●歩行レベル

★★～★★★（初級～中級）

●総歩行距離

110km

サンチアゴ巡礼のシンボル、ホタテ貝の杖（ｲﾒｰｼﾞ）

お問合せ
観光庁長官登録旅行業第 1668 号／社団法人全国旅行業協会正会員

◆
◆
◆
◆
◆

ポルトガル国境からスタートする希少価値の高いもうひとつの巡礼の道！
ガリシア地方のうねる緑の丘を歩き悠久の時間と自由の本質を感じる！
美しい教会と聖堂や遺跡— 中世から途切れることなく継承される文化！
サンチアゴ･デ･コンポステーラのカリスマ的な回廊の逍遥で忘我の境地に!?
サンチアゴ大聖堂に立つあなたの手にはコンポステーラ(巡礼証明書)が！

何気ない場所に古い教会が（ｲﾒｰｼﾞ）

巡礼証明書
(ｺﾝﾎﾟｽﾃｰﾗ)

カミノポルトガルは、ポルトガルの首都リスボンからスペインのサンチアゴ･デ･コンポス
テーラまで、総延長 611 ㎞の長大な巡礼の道です。そのうち、スペインのガリシア地方
トゥイからサンチアゴまでの 110 ㎞がカミノ･ポルトガルのファイナルステージです。最
後の 100 ㎞以上を歩いた者にのみ発行される「コンポステーラ(巡礼証明書)」を受け取
る資格を得ます。北スペイン、ガリシア地方の心あたたまるカントリーサイドを一日平均
18 ㎞、比較的歩きやすい道のり。静寂に包まれた田舎道や森の中に続くフットパス、緩
やかな流れの渓谷や海岸沿いの道など変化に富んだ毎日。ガリシア地方の開放的で長
閑な雰囲気は歩く者を少しずつ解きほぐしてくれます。カミノを歩く理由は人それぞれ。
例えば宗教上の、或いは心霊的な、また或いは単に現代生活のストレスから解放される
ために人々は歩きます。しかし、理由はどうあれ最後に巡礼を完遂しコンポステーラを
手にした時、あなたは言いようのない充足感に満たされることでしょう。素朴な村々の生
活に触れ、歴史的な教会や宗教的遺跡等を見ながら、黙々と、或いは何かを考えながら
歩き続けたその先に、栄光のサンチアゴ･デ･コンポステーラが待っています。

川沿いの道（ｲﾒｰｼﾞ）

ユーカリの森（ｲﾒｰｼﾞ）

サンチアゴ大聖堂

巡礼者手帳(クレデンシャル)

初回限定のモニターツアーです！
弊社初企画でありながら事前調査ができないため、初回の企画についてのみ「モニターツアー」とさせていただきます。旅行代金には
航空運賃と最低限の陸上交通、朝食付き宿泊費、そして弊社の添乗員経費と取扱手数料のみ含まれます。昼食、夕食、および現地で発
生する諸費用は全て現地にてお客様ご自身でお支払いいただきます。また、添乗員にとっても初めてのコースですので、ご参加のお客
様には御不便や御苦労を強いてしまう可能性がありますし、事前の情報提供も限定されます。このような悪条件をご了承の上でご参加
いただける方を対象とさせていただきます。その分、旅行代金はこの季節でこの日数としては極めてリーズナブルな設定となっており
ます。尚、原則として旅行中添乗員が撮影した写真は公開可能とさせていただきます。また、帰国後に簡単なレポートの提出、または
アンケートへの回答をお願いしております。
（企画および添乗予定：早坂悟）
＜日程表＞
月

カミノポルトガル 10 日間

日

4／16
（月）

都 市 名

交 通

新千歳

航空機

乗継都市

航空機

ス ケ

ジ

ュ ー

ル

食事

空路、日本国内ほか経由都市で乗り継ぎスペインへ。

―
〔乗継都市または機内泊〕

機

午後～夕刻、カミノの出発点トゥイに到着。明日から始まる巡礼の旅に備えます。国境のト
4／17
（火）

乗継都市

航空機

ゥイはガリシア州ポンテベドラ県の街で人口は約 16,000 人。ポルトガル国境のミーニョ川

機

鉄道

沿いの、美しく歴史的な趣のあるスペインの街です。魅力的な大聖堂の回廊や、国境の橋

―

トゥイ

または車

を渡ってポルトガルの街ヴァレンサを訪ねてみるのも良いでしょう。

―
〔トゥイ泊〕

4／18
（水）

4／19
（木）

4／20
（金）

4／21
（土）

4／22
（日）

トゥイ

Walk

ロウロ川の渓谷に沿った森の中の静かな田舎道をとオ・ポリーニョへ向かいます。

朝

ロウロ川

15km

オ・ポリーニョは、ガリシア州ポンテベドラ県の人口約 16,000 人の村です。この村には宿

―

泊施設が少ないため、着後、車でトゥイへ向かいます。

―

オ・ポリーニョ

4-5 時間

オ・ポリーニョ

Walk

レドンデラ

23km

アルカデ

5-6 時間

アルカデ

Walk

バルテイロ

12km

〔トゥイ泊〕

車でオ・ポリーニョへ戻ってから出発。騎士の道の短い急坂を登ると海辺の景色が待って
います。その後、下り道をレドンデラへ。海岸沿いの道を進み森の中の短い登りを行くと再
び海岸沿いに出ます。アルカデはベルドゥゴ川がピニェイロ湾に流れ込む新鮮な海の幸が
豊富な河口の村です。

