
アラゴン王国の旅～
スペインで最も美しい町とスペインで最も美しい村

千歳発着11日間 ㈱世界紀行

後援 アラゴン州観光局
　　 日西観光協会

荒れ果てた城の周りや山間の小さな村や町にある、アラゴンの本当の魅力を訪ねます｡

ロアーレ城

クエンカ・宙吊りの家

ピエドラ修道院自然公園

ミディ・ドッソー峰

細川さん

11月25日（土）発～12月5日（火）着…￥478,000
￥49,800二人部屋の一名利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金

■カステルデフェルス
　／グランホテル・レイ・ドン・ハイメ

■ウエスカ／ホテル・アッバ・ウエスカ
■サラゴサ／シルケン・レイノ・デ・アラゴン
■テルエル／パラドール・デ・テルエル
■マドリッド／メリア・バラハス

※全て、4つ星、バスタブ付です。

ご利用ホテル（確定）

アラゴン

※右記の時間は、すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ
スがお受けになられるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
※利用予定航空会社：ルフトハンザ・ドイツ航空、フィンランド
航空、アエロフロート・ロシア航空、全日空、アリタリア航
空、ブリティッシュ・エアウェイズ
※一部の表現にツアー企画者（照沼）の主観が入っておりま
す。
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掘られた修道院です。ロマネスク様式の壮麗な柱頭がある屋外の回廊や、アラゴン国王の
墓所をご覧いただきます。その後、サンタ・クルス・デ・ラ・セーロスへ。サンチャゴ巡礼路ゆ
かりのサンカ・プラシオ教会堂、アラゴン・ロマネスクの代表作サンタマリア教会堂にご案内
します。昼食は、アラゴンの郷土料理・サルモレッホ（トルティージャ、目玉焼き、豚ヒレ肉、リ
ブロースなどが入った煮込み料理）をご用意しました。
午後、『ピレネーの宝石』と呼ばれるアラゴン王国最初の都・ハカ［標高820m］の観光。濠
と壁を巡らせたハカ独自の城壁（五稜郭）や、11世紀のスペイン最古の大聖堂を観光しま
す。このハカ大聖堂の回廊にある宗教博物館には、ピレネー一帯の村々で廃墟となった礼
拝堂から集められたロマネスクやゴシックのフレスコ画を展示されています。また柱頭彫
刻の｢イサクの犠牲｣や｢ダビデ王｣にも注目です。フランス・ロマネスク様式は、ここからサ
ンチャゴ・デ・コンポステラへと広がっていきました。夕刻、ウエスカに戻ります。

─
ウエスカ Ｓ マージョス・デ・リグロス Ｓ ロアーレ城 Ｓ ウエスカ
午前、ピレネー丘陵の美しい集落ムリーリョ・デ・ガリェーゴに立寄った後、リグロス村にてバ
ラ色の礫岩が堆積した高さ300mの岩の壁・奇岩マージョスをご紹介します。
昼食は、鶏肉のチロリドロン（ピーマンと鶏肉をトマトソースで煮込んだ、ピレネー地方の
家庭の味）をご賞味ください。
午後、スペイン最古の城と考えられ、ヨーロッパ最高峰の見事なロマネスク様式の保存状
態を保つ城・ロアーレ城にご案内します。アラゴンにある400の城の中でも、断崖の上に孤
絶している堂々たる姿が、｢最も美しい景観｣と賞賛される印象的な城です。『岩の上に眠る
城』から眺めるウエスカ平原の大パノラマは圧巻です。
夕食は、ピレネーの川で獲れた揚げたマス料理です。
─

ウエスカ Ｓ サラゴサ
午前、専用バスにて、｢イベリア｣の語源になったエブロ川が流れる州都サラゴサへ。
終日、サラゴサ市内観光（世界遺産ラ・セオ大聖堂など）。
スペイン最大の河川・エブロ川の畔に建つ大迫力のピラール聖母教会の天井には、アラゴ
ン出身のゴヤによるフレスコ画があります。聖母の礼拝堂では、刺繍が美しい聖母のマント
や、77の金の星と宝石で飾られた祭壇が見事です。エレベーターで塔に登りパノラマも眺
望します。昼食は『テアトロ・プリンシパル』にて、アラゴンの代表的料理・テルナスコ（最高
品質の仔羊「コルデーロ」のロースト、炒めたジャガイモ添え）をご賞味ください。
世界遺産アルハフェリア城は、9世紀イスラム時代の最たる遺産で、芸術の粋を極めた美し
い宮殿です。君主のために特別に設えたモスク『ムサラー』はモーロ風の幻想に溢れてい
ます。カトリック時代の｢玉座の間｣の天井も見事です。ゴヤ美術館にもご案内します。古代
ローマのカエサルが植民市カエサラウグスタを築いた古からの街をお楽しみください。

