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ガリシア、リオハ、バスク・・・
北スペイン横断、美食の旅。

美都にして美食の町サン・セバスチャン © Eric Lenghan

スペインを旅することを考えると、どうしてこんなに血が騒ぐのでしょうか？
もう何度も行っているはずなのに……。例年の如く魅力的なプログラムをたっぷり
詰め込んでしまいましたが、あえて 3 つのポイントをあげることにします。
一つ目は、アルバリーニョ。ガリシア地方は、スペインで最も雨の多い地域。
魚介類も豊富で、日本とよく似た食文化があるそうです。
彼の地で日常的に飲まれているのが、アルバリーニョという葡萄品種で造られた白ワイン。
以前から「ヨーロッパの品種を日本で育てるならアルバリーニョが良いのでは？」
との発言を繰り返していましたが、実はまだ、その棚栽培の畑を見たことがないのです。
二つ目は、
『ボデガ・エル・カプリチョ』。サンチャゴ巡礼路の拠点の一つ、
レオンの町の郊外にある洞窟レストランです。
世界中の肉を食べ歩いたその道の達人が『世界一美味しいステーキベスト 1』に選んだ、炭火焼きのお店。
その技は芸術とまで評され、今や世界中の肉好きが押し寄せているそうです。
三つ目は、どこで何を食べても美味しいバスクの食。今回も、『アルサック』、『アスルメンディ』と、
二つのミシュラン三ツ星に輝くレストランの予約を早々にとりました。しかしながら、さらなる注目は、星は一つながら
『世界のベストレストラン』に幾度もランクインしている『アサドール・エチェバリ』。これは、本当に楽しみです。
今回は贅沢にも、前半はサンチャゴ・デ・コンポステーラ在住の塩澤恵さん、後半は 11 年前もお世話になった、
サンセバスチャン在住の山口純子さんと、二人の郷土愛あふれるエキスパートがずっと同行してくださいます。
限られた旅の時間を最大限有効に使えるよう、準備は万端整いました。多少高額にはなりますが、部分参加の対応も、
きめ細かくさせていただきます。是非この又とないチャンスに、北スペインの旅をご一緒しませんか！
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出発日

旅行代金

￥748,000

6 月 8 日（ 木）

ガリシア、
リオハ、バスク…
北スペイン横断、美食の旅。

ビジネスクラス利用追加代金
日本発着の国際線区間のみ適用

各地から国内線割引料金で
ご参加いただけます

ツアーコード：OZ0001
1 名利用追加料金

￥320,000

ダブルベッドの場合があります

￥150,000

燃油サーチャージ別途
目安：￥17,200：4月1日現在

お席に限りがございますので、
お早めにお手続きをお願いします。

大阪・名古屋・仙台・福岡・札幌～東京／片道・・・・￥10,000

但し付帯条件がございますので支店・
営業所へお問い合わせ下さい。

★日程表内の太字はその日の見どころ訪問地です。
6月

辰巳さんと行く旅の面白さ
12回目を迎えた、食通、ワイン通としても知られる辰巳琢郎さんと行く旅。
今回の舞台は北スペイン。バスク地方やリオハ地方は近年、質の高いワイン
や食事を供する地として認知されてきております。
そして決まっているようで決まっていないのが、辰巳さんとの旅の面白さ。
時には途中下車をしてみたり、素晴らしい村に出会った時は滞在時間を延長
するなど、いつもとはちょっと違う旅らしい旅を楽しめるとご好評いただいてお
ります。また食事も今までと同様、昼食、夕食は予め含めず、現地情報をも
とに地元のお勧めレストランやワイナリーにて、辰巳さんお薦めのワインを楽し
みながら割り勘でというスタイルでお楽しみいただきます。
旅をゆったりとお楽しみいただくために、今回も18名様までの限定募集とし
ております。

HOTEL パラドールや斬新なホテル、立地のよいホテルなど、

selection

こだわりの宿泊をお楽しみください。

（木）

9

（金）

■ リベイラサクラ：サント・エステボ修道院のパラドール
隠れ里のようなシル渓谷に佇むサント・エステボ
修道院を改装したパラドール。起源は6世紀まで
遡るともいわれ、建物そのものが国の歴史芸術
文化財に登録されています。シル川とミーニョ川
の合流点に位置し、大自然の中での滞在をお楽
しみください。

