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地下鉄Nunez de Balboa駅から徒歩7分 
Calle de Claudio Coello, 73, 28001 
Madrid
+34 915 764 090

地下鉄Nunez de Balboa駅から徒歩6分 
Calle de Serrano, 74, 28006 Madrid
+34 915 77 52 15

https://www.carminashoemaker.com/       
月曜日～土曜日 10:00～20:30

すべてのお買い物10% OFF
Visaカードでお買い上げの方、10%OFF。
Reciba un 10% de descuento en todas las compras cuando pague con una tarjeta Visa válida.

セール品は対象外です。本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟店に
あります。

グッドイヤー・ウェルテッド製法による男性・女性用シューズで、オックスフォード・

シューズ、ダービーシューズ、ブラッチャー・シューズ、モンクストラップ、ローファー、

チェルシーブーツ、チャッカブーツといった

クラシックモデルを現代的なスタイルで提

供しています。シェルコードバンを使用し

たシューズやブーツの専門家です。

ご利用の際は、本クーポンをご提示の上、必ずVisa
カードでお支払いください。

Visa優待特典・スペイン

「スペイン優待ガイド」2019-2020

カルミナ・シューメーカー
Carmina Shoemaker

ショッピング/Shopping マドリード/Madrid
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ショッピング/Shopping

アクティビティ/Activity

マドリード/Madrid

マドリード/Madrid

すべてのフラメンコ・チケット
10% OFF
Visaカードでのお支払いで、すべてのフラメンコ・チケット10% 
OFF。
Ahorre un 10% en todas las entradas para espectáculos de flamenco al 
pagar con una tarjeta Visa válida.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。1回目のショーは20時15分から1時間半（ディ
ナーの入場は19時、ドリンクのみの入場は20時）、2回目のショー
は22時30分から1時間半（ディナーの入場は22時、ドリンクのみの
入場は22時15分）です。

マドリードのステージには、フラメンコのソウルが宿っ

ています。ステージ・ショーと伝統的な料理を組み合わ

せたカフェ・デ・チニータスは国内外から好評を得てお

り、スペインの王室、クリスティアーノ・ロナウド、デビッ

ド・ベッカム、ペペ、ラファエル・ナダル、著名な俳優な

どが、その世界に魅了されました。

ご利用の際は、本クーポンをご提示の上、必ずVisaカードでお支
払いください。

地下鉄Santo Domingo駅から徒歩2分
Torija, 7 street, 28013 Madrid            +34 915 47 15 02
https://www.chinitas.com/en/home/

ラス・ロサス・ヴィレッジ
Las Rozas Village

カフェ・デ・チニータス
Café de Chinitas

ショッピング/Shopping マドリード＆バルセロナ/Madrid & Barcelona

10% OFF（€500以上をお買い上げの場合）
Visaカードで€500以上をお買い上げの方、10%OFF。
Ahorre un 10% en compras superiores a 500 € al pagar con una tarjeta Visa válida.

15% OFF（€1,000以上をお買い上げの場合）
Visaカードで€1,000以上をお買い上げの方、15%OFF。
Ahorre un 15% en compras superiores a 1000€ al pagar con una tarjeta Visa válida.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。

テッドベーカー・ロンドンは、スタイリッシュで洗練された紳

士服、婦人服、関連商品で世界的に知られるブランドで、その

品質や特徴的なデザインやカラーリングで愛されています。

細部へのこだわり、美しいデザイン、高品質な生地の完璧な融

合によって、伝統的であり現代的でもある要素を意外なユー

モアのセンスやイギリスらしさと組み合わせています。

ご利用の際は、本クーポンをご提示の上、必ずVisaカードでお支
払いください。

https://www.tedbaker.com/

バルセロナ：Barcelona Airport - El Prat, Terminal T1, 
Floor 1, Departures, Sky Center

 マドリード：Calle Claudio Coello, 44, 28001, Madrid

テッドベーカー
Ted Baker

ムーア建築のLas Rozas Villageは、マドリッド中心街か
ら40分。暑さを逃れて日陰でのお買い物をお楽しみいた
だけます。また、ショッピングの最中に美味しいタパスを

楽しんだり、ヴィレッジのテラスからシエラノルテ山脈の

景色を眺めることもできます。スペインや世界中の有名

ブランドのブティックを100店舗以上構え、希望小売価格
より最大60%オフでお求めいただけます。 

Las Rozas Village
C/ Juan Ramón Jiménez 3, 28232, Las Rozas, Madrid, Spain
34 91 640 49 00
https://www.lasrozasvillage.com

これらの優待特典は、ヨーロッパすべての Bicester Village Shopping 
Collection® Villages で受けることができます。詳しくは下記まで。https://
www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/

VIPカードで10%オフ
VIPカードをお持ちの方は、有効なVisaカードでお支払いい
ただくと参加ブティックでのご購入がさらに10％オフ*にな
ります。是非ご入手ください。
Receive a VIP Card offering an additional 10% saving* on your 
purchases at participating boutiques when you pay with a 
valid Visa card.

