
サンタクルス・デ・ラ・パルマ

テイデ山

サンタクルス・デ・テネリフェ

フンシャル

ラス・パルマス

マスパロマス

ハンディア半島

プエルト・デル・ロザリオ

アレシフェティンマンファイヤ国立公園
マドリッド

※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。
※利用航空会社は変更となる場合があります。その場合、
成田空港経由となります。
※利用予定航空会社：エールフランス航空、エティハド航空

ツアーマップ

スペイン本土から1000km南の大西洋上にある火山性の島々。
ヨーロッパとアフリカ、アメリカを結ぶ中継地として栄え、三大陸の
風土、文化、精神が混在した独特な土地です。大きな溶岩流、巨大な
クレーター、標高の高い火山、緑の峡谷、断崖絶壁の海岸、広大な海
岸砂丘、白砂のビーチ、火山砂のグレーの海岸。島ごとに景観が異な
り、旅行者の目を楽しませてくれます。めずらしいカナリア諸島5島
訪問コースです。

カナリア諸島 Canary Islands

■募集人員／16名様限定
■最少催行人数／8名様
■お食事／朝食8回・昼食7回・夕食9回
■旅券残存期間／6ヶ月以上
■羽田空港使用料／￥3,170（別途必要）
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
■船内チップ／77ユーロ
　（別途必要／船内でお支払いください）
■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・名古屋・福岡発着：千歳発着と同一料金
※羽田発着：￥10,000引き

ご旅行条件ご旅行条件

■ラス・パルマス／NHインペリアル・プライア、
ファタガ・セントロ・デ・ネゴシオス、エグゼ・ラス・
カンテラス、コンコルド、カントゥール・シティホ
テル、セルコテルホテル・クリスティーナ
※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

