
w w w . s p a i n . i n f o

（北スペイン）

グリーンス
ペイン



産業観光商務省
発行：© Turespaña
制作：Lionbridge
NIPO: 086-18-012-3

無料配布

パンフレット内容については万全を期して作成
いたしましたが、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
メールでお知らせください。

表紙：ロス・ピコス・デ・エウロパ国立公園。
裏表紙：サン・セバスティアン 
©  San Sebastián Turismo & Convention Bureau.

2

目次
はじめに 3

サンティアゴ巡礼道 4

まさにスポーツ天国 7

手つかずの自然 10

グリーンスペインの主要都市 12

魅力あふれる村  々 17

芸術と文化 19

ガストロノミー 22

グリーンスペインの四季 25

お役立ち情報 30



グリーンスペインの魅力を再発見する
旅へ。手つかずのビーチ、魅力あふれ
る村々、雄大な自然公園での貴重な体
験は、北スペインの旅の醍醐味です。
バスク地方、カンタブリア、アストゥ
リアス、そしてガリシアへ向かいま
しょう。

小さな漁村の居酒屋で、ミシュランの
星付きレストランで、あるいは個性的
なスタイルのワイナリーで、美味しい
郷土料理をぜひ味わってください。食
事の後は、ショッピングを楽しむも良
し、あるいは海辺に佇んで美しいサン
セットを眺めるのも良いでしょう。

ここは手つかずの自然を愛する人のた
めのアウトドア天国です。渓谷では乗
馬体験やラフティングにチャレンジ。
極上の波に出合えるカンタブリア海で
サーフィンを楽しんだり、サンティア

ゴ巡礼の「北の道」を歩いて人生観が
変わるような体験をしたりと、思いの
ままの旅が楽しめます。

サン・セバスティアン、サンタンデー
ル、ヒホン、サンティアゴ・デ・コン
ポステーラなど、魅力あふれる街は
たくさん。文化遺産も多く、長い歴史
を持つ大聖堂を訪れたり、前衛的な
ミュージアムで新しい体験をしたり
と、一日中満喫できます。夜にはビル
バオやオビエドのような大学都市で活
気あふれるナイトライフを楽しむのも
良いでしょう。

 グリーンスペインには、ほかにもたく
さんの素晴らしい出合いが待ち受けて
います。幻想的な美しさを持つ、夢の
ような景色の中に身を置きながら五感
を研ぎ澄ませ、インスピレーションを
感じてください。
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はじめに
緑あふれる北スペインを代表する味覚
は海の幸、そしてメンシア種のブドウ
と手作りの煮込み料理です。
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グリーンスペイン

サンティアゴ巡礼道
忙しい日常から抜け出し、徒歩で、あるいは電車で、北スペインの端から端ま
で、長い歴史を持つ巡礼の道を辿ってみませんか。多くの人の人生観を変えた巡
礼の旅。この道を辿れば、一生忘れることのできない貴重な体験がきっとできる
はずです。

 a 自転車で辿るサンティアゴ巡礼路
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北の道
サンティアゴ巡礼路にはもうひとつ、
北スペインをイルンからサンティア
ゴ・デ・コンポステーラへと辿る、魅
力いっぱいの別ルートがあります。

 フランスとスペインの国境の街、イ
ルン（バスク）から巡礼の旅を始めま
しょう。この地域にはハイスキベル
山の断崖やパサイ・ドニバネの漁村な

どの見どころもあります。サン・セバ
スティアンに着いたら、美味しいピン
チョスで体力を回復。天気が良ければ
コンチャ海岸でひと泳ぎしてリフレッ
シュしましょう。

「北の道」はビルバオまでバスク地方
の海岸沿いを通ります。道中の美しい
街、オリオは、魚の網焼きが名物。ま
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サンティアゴ 巡礼の道

た、世界中から多くのサーファーた
ちが集うサラウスの海岸では、絶景を
目の当たりにできます。この道が通る
町、ゲタリアは、著名ファッションデ
ザイナーのバレンシアガの故郷で、生
家とミュージアムがあります。また、
途中にあるゲルニカの町は、バスクの
象徴。スペイン内戦時にヒトラーに
よって送られたドイツ軍の空爆によっ
て壊滅的な被害を受けました。その史
実に着想を得て描かれたパブロ・ピカ
ソの同名作品でも知られます。巡礼路
はあまり知られていない地域、山谷に
囲まれた田舎道も通ります。点在する
小集落の人々はみんな親切で、人の温
かさに改めて気付かされます。

バスクを抜けてカンタブリアに入った
ら、ローマ時代の古道を辿りながら、

風光明媚な漁村に立ち寄り、新鮮な魚
介を使った名物料理を楽しみましょ
う。サン・ビセンテ・デ・ラ・バルケ
ラからの分岐を70キロほど行くと、サ
ント・トリビオ・デ・リエバナ修道院
（ポテス）まで辿るレバニエゴ巡礼路
があります。この修道院にはイエス・
キリストの磔刑に使われた「十字架の
木」で最も大きい破片が保存されてい
ます。

ヒホン（アストゥリアス）の美しい海
岸、サン・ロレンソ・ビーチに立ち
寄った後は、昔からトウモロコシなど
食料の貯蔵に使用されてきた木造建築
の倉庫、オレオが点在する牧歌的な
風景を眺めながら、歩みを進めてい
きます。

 a ヨーロッパ・ビレッジ・バーク
ゲルニカ（ビスカヤ）
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グリーンスペイン