Shopping Express® シャトルバス
サービスチケットの15%オフ
有効なVisaカードでお支払いいただくと、Shopping Express® シャトルバス
サービスのチケットが15%オフになります。
Receive 15% off tickets for the Shopping Express®︎ coach service when you pay with 
a valid Visa card.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟店にあり
ます。加入ブティックにつきましては、ツーリストインフォメーションセンターに
てお尋ねください。10%オフの割引を受けるには、有効なVisaカードでお支払い
ください。割引は、ヴィレッジ価格に適用されます。VIPカードは、加入ブティッ
クまたはレストランでのみ有効です。利用規約につきましては、thebicestervill
ageshoppingcollection.com/bene�t-tcsをご覧ください。

ヴィレッジ到着時に、QRコードが付いたこのオファーまたはThe Bicester 
Village Shopping Collectionのプロモーションページ (TheBicesterVillage
ShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn) とお客様の有効な
Visaカードをウェルカムまたはツーリストインフォメーションセンターで掲示
し、VIPカードをお受け取りください。

Shopping Express®チケットの15%割引を受けるには、TheBicesterVillageSho
ppingCollection.com/shopping-expressでご予約時に、プロモーションコー
ド「VSEURO」をご入力の上、有効なVisaカードでお支払いください。

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
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ダイニング/Dining マドリード/Madrid

地下鉄Atocha駅から徒歩8分
Calle Espalter, 5, 28014 Madrid
+34 914 34 63 06
火曜日～土曜日 13:00～16:30、19:30～23:30、
日曜日 13:00～17:00

季節の前菜またはスペインの
おみやげをプレゼント
Visaカードのお支払いで、季節の前菜またはスペインのおみやげ
をプレゼント。
Reciba un entrante de temporada por cortesía o un recuerdo de España, por 
mesa, cuando pague con una tarjeta Visa válida.

要予約。本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する
優待参加加盟店にあります。スペインのおみやげは、伝統的な扇
子、帽子、手作り鉛筆などです。在庫切れとなる場合がありますの
でご了承ください。

プラド美術館の近くに位置する小さなグルメ・レストラ

ン。ファーム・トゥ・テーブルの考えに基づく地域の旬

の食材、スペイン各地のワイン・セレクションを提供し

ます。

ザ・スパニッシュ・ファーム
The Spanish Farm

カサ・アルベルト
Casa Alberto

電話+34 91434 6306または、メール 
thespanishfarm@outlook.comで、本
クーポンご利用の旨を伝えてください。
ご注文の際には、必ずVisaカードでお支
払いください。

ダイニング/Dining マドリード/Madrid

ランチまたはディナーにベルモットをサービス
Visaカードでのお支払いで、ランチまたはディナーにベルモットをサービス。
Reciba un tradicional Vermut como bebida de cortesía con el almuerzo o la 
cena al pagar con una tarjeta Visa válida.

バーでのご注文でチョビットをサービス
バーでのご注文とVisaカードでのお支払いで、チョビットをサービス。
Reciba un tradicional Vermut como bebida de cortesía con el almuerzo o la 
cena al pagar con una tarjeta Visa válida.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。ランチとディナーは要予約。ベルモットのサー
ビスは、ランチ（13:30～16:00）、ディナー（20:00～00:00）のみ有
効です。チョビットは、16:00～20:00のみ有効です。 

カサ・アルベルトは、マドリードで最も古い居酒屋とし

て、1827年にスタートしました。セルバンテスが『ドン・
キホーテ』を執筆した場所としても知られています。ゆ

で卵と淡水エビを提供するシンプルな居酒屋から、カ

サ・アルベルトは現在、マドリードの食文化を守り続ける

場所になりました。

ベルモットの特典を受けるためには、https://www.casaalberto.
es/reservations/?lang=enから、または+34 91 429 93 56へ電
話し、クーポンコード "VISA" を伝えてください。お支払いには必
ずVisaカードをご利用ください。

