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＜旅行条件＞
　１）研修期間 ： 2016年9月15日(木)～2016年9月23(金)　9日間

　２）人数 ： 15名様（最少催行人員）　※最少催行人員以下の場合は改めて料金をご案内申し上げます。

　　 　　　※定員になり次第、締め切らせて頂きます。

　３）航空会社 ：日本航空利用（成田発着 フランクフルト経由/往復）

　４）研修旅行代金 お一人当たり（大人）    ：￥280,000（ランドオンリーの料金/航空機代を含まない/2名様１室利用）

　　　　 　　 　　　1人部屋追加代金　 　   ：￥66,000

＜研修旅行代金に含まれるもの＞

　　① 宿泊費用 　　：ホテルの宿泊費用・部屋指定なし（税・サ－ビス料込み）

　　② 食事費用 　　：朝食 7回、昼食 2回、夕食 ４回（機内食を除く）

　　③ 送迎/観光費用：旅行日程に明示した送迎および観光に伴う専用車、現地ガイド、アシスタント代 およびチップ　

　　④ 添乗員の同行費用　

<旅行代金に含まれないもの＞

　　① 航空運賃 　　：日本航空および欧州内乗継ぎ便の航空運賃

　　② 旅行日程表に記載されていない事項

　　③ 渡航手続関係諸費用（旅券/パスポート取得費用、出入国カード、税関申告書等の作成費用）

　　④ 個人的な費用(電話等通信費用、クリーニング代、追加飲食費用等)

　　⑤ 任意の旅行傷害保険料

　　⑥ 旅行日程に明示した各見学場所での入場料は含まれておりません（現地にて各自お客様払いとなります）。

<お申込み方法＞

　＊お申込み期限　：　「6月10日(金)　17：00」

　　　　　　お申込み期限前でも定員になり次第締め切らせていただきます。
　　① “参加申込書”(別添)へご記入の上、同記載の取扱旅行会社へFAX（03-5777-4883）にてお申込みください。

　　　　すでにパスポートをお持ちの方は、「ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｺﾋﾟｰ(顔写真ﾍﾟｰｼﾞ)」も合わせてお送り下さいませ。

　　② 後日、取扱旅行会社より「詳細日程・お支払方法」等、研修参加に関わるご案内をさせていただきます。

＜お取消料について＞

・出発日の前日より起算してさかのぼって31日目にあたる日よりも前：旅行代金の10%

・旅行日開始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かか3日目にあたる日まで：旅行代金の20%

・旅行開始日の前々日から当日：旅行代金の50%

・旅行開始後または無連絡不参加：旅行代金の100％

＊取消しのご連絡は、取扱い会社((株)Jトラベルセンターの営業時間内に限らせていただきます。

＜ご旅行のお問合せ・申込み先＞

株式会社Jトラベルセンター FAX 03-5777-4883

TEL 03-5777-4884  営業時間/ 9：30～18：00（土日祭日を除く） 担当：高野

『建築家・青木茂先生＆村上心先生と行く ポルトガル建築研修 9日間』のご案内

お客様は、都合によりご参加をお取消しになる場合は、いつでも次に定める取消料を支払って旅行契約を解除いただくことが
出来ます。



日付 都市名 交通機関 時間 ご予定 食　事

9月15日 成田 JL407 11:25 東京(成田）発　日本航空にてフランクフルトへご出発　＜所要時間 12時間05分＞

（木） フランクフルト  16:30 フランクフルトにてお乗り継ぎ

フランクフルト TP579 19:30 フランクフルト発　TAPポルトガル航空にてリスボンへ　＜所要時間 3時間05分＞

リスボン  21:35 リスボン着、入国手続き後、専用車にてホテルへ（日本語または英語アシスタント付）

＜リスボン/アルティス・グランド 又は同等クラス　泊＞ 夕：　×

　

リスボン 専用車 午前 ホテル発、リスボン市内観光

9月16日 観光後、カスカイスへ

（金） カスカイス 専用車 午後 着後、カスカイス市内観光

観光後、リスボンへ

リスボン 着後、ホテルへ

＜主な見学先＞

ベレン宮殿アーカイブ棟（リスボン、設計: カリーリョ・ダ・グラサ）

サン・ジョルジェ城考古学遺跡（リスボン、設計: カリーリョ・ダ・グラサ）

エキスポ・ポルトガル館（リスボン、設計: シザ・ヴィエイラ）

馬車ミュージアム（リスボン、設計: メンデス・ダ・ロシャ、バック・ゴルドン）

パウラ・レゴ美術館（カスカイス、設計: ソウト・デ・モウラ）

サンタ・マルタ灯台博物館（カスカイス、設計: アイレス・マテウス）

※見学先は変わる場合がございます。 朝：　○

昼：　×

＜リスボン/アルティス・グランド 又は同等クラス　泊＞ 夕：　○

　