ルアルカなど、鯨漁の伝説が残るカン
タブリア海沿いの町を後にし、カスト
ロポルからエオ川を越えてリバデオ
に入ると、いよいよガリシアに到着
です。

ソブラド・ドス・モンシェスなどの小
さな村を通り、中世から残る道を辿っ
て行くと、ソブラド湖のような美しい
大自然も目の当たりにできます。モン
テ・デ・ゴソにあるガリシアで最も大
きなアルベルゲ（巡礼者宿舎）は宿泊
も可能。ここからは、サンティアゴ・
デ・コンポステーラ大聖堂の塔も見え
ます。ついにゴールです！

プリミティボ 
の道
数あるサンティアゴ巡礼路の中で最も
古いルートは、アストゥリアス内陸部
を西回りで抜ける、9世紀より巡礼者
が歩き続けてきた道です。始点となる
のは、アストゥリアス州の州都オビエ
ド。文化遺産の宝庫で、活気あふれる
街です。豊かな水が流れる川、切り
立った峡谷、しぶきを上げる滝、樹齢
千年を超えるオークの林。アストゥリ
アス内陸部を進むと、まるで自然の一
部になったような感覚を覚えます。途
中には、歴史地区に指定されているサ
ラスのような村も。その先のアジャン
デやグランダス・デ・サリメなどの
村々を通る頃には、自然保護区に指定
されているカロンディオ山地とバジェ
ドール山地の素晴らしい景観が目の前
に広がります。サリメ貯水湖の美しい
景色が見えれば、ガリシアまであと少
しです。「フランス人の道」に合流す
る前に、パラス・デ・レイ(ルゴ県) に
位置する、標高1,003メートルのアル
ト・デ・アセボを越えます。

サンティアゴ大聖堂
サンティアゴ・デ・コンポステーラ

パラス・デ・レイ
ルゴ
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まさにスポーツ 
天国
海派も山派も満足できる北スペイン
は、アウトドア好きにはたまらない理
想の場所と言えるでしょう。

世界中から毎年多くの人が訪れるムン
ダカ（バスク）は、サーファーの聖地
のひとつとなっています。魅力はなん
と言っても、ヨーロッパで最高とされ
る「レフトの波」。波は高さ4メート
ル、幅400メートルにもなります！ 
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グリーンスペイン

アストゥリアスの海岸沿いにあるロ
ディレスやサラウス（バスク）にも
サーファーが集まります。いずれの場
所も一年中季節を問わず、サーフィン
を楽しむことができます。ガリシアの
フェロルテラで開催されるサーフィン
国際大会「Pantin Classic」では、独特
の雰囲気が味わえます。

カンタブリアではリバモンタン・ア
ル・マルを訪ねてみましょう。ここは
2012年にスペインで初めてサーフィン
自然保護区に指定された場所です。後
にスアンセスやノハの町も指定されて
います。それぞれ、波を創り出す独特
の地形が見られる海岸線がサーフィン
に適していると評価されました。

グリーンスペインでは、ゴルフもおす
すめです。海岸線を見渡す、素晴らし
い眺めのコースでプレーができ、美味
しい名物料理で疲れを癒すことができ

ます。マタレーニャス（サンタンデー
ル）やポンテベドラのコースでは、岩
に打ち寄せる波を眺めながら各ホール
を回ります。また、アラバ県の山地に
あるイスキ・ゴルフでも、のんびりと
プレーを楽しめます。

ヨットにもチャレンジしてみましょ
う。北スペインの海岸線をカンタブリ
ア海や大西洋の波を切って進むヨット
体験は、ほかでは味わえません。手つ
かずの小さな入り江、美しい漁村のほ
か、ビゴ（ガリシア）や カストロ・
ウルディアレス（カンタブリア）など
にあるマリーナもマリンスポーツを楽
しむ人々で賑わいます。ガリシアのリ
アス・バイシャスにある施設では、ス
キューバダイビングも体験できます。
大自然の中で投げ釣りができるランゴ
ステイラ海岸（ガリシア）は、おすす
めの釣りスポットです。

 b コンチャ湾
サン・セバスティアン
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まさにアウトドア天国

世界遺産、ルゴの城壁は圧巻のひと
言。世界中から集まった旅人達と、交
流を楽しみましょう。

ピコス・デ・エウロパ国立公園は、家
族で山歩きをするのにぴったり。まさ
にパラダイスと言える場所です。アビ
ラ峠の森を散策し、スペインで最も
有名な山のひとつナランホ・デ・ブル
ネス（アストゥリアス）に登るのもお
すすめ。渓谷を通るルタ・デル・カレ
スを歩く道中、山頂の展望台ミラドー
ル・デ・オルディアレス（アストゥリ
アス）からは素晴らしい眺望が広がり
ます。山小屋に宿泊して、降るような
星空を見上げながら過ごす夜もまた良
いものです。

カンタブリアでは洞窟を巡り、地中深
くにある壮大な世界を覗いてみましょ
う。中でも注目に値するのは、世界で
唯一の、石とクリスタルでできた洞
窟、エル・ソプラオです。

