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ポルトガル リスボン 【プライベートツアー】日本語ガイドと鉄道で行く　日帰りポル
ト1日観光

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 1680

ポルトガル リスボン 日本語ガイドと行く リスボン午前市内観光＋シントラ、ロカ岬
午後観光

シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 1095

ポルトガル リスボン 日本語ガイドと行く シントラ、ペーナ宮殿、ロカ岬 1日観光 昼
食付き

シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 914

ポルトガル リスボン 日本語ガイドと行く カトリックの聖地ファティマ午後観光 シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 1935

ポルトガル リスボン 日本語ガイドと行く シントラ、ロカ岬半日観光 シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 639

ポルトガル リスボン 【プライベートツアー】日本語ガイドと専用車で行く リスボン
半日市内観光 (空港発ホテル着）

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 2064

ポルトガル リスボン 日本語ガイドと行く リスボン午前市内観光 シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 916

ポルトガル リスボン リスボン午前ウォーキングツアー　～ケーブルカーと裏町巡り ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 1948

ポルトガル リスボン リスボン午前ウォーキングツアー　～泥棒市と旧市街アルファマ
地区

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 1532

ポルトガル リスボン
【プライベートツアー】日本語ガイドと専用車で行く リスボン
半日市内観光 (ホテル発空港着）

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 2065

ポルトガル リスボン リスボン・ナイトツアー　ファドを楽しみながらの夕食付き シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 641

ポルトガル リスボン 【プライベートツアー】　民族歌謡ファドとパノラミックドライ
ブ

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 1104

ポルトガル リスボン 【プライベートツアー】専用車で行く レガレイラ宮殿、ペーナ
宮殿、シントラ、ロカ岬 1日観光

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 2116

ポルトガル リスボン 【プライベートツアー】 専用車で行く 秘境・巨石の村モンサン
トと世界遺産の修道院トマール 1日観光

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 1644

ポルトガル リスボン 【プライベートツアー】専用車で行く 檀一雄が暮らした町サン
タクルスと城塞都市オビドス1日観光

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 2324

ポルトガル リスボン 【プライベートツアー】専用車で行くオビドス、シントラ、ロカ
岬1日観光

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 1790

ポルトガル リスボン
【プライベートツアー】 7月～9月限定! 専用車と日本語ガイド
で行く アゲダの傘祭りとコインブラ、ナザレ1日観光～専用車の
みのプランもあります

ミキトラベル・
リスボン pdf pdf 1647

ポルトガル リスボン
【プライベートツアー】 専用車と日本語ガイドで行く 運河の町
アヴェイロとコインブラ、ナザレ1日観光～専用車のみのプラン
もあります

ミキトラベル・
リスボン pdf pdf 1645

ポルトガル リスボン 日本語ガイドと行く エヴォラ1日観光　昼食付き シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 1546

ポルトガル リスボン 【JOIBUS】リスボン発ポルト着（7月～9月の特定日はアゲダの
傘祭りにも行きます）

ミキ・ツーリス
ト（JOIBUS） pdf pdf 2599

ポルトガル リスボン 【JOIBUS PACK】ポルトガル2日間周遊（7月～9月の特定日は
アゲダの傘祭りにも行きます）

ミキ・ツーリス
ト（JOIBUS） pdf pdf 2668

ポルトガル リスボン 【JOIBUS】リスボン発セビリヤ着（途中エヴォラ、エストレモ
スでは散策時間があります）

ミキ・ツーリス
ト（JOIBUS） pdf pdf 2608
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ポルトガル ポルト ポルト午前ウォーキングツアー　～カラフルな絶景・アズレー
ジョ・人気スポット盛り沢山！～

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 2727

ポルトガル ポルト ポートワインの故郷 世界遺産ドウロ渓谷1日観光　昼食付き シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 2243

ポルトガル ポルト 聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラ 1日観光 シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 1682

ポルトガル ポルト 日本語ガイドと行く ポルト半日市内観光 シティラマ（リ
スボン）

pdf pdf 2458

ポルトガル ポルト
【プライベートツアー】 サンティアゴ・デ・コンポステーラと
国境の城塞都市ヴァレンサ・ド・ミーニョ1日観光（日帰りプラ
ン・片道プラン）

ミキトラベル・
リスボン pdf pdf 1949

ポルトガル ポルト 【プライベートツアー】　民族歌謡ファドとパノラミックドライ
ブ

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 1109

ポルトガル ポルト 【プライベートツアー】 専用車で行くコインブラとアヴェイロ1
日観光（7月～9月はアゲダの傘祭りも訪れます）

ミキトラベル・
リスボン

pdf pdf 1648

ポルトガル ポルト ガリシア地方区間バス（ポルト発サンティアゴ・デ・コンポス
テーラ行　中・長距離バス）

商品ページにて
ご確認ください

pdf pdf 2374

ポルトガル ポルト 【JOIBUS】ポルト発リスボン着（途中コスタ・ノヴァ、ナザレ
では散策時間があります）

ミキ・ツーリス
ト（JOIBUS） pdf pdf 2602
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