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たしましたが、	お気づきの点がございましたら、改
善のために brochures@tourspain.es までメール
にてお知らせください。
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ラ島）
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はじめに
スペインは無限の可能性に満ちた国で
す。多くの文化財、自然遺産があり、食文
化も豊かで魅力いっぱいです。現代的な
都市や、また別の時代にタイムスリップ
したような街など、さまざまな場所を散
策してみましょう。その気候や住民の人
柄にも魅了されることでしょう。

スペインの有名なタパスを気軽に楽し
むのも良し、高級料理に舌鼓を打つのも
良し。手つかずの自然が目の前に広がる
自然保護地域を訪れたり、野外でスポー

ツを楽しんだりもできます。祭りやショッ
ピングも充実。ビーチではのんびり、雪
山ではスキー三昧。訪れる人々の望み
をすべて叶える場所、それがスペインで
す。

数千年の歴史を持つ文化にどっぷりと
浸かるのもまた良い経験です。ブルゴス
にあるアタプエルカの考古学遺跡群、グ
ラナダのアルハンブラ宮殿などを訪れま
しょう。スペインは、世界で3番目のユネ
スコの世界遺産登録数を誇る国です。
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スペイン

スペインの伝統を絶品グルメで楽しみ
ましょう。パエリアやタパスのような定
番料理から、有名シェフによる創作料
理、市場のグルメ食材、そして世界有数
の美味しいワインまでそろいます。スペ
インの味覚を堪能してください。

豊富なアクティビティを体験しに出か
けましょう。スカイスポーツで滑空体験
を楽しんだり、クライミングやサイクリ
ングをしたり、ダイビングで水中世界を
探索したり、または家族でハイキングす
るのも良いものです。スペインの豊か
な自然は、訪れる人の冒険心に応えて
くれます。北から南まで、その多様な景
色に驚かされることでしょう。スペイン
はユネスコの生物圏保護区認定数世
界一を誇り、国内には15もの自然公園
があります。

海、ビーチ、太陽を満喫しましょう。スペ
インでは1年中ビーチで泳ぐことがで
き、リラックスして過ごせます。地中海、
カンタブリア海、大西洋に面しているの
で、好みのビーチがすぐに見つかるで
しょう。目を見張るような崖があったと
思えば、その横には屋台バルを備えた
ビーチが広がり、松林の裏にはヌーデ
ィスト、家族連れが訪れる穴場も。ブル
ーフラッグ認証を受けた最高のビーチ
が約600あります。

スペインでは好みに応じたレジャーと
娯楽を楽しめます。一流ブランドや国
際的なデザイナーの店から、手作り工
芸品の市場までそろい、マドリード、バ
ルセロナ、マラガなどの都市、またその
他多くの街では一日中ショッピングを
満喫できます。数多く開催されるイベン
トも魅力的です。サン・セバスティアン
国際映画祭、プリマベラ・サウンド、メリ
ダ国際古典演劇祭など内容は多彩で、
夏はほとんどが野外イベントです。

スペインの魅力は、まだまだ
紹介し切れません。どのよう
な旅のスタイルでも、望みが
全て叶います。スペインの魅
力の数々を発見する旅に出
かけましょう。スペインの人々
のオープンな性格と優しさに
触れてください。
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スペインでできること
芸術と文化

スペインでできること

スペインの文化財は唯一無二の存在
です。芸術はお好きですか？1,500を超
える美術館や博物館からお気に入りを
見つけてください。歴史好きなら、15
都市にも及ぶ世界遺産都市がおすす
めです。建築に興味がある方は、サグラ

ダ・ファミリアやコルドバのメスキータ
のような、想像を絶する建造物を訪れ
てみましょう。スペインの慣習を知るに
は、祭りに足を運ぶのがいちばんです。
聖週間やラス・ファジャス（火祭り）には
誰もが感動することでしょう。

世界的に知られる名美術館を訪ねる
スペインには世界的に有名なコレクションを有する美術館があります。その中で
も絶対に外せない美術館をいくつかご紹介しましょう。

プラド美術館（マドリード）

質、量ともに優れた所蔵作品で知られ
る、世界でもトップクラスの美術館で
す。館内にはベラスケス、レンブラント、
ゴヤなど、数々の天才の作品が展示さ
れています。

ティッセン＝ボルネミッサ美術館	
（マドリード）

プラド美術館の近くに位置し、所蔵作
品は印象派など西洋美術を代表する
絵画を網羅しています。館内にはデュ
ーラー、ルノワール、カンディンスキー
などの傑作が並びます。
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グッゲンハイム美術館(ビルバオ)
名高い建築家、フランク・ゲーリーの手
によるチタンでできた見事な建物は必
見。現代美術史に残る貴重なコレクシ
ョンを鑑賞しましょう。

アルタミラ国立博物館・研究センター	
(カンタブリア州)
先史時代まで時をさかのぼる旅に出ま
しょう。1万8,000年以上前の洞窟で当
時の人がどのようにバイソンを描いた
か知ることができます。

ソフィア王妃芸術センター(マドリード)
ヨーロッパを代表する大規模な美術館
で、現代美術の膨大なコレクションを
収蔵します。ピカソの代表作「ゲルニカ」
（Guernica）は、ここで鑑賞できます。

スペイン
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ダリ劇場美術館（ジローナ）
美しい海岸沿いの街、フィゲラスで、サ
ルバドール・ダリの驚きの人生を振り返
り、シュールレアリズムの原点を見つけ
ましょう。

紹介したのは、有名な美術館や博物館
のほんの一部で、もちろんこのほかに
もたくさんあります。また、科学、考古
学、海事博物館もそろっています。いろ
んな街を訪れるたびに、立ち寄ってみ
る価値のあるアートスポットが見つか
るはずです。国立美術館のネットワーク
に関しては www.spain.info、もしくは教
育・文化・スポーツ省のホームページ 
www.mecd.gob.es をご覧ください。

スペインで訪問者数の多いモニュメントベスト10
スペインは歴史そのもの。モニュメント
の数々がそれを物語ります。多くのモニ
ュメントが世界遺産に登録されていま
す。訪問者数の多いモニュメントをご
紹介しましょう。

クラナダのアルハンブラ宮殿
美しい泉や池がある夢のような宮殿と
庭園を散策しましょう。まるで別の時代
にタイムスリップしたような不思議な
気分になれます。夜、この場所を訪れれ
ば、まさに魔法と呼ぶにふさわしい光
景が広がります。旧城塞、要塞、そして
ナスル朝のスルタンたちの住まいと変
遷を経た宮殿は、グラナダの街が誇る
至宝です。

スペインでできること
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サグラダ・ファミリア（聖家族教会）
バルセロナの中心部に位置する街のシ
ンボルは、近代建築の最高傑作でもあ
ります。この天才ガウディの作品で目を
引くのは先が尖った塔。一部の塔はて
っぺんまで上ることもでき、高所からバ
ルセロナの街を眺めると同時に、教会
外観を細部まで至近距離から見られま
す。

コルドバのメスキータ
何百本もの柱、重なり合うアーチ、ドー
ム、彫刻を施された大理石や絵画が生
み出す独特な空気が味わえます。中央
に進んで行くと突然、キリスト教の大聖
堂が現れます。コルドバの旧市街にあ
り、街の至宝であると同時に、スペイン
におけるイスラム教文化の遺産となっ
ています。
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スペイン