有名なサンティアゴ巡礼の道では、
数千人もの人々が個人的な精神修行
のほか、宗教や文化に通じる体験を
しています。また、自転車で辿る巡
礼の道では、徒歩とはひと味違う体
験ができるはず。緑あふれる素晴ら
しい風景も楽しめます。

 a ロス・ピコス・デ・エウロパ国立公園
カンタブリア
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グリーンスペイン

国立公園
グリーンスペインの国立公園、生態学
の見地からも驚くべき多様性と豊かさ
を持つ自然保護区を、ぜひ訪ねてみて
ください。アストゥリアス、カンタブ
リアそしてレオンにまたがるピコス・
デ・エウロパ国立公園で、アドベン
チャー体験をしてみませんか？ここは
イベリア半島最大の国立公園となって
おり、訪問者数も最多。園内ではカレ
ス川が創る深い渓谷やコバドンガ湖の
ほとりを散策できます。フエンテ・デ
のロープウェイに乗って、雪をかぶっ
た山々を眺めるのも最高。トレッキン

グやアウトドアスポーツ、野生動物
が好きなら、必ず訪れたいスポット
です。

ガリシアには、海洋・ 陸上生態系が
驚くべき美しさを保つ秘境、大西洋諸
島国立公園があります。リアス・バイ
シャスにある、シエス、オンス、コル
テガダ、サルボラの島々が公園となっ
ています。切り立った断崖が続く絶景
を眺め、海底に広がる豊かな自然を探
検しましょう。ここはヨーロッパ最大
級のカモメの生息地でもあります。

 a シエス諸島
ポンテベドラ 

手つかずの 
自然

グリーンスペインは豊かな自然と多様
な生物にあふれ、旅人を魅了し続けて
います。美しい国立公園や生物圏保護
区、ほかにはない生物の多様性に、大
自然の魅力と尊さを感じるはずです。
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手つかずの自然

自然公園 
と自然保護区
カンタブリアを訪ねたら、まずリエン
クレス自然公園の真っ白な砂浜に寝転
びましょう。サーファーに人気のある
砂丘では、美しいサンセットが見られ
ます。あるいは、世界でも貴重な先史
時代の壁画が残るアルタミラ洞窟で、
悠久の彼方にタイムトリップしてみま
せんか？

アストゥリアスには、生態学で貴重と
される環境が整います。バードウォッ
チングを楽しみたいなら、レデス自然
公園は外せません。ここはイヌワシ
や絶滅危惧種オオライチョウなどの生
息地となっています。ヨーロッパ最大
のヒグマの保護区となっているソミエ
ド自然公園も行ってみたい場所です。
アストゥリアスで最も秘境と言えるの
が、フエンテス・デル・ナルセア自然
公園です。五感すべてを通して自然の
素晴らしさを満喫できます。ムニエ
ジョスの森にも足を運んでみましょ
う。何世紀も前の人々の家屋、暮らし
ぶり、働きぶりを知ることができま
す。ラス・ウビニャス - ラ・メサ自然
公園では、ローマ時代からの古道を通
り、ブナの林の中で散策を楽しんでく
ださい。

まだまだ、見どころはたくさんありま
す。ガリシアでは、ア・カペラダにあ
るヨーロッパで最も高い断崖の上から
海を見下ろすことができます。バスク
地方の海岸線では、地向斜フリッシュ
層で創られた壮観な断崖が続く「フ
リッシュ  の  道」を辿ってみましょ
う。途中には、人気のテレビシリー
ズ、「ゲーム・オブ・スローンズ」の
ロケ地として知られるサン・ファン・
デ・ガステルガチェ教会があります。

リエンクレス自然公園
カンタブリア

ソミエド自然公園
アストゥリアス



 

12

グリーンスペイン

グリーンスペインの主要都市
グリーンスペインの都市を巡る旅へ。大自然と壮大なモニュメント、文化の
薫りに満ち溢れる、たくさんの魅力的な街。

サン・セバスティアン 
（バスク）
コンチャ湾で眺めるサンセット、文
化や芸術、美味しい料理を堪能する
たびに、ずっとここで暮らしたい
衝動に駆られるはず。旧市街を散策
しながら、地元ならではの絶品ピン
チョスを味わい尽くしましょう。美
食を極めたいなら、ここはまさに理
想郷です。

家族連れなら、ヨーロッパで最もモ
ダンな水族館のひとつ、アクラリウ
ムで一日過ごすのも良いでしょう。の
んびり過ごしたいときは、ラ・コン
チャやオンダレタなど、快適に過ごせ
る街中のビーチがおすすめです。

ビトリア 
（バスク）
ビトリアはバスク地方の内陸に位置
し、自然環境を大切にする街。多く
の公園や庭園が街中に緑をもたら
し、その中を自転車で走り抜けれ
ば、2012年に欧州グリーン首都に選
ばれた理由もわかります。

中世の面影を残す歴史地区は多くの
人々が行き交い、活気にあふれてい
ます。喧噪に疲れたら、サンタ・マ
リア大聖堂で静寂の中に身を置きま
しょう。13世紀に要塞として造られ
た壮麗な大聖堂に感動した後は、ア
フリア・エネア宮殿へ。バスク地方
の伝統的な建築様式を代表する美し
い建物です。現在、バスク自治州政
府首班の官邸となっています。

