
●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追
加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記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）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税等
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又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。 当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。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
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。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●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＝航空機 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
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。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

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による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

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 ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 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

●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、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年12月1日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
（旅行開始前）までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

ヨーロッパ食彩紀行
新シリーズ

上級ホテルで楽しむ
シチリア食彩紀行とエトナ山の旅

9日間9日間

北から南へ風土豊かなポルトガルを周遊し美食を楽しむ

ポルトガル食彩紀行

「食が彩る旅」
目の前の「一皿」には先達の智恵と努力の結晶がギュッと詰まっている

海外旅行「安心」への取り組み 万が一のコロナウィルス罹患に備えて

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

全参加者が3回のワクチン接種済
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。
※PCR検査の必要はありません。事前に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」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」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、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のため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。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
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%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、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席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

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、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。
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シチリア食彩
地元シチリア公認ガイド
原さん

シチリア

ポルトガル

タオルミナの素晴らしい眺めのレストランでランチを
ご用意

シチリア生まれの「かき氷」菓子グラニータは見た目
もチャーミングです

パレルモ旧市街のカーポ市場。ホテルから歩いて 10 分ほどの市民の台所です　©Matvey Smychkov

シチリアのオリーブは粒も大きく立派です

フィナーレはリスボンの高級ダイニングで優雅なひとときと共に

ナザレの海岸では郷土の味、ご存知「鰯の炭火焼」の旨いこと 海の幸に子豚の丸焼きと、まさに「食彩」です

　旅にはイロイロ様々な「楽しみ」があ
りますが、中でも「食の楽しみ」は格別
なようで、「全体の楽しみの半分」とまで
おっしゃる方もいらっしゃいます。
　ここ3年間ほどの国内旅行でも「ロー
カルガストロノミー」（地方の美食学＋
旅）、「うまし旅ニッポン」などのシリー
ズが人気を呼び、都市部の有名高級レス
トランに出掛けて、というコンセプトと
は大きく異なり、地方の「土地と伝統」
を尊重しながら、その土地特有の様々
な「上質な食」を舌と眼で味わいながら、
ローカルの食文化を通じて、無意識のう
ちにその風土や伝統、さらに人々の暮ら
しや人間性までを知り学ぶことができる
から、かもしれません。

第1弾は、ポルトガルと
イタリア・シチリア島に

　このたび「ヨーロッパ食彩紀行」を立
ち上げることにしましたが、日本以上に
長い歴史を有するヨーロッパには、各国、
各地域に長い年月をかけて先達たちが育

んできた特有の食材や自慢の生産物、そ
れを「料理」に昇華させるまでの伝統的
な手法や技術などが受け継がれていて、
目の前に登場する「一皿」には、先人か
ら今に至る多くの人々の智恵と努力の結
晶がギュッと詰まっている、そんな風に
も思えます。
　シリーズ第1弾としてヨーロッパの中
でも比較的多種の、そして山海の食材に
恵まれている、イタリアのシチリア島と
ポルトガルからスタートしたいと思いま
す。そして、ゆくゆくはヨーロッパにと
どまらずに、メキシコや中国などを始め、
多彩な食材や食文化に特色を持つ様々な
国々とそのローカルエリアへと、地図を
広げてゆきたいと願っております。

「食彩紀行」の企画コンセプトは

　「食彩紀行」といたしましたのは、こ
のシリーズは「単なるグルメの旅」では
なく、文字通り「食が旅を彩る」という
観点から、もう少し視野を広げて、右記
のような様々な食の要素を旅の中に組
み込むように企画しております。「旨い
もの」はもちろんですが、土地の郷土料
理や家庭料理にスポットライトをあてた

り、時には土地の自慢の食材の生産現場
や工房へ足を運んでみたり、アグリツー
リズモ的なランチを楽しんだり、そして
１、２回は高級感の漂う優雅なダイニン
グタイムに、さらに土地に暮らす人から
の食に関する解説などもできれば織り込
みたい、と考えております。
　「美味だったね」で終わらずに、ロー
カルの食を通じて「その土地の文化や風
俗、伝統そしてそこに生きる人々につい
て、多角的に知り学ぶことができたみた
い」とおっしゃっていただける旅を目指
して頑張りますので、ご支援のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。