__ サグラダ・ファミリア（聖家族教会）
バルセロナ

_a コルドバのメスキータ
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サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂
サンティアゴ巡礼の道を歩く巡礼者
が、13世紀から変わらずに最終目的地
としているのが、この大聖堂です。スペ
インにおける最も卓越したロマネスク
様式の建物である一方で、数々の拡張
作業により、オブラドイロのバロック様
式や巨大なファサードのように、別の
様式も加わっているのが特徴です。

ブルゴスの大聖堂
ゲルマン様式の影響を受けた、透かし
彫りの美しい、高い塔の優雅さには驚
かされることでしょう。ゴシック建築を
語るうえで絶対に見逃せない場所で
す。11世紀のレコンキスタの英雄、勇
者エル・シッドもこの地に葬られていま
す。ユネスコの世界遺産にも登録され
ています。

セゴビアのアルカサル
中に入ると、まるでおとぎの国にやって
来たような気分になります。開閉式の
橋が付いた堀、船首のような塔、大きな
アーチ状の窓、ムデハル派の芸術家が
装飾を施した豪華な広間、軍隊博物館
など、見どころは数えきれません。2つ
の川が交わる地点に建設されたこの要
塞はカスティージャ君主の居住地とし
て利用されていました。

スペインでできること

サンティアゴの大聖堂
サンティアゴ・デ・コンポステーラ ブルゴスの大聖堂 セゴビアのアルカサル



マヨルカ大聖堂
ゴシック様式の宝とも言えるこの大聖堂は
パルマ・デ・マヨルカ旧市街の市壁の上に建
設されています。ここでは、「ゴシック様式の
目」と呼ばれる、世界でも有数の素晴らしい
ばら窓のひとつを目にすることができます。
アントニ・ガウディによって改修された大聖
堂の壁には、マヨルカ出身の画家ミゲル・バ
ルセロが描いた壮観な壁画があります。

ヌエストラ・セニョーラ・デル・ピラール聖堂
サラゴサにあるバロック様式の聖母マリア
を崇拝する聖堂で、世界でもかなり貴重だと
されています。内部では画家フランシスコ・
デ・ゴヤのフレスコ画2点など傑作を目にす
ることができます。また、聖母ピラールの像
が祀られる聖母礼拝堂も見逃せません。

スペイン
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メリダ古代ローマ劇場
メリダ国際古典演劇祭では、2,000
年以上前にローマ人が演じたのと
同じ野外劇場で、観劇を楽しむこ
とができます。ローマ時代の円形
劇場と円形競技場を含む考古学
施設内に位置しています。



 

世界遺産都市を訪れる
スペインは世界で3番目に、ユネス
コの世界遺産登録数が多い国です。
建築、芸術、文化的価値がある都市
として、15都市が世界遺産都市とし
て登録されています。ぜひ訪れてみ
ませんか？

トレドは、歴史的にイスラム教、ユ
ダヤ教、キリスト教が共存してきた
場所。サラマンカは、世界でも最古

と見られる大学があることで知ら
れ、街の通りやモニュメントからス
ペインの歴史に触れることができま
す。コルドバは、ヨーロッパで2番目
に大きい歴史地区を持つ街。まるで
絵画のように美しい歴史地区を歩
きながら、この街の宝であるイスラ
ム芸術の結晶、メスキータを訪れま
しょう。

ヒラルダの塔
セビージャにあるサンタ・マリア大聖堂
でスロープに沿って鐘楼まで上ってみ
ませんか？旧回教寺院のミナレットか
ら見下ろすセビージャの街の絶景を楽
しみましょう。この塔は、何世紀にも渡
る長い間、スペインで最も高い建造物
でした。また、ヨーロッパ内でも高さを
誇る建物のひとつとされてきました。

11

サラマンカ

スペインでできること
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スペイン

古代ローマ遺跡はメリダとタラゴナ
で見ることができます。円形闘技場、
競技場、円形劇場などの数多くの歴
史的建築物を見て回りましょう。セゴ
ビアでも土木工学の真の傑作を目
にすることができます。古代ローマ
の水道橋はヨーロッパでも保存状
態が良い水道橋のひとつです。

アビラには堂々たる城壁があり、カ
セレスの石畳の道や中世の要塞、塔
の数々は訪れる人々を中世へといざ

ないます。

アルカラ・デ・エナーレスはセルバン
テスの生誕地であり、ヨーロッパ最
古の喜劇劇場があります。サンティ
アゴ・デ・コンポステーラではロマネ
スク、ゴシック、バロック様式の宝の
数々を目にすることができるでしょ
う。サンティアゴの旧市街は、世界で
最も美しい場所のひとつとして知ら
れています。

12

アビラ
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そのほかに訪れたい世界遺産都市は、
ウベダとバエサです。宮殿とルネッサン
ス様式の教会は感動的な美しさです。
クエンカでは自然の中に完全に溶け込
んだ宙づりの家に驚かされることでし
ょう。

島々でも、素晴らしい文化に触れること
ができます。テネリフェ島のサン・クリス
トバル・デ・ラ・ラグーナの通りでは、ヒ
スパニック系アメリカ都市の街並みの
起源になった風景に出合えます。最後
に紹介したいのは、地中海のイビサ島
にある要塞都市、ダルト・ビラです。そ
の文化と多様な生態系から、ユネスコ
の世界遺産にも登録されています。

祭りを通してスペインの伝統
に触れる
スペインでは、素晴らしい時間を過ご
せる祭りが250以上あります。年始に行
われるのは東方三賢者のパレードとカ
ーニバルです。春にはバレンシアの火
祭り（ラス・ファジャス）、聖週間、さらに
セビージャのフェリア（春祭り）が行わ
れます。夏になると一気に数が増え、パ
ンプローナのサン・フェルミン祭（牛追
い祭り）、バレンシアのブニョールで行
われるトマト祭り（トマティーナ）などが
有名です。どれに行くか迷ってしまいま
すね。

聖週間は体験して損はありません。長
い歴史を持ち、まさにスペインの代表
的な祭りと言えます。きっと記憶に残る
ものとなることでしょう。この時期、スペ
インの多くの街に、信仰心、芸術性、そ
れに宗教行列が織り成す魔法のような
時間が訪れます。

_` クエンカ

スペインでできること
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スペイン

中でもセビージャの聖週間は見逃せま
せん。聖木曜日から聖金曜日にかけて
の夜、キリストの受難を再現回帰する「
マドゥルガ」で祭りは最高潮に達しま
す。数千人もの人々が宗教的な像を先
頭に宗教行列で街中を練り歩きます。
祭りの名物、トリハと呼ばれる菓子もぜ
ひお試しを。スイーツ好きならきっと虜
になるはずです。

聖週間では人々の篤い信仰
心と献身的な愛に胸打たれ
ることでしょう。カーニバルで
は対照的に人々の明るさと情
熱に圧倒されるはずです。

復活祭の前に祝われるカーニバルは
明るく開放的で、表現の自由が尊重さ
れる雰囲気です。心地良いリズムと創
造性にあふれるパレードに参加してみ
ませんか？世界的に有名なのはサン
タ・クルス・デ・テネリフェのカーニバル
です。また、カディスやアギラスでも素
晴らしいカーニバルが見られます。

