発。移動途中、アルバイシン地区
から眺める「アルハンブラ宮殿」パノラマ見学 ⇒ 22:30頃 洞窟タブラオ（フラメンコショー専門酒場）入店、フラメンコショー
ホテル・カルメン
見学（利用予定:Venta El Gallo（ベンタ・エル・ガリョ）、 ショーの時間：約1時間15分）グラスワインなど、ワンドリン
(HOTEL
クを片手にフラメンコショーをお楽しみください。 ⇒ 00:00~00:15タブラオ発、グラナダ市内のご宿泊ホテルまでお送り用ツ
CARMEN)
アーバスにて順番にお送りします。
正面玄関前集合
日本語アシスタン
※集合時間がミニバスの巡回ルートにより変わります。お手配終了時にご案内いたします。
（Calle Acera del
ト
※ワンドリンクは、ソフトドリンク、ワインなどより1杯お選びいただけます。
Darro, 62 18005
または
※利用予定タブラオがサクロモンテに位置するためバスがミニバスとなり、他のお客様と混乗になる場合があります。
Granada
※アルバイシン地区ではパノラマ見学のため30分程徒歩での移動がございます。また天候によっては車窓からの見学となる 英語アシスタント
SPAIN）
2名催行
場合もございます。
21:00～21:35集
※日本語ガイド手配不可の場合は、英語アシスタントになることがございます。
合
※パラドール他、一部のホテルへはお送りができません。その場合はカテドラル(Gran Vía de Colón, 5)前、またはホテ
21:10～21:45出
ル･カルメンにて下車･解散となります。
発
※ホテルへのお送りには、ガイドは同行いたしません。予めご了承ください。
ツアー料金に含まれるもの：日本語アシスタント、タブラオの専用バス、Venta El Gallo（ベンタ・エル・ガリョ）、チップ、ワ
ンドリンク
サクロモンテの洞窟タブラオにて夕食をお取りいただいた後、フラメンコショーをお楽しみ頂きます。
18:20～19:10ホテル･カルメン正面玄関前集合 ⇒ 18:30~19:15ツアーバスにて出発 ⇒ ◎アルバイシン地区から眺
める「アルハンブラ宮殿」パノラマ見学⇒ 20:00頃 洞窟タブラオ（フラメンコショー専門酒場）入店、タブラオにて夕食。お
ホテル・カルメン
食事後、フラメンコショー見学利用予定:Venta El Gallo（ベンタ・エル・ガリョ ショーの時間：約1時間15分）。⇒
(HOTEL
00:00～00:15頃 タブラオ発 ⇒ グラナダ市内のご宿泊ホテルまでお送り用ツアーバスにて順番にお送りします。（パラ
CARMEN)
ドールグラナダなど一部のホテル除く。）
正面玄関前集合
※パラドールなどお送り不可の場合はカテドラル前(Gran Vía de Colón, 5)またはホテル･カルメンにて下車･解散となりま 日本語ガイドまた （Calle Acera del
す。※集合時間がミニバスの巡回ルートにより変わります。お手配終了時にご案内いたします。※アルバイシン地区ではパノ
は
Darro, 62 18005
ラマ見学のため30分程 以上、徒歩での移動がございます。また天候によっては車窓からの見学となる場合もございます。
英語アシスタント
Granada
※ホテルへのお送りには、観光ガイド同行いたしません。予めご了承ください。※アルハンブラ宮殿は夜景または夕景の鑑賞
2名催行
SPAIN）
となります。※タブラオのバスは他のツアーのお客様と混乗となります。※日本語観光ガイド手配不可の場合は、英語アシス
18:20～19:10 集
タントとなります。
合
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光アシスタント、タブラオの専用バス、フラメンコショー 、チップ、夕食、ドリンク
18:30～19:15 出
発

