
〒131-8565　
東京都墨田区堤通1-19-9
リバーサイド隅田

旅行企画・実施

資料請求FAX

平　日/9：30～18：30
土・日・祝/9：30～18：00

土・日も営業！ 03（3614）3066 03（3614）5617

東京予約センター

京橋中央通り支店
０３-３５６７-２５８６

吉祥寺支店
0422-20-3221

大宮支店ヨーロッパデスク
048-641-2914

新宿支店ヨーロッパプラザ
03-3350-4698

上野支店
03-3833-5760

営業
時間

お申込み・お問い合わせ

●掲載当日には出発日によって満席となっている場合もございますのでご了承ください。●詳しい旅行条件を説明した書面（パンフレット）をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。●弊社はお客様から取得した個人情報は、運送・宿泊機関等の手配及びそれらのサービスの受領に必要な範囲内で利用し、また、弊社の旅行案内冊子をお届けするために利用する場合もございます。個人情報の提供について同意の上お申込みください。

旅行説明会実施中！！新宿支店
（予約制）

ご予約はホームページで！ 24時間予約OK!
日本旅行　新聞ツアー 検 索
http://www.nta.co.jp/kaigai/

土・日休業

ツアーの
催行状況も
ご確認いた
だけます！

東メディア17-1016

0570-200-002東日本海外旅行統括部

一般社団法人 日本旅行業協会正会員
ボンド保証会員

観光庁長官登録旅行業 第2号

バルセロナ市内中心部のSクラスホテルに連泊！全都市で快適なSクラスホテルに宿泊！

5日目

さらに！

スペイン名物料理をご堪能！

8
日

バルセロナ市内中心部のSクラスホテルに連泊！

大売出し大売出し大売出し大売出し見どころたっぷり2大都市
と充実のアンダルシア！
見どころたっぷり2大都市
と充実のアンダルシア！

スペイン名物料理をご堪能！

プラド美術館
ソフィア王妃芸術センターへ！

プラド美術館
ソフィア王妃芸術センターへ！
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遺産
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■食事：朝食（アメリカンまたはビュッフェ）6
回・昼食4回・夕食4回（機内食は除く）■添乗
員：成田出発から成田帰着まで同行いたしま
す■利用航空会社：フィンランド航空■利用
ホテル（ホテルクラスは弊社基準による）：
〈マドリッド〉バルセロ・カステラーナ・ノルテ、
アグマール、Ｈ2メルカデールいずれかの弊
社Sクラスホテル、〈セビリア〉アバデス・ベナ
カゾン、ベルティスいずれかの弊社Sクラス
ホテル、〈グラナダ〉マシア・レアル・デ・ラ・ア
ルハンブラ弊社Sクラスホテル、〈バルセロ
ナ〉HCCレヘンテ（8/31、9/7・28、10/5・
26出発はアバ・サンツ）弊社Sクラスホテル

旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び現地空港諸税は別途、必要となります。

旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

スペインが誇る名画
09：50～11：00：成田空港発　空路、フィンランド航空で、ヘルシンキ乗継ぎ、マドリッドへ
20：25：マドリッド着。着後、 ホテルへ

10：15：バルセロナ発　空路、フィンランド航空で、ヘルシンキ乗継ぎ、帰国の途へ

午前：世界遺産・トレド観光（サント・トメ教会などと古都トレド旧市街の全景もご覧頂きます）
　　　昼食はハモン・イベリコと2種類のパエリア
午後：充実のマドリッド市内観光（プラド美術館、ソフィア王妃芸術センターなど）
　　　（19：00ホテル着）　夕食はタパスメニュー（小皿料理）

午前：古都コルドバへ。途中、ラ・マンチャ地方のコンスエグラにて、白い風車群をご覧いただ
　　　きます　昼食は肉料理とスペイン風スープ
午後：世界遺産・コルドバ市内観光（メスキータ、花の小径など）

午前：地中海を望む美しい憧れの白い村ミハス散策　昼食はシーフードフリッター
午後：スペイン新幹線AVE（2等）でバルセロナまで列車の旅

午前：バルセロナ市内観光（世界遺産・聖家族教会、世界遺産・グエル公園など）
午後：フリータイム

〈機中泊〉
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08：05～08：55：成田空港着

〈マドリッド泊〉

〈グラナダ泊〉

〈バルセロナ泊〉

〈セビリア泊〉

8

アメリカンタイプのSクラス

アメリカンタイプのSクラス

午前：セビリア市内観光（世界遺産・カテドラルなど）　昼食はイカの墨煮

2連泊

アメリカンタイプのSクラス 2連泊

〈マドリッド泊〉アメリカンタイプのSクラス
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市内中心部のSクラスホテル