パンプローナで開催されるサン・フェル
ミン祭（牛追い祭り）を体験してみるの
も一興です。旧市街地に集まった何百
人という人々が雄牛の前を猛烈なスピ
ードで闘牛場まで走り抜けます。人々の
熱気に7月の暑さも相まって、スリリン
グで楽しいひと時となること請け合い
です。1週間以上にわたり、昼も夜も関
係なく街はお祭り騒ぎに酔いしれます。
ダンスや縁日、野外コンサート、伝統工
芸品の展示など、見どころはたくさんあ
ります。

セビージャの聖週間
写真: Antonio Ciero Reina/123rf.com

テネリフェのカーニバル
写真: Luciano De La Rosa/123rf.com
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スペインを巡るルート
いつもと少し違う旅を通じて、スペイン
の歴史や文化、自然、グルメに触れてみ
ませんか？文化遺産を巡るルートをご
紹介します。
名高いルートのひとつがサンティアゴ
巡礼の道です。辿る方法は徒歩、乗馬、
自転車、セーリングと、人それぞれ。個
性的な旅で、スペイン北部の魅力を見
つけましょう。世界遺産にも登録されて
いる巡礼の道は、毎年何百万人もの旅
行者を魅了し続けています。壮大な自
然の中を進む経験は、忘れられない思
い出になるはず。重要文化遺産のモニ
ュメントを見て回り、巡礼の道に秘めら
れた歴史を探索しましょう。

セビージャとヒホンをつなぐ銀の道
は、古代ローマ街道を辿るルートです。
徒歩でも自転車でも、冒険の旅に出か
けられます。バイクまたは車で行く場合
は車道を進みますが、巡礼の道の原形
を残す地域を通り、その魅力を体験で
きます。詳細については www.rutadela
plata.com をご覧ください。

ディープな旅を楽しめるよう、スペイン
各地でさまざまなオプションが用意さ
れています。たとえば、スペイン内陸部
を巡るエル・シッドの道ではスペイン
中部から東部までを辿り、中世のカステ
ィージャ王国の騎士による冒険の旅を

追体験できます。グルメを堪能したい
方には、バスク地方やエウスカディへ
の旅がおすすめです。道中ではさまざ
まな調理法で料理されたメルルーサ、
鯛、鰹、鱈など海の幸を堪能できます。

スペインでできること



スペイン南部に息づくアラブ文
化を肌で感じませんか？カディス
の山地を行く、険しくも緑あふれ
る感動的な白い村々を巡るルー
トを進みましょう。

スペイン
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マドリード
数多くの文化財を抱える、スペインの首
都です。美術館、宮殿、美しい庭園が集
まるパセオ・デル・アルテ（芸術の散歩
道）を散歩してみましょう。緑豊かなパセ
オ・デル・プラド（プラド通り）では世界
最高峰のコレクションのいくつかを楽し
むことができます。プラド美術館、ティッ
セン＝ボルネミッサ美術館、それにソフ
ィア王妃芸術センター国立美術館があ
ります。また、その周りのシベレスの噴
水、ネプチューンの噴水、王立植物園、
天文研究所も一見の価値があります。

バルセロナ
カタルーニャ地方の首都で、地中海に
面したこの街にはローマ人の遺産と中
世の面影が共存しています（たとえばゴ
シック地区など）。またその一方で、近代
的・前衛的な建物もたくさんあります。
世界に大きく開かれた街の魅力を味わ
いましょう。国際的なイベントの舞台と
なり、新しいトレンドを引っ張る立て役
者としてのバルセロナには、オルタナテ
ィブカルチャーに焦点を当てたスペー
スが数多くあります。たとえば、ランブラ
ス通りを散歩するだけで、コスモポリタ
ニズムを肌で感じ取ることができます。
バルセロナが世界中の旅行者を魅了す
る理由がよくわかるでしょう。

市街地観光
スペインでの街歩きも刺激的な体験となるはずです。世界に名を馳せる美術館を
訪れたり、フラメンコの舞台に感動を覚えたり、まるで中世にタイムスリップした
かのような古い街並みに迷い込んだり。朝が来るまで踊り明かすのも良いもので
す。おすすめの都市をご紹介しましょう。
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_b ビスベ通りの橋
バルセロナのゴシック地区

__ セテニル・デ・ラス・ボデガス
カディス

スペインでできること



バレンシア
地中海に面したこの街には、スペイン
でも最大規模の歴史地区があります。
バレンシア州の州都であり、穏やかな
気候とビーチが有名なバレンシアで
は、ヨーロッパを代表する科学と文化
の普及施設、芸術科学都市をぜひ訪れ
ましょう。7つの建物の前衛的な建築様
式には目を奪われることでしょう。館内
では科学、芸術、自然、テクノロジーに
関するアクティビティが楽しめます。目
の形をしたエミスフェリクには、くぼん
だ巨大なモニターを有する映写室があ
り、見る人を驚かせます。また、オセアノ
グラフィックにはヨーロッパ最大の水
族館があります。

ビルバオ
かつての工業都市が革新的な建築物
によって見事に再生した街、ビルバオ
は、世界から注目が集まります。カナダ
人のフランク・ゲーリーが設計したグッ
ゲンハイム美術館は建築界の革新の
象徴であり、街のシンボル的存在です。
その斬新な建築デザインには誰もが
驚くことでしょう。館内では、近代・現代
芸術の傑作を展示し、また入館者向け
に、創造力を刺激する興味深いアート
アクティビティも提供しています。

スペイン

ビルバオ
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バレンシア
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セビージャ
グアダルキビール川岸に位置するアン
ダルシア地方の州都です。美しいヒラ
ルダの塔が有名で、街の通りや広場は
賑やかな雰囲気に包まれ、楽しい気持
ちになります。アラブ文化の影響が残
る歴史地区があり、その独特の美しさ
は一見の価値があります。また、セビー
ジャはフラメンコが盛んで、重要な拠
点のひとつとなっています。奥深いフラ
メンコの世界を知るには、トリアナ地区
を訪れてみましょう。タベルナやタブラ
オ（フラメンコショー会場）が軒を連ね
ます。

ナイトライフ
過ごしやすい気候とスペイン人の明る
さから、街のナイトライフはとても賑や
かです。レストラン、バル、コンサートホ
ール、ナイトクラブ、アフターアワーズ
パーティーなどで楽しく過ごすうちに
夜は更けていきます。ナイトライフが充
実しているのは、バルセロナ、マドリー
ド、ビルバオ、バレンシア、グラナダのよ
うな大都市ですが、イビサ島やコスタ・
デル・ソルなども有名です。

黄金の塔
セビージャ

スペインでできること

レイアール広場
バルセロナ

写
真
	:Lakov Filim

onov/123rf.com



スペイン
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グルメ
スペイン料理は世界でも注目を集める
グルメです。レストランやバルでは伝統
的なレシピによるパエリアや素晴らしい
高級料理まで味わうことができます。地
産地消グルメは、エコの観点から生ま
れたもので、家庭でもレストランでも日
に日に注目度が高まってきています。

