
千歳発着11日間 ㈱世界紀行

　カリブ海最大の島・キューバは、美しい海岸線やスペイン
植民地時代のコロニアルな雰囲気、陽気でくったくのないク
バーナ（キューバっ子）と、伝統音楽のサルサなど多彩な魅
力に満ちています。
　首都ハバナの訪問だけでなく、「老人と海」の舞台となった
コヒマール村、「博物館の町」の別名を持つ世界遺産・トリニ
ダー、近年、世界遺産に登録され、エレガントな町並みが魅力
のシエンフエゴス、キューバ革命の発祥の地サンチャゴ・デ・
キューバ、そして新たに世界遺産に加わったカマグェイなど
魅力溢れる町々をご案内いたします。また、チェ・ゲバラゆか
りのサンタクララも訪問します。今シーズンは、キューバを
代表するリゾート地・バラデロに宿泊します。白い砂浜とどこ
までも透明で美しいビーチは、リゾートは苦手という方にも
お薦めです。さらに今年は500年前の町並みをそのまま残
すサンクティ・スピリトゥスの訪問も加え、充実の内容となっ
ております。
　コロニアルな雰囲気に包まれた町から一歩離れると、サト
ウキビ畑とのどかな農村風景が始まり、そして、足を延ばし
たカリブ海では、真っ青な海と白い砂浜が広がります。変化
に富んだ魅力溢れる国・キューバへ、ぜひお出かけください。
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世界遺産トリニダー

オールド・ハバナ（ハバナ旧市街）
　壮麗なバロック建築が軒を連ねる旧市街、そして悪名高いカリブの
海賊から街を守るために築かれた難攻不落の要塞は、1982年に世界
遺産に登録されました。オールド・ハバナは、スペイン植民地時代のコ
ロニアルな歴史的建造物の中に20世紀半ばの古いアメリカ車が行き
交い、街角には元気よく遊ぶ子どもたちや談笑する人々の姿があり、バ
ーやカフェからは、個性豊かな楽団による軽快な音楽がいつも流れて
います。ハバナは、ただ散策しているだけでも楽しい街です。ハバナに
は計4泊いたしますので、ヘミングウェイが通ったシックでお洒落なバ
ー「フロリディータ」（実費）や、キューバ最大のキャバレー「トロピカー
ナ」の豪華なショーへもご案内いたします。キューバの熱い夜もあわせ
てお楽しみください。

　キューバ島の中部に位置するトリニダーは、キューバで最も早くから
スペイン人の入植が始まり、18世紀以降、砂糖貿易と奴隷貿易の中心
地となった町です。世界遺産の旧市街は、約200年前のコロニアル風
の静かな佇まいや雰囲気がそのまま残り、赤茶色の瓦屋根とカラフル
なパステルカラーの外壁の古い家が並ぶゴツゴツした石畳が続き、ま
るで「生きた博物館」のようだと称えられ、訪れる人々を魅了していま
す。かつて砂糖きび畑の大地主たちは、この町にバロック様式の素晴ら
しい邸宅を築き、その一つであった歴史博物館の塔からは、風情あるト
リニダーの町並みを
一望できます。また、
旧市街では、毎日手作
りのかわいい小物や
レース編み製品が並
ぶ青空マーケットが開
かれていて、ぶらぶら
散策を楽しみながら、
人々の日常生活を垣
間見ることができま
す。

　サンタクララは、キューバのちょうど中央に位
置する人口20万人ほどの商業都市です。そし
て、この街は、チェ・ゲバラを語る上で欠くことの
できない街です。キューバ革命の際、チェ・ゲバ
ラによって解放され、この街での戦闘が革命の
流れを決定付けたという意味でも重要な都市
であり、１９９７年にボリビアでゲバラの遺骨が
発見された後、家族のいるキューバに運ばれ、
サンタクララで国葬が行われました。このたび
は、革命の歴史を物語るゲバラゆかりのサンタ
クララを訪問し、ゲバラの眠る霊廟や博物館、装
甲列車襲撃跡地などをご案内いたします。

