
関空発着のエールフランス航空を利用しスペインへ。
多くの芸術家が愛したコスタ・ブラバの港町と絶景と

カタルーニャ・ロマネスクやモデルニスモなどカタルーニャを代表する芸術の数々をご紹介します。
コスタ・ブラバの港町パラモスでは名物のエビ料理や

巨匠ドメネクが設計したレスラン「フォンダ・エスパーニャ」にてお食事もお楽しみいただきます。

芸術家が愛したコスタ・ブラバと
バルセロナの旅

8日間

カタルーニャの聖人ジョルディをモチーフにしたカサ・バトリョ（イメージ）

関空発2022・9 ▼10

ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。

●キャンセル料について
キャンセル料について（1名利用の場合、1名利用追加料金を含めた
金額となります）お客様は別に定める取消料をお支払いいただくこと
により、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
※特定日：4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～
1月7日出発

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・
条件の他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の
旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年6月1日現在の運賃・
料金を基準としております。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行
であり、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになりま
す。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご
出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

●旅行代金に含まれるもの
１. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
２. ホテル料金：2名室をお2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. 手荷物運搬料金：原則としてエコノミークラス利用の場合、お1人
につき20kg以内、ビジネスクラスの場合は30kg以内となってお
ります。（但し、利用航空会社や方面で重量や個数に例外もござい
ますのでお問い合わせください。）

4. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料（但し、
船内チップは除く）

5. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
6. 海外の空港税・出国税

●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
１. 海外旅行傷害疾病保険料　２. 現地における個人的性質の費用
３. 日本国内における空港施設使用料
４. 渡航手続き諸費用（査証料・パスポート印紙代等）
5. 燃油サーチャージ：「燃油サーチャージ」とは燃油原価水準の異常
な変動に対処するために、一定の期間と条件下に限って航空各社
が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含ま
れない付加価値的な運賃です。金額は利用航空会社・利用区間に
よって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。燃油サー
チャージは記載日における目安金額です。変更される場合や、利
用便決定後に当該料金をお知らせする場合もございますので、予
めご了承ください。

6. 日本空港使用料（国際線）：旅客サービス施設使用料および旅客
保安サービス料（合計金額）成田空港=2,660円、旅客取扱施設
利用料/羽田空港=2,950円、関西国際空港=3,100円

7. 国際観光旅客税＝1,000円。

●お部屋について
1. 部屋割りは、原則としてホテルまたは船会社が予め定めております。
また、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合があり
ます。 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、
各地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

2. 可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド

ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●船のスケジュール及び観光について（上陸観光も含む）
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払い戻しはございません。

●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関
わる海外渡航関連情報が出されている場合があります。最新情報につ
いてお知りになりたい方は、当社にお問い合わせいただくか、または、
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認いただけます。渡航先（国または地域）の衛生状況
につきましては、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

●時間帯の目安
時間帯の目安：弊社では、原則として時刻を明記した日程表といたし
ておりますが、地域により時刻を明記できない一部の日程表は下記
時間帯を目安にしてください。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし
l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�
R＝ロープウェイ

●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●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。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※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。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-0111
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●個人情報の取扱いについて
当社は、当該個人情報を、お客様との連絡のために
利用させていただくほか、将来よりよい旅行商品の開
発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、利用させていただくことがあります。
個人情報の提出は任意ですが、ツアーの遂行に必要な個人情報を
提出されない場合は、ツアーの参加をお断りする、適切なサービ
スの提供ができない可能性があります。また、ご高齢の方および
高地宿泊を予定するツアーに参加される方から、健康情報等の特
定の機微な個人情報を取得致します。ツアーの催行に必要なサー
ビス及びご旅行を安全に運営するために、運送・宿泊機関、観光庁
及びその関連機関、医療検査機関等にお客様の氏名・性別・生年月
日・住所を電話・FAX・郵送・メール等で提供することがございます。

旅行契約解除の日 特定日に開始する旅行 特定日以外

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40
日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで

￥30,000
（旅行代金が30万
円未満…10％）
￥50,000（旅行代金が
25万円未満…20％）

無 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30
日目にあたる日以降～21日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20
日目にあたる日以降～3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日より当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

渡航に関しての重要事項（必ずご一読ください）

弊社では当面の間ワクチン３回接種が完了したお客様だけを対象にツアーの募集を行います。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、当面の間、海外募集型企画旅行は見合わせておりましたが、4月1日に外務省の感染症危険情報レベルが大幅に見直され、
106ヶ国についてはレベル3からレベル2へと引き下げられました。これを受け、弊社では、皆様の安全・安心面を最重要視し、段階を踏みながら海外観光旅行を再開します。

■ツアー催行決定に関して ： ツアーの催行には、感染症危険情報や訪問国、および日本の
入国時の制限、隔離等の状況によりツアーの催行可否を出発1カ月前までに判断します。

■日本出発前の準備について ： PCR検査の必要ありません。ご自身で準備していただ
く必要があるのは、お住まいの自治体が発行する英文の「ワクチン接種証明書」だけ
です。（電子版、書面版のどちらでも問題ありません）

■スペイン入国時 ： 入国時にスペイン保健省のサイト（またはアプリ「SPAIN TRAVEL 
HEALTH-SpTH」）からの事前申請とQRコードの入手が必要ですが、弊社が作成し
ますのでご安心ください。（2022年6月1日現在）

■日本帰着時に関しての準備 ： 旅行先から出国する72時間前以内に実施されたPCR検
査の陰性証明が日本政府の規定書面で必要となります。弊社では、必要事項を事前
に記入した書面を準備し、行程の中で現地医療機関へご案内します（陰性証明書の発
行料金は現地にて実費でお支払いいただきます。３千円～２万円。国や地域によって
異なります。）日本帰着の際、スマートフォンが必携ではなくなりました。ＭＹＳＯＳやＣ
ＯＣＯＡのアプリケーションをダウンロードすることで日本帰国時の手続きの一部を簡
略化出来ますが、上記手続きをせずに帰国しても入国時の時間差は現状ほとんどあ
りません。これに伴い、７月以降は「出入国不安点解消・事前説明会」の実施はいたし
ませんが、ご不安点や疑問点がある場合は最寄りの店舗までお気軽に問い合わせく
ださい。（2022年6月1日現在）

※各国の最新の入国制限措置については外務省海外安全ホームページをご覧ください。
　外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/）
　渡航先（国または地域）の衛生状況については、
　厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ（https://www.forth.go.jp/）でもご確
認いただけます。各国・地域の入国制限・検疫規則が随時変更となる可能性があります。
最新の情報は外務省安全ホームページや各国大使館・観光局などのホームページにて
ご確認いただきますようお願いいたします。

 万が一の新型コロナウィルス罹患に備えて
〇ご出発前
新「海外キャンセルサポート保険」のご加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない事
情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャンセル料金の70パーセントまで
補償されます。※ただし細則がございますので、詳しくはお問い合わせください。また、
当面の間WEB受付限定となります。

〇ご旅行にあたって
必ず「海外旅行傷害保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になった場合、従来の海外旅行保
険で宿泊費用や日本帰国の為の航空券代が補償されます。また国によっては加入が義
務づけられているところもあります。

【海外旅行「安心・安全の旅」への取り組みについて】
■全参加者が3回のワクチン接種済　⇒  いずれのコースも、ご出発の15日前までに3
回目の新型コロナワクチン接種を完了された方だけがツアーにご参加いただけます。

■バス座席は1名あたり、2席以上をご用意　⇒  バスの乗車率を50％以下に。「1名様
につき2席以上」と十分な間隔を空けてご利用いただけます。

■イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保　⇒  観光の際にはイヤホンガ
イドシステムを利用し、密状態を避けます。