スペインのグルメを試すのに最高の
場所は、街中の市場です。何十年もの
歴史がある市場の多くが、貴重なグル
メ体験を得られる場所として生まれ変
わりました。マドリードのサン・ミゲル
市場、バルセロナのボケリア市場、バレ
ンシアの中央市場をぜひ訪れてくださ
い。地元の人たちに交ざって、生演奏を
聴きながらワインを片手にピンチョス
やタパスでご当地グルメを楽しみまし
ょう。目も舌も満足する贅沢な時間が
過ごせます。
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伝統料理
スペインの伝統料理と言えば、パエリ
アとジャガイモ入りトルティージャが有
名ですが、各地方に魅力的な郷土料理
があります。栄養豊富な煮込み料理に
はコシード・マドリレーニョ（マドリード
風煮込み）やアストゥリアス風ファバダ
があり、寒い日には最高の一品です。各
地ならではの季節の野菜や絶品スイー
ツもあります（ガリシアのフィジョア、ク
レマカタラーナ、そのほかエンサイマ
ーダはマヨルカ島の名物）。スペインの
海や川で獲れた魚に舌鼓を打ちましょ
う。料理法はさまざま。中でも貝類を使
ったスペイン料理が人気です。スペイ
ンのグルメ食材の王様、イベリコ生ハ
ムも、ぜひその美味しさを味わってみ
てください。

創作料理
スペインを代表するシェフとして、カル
メ・ルスカジェーダ、フアン・マリ・アル
サック、フェラン・アドリア、マリア・マル
テ、ダビッド・ムニョス、フィナ・プイデ
バル、ジョアン・ロカなどがいます。料理
を芸術レベルにまで高めたトップクラ
スのシェフたち。ほかにも多くの優秀な
シェフがいます。伝統料理に着想を得
た、最新の料理法（素材の分解や液体
窒素の使用）を駆使する品々は、新感
覚の味わいを提供します。こうした創作
料理は世界的にも高く評価されていま
す。スペインのシェフはミシュランの星
を250個近く獲得しています。

スペインでできること
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地中海スタイル
スペインで食べられている地中海料理
は種類も豊富で、美味しいだけではなく
ヘルシーです。食材を丁寧に調理し、皆
で食卓を囲み、大地や多様な生態系を
尊重し、農業と漁業においては伝統的
な工法を大事にしています。地中海料
理は、単なる健康的な料理という枠を
超え、ライフスタイルとも言える地位を
確立しています。地中海料理の主役の
ひとつでもある、種類豊富なバージンオ
リーブオイルをぜひ試してみましょう。

ワイン街道
ワインの奥深い世界を知るために、葡
萄園を巡るルートを旅してみましょう。
百年を超える歴史を持つワイナリー
や、前衛的なワイナリーを訪れ、葡萄畑
に囲まれた場所に泊まり、熟練ソムリ
エが提供してくれる素晴らしいマリア
ージュを味わってみませんか？グルメ
に目がない方には、間違いなく最高の
旅となることでしょう。

スペインで最も有名なワイン産地は、
ラ・リオハです。マルケス・デ・リスカル・
ワイナリーで魅力的なワインを試飲し
たり、カナダ人建築家のフランク・ゲリ
ーが設計した前衛的な高級ホテルに
滞在したりできます。

スペイン南部、特にカディス県はへレ
スのワインとして知られるシェリー酒
の起源として名が知られています。へレ
ス・デ・ラ・フロンテーラにあるティオ・
ペペ・ワイナリーでは、シェリー酒の製
造過程を見学することができます。闘
牛用の雄牛、ワイン、そしてスペインの
純血種の馬、これらの伝統を結び付け
る役割を担う、この地域のワイナリーと
農場の興味深い関係性にも注目です。

秋にはワイン造りに使う葡萄を収穫す
る、収穫祭があります。ワインにまつわ
る世界へどっぷり浸ってみませんか。ワ
イン文化に関わる伝統と慣習を体験で
きる絶好のチャンスです。

スペイン
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ショッピング
ショッピングが好きなら、ぜひスペイン
へお越しください。有名ファッションブ
ランドに、一流ブランドのアウトレット
やデザイナーショップ、さらには伝統的
な蚤の市、アンティークショップもあり
ます。ショッピングを通して、街の文化
に親しんでみませんか？
マドリードサラマンカ地区の高級ブラ
ンド街、ミジャ・デ・オロからスタートし
ましょう。世界的に有名なファッション
ブランドショップが並び、中にはもちろ
んスペインの有名ブランドもあります。
ちょっと変わったものをお探しなら、個
性豊かな店が軒を連ねるフエンカラル
通りがおすすめです。日曜日にはラスト
ロ（蚤の市）へ行ってみましょう。街の中
心地が巨大な野外市場となり、ありとあ
らゆるものが見つかります。
超高級ブティックならバルセロナのアシ
ャンプラ地区へ。パセオ・デ・グラシア、
ディアゴナル通りの近くです。個性派ぞ
ろいの、ボルン地区とゴシック地区もお
すすめです。魅力的な市場なら、ランブ
ラス通りかグロリアス・カタラーナス広
場が良いでしょう。広い市場で迷うのも
楽しい経験です。

スペインでできること



マラガ県のマルベージャでは、高級品
を見て回りましょう。街は洗練された豪
華な雰囲気で華やぎます。リカルド・ソ
リアーノ通りとラモン・イ・カハル通り、
プリンシペ・アルフォンソ・オエンロエ
大通りは外せません。ファッション、宝
石、デザインの世界で名を馳せる高級
ブランドの店でショッピングを楽しめ
ば、まるでセレブになったような気分
が味わえます。

スペインならではの土産物をお探しな
ら、地元の工芸品はいかがでしょうか。
バルセロナのギフトショップ、アート・エ
スクデジェルスでは、職人技が光るオリ
ジナルの手工芸品がそろいます。マド
リードのアンティグア・カサ・デ・タラベ
ラでは陶器の掘り出し物が見つかるか
もしれません。ユニークな物としては、
トレドで中世の本物の剣が手に入りま
す。喜ばれる土産物を見つけるなら、有

名美術館のギフトショップがおすすめ
です。豊富な種類とクオリティはお墨付
きです。マドリードのプラド美術館やテ
ィッセン＝ボルネミッサ美術館、もしく
はビルバオのグッゲンハイム美術館な
ど、個性的なアイテムが多くそろってい
ます。

スペインでショッピングするメリット
は、豊富な品ぞろえだけではありませ
ん。欧州連合（EU）圏外に在住している
場合、免税の対象となり、90ユーロ以上
の購入で税金を免除できます。付加価
値税（VAT)の還付を申請しましょう。還
付を受けるためには、パスポートを提
示し、免税の書類を店からもらいます。
次に、購入した商品を税関で提示し、書
類に印をもらいます（有効期限は購入
日から3カ月）。その後、管理会社で払
い戻しを請求します。すべての管理会
社がスペインの主要な空港や国境に
払い戻し事務所を設置しています。付
加価値税の還付は、クレジットカード、
銀行振り込み、あるいは国際小切手で
行うこともできます。

スペイン
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自然
迫力満点の滝に息を呑むオルデサ・
イ・モンテ・ペルディード国立公園、野
生の動植物を観察できるモンフラグエ
国立公園、垂直の岸壁がそびえ立つ山
間の風景が美しいアリベス・デル・ドゥ
エロ自然公園、豊かな海洋生態系を目
にすることができるシエス諸島など、
スペインには数多くの素晴らしい自然
地域や自然保護区域があります。その
多様性と大自然の神秘を前に圧倒さ
れることでしょう。ぜひ自然を満喫する
旅を楽しんでください。

自然保護区
スペイン国土の4分の1以上が自然保
護区に指定されています。スペインが
誇る大自然スポットをご紹介します。そ
のさまざまな美しさを堪能しましょう。

スペインの景観は多様性と美しさにあ
ふれ、訪れる人々を虜にします。スペイ
ンには15の国立公園がイベリア半島、
カナリア諸島、バレアレス諸島に散在
し、自然公園も豊富にあります。