ビルバオ 
（バスク）
かつて工業都市として栄え、前衛芸
術に昇華させることで見事に成功し
た街です。ここでは何もかもが新
しい体験となることでしょう。カナ
ダ生まれの建築家、フランク・ゲー
リーが設計したビルバオのグッゲン
ハイム美術館は、街のシンボルと
なっています。太陽の光を受けてさ
まざまな色合いに変化するチタンの
ファサードと、その光を反射する川面
のコントラストが印象的。すぐそばに
は、ビルバオ美術館もあります。

 a ピンチョス
サン・セバスティアン
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都市

美術館巡りの後は、自転車で川沿い
を走り、旧市街へ。7本の道を意味
する「シエテ・カジェス」と呼ばれ
る繁華街でバルやレストランに入
り、美味しい食事で体力を回復させ
ましょう。海に向かって進むと、ネ
ルビオン川にモダニズム建築による
巨大な鉄橋、ビスカヤ橋が架かりま
す。

サンタンデール 
（カンタブリア）
サンタンデール湾では、海と山に囲
まれた風景が広がります。船に乗っ
て海の上から、ソモビーチの目の前
にそびえる緑の山々を眺めてみま

しょう。船上からは、ボティン文化
センターのシルエットが湾の海上を
「飛んで」いるような光景を目にす
ることもできます。

海岸通りを歩き、マグダレナ宮殿へ
向かいましょう。かつてアルフォン
ソ13世が夏を過ごした宮殿を訪ね、
ビキニ海岸でゆったりと時を過ごし
てみませんか？敷地内ではアザラシ
やペンギンもそこかしこに見られ、
子連れで出かけるにもおすすめの場
所です。サルディネロ海岸では、
ビーチテニスに似た「パラス」と呼
ばれる昔から人気のあるスポーツで
汗を流してください。漁港地区で海
の幸いっぱいのディナーも堪能しま
しょう。

 a ビスカヤ橋
ゲッチョ（ビスカヤ）
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グリーンスペイン

ヒホン 
（アストゥリアス）
カンタブリア海の海沿いには、発展
目覚ましいヒホンの街があります。
かつての工業都市が旅人を魅了する
街へと生まれ変わりました。街で最
も古い地区、シマデビジャを訪れる
と、それがはっきりとわかります。
この地区にはローマの浴場「カン
ポ・バルデス」があり、そこからサ
ン・ロレンソ海岸の素晴らしい眺め
を楽しむことができます。

マルケス広場を目指して旧市街を歩
くと、あちこちで趣ある漁師の家を
見かけます。広場にはレビジャヒヘ
ド宮殿の中世に造られた塔がそびえ
立ちます。宮殿は現在、国際芸術セ
ンターになっています。

オビエド 
（アストゥリアス）
アストゥリアス皇太子賞の式典が開
催される中世の街、オビエド。週末
になると学生と観光客とが入り交
じり、大いに賑わいます。有名なゴ
シック様式の大聖堂がある地区で
は、大学都市ならではの活気を感じ
られるはず。アストゥリアス美術館
を訪ねて、中世から20世紀までの絵
画を鑑賞して回りましょう。

歴史や建築に興味があれば、宮殿は
見逃せません。美術館となっている
ベラルデ宮殿から、18世紀に造ら
れた豪壮なカンポサグラド宮殿、バ
ロック建築の至宝、コンデ・デ・ト
レノ宮殿まで、見どころがたくさん
あります。

 a サン・ロレンソ海岸
ヒホン
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都市

アビレス 
（アストゥリアス）
かつて漁港だったアビレスの街は、
ニーマイヤー文化センターによっ
て、ヨーロッパ文化都市の仲間入り
を果たしました。アビレスの旧市街
にはスペイン広場やサブーゴ旧教会
のような重要なモニュメントや歴史
的建築物がたくさんあり、さらに歩
いて行くと壮大なニーマイヤー文化
センターが目の前に現れます。

ルゴ 
（ガリシア）
見る者を圧倒するルゴのローマ城
壁群が栄光の時代へと誘います。
17世紀にも及ぶ歴史を目の当たりに
し、過去に思いを馳せるひと時を。
ローマ時代に軍事目的で造られたモ
ニュメントとしては、素晴らしい保
存状態の城壁群です。

浴場やローマ橋など城壁回りの遺跡
からも、ローマ帝国時代の人々の暮
らしぶりがうかがえます。

オウレンセ 
（ガリシア）
のんびり休養を取りたいなら、
「ミーニョ川沿いの温泉を辿る道」 
がぴったり。満天の星空の下、目を
閉じて温かいお湯に浸かりましょ
う。道中、チャバスケイラからムイ
ニョ・デ・ベイガやオウタリス、そ
してブルガス・デ・カネドまで、い
ろんな温泉を試すことができます。

 a 大聖堂とローマ城壁
ルゴ

 a ニーマイヤー文化センター
アビレス

写
真

: L
uc

ia
no

 D
e 

La
 R

os
a/

12
3r

f.c
om



 

16

グリーンスペイン

サンティアゴ・デ・ 
コンポステーラ 
（ガリシア）
世界中から来る巡礼者の最終目的地
となる、聖なる街。神聖な空気が感
じられます。一方で、主要な大学
都市としての活気も溢れんばかり
です。