リスボン 専用車 午前 ホテル発、コインブラへ

9月17日 コインブラ 着後、コインブラ市内観光

（土） 観光後、アヴェイロへ

アヴェイロ 着後、アヴェイロ市内観光

観光後、ボウロ経由、ギマランイスへ

ギマランイス 専用車 午後 着後、ギマランイス市内観光

観光後、ホテルへ

＜主な見学先＞

サン・フランシスコ修道院改修（コインブラ、設計: カリーリョ・ダ・グラサ）

アヴェイロ大学（アヴェイロ、設計: シザ・ヴィエイラ）

ポウザーダ・モステイロ・デ・アマーレス（ボウロ、設計: ソウト・デ・モウラ）

ブラガスタジアム（ボウロ、設計: ソウト・デ・モウラ）

ポウザーダ・モステイロ・デ・ギマランイス（ギマランイス、設計: タヴォラ）

※見学先は変わる場合がございます。 朝：　○

昼：　×

＜ギマランイスまたは近郊/ポサーダ 又は同等クラス　泊＞ 夕：　○

　

ギマランイス 専用車 午前 ホテル発、レサ・ダ・パルメイラへ

9月18日 レサ・ダ・パルメイラ 着後、、レサ・ダ・パルメイラ市内観光

（日） 観光後、ポルトへ

ポルト 専用車 午後 着後、ポルト市内観光

観光後、ホテルへ

＜主な見学先＞

レサ・ダ・パルメイラ・スイミングプール（レサ・ダ・パルメイラ、設計: シザ・ヴィエイラ）

ボア・ノヴァのレストラン（レサ・ダ・パルメイラ、設計: シザ・ヴィエイラ）

セラルヴェス美術館（ポルト、設計: シザ・ヴィエイラ）

ポルト大学建築学部（ポルト、設計: シザ・ヴィエイラ）

カーザ・ダ・ムジカ（ポルト、設計: OMA）

ポルト地下鉄駅（ポルト、設計: シザ・ヴィエイラ、ソウト・デ・モウラ）

※見学先は変わる場合がございます。 朝：　○

昼：　○

＜ポルト/ポルト・パラシオ 又は同等クラス　泊＞ 夕：　○

　

ポルト 専用車 午前 ホテル発、ポルト郊外へ

9月19日 ポルト郊外 ・ワインセラー見学

（月） 見学後、ポルトへ

ポルト 専用車 午後 着後、ポルト市内観光

観光後、リスボンへ

リスボン 着後、ホテルへ 朝：　○

昼：　○

＜リスボン/アルティス・グランド 又は同等クラス　泊＞ 夕：　×

　

リスボン 専用車 午前 ホテル発、エヴォラヘ

9月20日 エヴォラ 着後、エヴォラ市内観光

（火） 観光後、モンサラシュへ

モンサラシュ
専用車 午後 着後、モンサラシュ市内観光

観光後、ポルタレグレ経由、クラトへ

クラト
着後、ホテル

＜主な見学先＞

キンタ・ダ・マラゲイラ（エヴォラ、設計: シザ・ヴィエイラ）

サント・アントニオ教会（ポルタレグレ、設計: カリーリョ・ダ・グラサ）

ポウザーダ・モステイロ・デ・クラト（クラト、設計: カリーリョ・ダ・グラサ）

※見学先は変わる場合がございます。 朝：　○

昼：　×

＜クラトまたは近郊/ポサーダ 又は同等クラス　泊＞ 夕：　○

　

クラト 専用車 午前 ホテル発、セトゥーバルへ

9月21日 セトゥーバル 着後、セトゥーバル市内観光

（水） 観光後、リスボンへ

リスボン 専用車 午後 着後、リスボン市内観光

観光後、ホテルへ

＜主な見学先＞

セトゥーバル大学（セトゥーバル、設計: シザ・ヴィエイラ）

ジェスシュ修道院改修（セトゥーバル、設計: カリーリョ・ダ・グラサ）

※見学先は変わる場合がございます。 朝：　○

昼：　×

＜リスボン/アルティス・グランド 又は同等クラス　泊＞ 夕：　×

専用車 朝 専用車にて空港へ（日本語または英語アシスタント付）

9月22日 リスボン TP574 8:25 リスボン発、TAPポルトガル航空にてフランクフルトへ　＜所要時間 3時間10分＞

（木） フランクフルト  12:35 フランクフルトにてお乗り継ぎ 朝：　○

フランクフルト JL408 19:20 フランクフルト発　日本航空にて成田へ　＜所要時間 11時間20分＞ 昼：　×

＜機中　泊＞ 夕：　機

9月23日 成田 13:40 成田着、空港にて解散

（金）

　

＊2日目（9月16日）～7日目（9月21日）に、現地日本語ガイドが付いています。

＊スケジュールは変わる場合がございます。
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9月15日（木）ご出発

建築家・青木茂先生＆村上心先生と行く ポルトガル建築研修 日程案
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