ヴィーゴB

09：30発 日帰りでサンチャゴ・デ・コンポステーラへ。●大聖
堂などの観光へご案内します。
途中、リアスバイシャス地域のワイナリー訪問を予定
（土） コンポステーラ）
19：00着 しております。 
（ ヴィーゴ泊）ass
ヴィーゴB

09：00発 午前、絶景のリベイラサクラ地方へのドライブへと
ご案内します。途中、リベイロやリベイラサクラ地
域のワイナリー訪問を予定しております。
11
シル渓谷を見下ろす修道院を改装したパラ
（日） リベイラサクラ 16：30着 宿泊は、
ドールをご用意しました。

（ リベイラサクラ泊）ass

H

ポルトガル

午前はゆっくりとお過ごしください。
14：30発 午後、リオハワイン発祥の地アロの街中ワイナリー
18：00着 を訪問予定です。
夜は星空とワインのマリアージュ体験。

（ エルシエゴ泊）ass

（水）

エルシエゴB

15

（木）

サン・セバスチャン

09：30発 午前、マルケス・デ・リスカルのワイナリーを訪問。
昼食は、パンプローナ近郊のトゥバルで野菜料理を。
この辺りはスペインを代表する野菜の産地です。
午後、サンセバスチャンへ。
18：00着 夜は、バル巡りを楽しみましょう。

【 2連泊】（ サン・セバスチャン泊）ass

サン・セバスチャン

朝はバスクの台所、ブレチャ市場へご案内します。
午前、●大聖堂、●サンタ・マリア・デル・コロ教会、
○憲法広場など徒歩でご案内します。
昼食は、ミシュラン三つ星レストラン「 アルサック」
にて。 
（ サン・セバスチャン泊）ass

16

H

18

ビルバオ

午前、ゆっくり出発し、フランク・ゲイリーデザイン
の●グッゲンハイム美術館を見学します。
昼食は、ミシュラン三つ星レストラン「 アスルメン
ディ」 にて。 
（ ビルバオ泊）ass

（日）

19 ビルバオH

（月） フランクフルト

フランクフルトH

アロ
（1泊）B

ブルゴス

13

サン・セバスチャンB 10：00発 午前、バスにてビルバオへ。
途中、シードル醸造所へ。
17：00着 夕食は「 アサドール・エチェバリ」 にて。
（土） ビルバオ

【 2連泊】（ ビルバオ泊）ass

フランス

レオン
（1泊）

B

ポルト
（1泊）

B

午前、レオンの市内観光へ。●聖イシドロ教会、●カ
テドラルなどへご案内します。
昼食は、「ボデガ・エル・カプリチョ」にて。
15：30発 午後、リオハ地方へと向かいます。途中、世界遺産の
町ブルゴスを訪れる予定です。
（ アロ泊）ass
19：00着 夜はバルの沢山ある街を散策します。

17

サン・セバスチャン
ビルバオ
（2泊） （2泊）

B

リベイラサクラB 09：30発 午前、バスにてレオンへ。途中、注目のワイン産地、
18：30着 ビエルソのワイナリー訪問を予定しております。

（ レオン泊）ass

12 レオン

（月）

（金）

■ ビルバオ：ドミネホテル グッゲンハイム美術館の目の前です。

ヴィーゴ
（2泊）

ヴィーゴ

アロB
14 エルシエゴ

■ サン・セバスチャン：ロンドレス
コンチャ湾に面した高級ホテル。朝や夜の美しい
コンチャ湾をお楽しみください。湾の見えるお部
屋をご用意しております。また海岸沿いのプロム
ナードを散歩しながら、バルのひしめく旧市街を
訪れることもできます。