■連泊中心のゆとりある日程です　⇒  現地での突発的な問題発生など、万が一の事
態にも対応できるように連泊主体のゆとりある日程としております。

心に残る高品質な旅

エールフランス航空利用



多くの船が並ぶパラモスの港

ピレネー山脈と地中海に囲まれたカタルーニャ地方。スペイン王国誕生前
からの歴史を有し、独特なカタルーニャ文化を築きあげてきました。このた
びはダリなど多くの芸術家が愛し、インスピレーションを受けたコスタ・ブラ
バの町 を々カタルーニャ文化に触れながらつぶさに訪ねます。「ゴツゴツ」を
表すブラバという名前の通り、複雑に入り組んだ海岸線、エメラルドグリー
ンの美しい海はどこをとっても絵になります。惜しまれつつ閉店した伝説の
レストラン「エル・ブジ」をはじめ、美食家が集まるレストランが多い事でも知
られており、ツアーではエリアを代表する漁港パラモスを訪ね、名物のエビ

（Gambas）料理などカタルーニャのグルメもご紹介します。レコンキスタ
でイスラム勢力と対峙したことにより生まれた独特なカタルーニャ・ロマネス
ク芸術やバルセロナで花開いたモデルニスモ建築などカタルーニャの真髄
に迫ります。

ツアープランナーより

■ バルセロナ空港近郊：バルセロナ・フロンテア・コングレス ★★★★
■ ジローナ：シウダ・デ・ジローナ ★★★★

ジローナの旧市街に建つホテルです。※シャワーのみのお部屋となります。
■ バルセロナ：グラン・ハバナ ★★★★

バルセロナの目抜き通りのグラシア通りまで徒歩 5 分の位置にあり、散策にショッピ
ングに便利です。

カタルーニャの芸術①
カタルーニャ・ロマネスク
カタルーニャ地方は特にピレネー山
麓を中心に、イスラム教と対峙した
ことにより生まれた独特のカタルー
ニャ・ロマネスクの作品が各地に残
ります。ツアーではロマネスクの秘
宝が残るリポイのサンタマリア修道
院やジロ－ナ大聖堂の宝物館にある

「天地創造のタペストリー」や、世
界有数のコレクションを誇るロマネ
スク美術の宝庫バルセロナのカタ
ルーニャ美術館へご案内します。

カタルーニャ地方北部、フランスとの
国境からバルセロナ北部まで、約120
㎞にわたってゴツゴツし入り組んだコ
スタ・ブラバ海岸線が続きます。ダリ
をはじめ、多くの芸術家を魅了した場
所で、カタルーニャ有数のグルメスポッ
トでもあります。今回の旅ではコスタ・
ブラバを代表する漁港のパラモスを訪
ね、入り組んだ海岸線のウォーキング
や名産のパラモスのエビ料理をご賞味
いただきます。また、15時には漁から
戻った船が釣った魚介をそのまま魚市
場でセリにかける、パラモス魚市場の
セリの見学にもご案内いたします。地
中海の獲れたての魚介類がベルトコン
ベアで運ばれる様は圧巻です。

カタルーニャ・ロマネスクやモデルニスモなど
カタルーニャを代表する芸術をご紹介します。

多くの芸術家が
愛したコスタ・ブラバの港町と
絶景を訪ねます

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食5回、昼食5回、夕食2回　■添乗員：関西空港ご出発から関西空港ご到着ま
で随行いたします。　■パスポート必要残存期間：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

ご宿泊ホテル

※星の数は、スペイン各地方観光局の基準に基づきます。

バルセロナから足を延ばして訪れる
芸術家ダリゆかりの地
サルバドール・ダリもまた、カタルー
ニャを代表する芸術家です。彼の生
地であるフィゲラスもまた、訪れて
おきたい場所の一つです。ここでは、
ダリの独創的な世界観を感じることが
できるフィゲラスの劇場美術館を訪れ
ると、ダリ自身が創設にもかかわった
美術館そのものが「作品」であること
がよく分かります。