〈バルセロナ泊〉市内中心部のSクラスホテル

バルセロナトレド コルドバ グラナダラ・マンチャ地方ラ・マンチャ地方 ミハスマドリッド セビリアセビリア バルセロナトレド コルドバ グラナダラ・マンチャ地方ラ・マンチャ地方 ミハスマドリッド セビリアセビリア

5日目

午後：世界遺産・アルハンブラ宮殿観光　　夕食はビーフシチュー

■スケジュール は名物料理

〈機中泊〉
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〈マドリッド泊〉

〈グラナダ泊〉

〈バルセロナ泊〉

〈セビリア泊〉

8

アメリカンタイプのSクラス

アメリカンタイプのSクラス

〈マドリッド泊〉アメリカンタイプのSクラス

アメリカンタイプのSクラス

2連泊

アメリカンタイプのSクラス

〈バレンシア泊〉アメリカンタイプのSクラス

食
事
は
名
物
料
理
を
含
む
全
14
食
！

■スケジュール は名物料理

■出発日と旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室利用）

（相部屋不可）1人部屋追加代金 60,000円50,000円

6月   29 269,900円
7月    6・13
8月   17
8月   31 289,900円

329,900円
279,900円

9月    7
9月   14 299,900円
9月   21・28
10月   5
10月  12・19
10月  26

279,900円
269,900円
249,900円
239,900円

6月   29 519,000円
7月    6
8月   31 539,000円

539,000円
9月    7

9月   14 559,000円
9月   21・28
10月   5・12
10月  19・26

519,000円
519,000円
499,000円

ツアーコード：70485960 ツアーコード：70485961

全出発日出発保証！
エコノミークラス ビジネスクラス

■出発日と旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

（相部屋不可）1人部屋追加代金

5月   20 249,900円
5月   27・29
6月    5・19・26
6月   10・17 289,900円

269,900円
259,900円

7月    1・10・17・24 289,900円
7月    8
7月   15

8月   21

8月    5
8月   7・19

9月   11・18・23・30
9月   16
9月   25
10月   2

10月   9・16・30
10月  14・21・28

9月    2・9

299,900円
309,900円

7月   29 329,900円
359,900円
349,900円

309,900円

339,900円
289,900円
299,900円

279,900円
269,900円
279,900円
249,900円
259,900円

ツアーコード：70485950

全出発日出発保証！

アンダルシア地方の
グラナダセビリアコルドバ

バルセロナマドリッド

フィンランド航空なら到着も出発もラクラク！フィンランド航空なら到着も出発もラクラク！
往路  マドリッド着20：25 復路  バルセロナ発10：15

マドリッド
バルセロナ 2連泊！バルセロナではグラシア通りに徒歩

圏の 「HCCレヘンテ」 に宿泊！

全都市Ｓクラスホテルに宿泊！全都市Ｓクラスホテルに宿泊！

盛り
だくさん！
盛り

だくさん！
盛り

だくさん！
盛り

だくさん！

スペイン名物料理をご堪能！

11：20～12：55：成田空港発　空路、イベリア航空またはブリティッシュ・エアウェイズで
　　　マドリッドまたはロンドン乗継ぎ、バルセロナへ　夜：バルセロナ着。着後、 ホテルへ

13：20：マドリッド発　空路、イベリア航空直行便で帰国の途へ

午前：充実のマドリッド市内観光（プラド美術館、ソフィア王妃芸術センターなど）　
午後：フリータイム

午前：地中海を望む美しい憧れの白い村ミハス散策　昼食はイカの墨煮
午後：断崖の街ロンダ観光　観光後、セビリアへ　夕食はタパスメニュー（小皿料理）

午前：バルセロナ市内観光（世界遺産・聖家族教会、世界遺産・グエル公園など）　
　　　昼食は名物フィデウア（パスタのパエリア）　午後：バレンシアへ

09：35：成田空港着

午前：セビリア市内観光（世界遺産・カテドラルやヒラルダの塔など）　
　　　昼食はローストポークとスペイン風スープ
午後：世界遺産・コルドバ市内観光（メスキータなど）　観光後、スペイン新幹線AVE（2等）で
　　　マドリッドまで列車の旅