新シリーズ「ヨーロッパ食彩紀行」を発表します
［イタリア シチリア島食彩紀行　ポルトガル食彩紀行］

「食が彩る旅」　
目の前の「一皿」には先達の智恵と努力の結晶がギュッと詰まっている

エトナ周辺ではドライブの後に、ワイナリー見学とランチ
を楽しみます（シチリア）

コスタノヴァでは、獲れたてのシーフードに舌鼓（ポルト
ガル）

食彩    地元の人々に愛される郷土料理
の店

食彩    ミシュランなどで紹介されている
レストラン

食彩    トリップアドバイザーなどで高評
価を得ているローカルな店

食彩    その土地で生まれた料理や人気
のお菓子

食彩    その土地自慢の食材やお酒の生
産地や生産品の工房など

食彩    その土地で暮らす人からの食に
関する解説

新シリーズ
ヨーロッパ食彩紀行の楽しみ方

ポルトのポートワインセラーでは解説を聞きながら
試飲も（ポルトガル）
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約1000年前にアラブ人によって街造
りがなされ、18世紀になってバロック
の街として生まれ変わったパレルモ。
現地在住ガイドの案内のもと、地元っ
子で賑わう楽しいパレルモもご紹介し
ます。市民の台所、カーポ市場では、
季節の食材を求めて訪れる人々の活気
溢れる日常生活が垣間見られます。散
策の後は、お洒落なレストランで地元
料理に舌鼓。パレルモの様々な表情を
お楽しみください。

色とりどりの季節の食材が並び、地元の人々で賑わうカーポ市場。地元ガイドと一緒に町歩きや市場散策を楽しみます

今回の旅の舞台、地中海の要衝シチリア。ローマ以南の町 と々しては、こ
れほどまでに多種多様な魅力に溢れる場所はありません。それは、歴史を
彷彿とさせる遺跡や建造物といった観光の見どころだけでなく、食文化にお
いても同様です。海に囲まれ、標高3000メートル級の活火山エトナが聳え、
四季があり、太陽に恵まれた大地では、ギリシャ時代にはオリーブや小麦、
アラブ時代には柑橘類や乾燥パスタといった作物が伝わり、ローマ時代に
は貴族のための料理が発展。その後も、地中海のあらゆる文化が融合さ
れてシチリアの食の伝統を形作ってきました。地元在住ガイドの協力を得て、
観光だけでなく、食の楽しみも加えてご紹介いたします。

ツアープランナーより

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。

バロックの建築と人々の生活を
垣間見る楽しい町歩き

パレルモ

魚介類も豊富なカーポ市場

ギリシャ遺跡と
エレガントな町並みを歩く

タオルミナ

タオルミナのメイン通り「コルソ・ウンベルト」
©andras_csontos

海に囲まれた旧市街をのんびり
と散策し、海の幸に舌鼓

シラクーサ

シラクーサでは毎回ご好評の「CAMBUSA」

地元ガイドが
ご案内

紺碧の地中海と富士山を彷彿とさせる
美しいエトナ山と、ギリシャ劇場との見
事なコントラスト印象的なタオルミナ。
今回は、タオルミナ在住ガイドに案内
のもと、観光を楽しみます。散策途中
には、シチリア発祥の氷菓、タオルミ
ナのおすすめスイーツでもある「グラ
ニータ」(イタリア風かき氷)をいただ
く休憩タイムも設けました。観光後は、
眺めの良いレストランでのランチもお
楽しみいただきます。

シチリア島の中でも特に雰囲気のある
街並みを残す、オルティージャ島の旧
市街。島内のホテルを基点に路地散
策や島の小さな市場にもご案内しま
す。また、本土側の考古学地区では、
ギリシャ劇場や石切り場など遺跡をご
覧いただきます。地元の人気レストラン
「CAMBUSA」でのお食事もお楽しみ
いただきます。シチリアらしい地元料理
と日本人のシェフの温かいおもてなし
が嬉しいおすすめのレストランです。