ジローナ大聖堂の宝物館に展示されている
天地創造のタペストリー

利用予定航空会社：エールフランス航空� ツアーコード：�EU0119
集合・日数・出発日 旅行代金

【関西空港集合・8日間】 　
9月26日（月）

エコノミークラス利用

¥548,000
ビジネスクラス利用

￥928,000
10月3日（月）

エコノミークラス利用

¥538,000
ビジネスクラス利用

￥918,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥80,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：関西航空〜パリ往復区間のみ適用となります。
燃油サーチャージ別途目安：￥79,400：6月1日現在

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。
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パラモス近郊ではエメラルドグリーンの海を
眺めながら海岸線の散策にご案内いたしま
す。(5月視察時撮影)

パラモスは海老で有名な町。魚市場のセリも
見学します。(イメージ)

カタルーニャの芸術②
モデルニスモ建築　
ガウディやドメネクなどを中心にバ
ルセロナで花開いたモデルニスモ建
築。実際に街を歩くと、華々しいモ
デルニスモ建築の数々が点在し、彼
らの功績がどれほど大きかったかが
わかります。このたびは、2021年
の12月に聖母マリアの塔が新たに完
成し、着々と完成へと近づくガウディ
のサグラダ・ファミリア聖堂やカサ・ミ
ラ、カタルーニャ音楽堂などを巡る
モデルニスモ散策にご案内します。

カタルーニャの聖人ジョルディをモチーフ
にしたカサ・バトリョ

美術館の外観からもダリの独創的な世界観
が伝わります

各地からの参加プラン　但し付帯条件がございます。お問い合わせください。

【名古屋からの参加プラン】追加料金：¥25,000
（往復新幹線利用 + 前泊ホテル代）
往復、名古屋〜新大阪間の新幹線利用、および関西空港近郊のホテルにて前泊となります。

【福岡からの参加プラン】追加料金：¥20,000
（往復国内線＋前泊ホテル代）
往復、福岡空港〜関西空港間の国内線利用、及び関西空港近隣のホテルにて前泊となります。

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1
関西空港09：50発H
パリ18：35着
パリ21：05発H
バルセロナ22:55着

関西空港より、エールフランスにてパリへ。
パリ着後、航空機を乗り換えスペイン・バルセロナへ。
着後、バルセロナ空港近郊ホテルにチェックイン。
� （バルセロナ空港近郊泊）skk

2

バルセロナB
ジローナ（コスタ・
ブラバのパラモス）

午前、コスタ・ブラバの観光へ。コスタ・ブラバの海岸沿いの散策へ。
午後、パラモスへ。昼食はパラモスを代表する新鮮なエビ料理を
ご用意しました。
昼食後、パラモスの散策へ。昼過ぎには漁師たちが漁から戻り、
15時過ぎからは魚市場で新鮮な魚介のセリを行う様子が見られま
す。その後、ジローナのホテルにチェックイン。
� 【2連泊】（ジローナ泊）ahy

3
ジローナ
（リポイ、ベサルー、
フィゲラス）

午前、カタルーニャロマネスクの至宝が残る●リポイ修道院へ。
その後、中世の橋が美しいベサルーに立ち寄りフィゲラスへ。
午後、フィゲラスのダリ美術館へ。
夕刻、ホテルへ戻ります。 � （ジローナ泊）ahs

4

ジローナB
バルセロナ

午前、ジローナの旧市街散策。大聖堂、宝物館の天地創造のタ
ペストリーなどを紹介します。
その後、バスでバルセロナへ。着後、ロマネスクの宝庫が展示
される●カタルーニャ美術館の見学へ。その後、ホテルヘチェッ
クイン。 � 【3連泊】（バルセロナ泊）ahs