ひまわりの花が咲く美しい風景へ5/27～6/17出発限定

フラメンコショーと夜のアルハンブラ宮殿眺望観光※要追加代金観光プラン

フラメンコショーと夜のアルハンブラ宮殿眺望観光※要追加代金観光プラン

世界遺産・古都トレド観光（昼食付）※要追加代金観光プラン

魅力あふれる2大都市と
充実のアンダルシア！
魅力あふれる2大都市と
充実のアンダルシア！

スペイン新幹線AVEに乗車！スペイン新幹線AVEに乗車！

スペイン名物料理をご堪能！

プラド美術館
ソフィア王妃芸術センターへ！

プラド美術館
ソフィア王妃芸術センターへ！

■食事：朝食（アメリカンまたはビュッフェ）6回・
昼食4回・夕食4回（機内食は除く）■添乗員：成
田出発から成田帰着まで同行いたします■利用
航空会社：往路イベリア航空またはブリティッシ
ュ・エアウェイズ、復路イベリア航空■利用ホテル
（ホテルクラスは弊社基準による）：〈バルセロナ〉
バルセロ・サンツ、バルメスいずれかの弊社Sク
ラスホテル（5/27、7/1、9/2・9・30、10/7・
30出発フロント・エア・コングレス、6/10出発グ
ラン・トーレ・カタルーニャ）、〈バレンシア〉レイ・ド
ン・ハイメ弊社Sクラスホテル、〈グラナダ〉マシ
ア・レアル・デ・ラ・アルハンブラ弊社Sクラスホテ
ル、〈セビリア〉バルセロ・レナシミエント、メリア・
レブレロスいずれかの弊社Sクラスホテル、〈マ
ドリッド〉NHマドリッド・ベンタス（9/9出発パセ
オ・デル・アルテ）弊社Sクラスホテル

2大都市のバルセロナ・マドリッド
とアンダルシア地方のグラナダ・
セビリア・コルドバをめぐります！

イカの墨煮、タパスメニュー、名物フィデウア（パス
タのパエリア）などお楽しみください！

全都市Ｓクラスホテルに宿泊！全都市Ｓクラスホテルに宿泊！

午前：アンダルシア地方の古都グラナダへ　昼食はシーフードフリッター（魚介類のフライ）
午後：世界遺産・アルハンブラ宮殿観光 　　夕食はビーフシチュー

★

ひまわりの花が咲く
美しい風景へご案内！
ひまわりの花が咲く
美しい風景へご案内！

5・6日目はマドリッドで2連泊です！
注3

シートピッチが約90～95cm（通常約75cm）の
ゆったりバスでご旅行をお楽しみいただきます！

ゆったりバスで快適な旅！ゆったりバスで快適な旅！
2日目バルセロナ発から5日目コルドバまで

創業112年の日本旅行がお届けする安心の添乗員同行！創業112年の日本旅行がお届けする安心の添乗員同行！ 全出発日出発保証！

充実のスペイン充実のスペイン充実のスペイン

●シートピッチ160cm
●リクライニング180度●シート幅51ｃｍ
掲載の情報は2017年4月現在、航空会社より入手のものです。いずれも予期できない航空会社
の機材変更、運航計画の変更等により、ご搭乗日において掲載の仕様と異なる場合があります。

ビジネスクラスをご用意！ビジネスクラスもご用意！
お得な

ゆったりとしたフルフラットシート！

この日より5日目コルドバまでは、シートピッチが90cm以上の快適なゆったりバス！！

全都市で快適なSクラスホテルに宿泊！

2～5日目太陽と情熱の国太陽と情熱の国太陽と情熱の国
バルセロナ コルドバグラナダ ロンダバレンシア ミハス マドリッドセビリアバルセロナ コルドバグラナダ ロンダバレンシア ミハス マドリッドセビリア

8日

10月   7

スペイン新幹線AVEに乗車！スペイン新幹線AVEに乗車！

フィンランド航空で行くイベリア航空の復路直行便利用！

世界遺産・トレド ラ・マンチャ地方の白い風車群 白い村ミハス

5/27～6/17
出発限定
5/27～6/17
出発限定
注3.天候により毎年シーズンが多少異なります。そのためご覧いただけない場合もございます。予めご了承ください。

断崖の街ロンダ観光白い村ミハスで散策

スペイン最大の質と量を誇る スペインが誇る名画
国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び現地空港諸税は別途、必要となります。

座席の一例／イメージ座席の一例／イメージ

ロンダ（プエンテ・ヌエボ）／イメージロンダ（プエンテ・ヌエボ）／イメージ

ラ・マンチャ地方コンスエグラ（白い風車群）／イメージラ・マンチャ地方コンスエグラ（白い風車群）／イメージ

ただし、8/31、9/7・28、10/5・26出発はアバ・サンツに宿泊！

注. 出発日により、コルドバから乗車となる場合があります。コルドバからマドリッドまで快適な列車の旅をお楽しみください！

さらに！

スペイン最大の質と量を誇る

注2

注1

注

夏休みの設定あり

注. アルハンブラ宮殿は事前予約が必要となりますが、近年入場枠の確保が厳しくなっております。その為、翌日や、
夜・深夜にご案内するなど、一部行程を入れ替える場合があります。

注2. アルハンブラ宮殿は事前予約が必要となりますが、近年入場枠の確保が厳しくなっております。その為、翌日や、
夜・深夜にご案内するなど、一部行程を入れ替える場合があります。

マラガからバルセロナまで快適な列車の旅をお楽しみください！

夏休み・お盆の
設定あり

注1.現地事情
によりバスの仕
様が異なる場
合があります。


