
千歳発着12日間 ㈱世界紀行

大西洋

ジラオン岬
フンシャル（3泊）

カマラ・デ・ロボス
モンテ

エイラ・ド・セラード

ポルトモニス

ポルト（2泊）

コインブラ（泊）
アヴェイロ

リスボン（2泊）
オビドス（2泊）

ナザレ
ファティマ

■募集人員／１８名様定員
■最少催行人数／１０名様
■お食事／朝食10回、昼食8回、夕食9回
■成田空港使用料／￥２,61０（別途必要）
■旅券残存期間／帰国時3ヶ月以上
■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］
※ビジネスクラス利用追加料金はお問い合わせください。
※成田発着:￥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

■オビドス／アルベルガリア・ジョセファ、アルベ
ルガリア・サンタ・イザベラ

■コインブラ／イネス、ヴィラ・ガレ、コンフォー
ト、チボリ、トリップ・コインブラ
■ポルト／トリップ・ポルト、イパネマ、トゥエラ・ポ
ルト、ド・ポルト、グランドホテル・ドゥ・パリ、カリ
ス・ポルト・リベイラ
■フンシャル／キンタ・ド・ソル、キンタ・ペレスト
レッロ、モニュメンタル・リド、ペスターナ、
フォービューズ・バイア
■リスボン／フェニックス、ムンディアル、マルク
ス・ダ・セ、HF、ホリデーイン、トリップ・リスボン
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

※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。
※利用予定航空会社：ルフトハンザドイツ航空、エールフラ
ンス、KLMオランダ航空、全日空、TAPポルトガル航空、
アエロフロート・ロシア航空
　利用航空会社により、ヨーロッパ内の経由地が変わります。

太陽の光が降り注ぐ 花の島・マデイラ地果て 海始まる 郷愁の国
　ポルトガルはイベリア半島西南端に位置し、首都リスボンに近い
ロカ岬は、イベリア半島を含むユーラシア大陸の最西端にありま
す。国土面積は北海道ほどですが、その景観や風土は驚くほど多彩
で変化に富み、海岸線と山岳地帯、それぞれの地方が見せる相貌は
著しく異なります。また中世から海上交易でその名を轟かせ、大航
海時代に築いた富により、素晴らしい文化遺産を今に残しています。
　誇り高き歴史が根付き、素晴らしい文化が息づく国ポルトガル。多
彩な文化、おいしい食事、海と温暖な気候に恵まれた環境の中で育
まれた控え目で優しい性格のポルトガル人もこの国の欠かせない
魅力のひとつです。このたびは、ポルトガルの主要な見どころはもち
ろん、［大西洋の真珠」と称され、南国情緒溢れる楽園・マデイラ島に
も訪れます。お食事の内容にもこだわりました。

　ポルトガルの首都・リスボンから南西に約1,000km、大西洋に浮かぶマデイ
ラ島。1418年にポルトガルの探検家によって発見されるまでは、無人島でし
た。発見時、島は深い森林に覆われていたことから、樹を意味するマデイラと名
付けられました。現在ではポルトガル領となっていますが、地理的には北アフリ
カのモロッコにより近く、独自の議会・政府を持つ自治領です。
　年間平均気温が19℃と冬を知らない穏やかな亜熱帯性の気候で晴天率も
高く、いつも太陽の光につつまれているこの島は、「太西洋の真珠」、「花の島」
などと呼ばれ、ヨーロッパ屈指のリゾート地です。海のリゾートというイメージが
強いマデイラ島ですが、対照的な魅力として「山」があり、数え切れない種類の
植物が生い茂り、島の中央部の山岳地帯には世界自然遺産にも指定される太
古の姿をとどめる照葉樹林が広がっています。
　豊かな自然、青い海と輝く太陽、島中に年中絶えることのないカラフルな花
やフルーツなど、ポルトガル本土とは異なる南国情緒が溢れるマデイラ島に3
泊いたします。島の中心・フンシャルはもちろん、マデイラ島の雄大な自然をた
っぷりとご案内いたします。名物トボガンの坂下り、世界遺産の照葉樹林の原生
林ウォーキングなど、マデイラ島ならではの観光もお楽しみください。「大西洋
の真珠」マデイラ島へぜひお出掛けください。