高山が好きなら、絶対に外せないのは
ピコス・デ・エウロパ国立公園です。氷
河湖、そそり立つ岩山、そしてそこに生
息するノロジカ、狼、熊は見逃せませ
ん。また、素晴らしい滝や山々に囲まれ
たアイグエストルテス・イ・マウリシオ
湖国立公園ではその景観に圧倒され
るはずです。

スペイン国土の4分の1以上が
自然保護区に指定されていま
す。スペインが誇る大自然スポ
ットをご紹介します。そのさまざ
まな美しさを堪能しましょう。

25

モンフラグエ自然公園
カセレス

_` イラティの森
ナバーラ州

スペインでできること
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スペイン

双眼鏡を手に、シウダ・レアルのタブラ
ス・デ・ダイミエル国立公園やトレド山
地のカバニェロス国立公園へ出かけ、
美しい自然を堪能しましょう。希少な鳥
類や大型哺乳類の生息地でもあり、生
態観察をする絶好のチャンスです。ま
た、アンダルシア地方にもぜひ訪れて
欲しい自然の宝庫があります。グラナダ
のシエラ・ネバダ国立公園では海を眺
めながらスキーを楽しめ、ウエルバ、セ
ビージャ、カディス間にあるドニャーナ
国立公園はアンダルシア地方の「緑の
宝石」呼ばれ、鳥類の貴重な隠れ家と
なっています。

ドニャーナ国立公園
ウエルバ県

シエラ・ネバダ山脈
グラナダ
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さまざまな様相を見せてくれる島々の
自然の魅力を満喫しませんか？ランサ
ロテ島の溶岩地帯にあるティマンファ
ヤ国立公園では、世界でも類を見な
い火山風景を楽しむことができるでし
ょう。ラ・ゴメラ島にあるガラホナイ国
立公園の森では青々と茂る魅惑的な
密林に入り込むと、辺りは時に霧に包

まれ、真っ白な幻想の世界へと姿を変
えます。またバレアレス諸島のカブレ
ラ諸島国立公園とガリシアの大西洋
諸島国立公園はダイビング好きには
絶対に外せない最高の場所です。スペ
インの国立自然公園に関する詳細は、 
www.spain.info または www.parques
nacionales.ign.es	をご覧ください。

スペインは豊かな自然のおかげで、ユ
ネスコの生物圏保護区の最多登録国
です。魔法のような美しさで人々を惹き
付けてやまない、スペインの大自然を
肌で感じてみませんか？

地中海沿岸地域からカンタブリア地域
にかけては、さまざまに変化する景色
や島々から、生物圏保護区の多様な魅
力を発見することができます。カディス
のグラサレマ山脈自然公園では海に面
した絶壁が圧巻。カタルーニャ地方の
山々、モンセニー自然公園や、トレドと
アルバセテの間にあるラ・マンチャ・ウ

メダもぜひ訪れてみてください。スペ
インでしか見られない約50カ所の大自
然が旅行者を待っています。

野鳥の観察
バードウォッチングは自然豊かな環境
ならではのアクティビティ。ピレネー山
脈やエクストレマドゥーラ州、ナバーラ
州、カスティージャ・イ・レオン州に広が
る山地では、スペインに生息する鳥類
の種類の豊富さを実感できるでしょう。
また、前述した国立公園も、バードウオ
ッチングには最適な場所です。

_a ティマンファヤ
ランサロテ島

スペインでできること
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天体観測
星、星座、惑星、夜空に広がる大き
な宇宙を観に来ませんか。美しい
星空を眺められるスペインは、世
界屈指の天体観測地と言えます。自
然保護地区や貸別荘、さらには天
体観測に特化した小さなホテルな
どで、星空観察ができます。星空観
察に適した場所と環境を証明する
スターライト観光地認定を受けた、
おすすめのスポットをいくつかご
紹介しましょう。
カナリア諸島では、ラ・パルマ島の
ロケ・デ・ロス・ムチャチョス天文台
など、世界でも有数の天体観測ス
ポットを訪れることができます。火
山から星空を眺める体験はいかが
でしょう？テネリフェ島のテイデ国

立公園を訪れて、ほかでは決して
見られない素晴らしい星空を堪能
してください。
また、スペイン内陸部でもきれい
な星空を眺めることができます。エ
クストレマドゥーラ州のモンフラグ
エ国立公園にあるトレホン・エル・
ルビオ天文台とカスティージョ・デ・
モンフラグエ展望台.がおすすめで
す。

アンダルシア地方の北西部を横切
る山岳地帯シエラ・モレナ山脈に
は、数多くの展望台や、星空観光
に特化した宿泊施設があり、きれ
いな夜空を満喫できます。経験豊
かな専門ガイドや、天体観測に必
要な道具、移動手段を含めたサー
ビスを頼むこともできます。

スペイン
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地中海沿岸
地中海の透明な水へ飛び込みましょ
う。温暖で快適な気候の中、適度な賑
わいと落ち着いた静けさを同時に楽
しめるのが地中海沿岸地域の魅力で
す。コスタ・ブラバのターコイズブルー
の海の色に感動するだけではありませ
ん。種類豊富な植物、沿岸の小さな漁
村、そして背後に堂々と佇むピレネー
山脈など、隠された魅力がたくさんあ
ります。コスタ・ドラダでは、ローマ帝国
の息吹をあちこちに感じつつ、小さな
入り江とどこまでも続く長いビーチを楽
しむことができます。

常夏のコスタ・カリダは快適な気候で
どの季節に訪れても気持ちの良い場所
です。また、コスタ・ブランカでは、何キ
ロにもわたるヤシと果樹の木立が見ら
れ、南国気分を満喫できます。年間300
日が晴天というコスタ・デル・ソルは、
太陽が恋しい方におすすめの場所。コ
スタス・デル・アサアールやバレンシア
の海は水温が高く、魚が群れで生息す
る様子を観察できるでしょう。その名か
らトロピカルフルーツ栽培に最適な気
候を想像させるコスタ・トロピカルに
は、誰も知らないような秘密のビーチ
や入り江がたくさんあります。

ビーチ
ヨーロッパの中でも最高に美し
いビーチを訪れてみませんか？
スペインはブルーフラッグ認定
ビーチを最も多く抱える国です。
気候にも恵まれ、太陽と海を思
い切り満喫することができます。
ビーチのきれいな水と砂はQマ
ークの品質保証で折り紙付き。
スペインではQマークのビーチ
が増加の一途をたどっています。

スペインでできること
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大西洋沿岸
イベリア半島西側では、また異なる風景
が訪れる人々を待ち受けます。スペイン北
部のガリシア州では、切り立ったコスタ・
ダ・モルテに、大洋の途方もない大きさを
感じることでしょう。リアス・アルタスやリ
アス・バハスでは、昔から続く漁業、何百
年も海を見守ってきた灯台、食欲をそそ
る魚介類、ケルト文化を受け継ぐ伝説な
どを目の当たりにできます。また、南部の
コスタ・デ・ラ・ルスは人気の祭りや巡礼、
自然保護区で知られ、アンダルシア地方
が大洋へとその扉を大きく開いています。