厳かな大聖堂内部や礼拝堂では、神
秘のエネルギーに圧倒されることで
しょう。栄光の門などロマネスク建
築の至宝、芸術的、宗教的価値が計
り知れない古美術品の数々が旅人を
魅了します。屋根の上に登りオブラ
ドイロ広場を上から眺めれば、この
世のものとは思えない美しさに感動
を覚えるはずです。

メルカド・デ・アバスト（市場）で
のショッピングは、地元の暮らしに
触れる絶好の機会。市場の飲食店に
立ち寄って、採れたての野菜、魚
介、チーズなど地元の味をいろいろ
試してみましょう。

 _ 栄光の門、サンティアゴ大聖堂
サンティアゴ・デ・コンポステーラ

タルタ・デ・サンティアゴ
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ガウディの『エル・カプリチョ』
コミージャス(カンタブリア)
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魅力あふれる 
村々
グリーンスペインには旅人を魅了する小さな村がた
くさんあります。可愛らしい村で、バルコニーに花
が溢れる石造りの家、実は歴史的価値の高いモニュ
メント、壮大な自然、そして美味しい郷土料理が、
旅人を温かく迎えてくれます。
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グリーンスペイン

サンティジャーナ・デル・
マル
巡礼路のひとつ、「海岸の道」を辿っ
て、カンタブリアを代表する中世の村
へ。小さな村の中を散策し、国の重要
文化財に指定されているコレヒアタ・
デ・サンタ・フリアナ教会の美しい階
段を上ってみましょう。すぐ近くにあ
るアルタミラ洞窟博物館を訪れば、先
史時代にトリップ。ここでは1万8千年
も前に描かれた洞窟壁画のレプリカを
見ることができます。

コミージャス
可愛らしい海辺の村では、スペインを
代表する建築家によるオリエンタルテ
イストを持つ魅力的な建築物、エル・
カプリチョ・デ・ガウディを見ること
ができます。可愛い建築物を観た後
は、オヤンブレ自然公園の海岸で砂浜
に寝そべってひと休みしましょう。

リバデセージャ
毎年8月の第１土曜日に開催される、
スペインでも有数のカヌーフェスティ
バルのひとつ、セージャ川下り（ア
ストゥリアス）で知られる村。カヌー
の名所に来たなら、渓流下りを楽しん
でみると良いでしょう。静かに過ごし
たいときは、美しい村の海岸で泳いだ
り、歴史地区を散策したり。ヨーロッ
パにおける洞窟壁画の至宝ティト・ブ
スティージョ洞窟も、ぜひ訪ねてみて
ください。

クディジェロ
アストゥリアスの古くからある小さな
漁村。海の香りを胸いっぱい吸って、
漁師の歴史に思いを馳せてみません
か？タベルナ・デ・ペスカドと呼ばれ
る居酒屋では、獲れたての海の幸で英
気を養えます。お腹を満たしたら、展
望台への道を登りましょう。展望台か
らは湾を望み、崖にびっしり建てられ
た家々が色とりどりに可愛らしく目を
楽しませてくれます。

 a サンティジャーナ・デル・マル
カンタブリア
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芸術と文化
中世の修道院や廃墟となった礼拝堂な
ど、神秘に満ちた知られざるスペインを
その目で確かめてください。貴重な歴史
の足跡を辿りながら、前衛芸術にも親し
めるのがスペインの魅力です。

レケイティオ
バスク地方にある風光明媚な小さな漁
村。独特の魅力が多くの旅人を惹き
付けています。歴史地区を散策する
と、聖母被昇天聖堂などゴシック建築
の至宝、いくつかの宮殿が次々と現れ
ます。港を散策したり、桟橋を歩いた
り、カンタブリア海を一望できるサン
タ・カタリナ灯台へ登ったりと、いろ
んな楽しみ方ができます。夏は、干潮
時のイスンサやガライツ島の砂浜でぜ
ひ泳いでみてください。

 a レケイティオ
ビスカヤ

 a クディジェロ
アストゥリアス

リベイラ・サクラ 
ガリシアの奥深くにリベイラ・サクラが
あります。この辺りは、ロマネスク様式
の宗教建築がヨーロッパ中で最も多く存
在します。道中には、山を掘って造られ
た荘厳なサン・ペドロ・デ・ロカス修道
院、現在はパラドールに改装されているサ
ント・エステボ修道院などがあります。
日常の喧噪を忘れ、リベイラ・サクラの
平穏と静寂の中に身を置いてみません
か？シル川の流れによってできた深い渓
谷の上にあるバルコネス・デ・マドリー
ド（展望台）からは素晴らしい眺望が楽
しめます。

古代ローマの皇帝たちはこの地方で造ら
れるワインをこよなく愛したと言われて
います。この地方では現在でも、山の急
斜面を利用した伝統的な方法で、メンシ
ア種のブドウを栽培しています。収穫
したブドウか造られたら美味しいワイン
は、国際的にも評価されています。

サント・エステボ修道院
リバス・デ・シル（オウレンセ）
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グリーンスペイン