空路、ルフトハンザドイツ航空にてフランクフルト
へ。
着後、航空機を乗り継ぎ、ポルトへ。
ポルト着後、ホテルへ。 
（ ポルト泊）skk

09：30発 午前、ポルトからバスにて国境を越えて、スペインへ。
途中、ポートワインのロッジに立ち寄ったり、海辺で
【 2連泊】（ ヴィーゴ泊）ass
18：00着 ランチの予定です。

ブルゴスB
アロ

■ エルシエゴ：マルケス・デ・リスカル
リオハの州都ログローニョ近郊。こんなスペイン
の片田舎、エルシエゴというブドウ畑広がる小さ
な町にアメリカ人建築家フランク・ゲイリーデザ
インのホテルがあります。何かのパビリオン、あ
るいは何かの彫刻を思わせる建物は銀色に輝き、
波打つ屋根と傾いた窓という強烈な存在感でスペインっ子たちの話題
をさらっています。団体では取れないホテルです。

サント・エステボ
（1泊）

ポルトB

（火） レオンB

■ アロ：ロス・アウグスティノス リオハの中心の小さな街、アロの街中にあります。

サンチャゴ・デ・
コンポステーラ

ポルト

14：05発
18：45着
21：10発
22：50着

10 （サンチャゴ・デ・

■ ポルト：クラウンプラザ・ポルト

■ ヴィーゴ：パソ・ロス・エスクドス 貴族の館を改装したホテルです。

羽田空港H
フランクフルト

8 フランクフルトH

パンプローナ
エルシエゴ
（1泊）

スペイン

20
（火） H羽田空港

午前、近郊の世界遺産ビスカイヤ橋に立ち寄り、空港へ。
14：15発 午後、航空機にてフランクフルトへ。
16：25着 着後、航空機を乗り換え、ルフトハンザドイツ航空
18：05発 にて帰国の途へ。 
（ 機中泊）ask
12：15着 午後、羽田空港に到着。 

kss

■食事：朝食 11 回、昼食 0 回、夕食 0 回 ■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到着まで随行いたします。
■最少催行人員：10 名様 ■パスポート必要残存期間：出国時 3 カ月以上 ■パスポート査証未使用欄：1 ページ以上
■旅行代金には海外の空港税と出国税が含まれております（ただし、羽田空港の施設使用料 2,570 円ならびに燃油サー
チャージはお客様のご負担となります）
。
■相部屋希望の方で出発日 45 日前を切ってのお申し込みご入金の場合 ：組み合わせの都合で最終的に客室がおひとり
利用となる場合には、上記 1 名利用追加料金を申し受けますので、予めお含みおきください。
■スペイン各都市の宿泊税は旅行代金に含まれております。

●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書
（全文）
をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

お問い合わせ
お申し込み先
東京支店

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-5-1
日比谷マリンビル4階

大阪支店

〒530-0001

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル29階

営業時間のご案内 ／月曜日〜金曜日 午前9：30〜午後6：00（土・日・祝日は休業日）
ホームページもご覧ください h t t p : / / w w w . w a s t o u r s . j p

名古屋支店

〒460-0008

名古屋市中区栄3-14-7
RICCO栄6階

九州支店

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前2-2-1
福岡センタービル11階

札幌営業所

〒060-0001

札幌市中央区北1条西2-1
時計台ビルB1階

仙台営業所

藤沢営業所

〒980-0021

〒251-0052

仙台市青葉区中央2-2-10
仙都会舘ビル4階

神奈川県藤沢市藤沢484-1
藤沢アンバービル3階

TEL（03）3501-4111（代） TEL（06）6343-0111（代） TEL（052）252-2110（代） TEL（092）473-0111（代） TEL（011）232-9111（代） TEL（022）726-0111（代） TEL（0466）27-0111（代）
総合旅行業務取扱管理者 福島 伸彦

総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一

総合旅行業務取扱管理者 井芹 健一

総合旅行業務取扱管理者 小島 晃

総合旅行業務取扱管理者 菅井信吾 総合旅行業務取扱管理者 金崎 芳匡

総合旅行業務取扱管理者 近 博之

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。

旅行企画・実施：（株）ワールド航空サービス 観光庁長官登録旅行業201号

JATA 正会員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