チョビットの特典を受けるためには、バーで本クーポンをご提示の
上、必ずVisaカードでお支払いください。

Calle de las Huertas, 18. 28012 Madrid            +34-914-299-356            https://www.casaalberto.es/en/
レストラン：13:30～16:00、20:00～00:00   バー：12:00～01:30   日曜日は16時まで、月曜日は定休日

������������
T a b e r n a  –  R e s t a u r a n t e

FUNDADA EN 1827

11% OFF＋さらに€101以上の
お買い上げでエスパドリーユの
ミニ・キーチェーンをプレゼント
Visaカードのお支払いで11% OFF＋さらに€101以上のお買い上げ
でエスパドリーユのミニ・キーチェーンをプレゼント。
Ahorre un 11% y reciba un mini llavero de alpargata gratis por compras 
superiores a 101€ al pagar con una tarjeta Visa válida.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。キーチェーンのプレゼントは在庫がなくなり次
第終了します。 C/ Avinyo 7, 08002 Barcelona

+34 933 010 172
https://www.lamanual.com/
月曜日～金曜日 9:30～20:00、土曜日 10:00～20:00

ショッピング/Shopping バルセロナ/Barcelona

ラ・マヌアル・アルパルガテラ
ヒューマン・メイキング・エスパドリーユ
La Manual Alpargatera Humans Making Espadrilles

いまや世界中で人気のエスパドリーユをファッションの

世界にはじめて持ち込んだのは、ラ・マヌアル・アルパル

ガテラでした。靴はお客様の目の前で職人が一足一足

丁寧に手作り。愛と情熱が込められており、履き心地も

抜群です。バルセロナに残る唯一の手作りエスパドリー

ユとして、その品質を守り続けています。

ご利用の際は、本クーポンをご提示の上、必ずVisaカードでお支
払いください。

thespanishfarm@outlook.com
https://www.casaalberto.es/reservations/?lang=en
https://www.casaalberto.es/reservations/?lang=en
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ダイニング/Dining バルセロナ/Barcelona

Tapa Tapa Passeig de Gràcia
Passeig de Gràcia駅から徒歩1分
Passeig de Gràcia, 44, 08007 Barcelona          +34 934 88 33 69

Tapa Tapa Arenas
Pl. Espana バス・ストップから徒歩2分
Gran Via de les Corts Catalanes, 373 - 385, 08015 Barcelona
+34 932 92 46 44

バルセロナの全店舗でクーポンは利用可能。詳しくはこちら。

 http://www.tapataparestaurant.com/

総額から10% OFF
Visaカードでお支払いの方、総額から10% OFF。
Reciba un 10% de descuento en su factura total cuando pague con una 
tarjeta Visa válida.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。割引対象はア・ラ・カルテのみです。10名以上
のグループはご利用になれません。

1993年にパセオ・デ・グラシアで生まれたタパ・タパ
は、バルセロナとマドリードのパイオニア的なレストラ

ン。スパイシーなポテト、イベリコ豚のハム、シラスのフ

レンチ・フライなどの定番から、イノベーティブな料理ま

で50以上のメニューがあります。ライス、パエリア、フィ
デゥアもあわせてどうぞ。

ご着席時に本クーポンをご提示の上、必ずVisaカードでお支払い
ください。

タパ・タパ
Tapa Tapa

アクティビティ/Activity バルセロナ/Barcelona

2日分または3日分のフリーパス
10% OFF
Visaカードのお支払いで、2日分または3日分のフリーパス10% 
OFF。
Reciba un 10% de descuento en pases de Barcelona de 2 o 3 días cuando 
pague con una tarjeta Visa válida.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。その他の特典と併用することはできません。ト
ラベルカードなどの交通料金などには使用できません。詳しくは
こちら。https://www.barcelonapass.com

バルセロナ・パスは、長蛇の列に並んだり、小銭を持ち

歩いたりする手間を省き、観光をもっと快適なものにす

るために生まれました。20以上のアトラクション、美術
館、ツアーなどが体験でき、トラベルカートのオプショ

ンもついたオール・イン・ワンのフリーパスをぜひ手に

してください。

https://www.barcelonapass.com/?aid=308から、クーポンコー
ド"VISA2019"を入力し、ご予約ください。お支払いには必ずVisa 
カードをご利用ください。