アストゥリアスの 
プレ・ロマネスク様式
アストゥリアスのプレ・ロマネスク建
築は、シンプルで整った様式美が魅力
です。盆地や山々に囲まれた14のモ
ニュメント群は圧巻で、ユネスコの世
界遺産にも登録されています。中でも
有名なのは、サンタ・マリア・デル・
ナランコ教会です。ナランコ山腹に建
つ荘厳なモニュメントが、美しいシル
エットを浮かび上がらせます。オビエ
ドの街を望むファサードからは、景色
が一望できます。

オビエドの街を歩くと、アストゥリア
スのプレ・ロマネスク建築を代表する
もうひとつの傑作、ラ・カマラ・サン
タが見えてきます。ここでは、豪華な
金の宝飾品や宝石など収蔵品も公開さ
れています。厳かな雰囲気の中に身を
置くと、まるで中世にタイムスリップ
したような気分に浸れます。

 a サンタ・マリア・デル・ナランコ教会
オビエド 
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芸術と文化

新しい文化施設
斬新なプロジェクトで造られた文化施
設もいろいろあります。デジタル文化
研究所を見学したり、地元アーティス
トのスタジオを訪ねたりできるサン・
セバスティアンのタバカレラや、サン
タンデールのボティンセンターに出か
けてみましょう。ボティンセンターで
は、芸術、感性、創造性を育むプログ
ラムを数多く提供しています。

ヒホン（アストゥリアス）の ラボラ
ル・シウダ・デ・ラ・クルトゥーラは
数々の斬新なプロジェクトを実施する

総合文化施設で、中でもLABoral 芸術産
業創造センターが注目されています。
文化の殿堂として造られたサンティア
ゴ・デ・コンポステーラのシダーデ・
ダ・クルトゥーラ・デ・ガリシア（ガ
リシア文化センター）は、その前衛的
な建築デザインに驚かされます。文学
の庭を散策し、ムセオ・セントロ・ガ
イア（ミュージアム）の巨大空間で
若手アーティストの作品を鑑賞しま
しょう。

 b タバカレラ
サン・セバスティアン
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グリーンスペイン

 a マルケス・デ・リスカル ワイナリー
エルシエゴ（アラバ）

ガストロノミー
グリーンスペインは、どこへ行っても美
味しい料理が楽しめます。ピンチョス、
あるいはカンタブリア海や大西洋で水揚
げされた新鮮な魚介を、スペインで最
高ランクの地産ワインと共に味わえば、
旅の疲れも吹き飛びます。また、世界的
シェフによる創作料理もぜひ試してみて
ください。

宮殿とワイナリー
「グリーンスペインの宮殿とワイナ
リーの道」では、文化と歴史、そして
素晴らしい料理を楽しめます。バスク
地方の小さな町、オンダリビアの可愛
いらしい宮殿風邸宅群から始まり、ガ
リシアの威風堂々たるソウトマイヨー
ル城に至る壮大な旅です。ギプスコア
県のゲタリアではフレッシュな発泡ワ
イン、チャコリをぜひ試してくださ
い。のどを潤したらアラバの地へと旅
を続けましょう。エルシエゴの町にあ
るワイナリーには、フランク・ゲー
リー設計による前衛建築のホテルが隣
接します。チタンに覆われた柔らかな
カーブが斬新なデザインです。
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ガストロノミー

アストゥリアスやガリシアからアメリ
カ大陸に移住した人々がスペインに
戻った際に建てた、パラシオス・イン
ディアーノスと呼ばれるコロニアル様
式の美しい邸宅を訪ね歩きましょう。
ラストレス（アストゥリアス）の町ま
で来たら、市場で魚の競りが行われる
様子を見ながら、しばし足を休めてく
ださい。リア・デ・ビゴで催されるグ
ルメの祭典にも注目。8月に行われる
フィエスタ・デ・サルディナ（イワシ
祭）もそのひとつです。運良くタイミ
ングが合えば、旅の終わりに出かけて
みませんか？

食べて飲んで楽しむ 
グリーンスペイン
グリーンスペインには、あらゆる嗜好
に応える料理がバラエティ豊かにそろ
います。白いんげん豆、チョリソ、
モルシージャなどの材料をとろ火で煮
て作る伝統的な料理、ファバダ・アス
トゥリアーナや、魚介のプディング、
パステル・デ・カブラチョはぜひお試
しを。特にプディングは著名なバスク
人シェフ、ファン・マリ・アルサック
によって考案された人気の料理です。
最高の漁場と名高いガリシアで食事す
るなら、カニ、ホタテ貝、アカザエ
ビ、メバルなど海鮮たっぷりのマリス
カーダがおすすめ。獲れたての新鮮な
魚介を堪能できます。
肉料理なら、シカ、ノロジカ、イノシ
シの肉をしっかり味付けしたカンタブ
リア料理が良いでしょう。上質なガリ
シア牛もぜひお試しあれ。
食後のデザートは、もちろん別腹。カ
ンタブリア名物のクリーミーなチーズ
ケーキ、ケサーダ・パシエガや、アー
モンドと砂糖、卵を使ったガリシアを
代表するケーキ、タルタ・デ・サン
ティアゴなどがそろいます。
肉料理には、しっかりしたボディを持
つリオハ・アラベサの赤ワインを。そ