カナリア諸島５島とマデイラ島クルーズの旅
千歳発着12日間 ㈱世界紀行欧州大陸発着ではなく、グラン・カナリア島発着です。カナリア諸島5島訪問です。

ラス・パルマス（イメージ）

グラン・カナリア島 1日半観光

フエルテベントゥーラ島 終日観光

ランサローテ島 終日観光マデイラ島 終日観光

テネリフェ島 終日観光

ラ・パルマ島 終日観光

日次 スケジュールと見どころ／宿泊地とお食事
千歳 Ｐ 羽田 Ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　 【トランクケース無料託送サービス】
■夕刻、千歳空港より、日本航空国内線にて羽田へ。
■深夜、羽田空港より、エールフランスにて、パリへ［00:35発］。
─
Ｐ パリ Ｐ マドリッド Ｐ グラン・カナリア島／ラス・パルマス
■朝、パリにて航空機を乗継ぎ、マドリッドを経由して、グラン・カナリア島の首都ラス・パルマ
スへ［13:40着］。
■着後、専用バスにて、ホテルへ。チェックイン後、ホテルにて休憩。
■夕食まで自由行動。
─
グラン・カナリア島（バレロン洞窟／プエルト・デ・ラス・ニエベス／ラス・パルマス） Ｆ
■午前、グラン・カナリア島北部をご案内します。古代ローマ以前から15世紀まで使用され
ていた洞窟集合住居跡の考古遺跡『バレロンの修道院（バレロン洞窟）』を見学いたしま
す。その後、白壁にブルーの窓枠が美しい漁村プエルト・デ・ラス・ニエベスへ。
■村の散策後、港町アガエテにて昼食です。
■午後、グラン・カナリア島で最も美しい村・テロールへ。バルコニー付の建物が印象的な村
を観光します（ピノの聖母教会、テレサ・デ・ボリバル広場など）です。その後、ラス・パルマス
に戻り、石畳の路地が続くベゲタ地区を観光します（サンタ・アナ広場のツインタワーのゴ
シック大聖堂、ルス城［外観など］）。
■夕刻、プルマントゥール・クルーズ『ゼニス』に乗船します。夜、カナリア諸島・テネリフェ島
へ向けて出航です［21:00発予定］。
7泊8日のカナリア諸島クルーズ に出発です。
─
Ｆ テネリフェ島（テイデ山／ラグーナ／ロロ・パーク） Ｆ
■朝、テネリフェ島到着［08:00着］。
■朝食後、テネリフェ島観光。 世界遺産 テイデ国立公園 ではロープウェイも利用して、スペ
イン最高峰で大西洋最高峰の頂上に雪をいだくテイデ山へご案内します。丘の上からガ
ラチコの街の眺望も楽しみます。
■午後、カナリア諸島で最も歴史のある 世界遺産・古都ラグーナ に立寄り、オウムとイルカ
の世界最大の動物園水族館『ロロパーク』へ。人工氷河に暮らすペンギンたちも有名で
す。
■夜、マデイラ諸島のフンシャルへ向けて出航します［20:00発］。
─
Ｆ （大西洋） Ｆ
■終日、大西洋のクルージングです。エンターテインメントなど各種、船内プログラムでお楽
しみください。
─
Ｆ マデイラ島 （フンシャル） Ｆ
■午前、ポルトガル領マデイラ島のフンシャル港に到着[08:00着]。
■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。
■その後、フンシャル市内観光。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ードレス市場や大聖堂など町の散策をお楽しみください。
■夕刻、カナリア諸島・ラ・パルマ島へ向かいます［17:00発］。
─
Ｆ ラ・パルマ島（サンタクルス／ロケ・デ・ロス・ムチャチョス／カルデラ・デ・タブリエンテ）Ｆ
■午前、ラ・パルマ島サンタクルス港に入港［12:00着］。
■上陸後、スペイン黄金時代の建築遺産やハプスブルク王朝時代の宗教建築が残るサンタ
クルス・デ・ラ・パルマを観光します。歴史芸術地区に指定されているサントドミンゴ広場か
らエル・サルバドール教会まで坂を下りながら、典型的な透かし彫りのあるバルコニーが
絵のように美しい家並みなどをご覧いただきます。
■午後、コンセプシオン展望台からサンタクルス・デ・ラ・パルマを眺望したのち、島の最高峰
ロケ・デ・ロス・ムチャチョス［標高2423m］に登ります。直径10kmの巨大な火口を持つ
カルデラ・デ・タブリエンテの素晴らしい眺めをお楽しみください。カナリア産の松林とそ
のカルデラ景観は、カナリア諸島を代表する絶景として知られています。
■夕刻、カナリア諸島・ランサローテ島に向けて、出航します［20:00発］。
─
Ｆ ランサローテ島（ティンマンファイヤ国立公園／エル・ゴルファ） Ｆ
■午後、ランサローテ島到着［13:00着］。
　『火の山々』と呼ばれる島中央部のティンマンファイヤ国立公園にて、奇怪な溶岩域をご
覧いただきます。その後、エメラルド・グリーンの火口湖エル・ゴルファ、海に流れ出した溶
岩流がつくりあげた風景が圧巻のロス・エルビデロス、クレーター内に目映いばかりの塩
の丘と塩盆の続くヤヌビオ塩田などを訪れます。

■深夜、カナリア諸島・フエルテベントゥーラ島に向けて出航です［20:00発］。

─
Ｆ フエルテベントゥーラ島（ベタンクリア村／ハンディア半島） Ｆ
■午前、フエルテベントゥーラ島の中心地プエルト・デル・ロザリオに到着［08:00着］。
　アンティグア、パハラ、ベタンクリアなど山間部に佇む風情ある村々を訪ねます。ベタンク
リアは島で一番美しいと評判の村で、15世紀初頭に村が創られた当時と変わらぬ景観を
残しています。
■午後、ほぼ全周が白砂のビーチで囲われている、最南端のハンディア半島へ。西海岸のバ
ルロベント海岸には全く手付かずの自然が残されています。東海岸のソタベント海岸で
は海岸砂丘をご覧いただきます。
■夕刻、グラン・カナリア島へ向けて出航します［17:00発］。
─
Ｆ グラン・カナリア島ラス・パルマス（デル・イングレアス海岸／プエルト・デ・モガーン）
■朝、グラン・カナリア島ラス・パルマスに到着［08:00着］。朝食後、チェックアウトし、下船で
す。
■午前、グラン・カナリア島南部の観光へ。島最南端のデル・イングレアス海岸では、起伏に
富んだ黄金色の砂丘やマスパロマスのヤシの木々のオアシスにご案内します。

■その後、港町プエルト・デ・モガーンにて昼食後、ラス・パルマスに戻ります。ホテルにチェッ
クインした後、自由行動。常に様々な種類の花々で彩られた首都の散策をお楽しみくださ
い。
─
グラン・カナリア島ラス・パルマス Ｐ マドリッド Ｐ パリ Ｐ
■エールフランス航空にて、マドリッド、パリを経由して帰国の途へ［07:00発］。