+44-(0)20-7293-0972            https://www.barcelonapass.com/

バルセロナ・パス
Barcelona Pass

ショッピング/Shopping バルセロナ/Barcelona

ラ・ロカ・ヴィレッジ
La Roca Village

建築物の隅々に有名な建築家であるガウディの影響がう

かがえるLa Roca Villageは、バルセロナからコスタ・ブラ
バ方面へ40分ほど向かった位置にあり、地中海の熱気を
感じられるショッピングヴィレッジです。140店舗以上の
ブティックで、スペインや世界中の有名ブランドの製品を

希望小売価格より最大60％オフで提供いたします。お疲
れの時はヴィレッジ内にある広場の涼しい木陰でリラッ

クスしてください。

La Roca Village
Santa Agnès de Malanyanes, 08430 La Roca del Valles, Spain
34 93 842 39 00
https://www.larocavillage.com

これらの優待特典は、ヨーロッパすべての Bicester Village Shopping 
Collection® Villages で受けることができます。詳しくは下記まで。https://
www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/

VIPカードで10%オフ
VIPカードをお持ちの方は、有効なVisaカードでお支払いい
ただくと参加ブティックでのご購入がさらに10％オフ*にな
ります。是非ご入手ください。
Receive a VIP Card offering an additional 10% saving* on your 
purchases at participating boutiques when you pay with a 
valid Visa card.

Shopping Express® シャトルバス
サービスチケットの15%オフ
有効なVisaカードでお支払いいただくと、Shopping Express® シャトルバス
サービスのチケットが15%オフになります。
Receive 15% off tickets for the Shopping Express®︎ coach service when you pay with 
a valid Visa card.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟店にあり
ます。加入ブティックにつきましては、ツーリストインフォメーションセンターに
てお尋ねください。10%オフの割引を受けるには、有効なVisaカードでお支払い
ください。割引は、ヴィレッジ価格に適用されます。VIPカードは、加入ブティッ
クまたはレストランでのみ有効です。利用規約につきましては、thebicestervill
ageshoppingcollection.com/bene�t-tcsをご覧ください。

ヴィレッジ到着時に、QRコードが付いたこのオファーまたはThe Bicester 
Village Shopping Collectionのプロモーションページ (TheBicesterVillage
ShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn) とお客様の有効な
Visaカードをウェルカムまたはツーリストインフォメーションセンターで掲示
し、VIPカードをお受け取りください。

Shopping Express®チケットの15%割引を受けるには、TheBicesterVillageSho
ppingCollection.com/shopping-expressでご予約時に、プロモーションコー
ド「VSEURO」をご入力の上、有効なVisaカードでお支払いください。

https://www.barcelonapass.com
https://www.barcelonapass.com/?aid=308
https://www.barcelonapass.com/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
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優待サービスに関わる責任は、当該サービスを提供する優待参加

加盟店にあります。ご利用に関するお問い合わせは対象となる店

舗・施設に直接お問い合わせください。帰国後は優待を受けられ

ませんのでご了承ください。

本Visa優待特典・スペインについて
●Visa優待特典・スペイン「スペイン優待ガイド」2019-2020の優待
期間は、2020年10月31日（木）までです。

●優待特典は日本国内で発行されたVisaでのお支払いのみ有効
です。

●優待特典をご利用いただく際には、本「スペイン優待ガイド」

2019-2020 PDFを印刷しご持参いただくか、または携帯電話等
の画面に表示させた本PDFの対象優待ページを各店舗にてご提
示ください。

●本「スペイン優待ガイド」2019-2020 PDFをご持参いただかない
場合は優待特典を受けられませんのでご注意ください。

●優待特典希望のお申し出が遅れた場合、優待特典が適応されな

い場合がありますのでご注意ください。
●優待特典を受けるためには、Visaカードでお支払いをする必要
があります。

●掲載されている優待特典は、他のプロモーション、割引、クーポ

ン、特別提供品と併用することはできません。
●また、現金や他の商品と交換することもできませんのでご留意

ください。
●優待特典は本「スペイン優待ガイド」20192020 PDFに掲載され
ている店舗でのみ有効です。

●優待特典のご利用は1店舗につきお1人様、半年毎に1回限りとさ
せていただきます。

●掲載されている優待特典やサービスの履行に関しての全責任は

優待特典参加店舗が負うものとします。
●店舗での優待特典やサービスの内容についてのご質問等は、現

地にて直接店舗へお申し出ください。
●各ページに記載されている注意事項も併せてご確認ください。
●Visaお支払い伝票(お客様控え)は、大切に保管してください。ご
帰国後、お問い合わせをいただいた場合、お支払伝票の確認を