して、魚介を引き立てる白ワインは、
ガリシアを代表するマイルドでフレッ
シュな味わいのアルバリーニョで決ま
り。このほか、バスク地方のチャコリ
やガリシアのリベイロも、さわやかな
飲み口でおすすめの白ワインです。ま
た、アストゥリアス地方で造られるリ
ンゴ酒、酸味のあるフルーティーなシ
ドラもぜひお試しを。ヒホンでは毎
年、シドラにちなんだ祭り「フィエス
タ・デ・シドラ・ナトゥラル」が行わ
れ、数千の人々が集まります。11月第
2週の週末には、ポテス（カンタブリ
ア）で開催されるフィエスタ・デ・オ
ルホ（ブドウの搾りかすから造る蒸留
酒、オルホにちなんだ祭り）に出かけ
てみませんか。オルホの伝統的な製造
工程を見学できるほか、地元の煮込み
料理、コシード・レバニエゴや、地産
のチーズなど、郷土色豊かなグルメも
そろいます。オルホに砂糖、オレンジ
やレモンの皮、コーヒー豆などを入れ
て温めた、ガリシア名物のケイマーダ
も外せません。

贅沢なひと時を楽しみたいなら、ミ
シュランの星付きレストランで最高
級の料理を味わってみませんか？グ
リーンスペインは、スペインで最
もミシュランの星の数が多い地域と
なっています。

 a ファバダ・アストゥリアーナ
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グリーンスペイン

ポー海岸
リャネス（アストゥリアス）

バスクからガリシアまで、グリーンスペ
インは壮大な海岸がいっぱい。 

サミル海岸
ビゴ（ポンテべドラ）
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グリーンスペイン 
の四季
旅する季節それぞれに出合いと感動が待っています。季節ごとのおすすめスポッ
トをご紹介しましょう。

夏
誰もいない入り江でのんびり過ごすの
も良し。ガリシアのサミル海岸のよう
な街中の快適なビーチで家族と過ご
すのも良し。サミル海岸からは船で、
砂丘と断崖で有名な楽園、シエス諸島
（ビゴ）へ行くこともできます。英国
紙『ザ・ガーディアン』が世界で最も
美しいビーチと称えたローダス海岸は
ここにあります。

緑の草原に囲まれたアストゥリアスで
はエメラルドグリーンに輝くポー海岸
へ。ムーロス・デ・ナロンでのダイビ
ング、シレンシオ海岸の断崖絶壁での
瞑想など、思い思いの過ごし方ができ

ます。カンタブリアでは サルディネ
ロ海岸に長く延びる砂浜を歩いてみま
せんか。ラ・コンチャ海岸からサン・
セバスティアン湾を望む雄大な景色を
楽しむのも良いでしょう。8月には1
年で最も賑わう祭り、セマナ・グラン
デを、バスク地方の美しい街で楽しむ
ことができます。コンサート、花火大
会ほか、港からコンチャ海岸まで行く
海賊船などさまざまなイベントが催さ
れ、街が活気づきます。夏の終わりに
は国際映画祭も開催され、前もって予
約をすれば、式典と上映会に参加する
ことができます。

サン・セバスティアンのセマナ・グランデ 
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グリーンスペイン

秋
グリーンスペインではいろんな場所で
秋の紅葉を楽しむことができます。ア
ストゥリアスのムニエジョスの森もそ
のひとつ。スペイン最大のオーク森が
最も状態の良いままで残ります。秋
はトレッキングのシーズン。歩きなが
ら、黄色、赤などさまざまな色に染
まった森の景色をカメラに収めましょ
う。直径6メートル以上もあるオーク
の大木の間を進んで行きます。森に入
る人数制限があるので、事前に予約し
ておくと確実です。

秋は収穫を祝う季節でもあります。リ
オハ・アラベサはフィエスタ・デ・
ラ・ベンディミア（ブドウ収穫祭）に
なると地域全体が賑わいます。花火大
会、音楽やダンスで盛り上がる祭りに
どっぷり浸かってみませんか。採れた
てのブドウを踏みしだくピサード・
デ・ラス・ウバスも、ぜひ参加してみ
ましょう。

 b リオハ・アラベサ
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冬
パソと呼ばれるガリシア地方の旧荘園
領主邸の庭で椿の花が咲き誇る様子
は、まさに壮観です。この美しい椿
は、マルコ・ポーロが「絹の道」の思
い出としてヨーロッパに持ち帰ったも
のだと伝わります。パソ・デ・オカ邸
（ポンデベドラ）では、ヨーロッパ最
古の椿の樹が見られます。

1月になると、バスク地方ではシドラ
と呼ばれるリンゴ酒の樽出しが始まり
ます。チョッツの時期を楽しみましょ
う。シドレリア（シドラを扱うバル）
では、初物のシドラを伝統的な料理と
共に提供します。クペラと呼ばれる大
きな樽から直接注いで、好きなだけシ
ドラを飲むことができます。つまみに
は鱈入りトルティーヤ、鱈フライの
ピーマン添え、チュレタ（リブロー
ス）網焼きなどバスクの伝統料理を。
そしてデザートは、イディアサバル
チーズ、メンブリージョ（マルメロの
ジャム）にクルミです。

 a シドレリア（サン・セバスティアン）

グリーンスペイン 
の四季

椿の花
ガリシア
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バ
ス
テ
ィ
ア
ン
観
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局
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グリーンスペイン