世界屈指のイスラム建築最高傑作。イスラムの栄光と没落、魂と精神、過去の遠い記憶が受け継がれた重厚な存在感を
発しながら、また静かにグラナダを優しく包み込むかの様にたたずんでいます。言葉はいりません。研ぎ澄まして全てを感じてく
ださい。
まずはアルハンブラ宮殿を通じてグラナダに最初の一歩を踏み入れてみましょう。
アルハンブラ宮殿はイスラム文化における最重要建築物の一つであり、マドリッドのプラド美術館、バルセロナのサグラダ・ファミ
リアと並び、世界中からの訪問観光客数を誇る、スペインを代表する世界遺産です。遺跡保存を最優先とする為、年間最
大３００万人までの入場制限が設けられており、スペインでも一番予約が取り難い世界遺産といっても過言ではありませ
ん。この様に規制があり、また年々世界中からの観光客が増えていることで、チケット入手が以前よりむつかしくなっておりま
す。旅行日程が決まり次第なるべく早くご予約される事をお勧めいたします。
チケットと日本語音声ガイドはお泊まりのホテルにお届けいたします。
含まれるもの：アルハンブラ宮殿入場券、日本語音声ガイド（アルハンブラ宮殿だけでなく、グラナダの隅々まで歴史、文
化を堪能したいという方の為の日本語音声ガイドを2日間自由に使用できます。※アルハンブラ宮殿 & グラナダ市内主要
観光箇所、全145箇所収録）

※ご予約はリクエストベースになります。

洞窟フラメンコLos Tarantos（ロス・タラント
ス）
フラメンコショー／1ドリンク／アルバイシンの丘夜
景ツアー／ホテルまでの往復送迎付き
※ご予約はリクエストベースになります。

□ 現地主催会社… J.：JTB Viajes SPAIN S.A. ※子供（2～12歳未満）

所要
時間

グラナダと言えばZANBRA（サンブラ・ジプシー特有の宴）。洞窟で見るフラメンコは世界でもグラナダのみとなります。ジプ
シーの放つ本場の迫力に圧倒されずにはいられません。1972年からの歴史があり、グラナダジプシーフラメンコ最古のタブラ
オであるロス・タラントス。市内随一の実力を持つバイラオーレスと正に正真正銘の熱いジプシーフラメンコを体感できます。
20:20(2部の場合21:20)イサベル・カトリカ広場集合 ⇒ 20:30送迎車にてツアー出発 ⇒タブラオにてフラメンコショー
（1ドリンク付） ⇒アルバイシンの丘夜景ツアー（グラナダで一番の サンニコラス展望台にて） ⇒ 23:00(2部の場合
24:00)頃宿泊先のホテル、または近くまでお送りします。
ツアー料金に含まれるもの：フラメンコショー／1ドリンク／アルバイシンの丘夜景ツアー／ホテルまでの往復送迎

市内お泊りのホテル
にお届けいたします。

料金

¥10,300

主催

J

¥16,800

J

¥11,000

Ｐ

¥6,400

Ｐ

イサベル カトリカ広
場
１部20:20集合
20:30出発
２部21:30集合
21:30出発

リスボン LISBON
混載観光ツアー

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認ください。

内容

4
Ｈ

テ－ジョ川沿いに15-16世紀の栄華を極めた大航海時代のモニュメントを日本語観光ガイドがご案内します。散策の後
は、リスボン名物のエッグタルトのティータイムをご用意
08:50ホテル・ムンディアル正面玄関前集合 ⇒ 09:00徒歩にてツアー出発 ⇒ フィゲラ広場（徒歩観光）、ロッシオ広
場（ドナマリア2世国立劇場（外観））⇒ サンジュストエレベ－タ－(入場)⇒ トラムにて移動 （乗車時間約30分）
⇒ ﾍﾞﾚﾝの塔（徒歩観光）、発見のモニュメント（徒歩観光）⇒ ジェロニモス修道院（徒歩観光。教会部分のみ入
場、ただし月曜は教会クローズのため入場なし）⇒ 12:05ティータイム休憩、エッグタルト＆コーヒーをお楽しみください。
（お飲み物はアルコール飲料は含まれておりません。）⇒ トラムにて移動 ⇒ 13:00リスボン市内中心地フィゲラ広場
(Praça Figueira) またはロッシオ広場(Praça Rossio)で解散
※1名様でご希望の場合は、2名様分の料金にてお受けいたします。
※移動は原則として公共の交通機関となります。ご希望の場合はタクシー利用も可能ですが、タクシー料金はお客様のご
負担となります。
ツアー料金に含まれるもの：1日無料乗り放題券（メトロ、バス、路面電車、ケーブルカーの1日券）、サンジュストエレ
ベーター、日本語観光ガイド、エッグタルト（1個）とコーヒー代、チップ

リスボン市内観光 午前散策
（日本語観光ガイド、エッグタルトのティータイム、
公共交通機関1日券付！）
催行日:月～金 (土、日、11/1、12/25、1/1、2/14、
3/5を除く）
※ご予約はリクエストベースになります。