現地在住ガイドの案内で楽しむシチリア。
通常観光だけでなく、地元目線の町歩きや市場訪問なども楽しみます

地元ガイドが
ご案内

シチリアエトナ山。1900メートル地点の火
口の周りを歩きます（粒々に見えるのが観光
客です）

シチリア

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食6回、夕食3回　■添乗員：羽田空港ご出発時から羽田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：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

初夏の特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
実施期間：2023年4月～ 6月までの3カ月間（ゴールデンウィークなど当社が定める繁忙期を除きます）なお、航空
会社の指定および便の指定はできません。その他、付帯条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港22:05発H 夜、羽田空港より、ターキッシュエアラインズにてイスタンブー
ルへ。  （機中泊）ssk

2

イスタンブール05：15着
イスタンブール06：45発H
カターニャ08：10着B
ピアッツァ・アルメリーナB
パレルモ18：00着

航空機を乗り換え、カターニャへ。着後、カターニャの市内観光。
人々で賑わうシチリア島最大の○魚市場や、●大聖堂などへご案
内します。着後、バスにてピアッツァ・アルメリーナへ。●カザー
レの別荘へご案内します。その後、バスにてパレルモへ。
ご宿泊は、中心部に位置する「チェントラーレパレス」です。夕食
は、 食彩 下町エリアにある郷土料理のレストランにて。
 【2連泊】（パレルモ：ユーロスターズ・チェントラーレ・パレス泊）khy

3

パレルモ
(モンレアーレ )

午前、近郊のモンレアーレへ。イタリア屈指のモザイクと回廊が
残るノルマン芸術の至宝、●ドゥオモを見学します。
その後、パレルモに戻り、 食彩 地元在住のガイドの案内で町歩
きを楽しみます。地元の食材店を覗いたり、市民の台所カーポ市
場を訪れます。昼食は、 食彩 市場近くの地元で人気のお店にて
お召し上がりください。
午後、シチリア島の複雑な歴史を象徴する複合建築、金色のモザ
イクで飾られた●パラティーナ礼拝堂、●大聖堂、赤い丸屋根の
アラブノルマン様式の●エレミティ教会へご案内します。
 （パレルモ：ユーロスターズ・チェントラーレ・パレス泊）ahs

4

パレルモ09：00発B
チェファルーB
タオルミナ17：00着

午前、ティレニア海と岩山に挟まれた美しい町チェファルーへ。
堂々とした12世紀の●大聖堂などへご案内します。
その後、タオルミナに向かいます。
宿泊は、タオルミナ中心部に位置する「モンテタウロ」に２泊です。
 【2連泊】（タオルミナ：ユーロスターズ・モンテ・タウロ泊）ahy

5

タオルミナ 午前、地元ガイドの案内で、タオルミナの観光。●ギリシャ劇場
や●大聖堂へご案内します。
散策の途中には、 食彩 シチリア名物の氷菓子グラニータをいた
だきながらのスイーツ休憩タイムも楽しみます。
昼食は、 食彩 眺望の良いレストランにてご用意しました。
午後、自由行動。ゆっくりとお過ごしください。
 （タオルミナ：ユーロスターズ・モンテ・タウロ泊）ahs

6

タオルミナ09：00発B
エトナ山麓のドライブB 
【ワイナリー訪問とアグ
リツーリズモでのランチ】 
シラクーサ17：00着

午前、バスにてエトナ山麓のドライブへ。蜂蜜工房に立ち寄り、
標高1900メートルのサピエンツァ避難所へ。
近くにはシルヴェストリ火口があり、お天気が許せば、火口跡の
周囲を歩いたり、エトナからの眺望が楽しめます。
その後、南側の裾野にある食彩 ワイナリー「MURGO」（ムルゴ）
へ。日本でも知られるようになったシチリアワインの試飲や、併
設のレストランにて昼食を楽しみます。
午後、シラクーサへ向かいます。宿泊は、旧市街オルティージャ
島内の「グランドホテルオルティージャ」に２泊です。
 【2連泊】（シラクーサ：グランドホテル・オルティージャ泊）ahs