させていただく場合がございます。
●掲載内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するも

のではありません。

●また、掲載内容の利用により生じた被害や損害に関してビザ・

ワールドワイドは一切の責任を負いません。
●掲載されている優待特典情報・その他情報は、2019年10月現在
のものです。掲載内容に変更が生じる場合や、店舗の事情によ

り優待特典を変更または中止する場合がございますので、予め

ご了承ください。
●本「スペイン優待ガイド」2019-2020 PDFに掲載されている料金
には、原則として税・サービス料等が含まれておりません。

店舗にて優待特典を受けられない場合は、

ここを提示してください。

協賛店様

本「スペイン優待ガイド」2019-2020 PDFを提出の上、有効なVisa
でお支払いのお客様には、記載の優待特典を提供してくださいま

すようお願い申し上げます。

Dear Merchant, please provide your o�er to customers who 
present the appropriate coupon and pay with a valid Visa card.

Estimado comerciante, le agradecemos que proporcione su 
oferta a los clientes que presenten el cupón adecuado y que 
paguen con una tarjeta Visa válida.

ショップのギフトプレゼント優待特典について
●プレゼントは現地でお受け取りください。原則として、日本帰国

後はプレゼントの引換えはできませんのでご注意ください。
●優待特典のご利用は1店舗につきお1人様、半年毎に1回限りとさ
せていただきます。

●一部店舗では場合により、お名前等の個人情報を登録させてい

ただくことがございますので、予めご了承ください。（ビザ・ワー

ルドワイドが個人情報登録をお願いすることはありません。）
●在庫状況により、優待特典内容が異なる場合がございますので

ご了承ください。
●同一店舗および同一名義人による、当日のVisaのお支払い伝票
（お客様控え）のみ有効とさせていただきます。

●優待特典画像はイメージです。実際とは異なる場合がございま

すので、予めご了承ください。

ショップの割引サービス優待特典について
●お支払いの前に、レジにて本「スペイン優待ガイド」2019-2020 

PDFをご提示ください。

アクティビティーの優待特典について
●本「スペイン優待ガイド」2019-2020 PDFに記載の注意事項に
従って優待特典をお受けください。ご不明な点は各店店舗へ直

接お問い合わせください。
●優待特典画像はイメージです。実際と異なる場合がございます

ので、予めご了承ください。

ダイニングの優待特典について
●ドリンクやデザート、プレゼントのサービスはお1人様各1点限り
とさせていただきます。

●指定の条件を満たせば、同行の方も同様の優待特典を受けるこ

とができます。
●優待特典画像はイメージです。実際とは異なる場合がございま

すので、予めご了承ください。

ホテルの優待特典について
●本「スペイン優待ガイド」2019-2020の優待特典は、旅行者のた
めのものです。スペインに3ヶ月以上滞在されている方は、優待
特典を受けられない場合がございます。また、優待特典を受け

る場合には、有効な航空券とパスポートのご提示をお願いする

場合もございますので、予めご了承ください。
●ご出国前に、Visaでのお支払いでホテルの予約が確保されてい
るか、必ずご確認ください。その他の必要事項については、各ホ

テルのウェブサイトでご確認ください。特に記載がない場合。ご

予約は英語で行なってください。
●ホテルが満室の場合、予約をすることも、優待特典を受けること

もできませんので、予めご了承ください。キャンセル規定はホテ

ルによって異なります。各ホテルへ予約時に直接お問い合わせく

ださい。
●掲載されている優待特典は、他の優待特典と併用することはで

きません。また、グループ会社や系列会社の予約に用いることも

できません。
●宿泊料金は、地方税によって変動することがあります。

ご利用上の注意

ダイニング/Dining バルセロナ/Barcelona

Passeig de Gràcia駅から徒歩1分
Paseo de Gracia, 44, 08007 Barcelona
+34 93 487 23 45
www.citrusrestaurant.es/
月曜日～金曜日 13:00～16:00、19:30～23:30、
土曜日～日曜日 13:00～16:00、19:30～24:00

総額から10% OFF
Visaカードでお支払いの方、総額から10% OFF。
Reciba un 10% de descuento en su factura total cuando pague con una 
tarjeta Visa válida.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。割引対象はア・ラ・カルテのみです。10名以上
のグループはご利用になれません。

シトラスは歴史ある個性的なレストランで、皆様をモダ

ンでフレンドリーな雰囲気でお迎えします。店内から見

渡すことのできるパセオ・デ・グラシアの鮮やかなパノ

ラマは圧巻。

ご着席時に本クーポンをご提示の上、必ずVisaカードでお支払い
ください。

シトラス
Citrus