─
サラゴサ Ｓ ピエドラ Ｓ ダローカ Ｓ テルエル
午前、専用バスにて、乾燥地域の中で、大小さまざまな滝が水しぶきをあげているオアシス
ピエドラ修道院自然公園へ。ディアナの風呂、アイリスの滝、トリニダーの滝など美しい水
辺の散策をお楽しみください。
午後、イスラムの面影が今も色濃く残る、町全体が博物館のようなダローカへ。かつては全
長４kmの城壁に囲まれた、こじんまりした魅力的な町をご案内します（世界遺産アラゴン・
ムデハル様式の教会群など）。
夕刻、ムデハル様式建築の宝庫で、「テルエルの恋人たち」の物語の舞台テルエルへ。
お食事時にはテルエル地方名産の生ハムもご賞味ください。油っこくなく上品な味で、ス
ペインを代表する生ハムです。ご宿泊はムデハル様式の城館ホテル・パラドールです。
テルエルのパラドールに連泊 です。
─

テルエル Ｓ アルバラシン Ｓ テルエル
午前、テルエル市内観光。四角形をして、緑と白のタイルの装飾されたテルエル独自の世
界遺産ムデハル様式建築群（サンマルチンの塔、サルバドールの塔）、ムデハル様式の装飾
が美しいオバロ遊歩道の階段、黄金に輝く世界遺産サンペドロ教会と13世紀の愛の悲話
『テルエルの恋人たち』のための霊廟などを見学します。
午後、おとぎ話に出てくるような『スペインで最も美しい村』のひとつアルバラシンへ。断
崖に張り付いた見事な景観の村全体が一つの博物館のようです。絶壁に囲まれた自然豊
かな古い村の散策をお楽しみください。美しいバラ色の木造の家々の間を中世の石畳の
小路がうねうねと続きます。絵画のような、タイル葺きの屋根の中世の家並みの背後には、
モーロ人が造った小塔のある城壁が丘の上まで延びています。昼食は『カサ・デ・サンチャ
ゴ』にて、アラゴン特産の野菜とアサリのお料理です。
夕食はパラドールのレストランでご用意しました。
─

テルエル Ｓ クエンカ Ｓ マドリッド
午前、専用バスにてアラゴンとラ・マンチャの自然の境界線を成すイベリカ山脈を越えて、
世界遺産クエンカへ。着後、目眩がしそうな崖の上の14世紀の住居群カサス・コルガダス
（宙吊りの家）をウエカル川のサンパブロ歩道橋から眺めます。大聖堂など旧市街も散策し
ます。昼食後、専用バスにて、マドリッドへ。着後、サンミゲル市場にご案内いたします。

─
マドリッド Ｐ
午前、航空機にて欧州主要都市にて乗継ぎ、帰国の途へ。
─

Ｐ 成田 Ｓ 羽田 Ｐ 千歳　　　　　　　　　　　　　　 　【トランク無料託送サービス】
午前、成田空港到着。入国審査後、リムジンバス［実費：￥3,100］にて羽田へ。
午後、羽田空港より国内線にて千歳へ。夕刻、千歳空港到着後、解散。
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都市名／スケジュールと見どころ　　　　　　　　　　　　お食事と宿泊地
千歳 Ｐ 成田 Ｐ バルセロナ Ｓ カステルデフェルス　　　    【トランク無料託送サービス】
朝、千歳空港より国内線にて成田へ。着後、成田空港より航空機にて、欧州主要都市経由で
バルセロナへ。夜、バルセロナ到着後、専用バスにて、近郊のカステルデフェルスへ。