7

シラクーサ 午前、オルティージャ島の散策へ。地元の人々の集まる市場散歩
や●大聖堂、○アレトゥーザの泉などへご案内します。
午後は、旅情のあるシラクーサ旧市街で自由散策をお楽しみくだ
さい。夕食は、食彩 地元でも人気のあるレストラン「CAMBUSA」
（カンブーサ）にて、郷土料理を楽しむ夕食をお召し上がりくださ
い。  （シラクーサ：グランドホテル・オルティージャ泊）asy

8

シラクーサ09：45発B
ノートB
カターニャ19：45発H
イスタンブール23：05着

午前、シラクーサ新市街の北側に広がるネアポリ考古学公園へ。
●ギリシャ劇場や、●石切り場などを見学。
その後、世界遺産のバロックの街ノートへ。着後、昼食と観光です。
夕刻、カターニャの空港へ向かいます。
夜、航空機にてイスタンブールへ。  （機中泊）ahk

9 イスタンブール02：20発H
羽田空港19：20着

深夜、ターキッシュエアラインズにて帰国の途へ。
夜、羽田空港に到着。着後、解散。  sks

※ 日程表の時刻は、ターキッシュエアラインズの羽田空港発着を想定したものです。他の便
を利用の場合には、利用空港、時刻、日程が異なります。

利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ ツアーコード：ES113T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・9日間】
4月6日（木） , 13日（木）

エコノミークラス利用

¥585,000
ビジネスクラス利用

¥985,000

6月15日（木）
エコノミークラス利用

¥598,000
ビジネスクラス利用

¥998,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥120,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用）【羽田～イスタンブール～カターニャ間往復】
燃油サーチャージ別途目安：￥104,000：12月1日現在シチリア島

イタリア
ローマ

シラクーサタオルミナ

チェファルー

ピアッツァ・アルメリーナ

モンレアーレ

シラクーサ（2泊）

パレルモ（2泊）

カターニャ

タオルミナ（2泊）
エトナ山 H

B
B

Bシチリア島
H

オルティージャ島

各地で立地のよい
上級ホテルをご用意しています

■ パレルモ：
　 ユーロスターズ・チェントラーレ・パレス 
　 ★★★★ 
パレルモ旧市街の中心「クアトロ　カンティ」
（十字路）の近くに位置する、18世紀のパ
ラッツォを改装したホテルです。パレルモ大
聖堂へ500メートルほどと、観光や散策にも
便利な立地です。

※いずれのホテルもシャワーのみのお部屋となります。　※星の数は、イタリア観光省の基準に基づきます。

■ シラクーサ：
　 グランドホテル・オルティージャ 
　 ★★★★★ 
シラクーサの旧市街オルティージャ島の
ハーバーに近いロケーションの高級ホテル。
旧市街の見所を徒歩で観光するのにとても
便利です。屋上テラスからの眺めも人気で
す。

■ タオルミナ：
　 ユーロスターズ・モンテ・タウロ 
　 ★★★★ 
テアトロ・グレコ(ギリシャ劇場)から徒歩5分
余り、メイン通りのウンベルト一世通りから
も近い立地のホテルです。このたびは、シー
ビューのお部屋をご用意しました。

地元在住のガイドが、皆様をお待ちしています
パレルモやタオルミナを中心に、地元目線での楽しい町歩きも楽しみま
しょう。地元のことは地元の人に聞くのが一番。地元在住ガイドさん
にも様々なご協力をいただきました。

多彩な魅力に溢れるイタリアの中
でも、シチリアの文化的な多様性は
別格です。私がご案内するパレルモ
は、アラブ時代に受けた様々な影響
を今なお街の中で見ることができ、
どこかエキゾチックなムードが感じら
れます。皆様の来島をお待ちしてお
ります。