カンタブリア海沿岸
魅力あふれる漁村を散策し、ビーチに残
る手つかずの自然を満喫しましょう。ま
た、切り立つ崖から下を見下ろしてスリリ
ングな体験をするのも良いでしょう。川が
カンタブリア海に注ぐ場所では、このよう
な景観が見られます。ガリシア州では美
しいリア・デ・リバデオ、リア・デ・フォス、リ
ア・デ・ビべイロなどがそうです。リバデオ
では、世界のベストビーチのひとつとも
言われている素晴らしいカテドラレス・ビ
ーチを訪れるのをお忘れなく。アストゥリ
アス州の海岸線に沿って、コスタ・ベルデ

スペイン

ボロニア・ビーチ
カディス

_b カテドラレス・ビーチ
リバデオ、ルーゴ県

まで美しい風景が続きます。さらに西
へと進みましょう。切り立った険しい
崖が続くカンタブリア海沿岸に点在
する素晴らしいビーチは90を数え、多
くは人の気配のない隔離された場所
にあり、海に入るのは最高の気分で
す。カンタブリア海沿岸を巡る旅はコ
スタ・バスカが終着地となります。どこ
までも続く広大な砂浜や、サーフィン
愛好家にはもってこいの波場、それに
サン・セバスティアンのラ・コンチャ海
岸のように、街に隣接したビーチなど
を楽しむことができます。
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バレアレス諸島
まさに地上の楽園。地中海に浮かぶ群
島は、マヨルカ島、メノルカ島、イビサ
島そしてフォルメンテーラ島です。海岸
にまで達する松林に囲まれた入り江の
水はきれいに透き通っています。ター
コイズブルーの海の色とビーチの白い
砂浜の鮮やかなコントラストは、忘れら
れない光景になることでしょう。

カナリア諸島
大西洋に浮かぶ魅力たっぷりのカナリ
ア諸島が訪れる人を待っています。火
山の影響による黒い砂のビーチ、果て
しなく続く砂丘、生い茂るジャングル、
大空に上る月と自然の美しい風景、海
の地形でできた天然プール、夢のよう
な海底世界など、魅力は無限大です。
一年中温暖な気候が続く恵まれた環境
と、豊かな生物多様性を持つカナリア
諸島は、リラックスするのに最高の旅先
として人気を博しています。自然を十分
に堪能したり、たくさんのマリンスポー
ツを楽しんだりできます。
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スペインでできること
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スペイン

32

美しいサンセット
スペインのビーチは、太陽が沈む瞬間の魔
法のような美しさを堪能するにも理想的な
場所です。ウエルバの海岸から眺める夕日
や、エス・ベルデ島の岩山の背後に沈んで
行く太陽をイビサ島の入り江から眺めるそ
の光景は、忘れられない思い出となるでし
ょう。ガリシア州沖合いに浮かぶシエス諸
島の夕日に赤く染まる海や、バレンシア州
のアルブフェーラのまるで鏡のような美し
い海、そしてカディスの知る人ぞ知るラ・カ
レタ・ビーチでぜひ泳いでみてください。カ
ナリア諸島のランサロテ島の火山による真
っ黒な地形に目を奪われるも良し。アルメ
リアのカボ・デ・ガタで、人類出現前の地中
海がどのようなものだったのか思いを馳せ
るのも良いでしょう。
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スポーツとアクティビティ

2つの海と1つの大洋に面したスペイン
の海岸線は8千キロ以上にもなり、多く
の山脈はハイキング、スキー、セーリン
グ、ゴルフに最適で、過ごしやすい恵ま
れた気候も魅力です。どのようなスポ
ーツや趣味にも対応できるのがスペイ
ンの強みです。

サイクリング
新鮮な空気を思い切り吸い込んだら、
自転車でスペインを回る旅に出発し
ましょう。サンティアゴ巡礼の道や、使
わなくなった昔の鉄道路線を再整備
して自転車が通れるようにした「緑の
道」（ビアス・ベルデス）ほか、島々を通
る小道、自然公園の中を横切るルート
などがあります。スペインの主な都市
ではサイクリングロードが整備され、
自転車に乗りながら、いつもとは異な

る目線で街や自然を楽しむことができ
ます。

トレッキング
リュックを背負って丈夫な靴を履いた
ら、スペインを網羅する何千キロもの
認可されたトレイルへ出かけましょう。
スペインの恵まれた気候の中、外を歩
けば、美しい景観が目に飛び込んでき
ます。大きな湖、火山や渓谷、野生の動
植物を目にする機会にも恵まれるでし
ょう。ルートはいくつかのタイプに分類
されており、その距離に応じてわかりや
すく色分けしてあります。長距離（GR）
は赤、それほど長くない距離（PR）は黄
色、10キロ以下の距離で、子連れだっ
たり体力に不安があったりする場合に
適したローカルなルート（SL）は緑とな
っています。

スペインでできること

_a サアラ・デ・ロス・アトゥネス・ビーチ
カディス
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サーフィン
スペインのさまざまな強さの風と潮の
流れは、サーフィンをする人にとって最
適な環境。多くのスクールやサービス、
宿泊施設なども整います。人気のエリ
アは、ロス・ロコス・ビーチ、ムンダカ・
ビーチ、イエルバブエナ・ビーチ、エル・
ケマオ・ビーチなど。特定のスタイル（
ボディーボード、ニーボード、スキムボ
ード、スタンド・アップ・パドルやロング
ボードなど）にも対応し、思う存分楽し
めます。

カイトサーフィン
ヨットで旋回し、海も風も、まるで自分
のもののように操れる、カイトサーフィ
ン。スペインには一年中、風と穏やかな
気候に恵まれている地域があります。
これまで積み重ねてきた功績が認めら
れ、スペインでのカイトサーフィンへの
注目度は、ますます高まっています。タ
リファは、カイトサーフィンの世界本部
が置かれる街として知られていますし、
ヒセラ・プリド選手は世界制覇9回を達
成しています。カイトサーフィンをする
には、アンダルシア地方の大西洋沿岸、
カナリア諸島のフェルテベントゥーラ
島、そして地中海沿岸が最適です。

スペイン

スキューバダイビングとシュノーケル
地中海、カンタブリア海、そして大西洋で
海に潜り、スペインでしか見られない生
物多様性を体験しましょう。スペインに
は、20を超える海洋保護区があります。
恵まれた環境でスポーツと自然の両方
を楽しむなら、ダイビングとシュノーケ
ルがおすすめ。施設も整い、一生の思い
出が作れること請け合いです。ラ・パル
マ島では、海底に眠る沈没船や宝を探し
てみてはいかがでしょう。カボ・デ・ガタ
で海藻がうっそうと生い茂る緑の森をか
き分けて進むほか、バレアレス諸島の海
に生息する多様な種類の生物を観察す
るのも良いでしょう。ムルシアの海洋保
護区に指定されているパロス岬やオル
ミガス諸島、火山が形成した海底が見ら
れるエル・イエロ島もぜひ訪れてくださ
い。スペインの海に生息する生物の多様
性に圧倒されることでしょう。

セーリング
海での経験が豊富であろうと、初心者
であろうと関係ありません。セーリング
をするどんなレベルの人にも最適な環
境を提供できるのがスペインの良さで
す。スペインは、パルマ・デ・マヨルカで
行われるヨットレースやカナリア諸島オ
リンピック・セーリング週間、バルセロナ
国際ボートショーなど、数々のレガッタ（
大会）で栄光を勝ち取っています。30を
超えるヨットハーバーを有するスペイン
は、セーリング愛好家にとって絶好のロ
ケーションとなっているのです。

