
スペイン北部を巡る5つ星のクルーズトレイン



n 1日目、土曜日　レオン→サン・フェリス

歴史に満ちた魅惑的な街レオン。サン・イシドロ、大聖堂、旧市街、

サン・マルコス。列車でお迎え・ご乗車。レオンで昼食。サン・フェ

リスにて受付・ご乗車。レオンで自由時間・夕食。サン・フェリス泊。

n 2日目、日曜日　サン・フェリス→ビジャサナ・デ・メナ

列車内で朝食をとりながら、サン・フェリスからグアルドへ移動。

バスに乗り換え、ローマ時代の町ラ・オルメダと、パレンシアのロマ

ネスク様式芸術が見られるカリオン・デ・ロス・コンデス、ビジャル

カサル・デ・シルガ、フロミスタを見学。ビジャルカサルで昼食。

エブロ川の素晴らしいダムとラス・メリンダデス地方に沿って、列車

でマタポルケラからビジャサナ・デ・メナへ移動。ビジャサナ・デ・

メナで夕食・泊。

n 3日目、月曜日　ビジャサナ→サンタンデール

朝食をとっている間に、列車はバジェ・デ・メナに入り、ビスカヤを

経てビルバオに到着。グッゲンハイム美術館（7月・8月以外は月曜休

館）など市内観光。車内で昼食。午後はカンタブリアの州都であり過

去の魅力を今も残す沿岸都市サンタンデールへ移動。観光・夕食。

ご希望の方は、夕食後に街のカジノへお出かけいただけます。

n 4日目、火曜日　サンタンデール→アリオンダス

午前中カベソン・デ・ラ・サルへ向かい、そこからサンティジャーナ・

デル・マルへ移動。アルタミラ博物館とこの美しい中世の町を見学。

サンティジャーナで昼食。午後リバデセージャまでアストゥリアス地

方に入り、その後アリオンダスへ移動。カンガス・デ・オニスで夕食、

アリオンダス泊。

n 5日目、水曜日　アリオンダス→オビエド

アリオンダスからアストゥリアスの中心部へ移動。ピコス・デ・エウ

ロパ国立公園、山あいのコバドンガ湖、コバドンガ礼拝堂、カンガス・

デ・オニス。車内で昼食。その間、列車はアストゥリアスの州都で

あり、前ロマネスク様式の独特な建造物が存在するオビエドへ移動。

オビエドで夕食・泊。

n 6日目、木曜日　オビエド→ルアルカ

オビエドからアストゥリアスの海沿いの素晴らしい街ヒホンへ移動。

市内観光、職業大学見学。午後はコスタ・ベルデの白い町ルアルカ

へ移動。ヒホンで昼食。ルアルカで夕食・泊。

n 7日目、金曜日　ルアルカ→ビベイロ

アストゥリアスと境界を接し、エオ川の河口に位置するガリシアの

リバデオ。ラス・カテドラレス海岸観光。リアス・アルタスの絶景。

リバデオで昼食。午後列車でビベイロ着。ビベイロで夕食・泊。

n 8日目、土曜日　ビベイロ→サンティアゴ・デ・コンポステーラ

フェロルからバスでサンティアゴ・デ・コンポステーラへ移動。美

しいオブラドイロ広場、プラテリアス、大聖堂などがあるサンティ

アゴ巡礼の目的地。旅行終了

レオン／サンティアゴ・デ・コンポステーラ

集合場所と
時間

パラドール・サン・マルコス　12:00.  Plaza de San Marcos, 7. León. Tel. +34 987 237 300

El Transcantábrico Clásico（エル・トランスカンタブリコ・クラ

シコ）のスイートルームには、休息とプライバシーを守るよう、特

別にデザインされたスペースがあります。毎晩駅に停車した状態で、

快適にお休みいただきますので、列車の振動音は睡眠の妨げになら

ず、夜間に外出ご希望のお客様には、停車地の夜の雰囲気をお楽し

みいただけます。

各スイートコンパーメントに浴室付属品完備。電流は220ボルト

です。

　スイートルームにはダブルベッドを備えていますが、二段ベッド

上部を設置できる部屋もございます。全室に、トランクスペース、ミニバ

ー、金庫、クロゼット、書き物机をご用意しています。各室に、サウナ、

スチームバス、ヘアドライヤー完備の浴室があります。冷暖房、有線放

送、照明用には、個別の調節つまみが設置されています。

　大きな窓から景色を

お楽しみいただけます。

　全車両が内部で接続

しており、自由な往来

が可能です。

スイートルーム

スイートダブル



n 1日目、土曜日　サンティアゴ→ビベイロ

巡礼者の目的地サンティアゴには、美しいオブラドイロ広場、プラテリアス、

大聖堂があります。サンティアゴで昼食。午後、バスでフェロルに移動し、

列車に乗り換え。お迎え・ご乗車。列車でビベイロへ移動。ビベイロで

夕食・泊。

n 2日目、日曜日　ビベイロ→ルアルカ

列車で朝食をとり、アストゥリアスとガリシアの境界に位置するリバデオへ

移動。ラス・カテドラレス海岸観光。リバデオで昼食。そこからコスタ・

ベルデの白い町と称されるルアルカへ移動。ルアルカで夕食・泊。

n 3日目、月曜日　ルアルカ→オビエド

列車はアストゥリアスをカンダスへ向かい、そこからアストゥリアスの

素晴らしい沿岸都市ヒホンへ移動。市内観光、職業大学見学。ヒホンで

昼食。それから、前ロマネスク様式の独特な建造物が存在するオビエド

へ。オビエドで夕食・泊。

n 4日目、火曜日　オビエド→ジャネス

アリオンダスに向かい、アストゥリアスの中心部に到着。ピコス・デ・

エウロパ国立公園。山あいのコバドンガ湖、コバドンガ礼拝堂、カンガス・

デ・オニス。セジャ川国際下りと同様に、アストゥリアス東部の素晴らし

い海辺の町ジャネスへ移動。ジャネスで夕食・泊。