日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅

午後、千歳空港より、全日空国内線にて、羽田空港へ。
夕刻、羽田空港より、エアカナダにて、カナダのトロントを経由し、キューバ
の首都・ハバナへ［18:50発／22:05着］。－日付変更線通過－
ハバナ到着後、入国審査・税関検査の後、専用バスにて、ホテルへ。
ハバナに連泊 です。
─

午前、ハバナ市内観光。モロ要塞、カバーニャ要塞、革命政府樹立後、ゲバ
ラが住んでいた第１ゲバラ邸などをご案内します。
昼食は、ヘミングウェイが７年間過ごし、『誰がために鐘は鳴る』を執筆した
ホテル、アンボス・ムンドスにて。
午後、 世界遺産 ハバナ歴史地区 を徒歩にてご案内します。カテドラル広
場、アルマス広場、カピトリオ（外観）、ガルシア・ロルカ劇場（外観）など、ス
ペイン植民地時代の面影を色濃く残すコロニアルな街並みの散策をお楽
しみください。ヘミングウエイが通っていたバー「フロリディータ」へもご案
内します（実費）。
─

午前、航空機にて、キューバ革命発祥の地サンチャゴ・デ・キューバへ。
着後、サンチャゴ・デ・キューバの観光。海賊の攻撃から守るために建てられ
たモロ要塞、キューバ革命の火蓋を切られた歴史的な場所モンカダ兵営
博物館、セスペデス広場、キューバ独立の父ホセ・マルティや、昨年亡くなら
れたフィデル・カストロが眠るサンタ・イフィヘニア墓地などをご案内しま
す。
─

専用バスにて、キューバ中部の町・カマグェイへ。
途中、キューバ・キリスト教の聖地・エル・コブレや、キューバ国歌の生まれた
町バヤーモに立寄ります。バヤーモでは、国歌広場やキューバ独立戦争の
父・セスペデスの生家（外観）を訪ねます。
─

午前、南欧の雰囲気が漂う 世界遺産 カマグェイの旧市街 をリキシャに
て、ご案内します。その後、初代キューバ提督ベラスケスにより築かれた内
陸部最古の町・サンクティ・スピリトゥスへ。キューバ最古の石橋・ヤヤボ橋
などをご覧いただきます。
その後、古き良きキューバが感じられ、歴史を刻む古都・トリニダーへ。
途中、植民地時代にサトウキビ農園として繁栄したマナカ・イスナガ村に立
寄ります。また、サトウキビ畑が一望できる 世界遺産 ロス・インへニオス渓
谷 もご覧いただきます。
トリニダーに連泊 です。
─

午前、フランス人によってつくられた町・ 世界遺産 シエンフエゴス へ。歴
史的な建築物が並ぶ町の中心ホセ・マルティ広場へご案内します。
午後、 世界遺産 トリニダー歴史地区 の観光。マヨール広場、１９世紀の大
富豪の邸宅であったロマンティコ博物館などをご案内します。また、バー
「カンチャンチャラ」にて、名物のはちみつとレモンとラム酒のカクテルとと
もに休憩し、キューバ音楽をお楽しみください。
─

午前、専用バスにて、革命戦争最後の舞台となった町、通称『ゲバラシティ』
サンタクララへ。革命広場、ゲバラの霊廟、ゲバラ博物館、装甲列車襲撃跡
などをご案内します。
午後、専用バスにて、キューバ最大のビーチリゾート・バラデロへ。

─
出発まで、コバルトブルーの海と２５㎞にも及ぶ白い砂浜の散策をお楽し
みください。昼食は、バラデロのビーチが眺められるアメリカの億万長者デ
ュポンの別荘にて、シーフードをご用意いたしました。
午後、専用バスにて、ハバナへ戻ります。途中、キューバで一番高い場所に
架かる橋が見えるバグナ・ジャグアに立寄ります。
夜は、キューバ最大のキャバレー「トロピカーナ」にて、ダンサーたちが繰り
広げる華やかなショーをお楽しみください（注1）。
ハバナに連泊 です。
─