目を見張る素晴らしい海底の景観に、絶
好の波。世界に名を馳せるスペインの海
を楽しんでください。
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ゴルフ
ゴルフクラブを用意し、練習で腕を磨
いて、ヨーロッパでも人気があるスペイ
ン屈指のゴルフコースを回りましょう。
スペインには500を超えるゴルフコー
スがあり、好みに合う場所がきっと見つ
かります。海岸のすぐ近くで、山で、大都
市で、ロケーションはさまざまです。交
通の便の良さ、恵まれた気候、快適な
宿泊施設と三拍子そろったスペインで
は、素晴らしい景観により、スポーツと
観光を同時に楽しめます。

スキー
まだスキーに挑戦したことがない人で
も大丈夫です。スペインなら初心者に
もぴったりのコースがあります。34のス
キー場がピレネー山脈からシエラ・ネ
バダ山脈に至るまで点在しています。
新設コースあり、スノーボード用エリア
やそり遊びゾーンあり、フリースタイル
スキーができるエリアも設置され、ス
キー場は進化を遂げています。さらに
最先端の設備、最上の雪質、晴天の多
いスペインの冬の天候も相まって、ス
キーには最適な環境となっています。

サッカー
世界に名を馳せるプロサッカーリーグ
を有するスペインは言わずと知れたサ
ッカー王国です。世界で最も優れた選
手たちがプレーするクラブがあり、過去
にワールドカップやヨーロッパ選手権、
五輪をも制しています。マドリードのサ
ンティアゴ・ベルナベウ、バルセロナの
カンプ・ノウは、その半分がミュージア
ム、半分がスタジアムとなっており、訪
れる人々を魅了します。

スペインでできること

世界的スポーツ、サッカーの
本場で試合観戦！スタジアム
中が熱気に包まれます。
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スペイン

音楽
バルセロナのプリマベーラ・サウンド、
ベニカシムの FIB やマドリードのマッ
ド・クール・フェスティバルには世界で
人気のポップ、ロック歌手が集います。
毎年夏に行われ、音楽フェスに出かけ
るならスペインというトレンドがすで
に確立しています。ビルバオ・	BBK	ライ
ブでは、モダンやオルタナティブミュー
ジックの大御所が奏でる音楽を楽しむ
ことができます。

夏と言えばエレクトロミュージックも外
せません。リズムに乗って思い切り踊り
ましょう。バルセロナで行われるソナー
ルなど、見逃せないフェスが目白押し
です。ソナールには、非常に実験的な
音楽や、マルチメディア・アート、前衛
的なパフォーマンスなどが集結します。
コスタ・デル・ソルで開催されるアラモ
ス・ビーチ・フェスティバルでは、足に
砂の感触を感じながらビーチで音楽三
昧。アルメリアのドリームビーチで世界
的に有名なDJが紡ぎだすリズムには、
身体が自然と動き出します。

好きな方も、そうでない方も、スペイン
ならきっと自分にぴったりのフェスが見
つかるでしょう。レゲエ・フェスティバル
のロトトン・サンスプラッシュから、無料
で入れるオルティゲイラの民族音楽伝
統の祭り、ケルト音楽フェスティバル、ジ
ャズの巨匠が集うビトリアとサン・セバ
スティアンで開催されるジャズ・フェス
ティバルまで多彩です。

フェスティバル

スペインほどレベルが高い音楽、映
画、演劇フェスティバルを次々に開催
している国はあまり見つかりません。
世界レベルを誇るフェスティバルもあ
ります。

スペイン各地で本場のサッカー熱を体
感してください。
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演劇
スペインは演劇が盛んな国です。ロー
マ帝国時代の円形劇場や、16～17世
紀に建設された野外劇場、または中世
の回廊などで、これまでにない観劇体
験を堪能してください。
メリダ古典演劇祭では、紀元前1世紀
に建設されたローマ劇場での観劇を楽
しめます。威風堂々と佇むこの劇場は、
ギリシャ語にルーツを持つ古代ギリシ
ャ演劇の上演に最適です。そのほか、
舞台芸術全般や、音楽、映画などの催
し物までカバーしています。
4世紀前に建設された、アルマグロの
野外劇場も見逃せません。ここでは毎
年7月に国際演劇フェスティバルが開
催されています。ウィリアム・シェイクス
ピアや、ロペ・デ・ベガの作品を鑑賞し
ましょう。また、演劇愛好者は、バジャド
リで行われるオルメド・クラシコで、各
種コースやワークショップに参加する
のも楽しいでしょう。
古典劇にとどまらず、ダンスやサーカス、
音楽などの領域にまで踏み込むのは、
バルセロナで行われるグレック・フェス
ティバルです。モンジュイックの丘という
素晴らしいロケーションも魅力です。

映画
映画スターや製作者との遭遇を楽しん
だり、世界的話題作の封切りに立ち会
ったり、スペインのあちこちで開催され
ている映画祭で、世間がまだ注目して
いないインディペンデント映画の良質
な作品を発見したりと、映画に関する楽
しみは無限大です。
世界を代表するサン・セバスティアン国
際映画フェスティバルは、スペインの伝
統ある映画祭で、第七芸術とされる映画
とその魅惑的な雰囲気を満喫できます。
サン・セバスティアンの街の海岸で俳優
や映画監督がポーズを決める写真撮影
は、この映画祭で恒例となっています。
映画ファンであれば見逃せないのが、
バジャドリで開催されるバジャドリ国
際映画祭（SEMINCI）です。毎年、国際
的な映画監督の評価の高い作品を上
映しています。ヒホン国際映画祭とセ
ビージャ・ヨーロッパ映画祭では、映画
とともに美しい街並みも堪能しましょ
う。まるで映画に出てくるような美しさ
に魅了されることでしょう。
ゾクゾクしたスリルを味わいたければ、
毎年開催されているシッチェスファン
タジー国際映画祭がおすすめです。ホ
ラー映画のジャンルにおける世界的な
映画祭で、極限までの恐怖を味わえま
す。ゾンビに仮装してバルセロナ近郊
の海岸沿いの街、シッチェスを練り歩く
ゾンビ・ウォークもお見逃しなく。

_b メリダ古典演劇祭
写真: Juan Aunin/123rf.com

スペインでできること
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お役立ち情報

スペイン入国に際する要件

欧州国籍保持者
スペイン入国に際し必要な書類
は、出身国によって異なります。欧
州連合、スイス、アイスランド、ノル
ウェーそしてリヒテンシュタイン市
民の場合、現在有効なパスポート、
あるいは身分証明書が必要です。

その他の国
パスポートまたは特別協定が締結
されていない国の場合には有効な
査証が必要です。また、その他のEU
加盟国（英国、アイルランド、ルーマ
ニア、ブルガリアとキプロスを除く）
、スイス、ノルウェー、アイスランド
あるいはリヒテンシュタインによっ
て発行された居住許可証か長期滞

在査証も有効です。スペインでの最
高滞在日数は90日です。諸条件が
変更されることがありますので、事
前にスペイン大使館か領事館で直
接確認されることをおすすめしま
す。査証が必要な国に関しては、外
務省のウェブサイトでも確認できま
す。www.exteriores.gob.es。

その他の書類

航空券やホテルの予約確認証な
ど、旅行を証明する書類を常に携
行するようにしてください。また、ス
ペイン滞在に十分な経済力がある
ことを証明する必要があります。海
外旅行保険への加入もおすすめし
ます。