古い歴史を持つシチリアは文明の
十字路と呼ばれ、様々な異民族が関
わってきました。それらの異民族文
化を吸収したシチリアは食文化にも
その影響を受けています。シチリア
を訪れる方はその多様性に驚き魅了
されることでしょう。皆様のお越しを
お待ちしております。

パレルモガイド
神島さんより

タオルミナガイド
原さんより

ヨーロッパ最大の活火山エトナ山
標高3,323メートルのエトナ山は、
ヨーロッパ最大の活火山でシチリア
のシンボルとも言えますが、意外に
もその周辺は気軽に訪れることが
できます。タオルミナよりエトナの
東側からバスで登ってゆくと、標高
1,900メートル地点にあるサピエン
ツェ避難所に到着。近くにはシルヴェ

ストリ火口跡があり、その周囲を歩
くことができ、過去の噴火で流れた
溶岩を見ることができます。天気が
よければ広大なカターニャ平野や海
岸線がきれいに見渡せます。付近
にはショップやトイレなどもあり、靴
もスニーカー程度で十分に楽しめま
す。
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独自の風習が残る漁師町ナザレでは、
井戸端会議をする地元の女性たちの
姿や漁師町らしい光景に出会えるかも
知れません。ここでは、日本人にも親
しみがある鰯の炭火焼をお召し上がり
ください。

市民の台所ボリャオン市場。地元グルメや新鮮な食材が集まります　©Câmara Municipal do Porto

今回の旅の舞台はポルトガル。心の琴線にふれるという言葉があ
りますが、ヨーロッパの国々の中でもポルトガルほど、私たちの心
に響く風景と出会える旅先はありません。旅情溢れる田舎町、大
航海時代の栄華を肌で感じる世界遺産の修道院群、美しく儚い
ファドの調べ、旅のエッセンスがたっぷりと詰まった国、ポルトガル。
食事も日本人の好みに合う郷土料理が多いのも大きな魅力です。
このたびは、ポルトで大人気のグルメ散策（フードツアー）や各地の
名物料理を地元でも評判のレストランやタベルナでご用意しました。
グルメ散策では市場や惣菜店でポルトガルグルメを試食しながら食
文化を味わいます。古都ポルトに2連泊、首都リスボンには３連泊し、
旅情あふれる２つの街を中心にして、この国が持つ魅力をポルトガ
ルの美食と共にたっぷりとご紹介します。

ツアープランナーより

食彩豊かなポルトガル。郷土料理やスイーツなど、ポルトガルならではの「食」も楽しみです

ポルト（2泊）

アヴェイロ

大西洋

ドウロ川

コインブラ（1泊）コインブラ（1泊）

ナザレ

オビドス

リスボン（3泊）

シントラ
ロカ岬

ポルトガル

スペイン

ポン・デ・リマ
ギマランイス

バターリャ

H

H

B

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。

港町ナザレで出会う
どこか懐かしい風景と鰯の炭焼き

大西洋に面するナザレと言えば鰯の炭火焼

アヴェイロ郊外　
コスタ・ノヴァで味わうシーフード

ストライプのカラフルな家々が立ち並ぶコス
タ・ノヴァのレストラン

素朴なスイーツも美味しい
観光途中にはスイーツタイムも

ポルトガル最中「オヴォシュ・モレーシュ」

アヴェイロ近郊に位置する、近年注目
の人気観光地のコスタ・ノヴァ。ストラ
イプのカラフルで可愛らしい家々が立
ち並ぶ姿は絵本から飛び出してきたよ
うな町です。ここでは、シーフードの
ランチをお楽しみいただきます。

ポルトガル各地で作られるお菓子も魅
力的です。濃厚なカスタードのエッグ
タルト、卵餡入りポルトガル風最中「オ
ヴォシュ・モレーシュ」、カステラの原型
「パン・デ・ロウ」など南蛮貿易以来の日
本とのつながりを感じさせてくれます。
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ポルトガル

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食6回、夕食4回　■添乗員：羽田空港ご出発時から羽田空港ご到
着時まで随行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：帰国時150日以上　■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

