
いずれの生産者とも、矢野 恒は懇意。どの生産者からも「矢野 恒さん
ご一行の訪問を心から歓迎致します」とのコメントを頂いている。

このツアーを選ぶ  17 のポイント！

ブドウ畑にブドウが たわわに実っている時期の訪問。ブドウ畑にて至近
距離でその様子を観察できる。

ワイン産地訪問経験豊富な矢野 恒が企画したツアー。1

日本人に絶大な人気を誇るボルドー地方左岸・右岸のワイナリー
訪問・試飲。

2

全朝食６回＆昼食５回&夕食６回付き（昼食、夕食時のミネラルウォーター付き）。
もれなく一人1日1本のミネラルウォーター付き（2日目～6日目まで）。

3

訪問生産者は、通常プロしか受け入れない予約困難な所。

4

5

シャトー・ラグランジュへ訪問・試飲し、シャトー内のレストランで椎名 
敬一副会長と共にディナーする。

6

ボルドーではCité du Vinシテ・デュ・ヴァン（2016年6月にオープンした
ボルドーワインの新名所）見学、ボルドー市内随一のワインショップで
買物タイムあり。

7

ボルドー右岸ではサン・テミリオン地区のPremier Grand Cru 
Classé A級のシャトーへ訪問・試飲。
サン・テミリオンのワインショップで買物タイムあり。

8

ポムロール地区ではChâteau Pétrusへ訪問・試飲する（予定）。

9

ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュの地方へは行ったことがある
が、それら以外のワイン産地へは行ったことのない方にお薦めの旅。
南西地方へ訪れた人は少ない。

10

カオール市内のワインショップで買物タイムあり。

11

南西地方ではCahors（カオール）、Madiran（マディラン）、Irouléguy（イルレ
ギ）のワイナリーへ訪問・試飲する。イルレギはバスク地方に属し、フランス本
土で最も南西に位置する辺境のワイン産地。フランス人ワイン愛好家でもイル
レギまで行ったことのある人は少ない。はたして何人の日本人ワイン愛好家が
ここを訪れただろうか？「イレルギのワイナリー訪問・試飲した」というとフラン
ス人からも日本人からも尊敬される。小笠原諸島へ行ったことのある日本人
はごく僅かであるのと同様。

12

スペインのサン・セバスティアンへ訪れる。ここもバスク地方に属する。そこの
旧市街地はスペインバル発祥の地。多数のスペインバルが密集している。スペ
インバルをハシゴして多種のピンチョス(小さく切ったパンに少量の食べ物が
のせられた軽食)とチャコリワインのグルメ・マリアージュを満喫しよう！バスク
地方料理とバスクワインとのマリアージュは最高だ。

13

サン・セバスティアンから東へ約100kmの所に位置するリオハ(スペインを
代表するワイン産地。1991年にスペイン初のDOCa認定)へも訪れ、ワイナリー
訪問・試飲し、スペイン料理とリオハワインの組み合わせも堪能する。

14

サン・セバスティアンの1つ星レストラン“KOKOTXA”にて最後の晩餐ディナー。

15

旅行参加費用を抑えるため、通訳者や現地日本人コーディネーターを雇わず、
矢野 恒が案内する。

16

17

9月20日（日）～9月27日（日）2020年＜日程＞

矢野 恒と行く！

スペイン サン・セバスティアンでバル巡り、
リオハ 8日間の旅

スペイン サン・セバスティアンでバル巡り、
リオハ 8日間の旅

スペイン サン・セバスティアンでバル巡り、
リオハ 8日間の旅

収穫期のボルドー左岸・右岸、
南西地方カオール・マディラン・イレルギ

収穫期のボルドー左岸・右岸、
南西地方カオール・マディラン・イレルギ

収穫期のボルドー左岸・右岸、
南西地方カオール・マディラン・イレルギ

593,000
1名様ご旅行代金

円

(2名様1室)

現地手配のみの場合、1名様ご旅行代金（2名1室利用） 443,000円

135,000円
1名部屋利用追加代金

※別途、燃油サーチャジ、海外諸税 日本国内空港使用料、国際観光税として約41,000円が必要となります（2020年3月10日現在）
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旅行企画・実施



593,0001名様ご旅行代金 円（2名様1室利用）

◆現地手配のみの場合、1名様(2名様1室利用)：443,000円
1名様部屋ご利用追加代金： 135,000円

※別途、燃油サーチャジ、海外諸税 日本国内空港使用料、国際観光税として
　約41,000円が必要となります（2020年3月10日現在）
※各自にて、海外旅行保険に必ずお申し込みください。