〔アルカデ泊〕

ヴェレアヴェーラ･ド･カニコウヴァの古代の石畳を登ります。13 世紀のサンタマリア教会と
美しいヴィーゴ湾の景観を眺めた後、ポンテベドラへ。ポンテベドラは人口約 82,000 人、
ガリシア 7 都市のひとつに数えられるポンテベドラ県の県都です。

朝
―
―
朝
―

ポンテベドラ

3-4 時間

ポンテベドラ

Walk

穏やかなトレイルがユーカリの森へと誘います。川沿いの渓谷には鉄道も伸びています。カ

朝

ブリアドイロ

21km

ルダス･デ･レイスは人口約 1 万人、古くから温泉が出るスパタウンとして有名な街です。疲

―

れた足を休めるには理想的な場所です。

―

〔ポンテベドラ泊〕

カルダス･デ･レイス

5-6 時間

カルダス･デ･レイス

Walk

ベルマーニャ川とヴァルガ川、ふたつの渓谷を歩く愉快な日です。

朝

アスセルナダス

17km

ウジャ川を渡ってパドロンへ。パドロンはア･コルーニャ県の人口は約 9,000 人の村。

―

パドロン

〔カルダス･デ･レイス泊〕

―

〔パドロン泊〕

4-5 時間

―

いよいよカミノ最終日、ブナとセイヨウマツそしてユーカリの森を通り、いよいよサンチア
パドロン
4／23
（月）

ガラナス
サンチアゴ･デ･コンポ
ステーラ

Walk
22km
5-6 時間

ゴ･デ･コンポステーラへ。目線の先に感動の風景―サンチアゴ･デ･コンポステーラの街と
大聖堂が見えてきます。サンチアゴの街に入り、ユネスコ世界遺産の大聖堂歴史地区へ。
カミノポルトガルの完歩を祝福しましょう！

朝
―
―

※巡礼オフィスでコンポステーラ(巡礼証明書)発行の手続きがあります。
〔サンチアゴ･デ･コンポステーラ泊〕

4／24

サンチアゴ･デ･

（火）

コンポステーラ

4／25

サンチアゴデコンポステーラ

（水）

乗継都市

4／26

乗継都市

（木）

新千歳

終日、自由行動。大聖堂では正午ころより巡礼者のためのミサが執り行われます。
〔サンチアゴ･デ･コンポステーラ泊〕

航空機

航空機

午前～午後、空路、乗継都市へ。

朝
―
―
朝

〔機内泊〕
空路、新千歳へ。コンポステーラ

■ 所要時間は歩行時間の目安です。行程は原則として上記を予定しておりますが、当日の状況、現地の事情により変更する場合があります。

機
機
―

旅行代金：新千歳発着 425,000 円

東京／大阪発着 415,000 円 その他の発着についてはお問い合せ下さい。

■一人部屋追加代金

55,000 円

■最少催行人員

４名（最大募集人員 6 名）

■添乗員(ﾂｱｰﾘｰﾀﾞｰ)新千歳空港より同行します。
■食

事

●歩行レベル

★★～★★★（初級～中級）

●総歩行距離

110km

朝 7 回・昼０回・夕 0 回（機内食を除く）

■利用予定航空会社

エミレーツ航空、カタール航空、大韓航空、イベリア航空、英国航空、エティハド航空、
ターキッシュエアラインズ、フィンランド航空、その他

■利用予定ホテル

各地／ホステル、B&B、ゲストハウスなど

■入国査証（ビザ）

不要です。パスポート残存期間は入国時 6 ヶ月以上が望ましい。

■空港諸税、燃油サーチャージは別途実費を申し受けます(目安：約 25,000 円～45,000 円/2017 年 9 月現在)。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