春
カンタブリアの春はとても穏やかで
す。カツオとアンチョビの美味しいオ
リーブオイル漬けで有名な港、サン
トーニャのアンチョビ・ロードを辿る
にも最適な季節です。バードウォッチ
ングが好きなら、生態系の宝庫であり
北スペインで最も重要な湿地帯のひと
つ、サントーニャ湿地自然保護区がお
すすめです。

長い冬が終わると、あらゆる自然が目
を覚まします。しっかり準備を整えた
ら、ヒグマやその他の野生動物を探
しにアストゥリアスの自然公園に出か
けましょう。ソミエドの壮大な景色や
フエンテス・デル・ナルセア自然公
園の中で野生動物に遭遇できたら、
きっと忘れられない体験となること
でしょう。

 a ファロ・デ・カバージョ灯台
サントーニャ（カンタブリア）

 a サントーニャのアンチョビ
カンタブリア
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コバドンガ湖
カンタブリア

グリーンスペイン 
の四季
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グリーンスペイン

行き方
空路、陸路、海路すべてにおいて
インフラが整い、グリーンスペイ
ンの主要都市までのアクセスは抜
群で大変便利です。

ビルバオ空港とサンティアゴ・
デ・コンポステーラ空港が北スペ
インでの主要な空港となっていま
す。両空港では多数の国際線が発
着しています。ビトリア、オンダ
リビア、サンタンデール、ビゴ、
ア・コルーニャ、カストリジョン
(アストゥリアス）にも空港があ
り、フライトが可能です。

北スペインの主要都市、町や村
は、長距離、中距離、近距離の
各電車で行き来できます。レン

フェ・スペイン・パスがあれば、
最大12回までスペイン国鉄を利用
できて便利です。

また、世界でもトップクラスの観
光列車を利用したグリーンスペ
イン巡りも可能で、トランスカン
タブリコ、トレン・コスタ・ベル
デ、トレン・イストリコなどを回
ります。きっと素晴らしい体験に
なることでしょう。

小さな町や可愛い村に立ち寄った
り、もっと壮大な景色を見たりし
たいなら、車の旅がおすすめ。多
くのレンタカー会社があり、オンラ
インで予約することもできます。

お役立ち情報

トランスカンタブリコ・クラシコ

写
真

: レ
ン
フ
ェ
（
ス
ペ
イ
ン
国
鉄
）
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お役立ち 情報

夢のような 
パラドール
宮殿や僧院、修道院、城などの歴史
的建造物、あるいは前衛建築。パラ
ドールに宿泊して美しい自然、歴史
的建造物など、独特の特徴を持つ施
設で、ゆったりとした時間を満喫し
ましょう。

サンティアゴ巡礼路の道中では、ガ
リシアでいくつかのパラドールに宿
泊できます。北の道にそびえる塔が
壮観のビラルバ（ルゴ）のパラドー
ルや、大聖堂前のオブレドイロ広
場に面して建つサンティアゴ・デ・
コンポステーラなどのパラドールが
あります。エオ川の河口、漁業と観
光を生業とする小さな美しい村、リ
バデオのパラドールでは、緑に囲ま
れ、海を眺めながら、ゆっくりと体
を休められます。バイオナのパラ
ドール（ポンテベドラ）では、夢の
ようなサンセットの眺めにうっと
り。アルバリーニョの都、カンバド
スのパラドール（Pontevedra）に泊
まって、世界でも指折りの白ワインを
心ゆくまで味わうのも良いでしょう。

アストゥリアスには、ユニークな場
所がたくさん。かつて僧院だったカ
ンガス・デ・オニスのパラドールに
宿泊して、コバンドンガ湖まで登っ
てみませんか。カンガス・デ・ナ
ルセアの風光明媚な地に建つコリア
スの僧院パラドールからは、周りの
山々やナルセア川の素晴らしい眺望
が広がります。街中にあるパラドー
ルが好みなら、かつての水車小屋を
修復して造られたヒホンのパラドー
ルがおすすめ。サン・ロレンソ海岸
からも街の中心地からもすぐです。

フエンテ・デのパラドール
カンタブリア 

王様気分で泊まれる場所といえば、リ
ンピアスのパラドールでしょう。美し
い庭園に囲まれた宮殿でリラックスで
きます。周りの可愛らしい村々を散
策するの良いですね。あるいは、趣の
ある旧領主邸、サンティリャーナ・デ
ル・マルのパラドールに宿泊して、美
しい中世の町の雰囲気を満喫してはい
かがでしょう。アルタミラ洞窟も近く
にあります。また、フエンテ・デのパ
ラドールで高い山々に囲まれて眠る、
という選択肢もあります。

バスク地方に旅したら、ルネッサンス
様式で造られた宮殿、アルゴマニスの
パラドールでリオハ・アレベサの美味
しい料理と素晴らしいワインを堪能し
てください。野原の真ん中にあるから
こその、静寂を楽しめます。国境の漁
村、オンダリビアにある城、パラドー
ル・デ・オンダリビアに泊まってみま
せんか。対岸にフランス側の美しい海
岸線を望むことができます。

 L  選択肢はほかにもたくさんあり 
 ます。詳細情報はこちら： 
 www.parador.es

http://www.parador.es
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グリーンスペイン
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