ご旅行代金

担 当 ： 大 貫 ・ 米 澤担 当 ： 大 貫 ・ 米 澤

【お問い合わせ・お申し込み先】

＜旅行企画・実施＞
観光庁長官登録旅行業 第一種 第1574号

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-19-17

ユーロ原宿

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-19-17

ユーロ原宿

総合旅行業務取扱管理者　鴨志田正信

本ツアーの内容に関するお問合せは全てパーパスジャパンでお受け致します。

営業時間／月～土 9:30～18:30（日祝祭日休）

【ご旅行条件（要約）】 詳しくは別途お渡しする旅行条件書をお受け取りになりご確認の上、お申し込みください。

【募集型企画旅行契約】　この旅行は株式会社パーパスジャパン（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。

【旅行契約のお申し込み】　当社所定の旅行申込書に必要事項を記入し、お申込金を添えてお申し込み頂きます。お申込金は旅行代金をお支払い頂く時にその一部として繰り入れます。お申込金は10万円です。

【旅行契約成立時点】　旅行契約は、当社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）

【お支払い対象旅行代金】　「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に記載された金額（以下「表示金額」という）と後記「追加代金」の合計金額から後記「割引代金」を差し引いた金額（以下本旅行

条件書内では単に「旅行代金」という）をいいます。またこの「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更補償金」のお支払いの際の基準となります。

【「表示代金」に含まれるもの】　（一部例示）以下のものが含まれています（いずれも募集型企画旅行中または旅行日程として表示されたもの）。①航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃②送迎・移動のバス等の

代金 ③観光・視察にかかる代金 ④ホテル宿泊代金 ⑤食事代金 ⑥受託手荷物運搬代金（お1人様20Kg以内が原則）

【「表示代金」に含まれないもの】　（一部例示）　①渡航手続諸経費（旅券・査証取得費用等） ②国内の自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費 ③国内における空港施設使用料 ④規定の重量・容積・個数の

超過による超過手荷物料金 ⑤クリーニング、電話料、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用 ⑥傷害・疾病に関する医療費等 ⑦国外の空港税、出国税等 ⑧「オプショナル

ツアー」等と呼称し、現地にて他社等が希望者のみを募って実施する小旅行 ⑨運送機関の課する付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に

一律に課せられるものに限る） ⑩その他募集広告で「○○料金」と称したもの

【追加代金】　（一部例示）　①お客様の希望により1人（2人）部屋を1人で使用することを保証するための追加代金 ②1人または奇数人数で参加される際に他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、

その旨を募集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋を1人で使用した際かかる「1人部屋追加代金」 ③その他募集広告で「○○料金」と称したもの

【旅行代金のお支払い】　申し込み時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日の指定期日（原則として21日前）迄にお支払い頂きます。

【旅行契約の解除】　お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払い頂くことにより旅行契約を解除できます。◎ご出発の40日前から31日前（12/20～1/7のピーク時出発のみ）…旅行代金の10％

◎ご出発の30日前から3日前…旅行代金の20％　◎ご出発の2日前から前日…旅行代金の50％　◎出発日当日以降、または無連絡不参加…旅行代金の100％　◎旅行開始後の解除…旅行代金の100％

【旅程保証】　当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。詳しくは別途交付する詳細旅行条件書でお確かめください。

・旅行条件要旨の基準日は2020年3月10日です。 旅行代金は2020年3月10日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

・お客様が旅行参加中に急遽かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体、または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。

ル パヴィヨン ドゥ マルゴー Hôtel Pavillon de Margaux

Le prieuré Madiran

Lasala Plaza Hôtel

ボルドー

ご利用予定ホテル（一例）

ル プリウール マディランマディラン
マディラン中心部から、約1km程度離れたサンテラスと屋外プール、庭園を持つ3星ホテル。部屋から素
晴らしい庭園が望め、お城のようなホテルの佇まいで素晴らしい滞在を約束してくれる。自転車を借りて
周辺のサイクリングを楽しむ事もできる。

シャトー・マルゴーから徒歩8分、シャトー・マルゴーのブドウ畑のすぐ隣に位置し、9世紀の建物を
利用するホテル。マルゴー村の中心部にあるため、村を歩いて観光することも可能。

サン・セバスティアン旧市街に位置し、サン・セバスティアン観光の拠点としても便利。屋外プール、サ
ンテラスとプライベートプールが特徴。ラ・コンチャ海岸から徒歩約2分と近く、部屋からは海の景色
が眺められる。

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

ラサラ プラザ ホテル サン・セバスティアン

国際ソムリエ協会認定ディプロマソムリエ
日本ソムリエ協会認定シニアソムリエ
ワインバー「RUBATO」オーナーソムリエ
WSETT®認定 Advanced Certificate
第1回 全日本最優秀ソムリエコンクール セミファイナリスト(1996年)
第8回 ポートワインソムリエコンテスト優勝(1997年)