─
カステルデフェルス Ｓ トーレシウダ Ｓ アインサ Ｓ アルケサル Ｓ ウエスカ
午前、専用バスにて、アラゴン州に入り、トーレシウダへ。着後、『ダ・ヴィンチ・コード』の冒頭
シーンでも登場するカトリックの組織のひとつオプスデイの総本山・トーレシウダ聖堂を見
学します。エル・グランデ貯水池の青い水とピレネーの眺めが美しい土地です。
その後、ピレネー地方の古都アインサへ。『スペインで最も美しい町』アインサの観光。シ
ンカ川とアラ川が合流する崖の上に、黄金色の石造りの家並みが見事です。ピレネー地方
の典型的な町並みで、アーケードがあり、ロマネスクの鐘楼がそびえるマヨール広場は『ア
ラゴン地方建築の至宝』とされます。アインサは11世紀、ソブラルベ王国の都でした。ソル
ラルベ王国はレコンキスタ発祥の地であり、アラゴン王国の前身とされています。
昼食は、グラウスのロンガニサ（細長い腸詰めソーセージ）です。
午後、専用バスにて、イスラム教徒が造ったアルケサル村へ。ベロ川峡谷の崖に建つ11世
紀の城が、入り組んだ迷路のような中世の村を見下ろしています。離れて見る村の景観も
大迫力です。｢イサクの犠牲｣｢アダムとイヴ｣｢最後の晩餐｣などアルカイックなロマネスク
柱頭彫刻が素晴らしい参事会教会の回廊にもご案内します。
夕刻、中世アラゴン王国の都・ウエスカへ。
ウエスカにゆったり４連泊 いたします。
─

ウエスカ Ｓ ポルタレット峠 Ｓ テナ谷 Ｓ ウエスカ
午前、専用バスにて、ピレネー山脈へ。ピレネーの名峰ミディ・ドッソー峰を望む、フランス国
境のポルタレット峠（プールタレ峠）［1794m］へご案内します。また、素朴なテナ谷にて、
前ロマネスクのモサラベ様式で建てられた、サンファン・デ・ブサ教会など『セラブロの教会
群』ご案内します。昼食はテナ谷の村にて、アラゴンの郷土料理・ミーガス（もとは羊飼い料
理で、荒いパン粉とロンガニサ、チョリソなどを炒めた「パン版のチャーハン」）です。
その後、ウエスカに戻り、古代ローマ時代からの都市・ウエスカ市内観光。ウエスカ最古の教
会サンペドロ・エル・ビエホ修道院は、『スペイン・ロマネスク美術の至宝』とされ、中庭回廊
の柱頭の｢キリストの生涯｣｢ウエスカの征服｣｢黙示録的な妖怪｣｢悪魔｣｢踊り子｣などや、タ
ンパンの「東方三博士の礼拝」の彫刻が見逃せません。アラゴン・ルネサンス様式の市庁
舎、優美な装飾ゴシックの大聖堂（木とタイルでできた切妻、素晴らしい雪花石膏の祭壇装
飾など）も見学します。また、（海を渡った商品を扱う）ヨーロッパ最古の食料品店『ラ・コン
フィアンサ』にもご案内します。
─

ウエスカ Ｓ サンファン・デ・ラ・ペーニャ Ｓ ハカ Ｓ ウエスカ
午前、イスラム教徒に占領されていた時代に、ピレネー地方でキリスト教信仰を守る象徴で
あった9世紀の修道院サンファン・デ・ラ・ペーニャの見学へ。レコンキスタ（国土回復運動）
発祥の地であり、｢国の自然名勝｣にも指定されている、人里離れた岩山の囲まれた洞窟に
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［ウエスカ泊］ＢＬ×

［ウエスカ泊］ＢＬＤ

［サラゴサ泊］ＢＬＤ

［テルエル泊］ＢＬＤ

［テルエル泊］ＢＬＤ

［マドリッド空港近郊泊］ＢＬＤ

［機中泊］ＢＫ－

日次

後援 スペイン政府観光局

驚くべき多様性 アラゴン王国

日本語ガイドのご紹介 ～ 細川 桜　
現地アラゴン州内をご案内させていただきま
す。北海道生まれの北海道育ち。サラゴサ大学
卒業後、現地ウエスカの旅行会社勤務。

■募集人員／15名様限定（山間部も走るため
バスは３３人乗りを利用します。そのため定員
を１５名様に限らせていただきます。）
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食9回［ビュッフェ］・昼食8回・夕食6回
 表記のメニュー以外は、ほぼチョイスメニュー
になります。内陸州ですが、地中海と大西洋の
両方のお魚が集まるため魚料理も豊富です
のでご安心ください。スペインの地方都市で
は昼食が重いため、夕食は何回か外しており
ます｡添乗員がバルでタパスなどをご案内し
ます。ウエスカとサラゴサのホテルは旧市街
を歩けるロケーションです。
■旅券残存期間／出国時3ヶ月以上
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
しません。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅～空港～ご自宅］
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
※大阪・中部・福岡発着：千歳発着と同一料金
※成田発着：￥15,000引き

ご旅行条件ご旅行条件

0 0

★★★★★

株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006 株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006