MBML1

古き良きリスボンを感じる 下町情緒市内老舗巡
り
午後散策
（日本語観光ガイド付）
催行日:月～金 (土、日、11/1、12/25、1/1、2/14、
3/5を除く）
※ご予約はリクエストベースになります。

3
Ｈ

MBML2

ポルトガル伝統民謡ファド・ディナーショー
（ディナー、お送り付）
催行日:毎日（12/24、31 を除く）
※ご予約はリクエストベースになります。

MBML3

□ 現地主催会社… J.：JTB Viajes SPAIN S.A. ※子供（2～12歳未満）

所要
時間

3
H
15
M

リスボンの下町情緒あふれる老舗を覗きながらリスボンの街を散策します。ツアーの最後はリベイラ市場を見学。現代風に改
装されたリベイラ市場はリスボンの食がよくわかる！またお土産買うにも最適！
14:20ホテル・ムンディアル正面玄関前集合 ⇒ 14:30徒歩にてツアー出発 ⇒伝統の技が息づく名店や、庶民の台所の
市場など、日本語ガイドと下町歩きを楽しみましょう。【下町散策】
:::::主な散策エリア:::::●フィゲラ広場●銀通り●カルモ通り●カモインス広場周辺●アウグスタ通り●ビカ地区
●リベイラ市場●コメルシオ広場 17:45 ホテル・ムンディアルにて解散
※1名様でご希望の場合は、2名様分の料金にてお受けいたします。
※移動は原則として公共の交通機関となります。（またご希望の場合はタクシー利用も可能ですが、タクシー料金はお客
様のご負担となります。）
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド
ポルトガルの哀愁が漂う、ファドをたっぷりお楽しみ頂きます。
19:50ホテル・ムンディアル正面玄関前集合 ⇒ 20:00ツアーバスまたはタクシーにて出発 ⇒ ファド・レストランマ入店、ファ
ド・レストラン にて夕食ポルトガル料理のコースディナー(約1時間)～ポルトガル料理をワインなどとともに楽しみください⇒
21:30ファドショー～約1時間のショータイム～ ⇒ 22:45レストラン出発、リスボン市内のご宿泊ホテルまでお送り用ツアー
バスにて順番にお送りします。 ⇒ 23:15頃ホテル着
※レストランの都合により予告なくメニュー内容が一部変更になる場合がございます。
※ホテル送迎は、基本的にリスボン市内の場合に限ります。 リスボン市外のホテル送迎に関しては、追加料金が発生するこ
とがございますのでお問合せください。
※日本語もしくは英語のガイドとなります。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイドまたは英語ガイド、ツアーバス、Pateo de Alfama(パテオ・デ・アルファ
マ）、チップ、夕食、ドリンク

～ オプショナルツアー＆各種チケット手配 お取扱い条件 ～
表示価格は全て日本での販売価格です。全ての商品に関しまして、変更・取消の際には所定の手数料を申し受けます。
・日本ご出発後の取消に関しましては、一切払い戻しができません。
・特別な記載がある場合を除き、各ツアーは現地会社の主催する混載ツアーです。旅行条件は各主催会社の規定に準じます。
・現地事情又は主催会社の都合により、催行日やツアー内容等が予約なく変更又は取消される場合もあります。
・アウトレット、美術館、博物館、レストランなどは急遽営業日や営業時間が変更されることがあります。

ガイド/
催行人数

出発場所/出発時間

日本語ガイド
2名催行
（定員６名）

ホテル・ムンディアル
(Hotel Mundial)
正面玄関前
（Praça Martim
Moniz 2 1100341 Lisboa
PORTUGAL）
08:50集合
09:00出発

日本語ガイド
2名催行
(定員6名）

ホテル・ムンディアル
(Hotel Mundial)
正面玄関前
（Praça Martim
Moniz 2 1100341 Lisboa
PORTUGAL）
14:20集合
14:30出発

日本語または
英語ガイド
6名催行

ホテル・ムンディアル
(Hotel Mundial)
正面玄関前
（Praça Martim
Moniz 2 1100341 Lisboa
PORTUGAL）
19:50集合
20:00出発

料金

大人
¥13,000
子供
¥10,400

大人
¥11,000
子供
¥8,900

大人
¥13,800
大人
¥11,000

主催

J

J

J