─
Ｐ 羽田 Ｐ 千歳　　　　　　　　　　　　　  　    【トランクケース無料託送サービス】
■昼、羽田空港到着［12:05着］。入国手続き後、日本航空国内線にて千歳へ。
■夕刻、千歳空港到着後、解散。

［機中泊］

［ラス・パルマス泊］ＫＫＤ

［キャビン泊］ＢＬＤ

［キャビン泊］ＢＬＤ

［キャビン泊］ＢＬＤ

［キャビン泊］Ｂ×Ｄ

［キャビン泊］ＢＬＤ

［キャビン泊］ＢＬＤ

［キャビン泊］ＢＬＤ

［ラス・パルマス泊］ＢＬＤ

［機中泊］Ｋ×Ｋ

－Ｋ×
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 ラ・パルマ島 ～ 緑の美しき島
別名『ボニータ島（美しき島）』。カナリア諸島で最も緑豊かで、
花々が咲き誇る島です。世界で最も平均標高の高い島とされて
います。のどかな雰囲気とポルトガルの影響を受けた建築様式
も魅力です。
 ランサローテ島 ～ 神秘の溶岩の島
1730年代の大噴火で流れ出した溶岩の月面のような火山地
形が他に類を見ない美しい景観を織り成す島。様々な色の火山
岩に覆われていて、人間と自然が見事に共存している島です。
高低差が少なく、緑地も極端に少ない火山景観の島です。
 フエルテベントゥーラ島 ～ 北アフリカのような景観
乾燥して砂漠に近い島です。その分、透き通った海と黄金色に
輝く砂浜に恵まれています。カナリア諸島で最もアフリカ大陸
に似た景観の島として知られています。数世紀にわたり人が住
み着かなかったため美しい手付かずの自然が残っています。

 グラン・カナリア島 ～ 小さな島の大きな自然
起伏と変化に富んだ島。巨大な海岸砂丘、椰子の森、
緑の谷、火山、切り立った峡谷。小さな島に「大陸のミ
ニチュア版」と呼べる各種の自然があります。
 テネリフェ島 ～ スペイン最高峰を抱く島
風光明媚なテイデ山［標高3718m］の島で世界第三
位の火山島。島全体がテイデ山の峰になっています。
太陽が輝き乾燥した南部と、緑が多く景観が美しい北
部に分れています。カナリア諸島最大の島。
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あのロロパークも訪問します。

後援 スペイン政府観光局

11月21日（木）発～12月2日（月）着…Ⓐ￥549,000 ￥63,000一人部屋利用追加料金

Ⓑ￥578,000 ￥73,000一人部屋利用追加料金

Ⓒ￥618,000 ￥97,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2019年

Ⓐ海側・バルコニーなし・シャワーのみ　Ⓑ海側・バルコニーあり・シャワーのみ　Ⓒ海側・バルコニーあり・バスタブつき

プルマントゥール【ゼニス Zenith】
◆乗員数：1440名／総トン数：47255トン／
全長：207m 全幅：29m ／1992年改装
◆設備：レストラン、カフェ、バー、フィットネスセ
ンター、スパ、カジノ、プール、シアター、ディ
スコ、ショップ
◆アルコール飲料、及びソーダ類が船内無料で
す（ミネラルウォーター及びフレッシュジュー
スは有料）。
◆アールデコの香りと現代的なデザインが融合
した、優美な造りのカジュアル船です。
◆ドレスコード：フォーマルという名のインフォー
マルが一回。あとは全てカジュアルです。

出発46日前から
32日前まで

出発31日前から
16日前まで

出発15日前以降

旅行キャンセル料

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の全額

解
除
時
期

（
キ
ャ
ン
セ
ル
日
）
※ここでいう旅行代金にはシングル利用料、ビジネスクラス
　追加代金など、全ての追加料金を含みます。

相部屋希望の場合
本ツアーでは、Ⓐプランでのみ、お一人参加の相部屋
希望を承ります。必ず出発日の４６日前までにお申し込
みください。ただし最終的に相部屋希望の方がいらっし
ゃらない場合は、シングル追加料金の半額を承ります。
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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