谷間の真珠・オビドス
　ポルトガルの首都・リスボンから北へ約８０km
進んだところに「谷間の真珠」と称されるオビド
スという小さな町があります。のどかな田園風
景の中、城壁に囲まれ小高い丘の上に姿を見せ
るこの町の歴史は古く、古代にはローマ都市オ
ピドゥムと呼ばれ、その後アラブ人の占領を経
て、１２世紀にはポルトガル初代王・アフォンソ・エ
ンリケスがアラブ人からこの町を奪回しました。
１２８２年にデニス王は、アラゴンのイザベル王
妃との結婚に際し、この町を結婚の贈り物とし
て王妃に贈り、以来、オビドスは「ウェディング・
プレゼント・タウン」として、１９世紀末までポル
トガル歴代王妃の直轄となり、「王妃の町」とし
て知られるようになりました。オビドスは、中世
の街並みを今に伝えています。周囲約1．5km
の城壁に囲まれ、城壁の中に足を踏み入れると
「王妃の町」に相応しい可憐で美しい印象を受
けることでしょう。狭い石畳の道にオレンジの屋
根に白い壁の家々が並び、家の窓辺には花が咲
いています。心地の良い雰囲気の中、ぶらぶら
散歩をぜひお楽しみください。

ポルトガル周遊と常春のマデイラ島の旅

リスボン、ポルトに連泊、マデイラ島に3連泊し、9つの世界遺産を訪ねます。 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　ご自宅～空港

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅

■朝、千歳より、国内線にて、成田空港へ。
■午後、成田より、航空機にて、ヨーロッパ主要都市を経由し、ポルトガルの
リスボンへ。
■着後、専用バスにて、「谷間の真珠」オビドスへ。
オビドスに連泊 です。
─

■午前、ホテルをゆっくりと出発し、カルダシュ・ダ・ライニャの朝市を訪ねま
す。
■素朴な港町ナザレへもご案内いたします。シティオ地区の展望台からの
雄大な眺めをお楽しみください。
■昼食は、ナザレ名物・イワシの炭火焼です。デザートには、カステラの原型
のお菓子パン・デ・ローをお召し上がりください。

■午後、アルコバッサへ。イネスとペドロが眠る 世界遺産 サンタ・マリア修道
院 へご案内いたします。
■その後、オビドスへ戻ります。城壁や城壁の家並みが美しいオビドスの旧
市街の散策をお楽しみください。
─

■午前、マヌエル様式の装飾が素晴らしい 世界遺産 トマール修道院 を見学
します。
■午後、カトリック三大聖母御出現の聖地ファティマも立寄ります。
■夕刻、芸術と大学の町・コインブラへ。
■夜、ご希望の方はコインブラ・ファドへご案内します（実費）。

─
■午前、コインブラ歴史地区の観光。 世界遺産 コインブラ大学 （ポルトガ
ル最高級の文化財旧コインブラ大学図書館、礼拝堂）、旧市街の散策へご
案内いたします。
■昼食には、名物仔豚の丸焼きをお召しあがりください。
■午後、ポルトガルの国名の発祥地ポルトへ。途中、カラフルな家が並ぶリゾ
ート地・コスタノヴァや水の都アヴェイロに立ち寄ります。