スペイン
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交通手段

空港
スペイン国内の多くの空港には、世界
の主要都市へ接続するフライトを持つ
航空会社が参入しています。国際線の
数が多い空港は、アドルフォ・スアレス・
マドリード＝バラハス空港、バルセロナ
＝エル・プラット空港、パルマ・デ・マヨ
ルカ空港、マラガ＝コスタ・デル・ソル空
港、グラン・カナリア空港、アリカンテ＝
エルチェ空港、テネリフェ・スール空港で
す。カナリア諸島の7つの島にはそれぞ
れ空港があり、バレアレス諸島ではマ
ヨルカ島、イビサ島、メノルカ島にあり
ます。

列車
スペイン国鉄（RENFE）が、スペイン国
内の主要都市と各地方を結んでいま
す。高速鉄道のAVEが代表的で、マドリ
ードを中心に25都市へ運行していま
す。たとえば、マドリードからバレンシア
まではたったの95分、マドリードから
バルセロナまでは2時間半で行くことが
できます。旅行の際には、レンフェ・スペ
イン・パスが便利。長中距離を走行する
すべてのAVEで使用することができま
す。AVEは、マドリード、バルセロナとフ
ランスの主要都市を結ぶ国際高速鉄道
網レンフェ-SNCFも含まれます。

お役立ち情報
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観光列車
観光列車に乗って雄大な景色と美味し
い食事を楽しむ、ゆったりとした旅をお
楽しみください。エル・トランスカンタブ
リコは、グリーン・スペインと呼ばれる
スペイン北部を進む、素晴らしい豪華
列車です。専用バスルーム、ハイドロサ
ウナ、電動マッサージ、スチームバス付
きの豪華なスイートルームもあります。
レオンとその大聖堂、サン・セバスティ
アンの「ペイネ・デル・ビエント」と呼ば
れる彫刻、ビルバオ・グッゲンハイム美
術館、海辺の町サンタンデール、サンテ
ィジャーナ・デル・マルのアルタミラの
洞窟、アストゥリアスのピコス・デ・エウ
ロパ国立公園、サンティアゴ・デ・コン
ポステーラの大聖堂など見どころを押
さえながら各駅に停車していきます。

また、アル・アンダルス号での旅もおす
すめです。本物の宮殿さながらの豪華
列車で、スペイン各地を巡ることができ
ます。ベル・エポック風の内装、豪華な
客室、1920年代の広々としたラウンジ
カー、そして美味しい料理と、記憶に残
るおもてなしを数日間にわたって体験

スペイン

できます。アンダルシアでも、エクスト
レマドゥーラでも、たくさんの選択肢が
用意されています。

クルーズ
スペインは地中海への玄関口であるた
め、ヨーロッパで最もクルーズ船の寄
港が多い国のひとつです。クルーズで
は各所に寄港しながら観光しますが、
地上で数日滞在する観光プログラムも
一般的です。バルセロナとマヨルカは、
乗船前または下船後の数日間を過ご
す地として、クルーズ客に人気です。こ
のほかに、地中海沿岸のスペインでク
ルージング行程の寄港地としてよく選
ばれるのは、イビサ島、メノルカ島、サ
ンタンデール、ヒホン、バレンシアなど
です。また、イベリア半島と諸島間、島
と島の間を結ぶ（島間フェリー）船、さら
にはスペインとヨーロッパの主要な沿
岸都市を結ぶ定期船の広域なネットワ
ークもあります。

レンタカー
レンタカーを借りて、自由気ままにス
ペインを巡る旅をしませんか？オンラ
インで予約し、現地でキーを受け取る
ことができます。ほとんどのレンタカー
会社では、クレジットカードを所持して
いること、最低年齢（選択した車両モデ
ルに応じて21歳から25歳まで）に達し
ていること、そして運転免許証取得後
最低1年の運転経験があることを求め
られます。欧州連合以外の国出身の場
合、国際免許証が必要です。
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宿泊施設

宿泊施設ネットワーク
スペインには、200を超えるホテルチェ
ーンと約4,000のホテルがあります。宿
泊料金は、ホテルのランク（一つ星～五
つ星）と宿泊時期によって異なります。
家族旅行の場合、子供向け施設を備え
る機能的なリゾートホテルを選ぶと良
いでしょう。また、ビジネス会議、シニア
世代、LGBTIの人々に特化したホテル
もあります。

パラドール
パラドールは、景勝地や歴史的な場所
に建つ、特別な宿泊施設です。宮殿や
僧院、修道院、城などの建造物を利用し
ています。各地域自慢の郷土料理を堪
能することもできます。

www.parador.esでお気に入りのパラド
ールをぜひ見つけてください。アグリツ
ーリズモでは、大都市から遠く離れた
農村の魅力を身近に感じられます。農
村地域にある貸別荘やアパートについ
ての情報は、各自治体のウェブサイトに
アクセスして確認できます。

_` レオンのパラドール

お役立ち情報
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時間
商店の営業時間
スペインの長い営業時間を大いに利
用しましょう。通常は、月曜から土曜日、
午前9時半から午後1時半までと午後4
時半から夜8時までです。大型店舗やシ
ョッピングセンターは、午前10時から
夜10時まで途切れることなく営業して
います。都市によっては、営業時間に関
する規制がないところもあり、そのよう
な都市では、多くの商店が日曜日や祝
日も営業しています。

食事
スペインは、中央ヨーロッパ時間のグ
リニッジ標準時+1時間（GMT	+1）の時
間帯を採用しています。また、カナリア
諸島は、本土から1時間マイナスのグリ
ニッジ標準時間帯となっています。スペ
インは、他国と比べて食事時間がやや
遅いのが特徴です。朝食は午前8時か
ら午前10時の間、昼食は午後1時から
午後3時半まで、夕食は夜8時半から夜
11時の間というのが一般的です。

気候
スペインはヨーロッパでも温暖な気候
の地域で、日照時間は年間3,000時間
以上を記録します。スペインは主に地
中海性気候で、このため夏は乾燥し、
冬には安定した気温をもたらします。
スペイン北部は他の地域より湿度が高
く、夏は過ごしやすく快適です。

カナリア諸島は、年間平均気温が22度
と温暖な気候で、一年中太陽を楽しむ
ことができます。また、シエラ・ネバダ
山脈やカンタブリア山脈など標高の高
い地域では、冬の初めから春の終わり
頃まで雪が見られることがたびたびあ
ります。

スペイン
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観光案内所と大使館

通貨
スペインでは、欧州連合の多くの加盟
国と同様、ユーロ通貨が使用されてい
ます。外国通貨の両替は、空港や専門
の外貨両替所、または銀行で行うこと
ができます。多くのホテルや旅行代理
店でも対応しています。

国際クレジットカードでの支払いは、（
パスポートまたは身分証明書を提示の
上）問題なく行えます。クレジットカー

ド払いの可否については一般的に、商
店、レストラン、ホテルの入口に明記し
てあります。

チップは、必ずしも義務というわけでは
ありません。実際には、バルやレストラ
ンでは金額に応じて、チップを総額の5
～10％の範囲で置くのが良いとされて
います。

観光案内所 
と大使館
旅行中に何かお困りのことがあれば、お
気軽にお問い合わせください。

最寄りの観光案内所または大使館の場
所はこちらでご確認ください。

www.spain.info/es/informacion-practica/ 
oficinas-turismo-embajadas/
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