n 5日目、水曜日　ジャネス→サンタンデール

列車で朝食をとりながら、カベソン・デ・ラ・サルへ移動。バスに乗り

換えアルタミラ博物館とサンティジャーナ・デル・マルを見学。サンティ

ジャーナで昼食。午後、列車でサンタンデールに到着。観光・夕食。

ご希望の方はカジノにお出かけいただけます。サンタンデール泊。

n 6日目、木曜日　サンタンデール→ビジャサナ・デ・メナ

列車で朝食後、河口に面した現代的な都市ビルバオへ到着。市内観光、

グッゲンハイム美術館見学。昼食、自由時間。午後、列車でブルゴス県

のビジャサナ・デ・メナへ移動。車内で夕食・泊。

n 7日目、金曜日　ビジャサナ→サン・フェリス

午前中マタポルケラへ移動し、そこからバスでカスティージャ運河と、

パレンシアのロマネスク芸術を見学。ビジャルカサル・デ・シルガ、

カリオン・デ・ロス・コンデス、フロミスタ。ビジャルカサル・デ・

シルガで昼食。午後、ローマ時代の町ラ・オルメダを見学。その後、

グアルドから列車でサン・フェリスに向けて出発。夕食。

n 8日目、土曜日　サン・フェリス→レオン

最終日、朝食をとりながらレオンに到着し、歴史に満ちた街を見学。旧市

街が訪れる人々を魅了します…。旅行終了。

サンティアゴ・デ・コンポステーラ／レオン

集合場所と
時間

パラドール・ロス・レジェス・カトリコス　12:00
Plaza del Obradoiro, 1. Santiago de Compostela. Tel. +34 981 582 200

電車の他に豪華バスも運行して、
電車ではアクセスできない
場所へご案内します。

列車内で最も美しく独特な空間である4両のサロンカーは、まさに

鉄道の宝石。外部デザイン、仕上げ、内部装飾に魅了されます。約

1世紀前の敷設とここ27年以上の歴史を通して、素晴らしい舞台を

背景に、ゆっくりした時間の中に数々の友情が誕生した、列車内の

公共スペースです。

サロンカーのうち1両には、バルとダンスフロアがあります。小さ

なダンスホールのような装飾と照明が施されたこのパブ車両では、

毎晩楽しいパーティが行われます。もう1両のサロンカーにもバルが

あり、こちらではゆったりとお飲み物をお召し上がりいただけます。

残り2両のサロンカーでは、読書、他のお客様とのテーブルゲーム、

語らい、大窓から景色を眺めることが可能です。どの車両でも、

お客様のご要望にウエーターが応対いたします。

　新聞、雑誌、厳選された図書館の書籍、テレビ、ビデオライブラリ

ーがご利用可能です。旅をお楽しみいただくために必要な、あらゆる

ものが揃っています。

サロンカー
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2013年出発日

サンティアゴ・デ・コンポステーラ発
レオン着（土曜日）

3月 30
4月 13 27
5月 11 25
6月 8 22
7月 6 20
8月 3 17 31
9月 14 28
10月 12 26

レオン発サンティアゴ・デ・コンポステーラ着
（土曜日）

3月 23
4月 6 20
5月 4 18
6月 1 15 29
7月 13 27
8月 10 24
9月 7 21
10月 5 19

2013年料金

クラシックスイート
ダブル

2,700 €
（1名様につき）

クラシックスイート
シングル

3,700 €

トリプル追加料金 1,200 €

付加価値税込みの最終的な料金です

ご旅行に含まれているもの

• 列車内スイートコンパートメント
での7泊。

• 郷土料理の夕食7回と昼食7回
（ワイン、コーヒー、リキュールも
含みます）。

• ビュッフェスタイルでの朝食7回。

• パブ車両での音楽とパーティ。

• 計画されている小旅行。美術館、
大聖堂、修道院などへの入場料も
含みます。

• 全行程、列車に伴走する豪華バス。

• 新聞、雑誌。

• セキュリティサービス。

• 全行程でのガイド。

• お客様のご要望にお応えする
素晴らしいスタッフ。

団体

El Transcantábrico Clásico（エル・トランスカンタブリ

コ・クラシコ）は定員54名様で、ダブルベッドのあるス

イートダブル27室をご利用いただけます。出張、観光

旅行、会議、報奨旅行、製品紹介など。

貸切旅行はお客様のご要望に応じたものとなります

ので、料金は旅程、日数、追加サービスなどによって

異なります。

ご希望の旅行タイプの料金をお問い合わせください。

お問い合わせ・ご予約

Plaza de los Ferroviarios, s/n.  33012 Oviedo (Asturias) - España - Spain
Telf.: 00 34 902 555 902

 trenesturisticosdelujo@feve.es
www.trenesturisticosdelujo.com

不測の事態：主催者にとって管理不可能な状況や、他列車の特別運行状態を原因とする
様々な問題によって、変更が生じた場合には、追加料金をいただくことなく、予定
された旅行を続行するための適切な対策を講じます。主催者が採った解決策にて旅行を
続行される場合、その解決策を暗黙の内にご了承いただいたものとみなされます。
本プログラムは、2013年　豪華観光列車の総合パンフレットに記載されている予約・
キャンセル条件に準拠しています