5

バルセロナ 終日、徒歩と公共交通機関を利用し、バルセロナのガウディをは
じめとするモデルニスモ散策を楽しみます。
ガウディの最高傑作、サグラダファミリア (注1)の見学や、○カサ・
アマトリェール、ガウディの●カサ・ミラ、〇カサ・バトリョ（外観）
などを見ながらグラシア通りを巡ります。また、ガウディの好敵手
ドメネクが手がけたカタルーニャ音楽堂を見学します。
本日の昼食はドメネクの改装を手掛けたカタルーニャ・モデルニ
スモの建物内にあるレストラン・フォンダ・エスパーニャにて。
� （バルセロナ泊）ahs

6

バルセロナ
（モンセラット）

午前、聖山モンセラットを正面に臨むプレミアム・カヴァを造るワ
イナリーを訪問します。
その後、バスにてガウディらの創造の源である聖地モンセラット
へ。モンセラットの観光とエスコラニア少年聖歌隊の聖歌が響く
教会堂でのミサをご覧いただきます。夕刻、バルセロナへ戻りま
す。 � （バルセロナ泊）ahy

7
バルセロナ06：15発
Hパリ08：45着
パリ12：50発H

朝、バルセロナより航空機にてパリへ。
着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。
� （機中泊）ask

8 関西空港08:45着 朝、関西空港に到着。着後、解散。 � kss

※日程表の時刻は、エールフランス航空の関西空港発着を想定したものです。
(注1)サグラダ・ファミリアに関しては、コロナ禍も影響し、事前予約が難しい状況となっております。
出発日の30日前に予約を試みますが、予約が出来なかった場合には、入場料をご返金させていただ
きます。予めお含みおきの上、ツアーへのお申し込みをお願い致します。尚、入場出来ることが参
加の条件というお客様につきましては、出発日31日前まではツアーへの正式予約は承れませんこと、
予めご了承ください。また、予約の状況により日程を入れ替えてご案内する場合がございます。

ガウディらの創造の源となった　聖地モンセラット
奇妙な岩峰が連なるモンセラット。山
の中腹にある修道院には今も修道士
が暮らす重要な巡礼地です。敬虔な
キリスト教徒だったガウディは常 「々美
は自然から学ぶ」と語り、モンセラット
から建築のインスピレーションを得た
といわれています。修道院ではほぼ
毎日ミサが行われており、エスコラニ
ア少年合唱隊による讃美歌が響きま
す。このたびは、ミサの時間帯に合

荘厳な雰囲気が漂うモンセラット修道院の
教会堂内で歌うエスコラニア少年合唱団

わせて訪れ、彼らの歌声もお楽しみ
いただきます。

カタルーニャの食文化にふれる
巨匠ドメネクが設計した「フォンダ・エスパーニャ」での
食事やワイナリー訪問も楽しみ
このたびのツアーでは食材はもちろんの事、カタルーニャを感じることのできるロ
ケーションや雰囲気をお楽しみいただくレストランなどを選定しました。コスタ・ブ
ラバを代表する漁港のパラモスでは名産のエビ料理を楽しんだり、バルセロナで
はドメネク・イ・モンタネールの手掛けたモデルニスモ建築をホテルに改装した、ホ
テル・エスパーニャ内のレストラン「フォンダ・エスパーニャ」でのお食事なども組み
込みました。また、聖山モンセラットを借景に美しいブドウ畑が広がるリョパール・
ワイナリーでは高品質なカヴァのテイスティングやワイナリー見学を楽しみます。

バルセロナ（3泊）

モンセラット

リポイ
ベサルー

フィゲラス

H

H

ジローナ
（2泊）

バルセロナ空港近郊（1泊）

パラモス

コ
ス
タ・ブ
ラ
バ

ここにご注目。旅のポイント

❶ 多くの芸術家が愛したコスタ・ブラバの港町と絶景を訪ねます。
❷ カタルーニャ・ロマネスクやモデルニスモなどカタルーニャを代表する芸

術の数々をご紹介します。
❸ パラモス名物のエビ料理や巨匠ドメネクが設計したレスラン「フォンダ・

エスパーニャ」にてお食事を。