初夏の特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
実施期間：2023年4月～ 6月までの3カ月間（ゴールデンウィークなど当社が定める繁忙期を除きます）なお、航空
会社の指定および便の指定はできません。その他、付帯条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ ツアーコード：EU378T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・9日間】
4月2日（日） , 5月7日（日）

エコノミークラス利用

¥598,000
ビジネスクラス利用

¥998,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥100,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用）【羽田～イスタンブール～ポルト、リスボン～イスタンブール～羽田】
燃油サーチャージ別途目安：￥104,000：12月1日現在

各地で上級ホテルに宿泊
コインブラでは名門ホテル「涙の館」に宿泊

■ コインブラ：キンタ・ダス・ラグリマス ★★★★★
ポルトガルでは誰でも知る有名なイネスとペドロ悲恋の物語。そのヒロインであるイ
ネスが隠れ住み、物語の舞台となったのが、コインブラでご宿泊いただく スモール・ラ
グジュアリー・ホテルズにも加盟している 、キンタ・ダス・ラグリマス「涙の館」です。広
大な敷地内に二人が愛を語らった場所とされる『愛の泉』や、暮らしていたといわれる
14世紀の館跡などが残されていますので、散策などお楽しみください。

※各都市はシャワーのみのお部屋となります。※星の数は、ポルトガル政府ホテル格付けの基準に基づきます。

■ ポルト：ペスターナ・ブラジレイラ ★★★★★ 
ポルトでのご宿泊は、サン・ベント駅から200メートルほどの場所にある散策に便利な
ホテルをご用意しました。町の中心部に滞在することで、観光や朝の散歩など、自由に
街歩きを楽しめるのが魅力です。

■ リスボン：ソフィテル・リスボン・リベルダーデ ★★★★★ 
リベルダーデ大通りに面して建ち、地下鉄アヴェニーダ駅のすぐそばにあります。モダ
ンで快適なホテルを3連泊でご用意しました。

カラフルな街並みが美しいポルトに連泊。
ワイナリー訪問やグルメ散策で一味違った町歩きを
ドウロ川が大西洋に注ぐ河口の丘に
広がる町ポルト。赤い瓦と石の古
い街並みの中を歩いていると、アズ
レージョと呼ばれる青色のタイルで
装飾された教会などに出会ったりと、
街歩きも楽しみです。
このたびは、通常の町歩きだけで
なく、新たに「食」の楽しみを加えた
プログラムをご用意しました。地元

ガイドの案内で、ポルトの歴史や食
文化についての説明を聞きながら、
試食を楽しんだり、数年にわたるリ
ニューアルを終えたばかりの市民の
台所「ボリャオン市場」を巡ります。
また、対岸のヴィラ・ノヴァ・デ・ガイ
ア地区では、ポルトの歴史とともに
発展してきたポートワインのワイナ
リーも訪れます。

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港22：05発H
夜、羽田空港より、ターキッシュエアラインズにてイスタンブー
ルへ。  （機中泊）ssk

2

イスタンブール
06：10着 
イスタンブール
08：10発H
ポルト10：00着
【ポートワインのセ
ラー見学、ポルトの
グルメ散策】

着後、航空機を乗り換え、界遺産の街ポルトへ。
○ノッサ・セニョーラ・ド・ピラール修道院からポルトの全景を眺めた
後、 食彩 ヴィラ・ノヴァ・デ・ガイア地区のポートワインセラーを
訪れ、見学と試飲を楽しみます。
午後、 食彩 ポルトで大人気のグルメツアー散策にご案内します。
2018年以降改修工事が行われたボリャオン市場や周辺のポルト
名物料理店などでの試食などを楽しみながら街を歩きます。
その後、ホテルにチェックイン。ご宿泊は旧市街中心に位置する
高級ホテル、ペスターナ・ポルト・ア・ブラジレイラです。
 【2連泊】（ポルト：ペスターナ・ポルト・ア・ブラジレイラ泊）khs