矢野 恒�プロフィール

日本ソムリエ協会総会にて「協会の名を大いに高めた功績は誠に
顕著である」として会長より表彰状・記念品授与。
ボルドー、南西地方、バスク地方(イレルギ、サン・セバスティアン)へ
訪問経験豊富。

朝食 昼食 夕食 機内食 なし

9/20

月日 都市名（発/着） 時間 ス ケ ジ ュ ー ル

(日)

9/24
(木)

9/25
(金)

9/26
(土)

9/27
(日)

成田空港

午前

午前
朝

エールフランス航空にて空路、パリへ
パリ・シャルルドゴール空港到着
現地集合の場合：パリ・シャルルドゴール空港集合 17:00頃

エールフランス航空にて空路、ボルドーへ
ボルドー着後、専用車にてホテルへ

※フライト確定後に、正式な集合時間をご案内致します。

ホテル着後、ホテルにて軽食＆ワインでキックオフ乾杯

ホテルにて朝食

朝 ホテルにて朝食

朝 ホテルにて朝食

朝 ホテルにて朝食
専用車にてカオール村へ

「ラテュピナ」にてランチ

サン・テミリオンの丘の頂上に位置する｢L‘Envers du Décore｣にてランチ
ワインショップ｢Martin｣にてショッピング
ポムロール村「Château Pétrus｣または｢Le Pin｣または
｢Château la Conseillante｣訪問・試飲
ホテルにてディナー

マディラン村のホテルへ
ホテルレストランにてディナー

専用車で世界遺産の街サン・テミリオンへ

「Château Lagrange」訪問・試飲

｢Château Ausone」または｢Château Chaval Blanc」または
｢Château Pavie ｣または｢Château Angélus｣訪問・試飲

「Château Lagrange」にて、椎名 敬一副会長とディナー

ボルドー市内随一のワインショップ「ランタンダン」にてショッピング

シテ・デュ・ヴァン（2016年にオープンしたワインミュージアム）見学

[ボルドー泊]

[ボルドー泊]

[ボルドー泊]

[マディラン泊]

[サン・セバスティアン泊]

[サン・セバスティアン泊]

(月)

パリ

ボルドー

ボルドー

ボルドー

ボルドー

マディラン

マディラン

イレルギ

リオハ

サン・セバスティアン

サン・セバスティアン

サン・セバスティアン

ビルバオ

サン・セバスティアン

カオール

9/21

午後

10:35
16:15

19:05

20:15

16:00頃

(火)

パリ
現地解散の場合：パリ・シャルルドゴール空港にて解散

エールフランス航空にて空路、成田空港へ

9/22

(水)
9/23

[機内泊]

成田空港 着後、解散

専用車にてビルバオ空港へ
※早朝出発のためお召し上がり頂けない場合がございます

「Clos Triguedina｣訪問・試飲
カオール村着後、ランチ
市内のワインショップにてショッピング
マディラン村へ
「Château Montus」訪問・試飲

11:00頃

08:00

14:00頃

17:00頃

専用車にてイレルギ村へ
13:00

12:00

07:10
08:50

08:25

15:00頃

15:00

20:00頃

イレルギ村にてランチ

サン・セバスティアンのホテルへ
サン・セバスティアンバル巡り（5軒ほど予定）

専用車にてリオハへ
リオハのレストランにてランチ
リオハのワイナリー訪問・試飲
サン・セバスティアンの1つ星レストラン「KOKOTXA」にて
最後の晩餐ディナー

「Domaine Arretxea」訪問・試飲

朝

13:25

夜

夜

夜

ホテルにて朝食

朝 ホテルにて朝食

エールフランス航空にて空路、パリへ
パリ着

1

2

3

4

5

6

7

8

■利用航空会社 エールフランス航空エコノミークラス利用 ■利用予定ホテル　（ボルドー）Hôtel Pavillon de Margaux、Hôtel 

Relais De Margaux Golf & Spa （マディラン）Le Prieure Madiran、Chambre d'Hôtes Oeuil de Bouc、Gite au Coeur des vignes au 

grenier de Madiran (サン・セバスティアン）Lasala Plaza Hôtel、Tryp San Sebastian Orly Hôtel ■添乗員　同行致しません。

■食事　朝6回　昼5回　夕6回（軽食1回）　■最少催行人数 8名様　定員12名様 ■別途ワイン試飲料などがかかる場合は、

現地にてお支払頂く場合がございます。 ■食事中のワイン代金は旅行代金に含まれません。 ■飛行機の発着時刻、便名および

日程は都合により変更になる場合がございます。■地方発着、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス利用につきましては

お問い合わせください。 ■飛行機を含まない現地手配のみの場合は、パリ空港集合・解散とさせて頂きます。

スペイン サン・セバスティアンでバル巡り、リオハ 8日間の旅
収穫期のボルドー左岸・右岸、南西地方カオール・マディラン・イレルギ矢野 恒と行く！