ポルトに連泊 です。
─

■午前、ポルトガル初代国王誕生の地ギマランイスの観光へ。着後、 世界遺
産 ギマランイス歴史地区 やオリベイラ広場へご案内します。
■昼食は、レストラン「パパ・ボア」で、ギマランイス郷土料理をお楽しみくだ
さい。
■午後はポルトへ戻り、アズレージョタイルが美しいサンベント駅、要塞のよ
うなカテドラル、ポルトの5つの橋を巡るドウロ河ミニクルーズへご案内
いたします。ドウロ河からの情緒溢れる 世界遺産 ポルト旧市街 の眺めを
ご覧いただきます。
■ポートワインの試飲もお楽しみください。
─

■朝、航空機にて、大西洋に浮かぶ楽園・マデイラ島へ。
■着後、専用バスにて、マデイラ島の中心・フンシャル市内観光。フンシャル
の港が一望できるサンタ・カタリナ公園、トロピカルフルーツや海産物、ヨ
ーロッパとアフリカ両方のカラフルな花々が並ぶラブラドーレス市場など
をご案内いたします。
■また、フンシャルの北８㎞に位置するモンテにて、マデイラ名物の「トボガ
ン」の坂下り（柳の籠で出来たソリ）をお楽しみください。
■昼食は、マグロのステーキをご用意いたしました。
マデイラ島の中心地 フンシャルに3連泊 です。

─
■終日、マデイラ島の観光。海と山のリゾート・マデイラ島の自然をお楽しみ
いただきます。
■午前、カラフルな小型漁船で賑わうカマラ・デ・ロボスの港、580mの断崖
が垂直に聳え立つジラオン岬を訪れます。また、セイシャルの「花嫁のベ
ール」と称される美しい滝、自然のプールがあるポルトモニスへご案内い
たします。
■昼食は、月桂樹に牛肉を刺したマデイラ風バーベキュー「エスペターダ
ス」です。
■午後、天候が良ければ、ポルトガル唯一の世界自然遺産に指定されている 
世界遺産 ラウリシルヴァ （照葉樹林原生林）のウォーキングを楽しみま
す。
─

■午前、深い渓谷と噴火口跡などの壮大な眺めで知られるエイラ・ド・セラー
ドへ。クラル・ダス・フレイラス村（修道院の避難場所という意）が眼下に広
がる雄大な景観をお楽しみください。
■午後、自由行動。カテドラルなど歴史的な建造物が並び、賑やかなフンシャ
ルの中心・マリーナ地区の散策などをご案内いたします。

─
■午前、航空機にて、首都リスボンへ戻ります。
■着後、専用バスにて、ヨーロッパ最西端のロカ岬へ。
■昼食は、名物シーフード・リゾットをお召し上がりください。
■午後、詩人パイロンが「エデンの園」と呼んだ 世界遺産 シントラ のペー
ナ宮殿や、シントラ宮殿を見学します。
■夜、ご希望の方は、素晴らしいファドの調べが奏でられるファドハウス（実
費）へご案内いたします（※ホテルへの帰着は、深夜になります）。

リスボンに連泊 です。
─

■午前、アルファマ地区の散策へご案内いたします。
■昼食は、リスボンの台所カイス・ド・ソドレ地区にあるリベイラ市場（フード
コート）で、自由食です。ポルトガル伝統料理をはじめ、国内の有名店で、
幅広い料理が並んでいます。
■午後、リスボン市内観光。 世界遺産 ベレンの塔 、発見のモニュメント、マ
ヌエル様式を代表する 世界遺産 ジェロニモス修道院 をご案内します。
■サンペドロ・デ・アルカンタ展望台からリスボンの美しい景色もご覧いただ
きます。
─

■午前、航空機にて、ヨーロッパ主要都市を経由し、帰国の途へ。

─
■午後、成田空港到着。入国審査・税関検査ののち、国内線にて、千歳空港
へ。千歳到着後、解散。
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ツアーマップ

フンシャルの港（マデイラ島）

オビドス

シントラ／ペーナ宮殿（イメージ）

5月28日（月）発～6月8日（金）着…￥498,000
￥72,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2018年

マデイラ島
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株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006 株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006