午前、ハバナ市内観光。革命広場へご案内します。その後、ヘミングウェイ
が暮らしたハバナ郊外のフィンカ・ビヒア邸へご案内します（注2）。
昼食は、ヘミングウェイの傑作『老人と海』の舞台となった小さな漁村・コヒ
マール村のレストラン「ラ・テラサ」にて、シーフードをお召し上がりくださ
い。
午後、ハバナに戻り、自由行動。旧市街の小路散策やお買い物などをお楽
しみください。添乗員もお手伝いいたします。
─

早朝、専用バスにて、空港へ。
午前、エア・カナダにて、トロントへ［07:30発］。
着後、エア・カナダを乗継ぎ、帰国の途へ。
－日付変更線通過－
─

夕刻、羽田空港到着後、入国審査・税関検査［17:05着］。
夜、全日空国内線にて、千歳空港へ。着後、解散［21:30着］。
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■ハバナ／ハバナ・リブレ、メリア・コヒバ、リビエ
ラ、オクシデンタル・ミラマール、キンタ・アベ
ニーダ、エイチテン、パノラマ
■サンチャゴ・デ・キューバ／カサ・グラン、サン
チャゴ・デ・キューバ、メリア
■カマグェイ／プラザ・ホテル、グラン・ホテル、
カマグェイ
■トリニダー／ラス・クエバス、アンコン
■バラデロ／メルキュール、アレナス、ビーチ
ズ、バラディスス、ブルー・バラデロ、メリア、ア
レグロ

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

■募集定員／18名様定員
■最少催行人員／10名様
■お食事／朝食9回・昼食8回・夕食8回
■羽田空港使用料／￥2,570（別途必要）
■カナダ電子渡航認証（eTA）取得手数料／￥1,500
（弊社取得の場合別途必要）
※既に取得済みの方（5年以内）は必要ありません。
■旅券残存期間／入国時3ヶ月以上
■査証欄余白／2ページ以上
■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］
■冬物コート、冬物靴等、無料お預かりサービス［千歳空港発着限定］
※ビジネスクラス利用追加料金はお問い合わ
せください。
※羽田発着：￥10,000引き
※大阪・中部・福岡発着：同一料金

ご旅行条件ご旅行条件

（注1）キャバレーでのショーは雨天時にはご覧いただけな
い場合がございます。予めお含みおきください。

（注2）フィンカ・ビヒア邸は、雨天時には、ご見学いただけ
ませんので、ご了承ください。

キューバ入国時に滞在中の医療費をカバーする海外旅
行保険の加入が義務付けられています。必ずクレジット
カード附帯保険以外でご加入ください。

※右記の時間は、すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合でスケジュールは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。
※現地事情により、急遽、博物館等に入館できない場合が
あります。その場合は、代替施設をご案内させていただ
きます。

スーツケース無料託送サービス　ご自宅～空港

［ハバナ泊］×Ｋ×

［ハバナ泊］ＢＬＤ

［サンチャゴ・デ・キューバ泊］ＢＬＤ

［カマグェイ泊］ＢＬＤ

［トリニダー泊］ＢＬＤ

［トリニダー泊］ＢＬＤ

［バラデロ泊］ＢＬＤ

［ハバナ泊］ＢＬＤ

［ハバナ泊］ＢＬＤ

［機中泊］Ｂ×Ｋ

－Ｋ×

情熱の国  キューバ横断とサンクティ・スピリトゥスの旅

コロニアル文化、ヘミングウェイの足跡、キューバ音楽、そして美しいカリブ海を訪ねて

11月17日（金）発～11月27日（月）着…￥538,000
￥61,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金

冬物無料お預かりサービス

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