3

ポルトB（ポン・デ・
リマ、ソアージョ、
ギマランイス）

午前、ポルトガル北部のミーニョ地方の知られざる見どころへ。
中世の町ポンテ・デ・リマには古代ローマ時代の橋が架かります。
また、スペイン国境近くのソアージョでは、独特の高床式倉庫「エ
スピゲイロ」をご覧いただけます。
午後、ポルトガル建国の地とされるギマランイスへ。●ブラガン
サ公爵館、●ギマランイス城、○旧市街へご案内します。
食彩 本日の夕食はポルト河岸のカイス・ダ・リベイラ地区にあるレ
ストランにて。タコのリゾットなどの地元料理をお楽しみ下さい。
 （ポルト：ペスターナ・ポルト・ア・ブラジレイラ泊）ahy

4

ポルト08：00発B
アヴェイロB
コインブラ14：00着

午前、水の都アヴェイロへ。着後、運河沿いの散策。散策途中には、
食彩 黄身餡入りの郷土菓子「オヴォシュ・モレーシュ」(ポルトガ
ル風最中)をいただきながらのスィーツ休憩もお楽しみください。
食彩 昼食はアヴェイロ近郊のコスタノヴァにてシーフードをご用
意しました。
その後、大学都市コインブラへ。
午後、コインブラの観光。●旧大学、●大学図書館を見学します。
その後、ホテルへ。ご宿泊は高級ホテル、キンタ・ダス・ラグリマ
ス（涙の館）です。
 （コインブラ：キンタ・ダス・ラグリマス泊）ahy

5

コインブラ
09：00発B
バターリャB
ナザレB
オビドスB
リスボン17：30着

午前、●バターリャ修道院に立ち寄ります。その後、大西洋に面
するナザレへ。
着後、ナザレにて海辺の散策と昼食。
食彩 郷土料理の鰯の炭火焼をお召し上がりください。
午後、オビドスへ。○ポルタ・ダ・ヴィラ、○サンタ・マリア教会
などを散策します。
夕刻、リスボンへ。ご宿泊はリベルダーデ通りにあるソフィテル・
リスボン・リベルダーデです。
 【3連泊】（リスボン：ソフィテル・リスボン・リベルダーデ泊）ahy

6

リスボン
（世界遺産シントラ）

終日、リスボン郊外の観光。午前、世界遺産のシントラへ。●
王宮や●ペナ宮にご案内します。
午後、ユーラシア大陸最西端のロカ岬に立ち寄り、リスボンに戻
ります。
 （リスボン：ソフィテル・リスボン・リベルダーデ泊）ahs

7

リスボン 終日、リスボンの観光へ。
午前、●ジェロニモス修道院、○ベレンの塔、○発見のモニュメ
ントをご案内します。
午後、下町のアルファマ地区へご案内します。
食彩 最後の夕食は高級レストラン「パベ」にて。
 （リスボン：ソフィテル・リスボン・リベルダーデ泊）ahy

8 リスボン16：15発H
午前、自由行動。午後、リスボン空港へ。
夕刻、航空機にてイスタンブールへ。  （機中泊）ask

9
イスタンブール00：05着 
イスタンブール02：05発H
羽田空港19：00着

着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。
羽田空港着後、解散。
 kks

※上記日程は、ターキッシュエアラインズの羽田発着便利用の場合の日程です。他の航空
会社を利用する場合は、発着空港、時刻、日程が異なります。

涙の館（ホテルの外観・イメージ） お食事も人気です（イメージ）

解説を聞きながら試飲を　
©Taste Porto Food Tours

アズレージョの装飾が見事なサン・ベント駅
©Taste Porto Food Tours

旅の最後を飾るリスボンでは３連泊
ヨーロッパ最西の首都リスボンに３
連泊し、教会建築としてポルトガル
でも随一の美しさを持つジェロニモ
ス修道院や、新大陸を求めて旅立
つ船を見送ったベレンの塔など大航
海時代の栄華をひしひしと感じさせ
る世界遺産の数々を訪問します。 ジェロニモス修道院

ドウロ川が大西洋に注ぐ河口の丘に広がる町ポルト
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