現地ローカルガイドは同行しません。全行程、添乗員が同行しご案内いたします。



宿泊はホテルまたはホステルや B&B です。概して素朴な宿泊施設ですが部屋にトイレとシャワーが付いています。



朝食は旅行代金に含まれており、ほとんどは宿泊施設にて提供されます。



昼食は各自でご負担いただきます。商店で購入、あるいは途中のカフェなどをご利用下さい。



夕食は各自ご負担いただきます。宿泊施設や近隣のレストランをご利用下さい。安くて美味しいメヌー（巡礼定食）も良いでしょう。



行程は現地事情により変更する場合があります。宿泊施設の混み具合によっては、近隣の宿泊施設への送迎が発生します。或いは
宿泊地そのものが変更される場合があり、その場合、前後の行程も変更される場合があります。



カミノポルトガルでは、大きな荷物は毎日車で別途搬送いたします。その荷物の許容量はお一人様１個のみ、重量は上限 18kg です。
なお、大きなスーツケースは B&B などの比較的狭い室内や階段での運搬に苦労する事がありますので、キャリーバッグ程度のコン
パクトなサイズのバッグをお勧めいたします。



原則として雨天の日も歩きますが、極端な悪天候の場合は添乗員の判断で行程を短縮、変更、中止することがあります。またバスや
タクシーで迂回する場合があります。それら費用に付きましては別途ご負担願います。



海外旅行保険への契約をお願いいたします。弊社では、AIU 保険会社を取り扱っています。

ご参加の皆様へ＜旅行条件抜粋＞
お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。旅行条件は、パンフレットの内容、条件によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。
■募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ノマド（以下「当社」という）が企画募集し実施する企画旅行です。旅行に参加されるお客様は当社と
企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。

■旅行のお申し込み及び契約成立時期
旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代金）を受理した時に成立します。（通
信契約の場合を除きます。）

■お申込金（お一人様）
●旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００，０００円以上旅行代金まで
●旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０，０００円以上旅行代金まで
●旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０，０００円以上旅行代金まで
●旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで
●旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％以上旅行代金まで

■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記の金額を取消料として申し受けます。（お一人様）
4/27～5/6、7/20～8/31、
左記以外の日に開始する旅行
12/20～1/7 に開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさかの
旅行代金の１０％
ぼって４０日目にあたる日以降～３１日目
無料
（１０万円を上限）
にあたる日まで
旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万
円
旅行開始日の前日から起算してさかの
旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円
ぼって３０日目にあたる日以降～１５日目
旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３万円
にあたる日まで
旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２万円
旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％
旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって１４日目にあたる日以降～３日目
旅行代金の２０％
にあたる日まで
旅行開始日の前々日～旅行開始日まで
旅行代金の５０％
旅行開始後または無連絡不参加の場合
旅行代金の１００％
旅行契約の解除期日

■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前に（お申し込み間際の場合は当社らが指
定する期日までに）お支払いください。

■旅行企画・実施

http://hokkaido-nomad.co.jp

株式会社ノマドツアーデスク
〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 6 丁目 8 番地一閤ビル 5 階
観光庁長官登録旅行業第 1668 号
総合旅行業務取扱管理者
早坂悟

■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した★運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な
変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様と
します。）を含みません。★宿泊費★食事代旅行取扱料金および消費税等諸税、サービス料★お一人様につきスーツケー
ス等１個の受託手荷物運送代金。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

■旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。★超過手荷物料金★運送機関の課す付加運賃・料金
★クリーニング代、電報電話料、追加飲食代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付その他個人的性質の諸費用とそれに
伴う税・サービス料★注釈のない限り日本国内の空港使用料★旅行日程中の空港税、空港使用料等

■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規
程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且つ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った
一定の損害について、予め当社約款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

■旅行条件（抜粋）基準日
この旅行条件は、2017 年 9 月 1 日を基準としています。又、この旅行代金は、2017 年 9 月 1 日現在の有効なものとして
公示されている運賃・規則、又は 2017 年 9 月 1 日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

■個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただ
くほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要
な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャン
ペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計
資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。これらの事業者への個人データの提供の停止を
希望される場合は出発前までにお申し出下さい。

■その他
旅行代金は特に記載のない限りお一人様分を表示しています。また、こども代金は旅行開始日当日を基準に満 2 歳以上～
12 歳未満の方に適用します。また、旅行の中途離団等、お客様の都合で旅行日程を変更する場合は、別途追加手数料等を
お支払いいただいた上で可能な限りご希望に沿うよう努力しますが、運送機関等の状況により不可能な場合があります。ま
た、「離団証明書」等の証明書類に署名、捺印等をいただく場合があります。
◎海外危険情報・衛生情報について
「外務省海外危険情報」は「海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」または、外務省海外安全情報セン
ター（TEL:03-5501-8162／受付時間：外務省閉庁時を除く 09:00～17:00）などでご確認いただけます。
渡航先の衛生状況は「厚生労働省検疫感染症ホームページhttp://www.forth.go.jp」でご確認いただけます。

■お申し込み・お問い合せ

tour@hokkaido-nomad.co.jp

TEL 011-251-1900
FAX 011-261-2019

外務員氏名

