Visa優待特典・リスボン

「リスボン優待ガイド」2019-2020
ショッピング / Shopping

ア・ヴィーダ・ポルトゲーザ
A Vida Portuguesa

ア・ヴィーダ・ポルトゲーザの
ブランド商品（一部）20% OFF
Visaカードでお支払いの方、ア・ヴィーダ・ポルトゲーザのブランド
商品（一部）20% OFF。
Poupe 20% em produtos selecionados da marca A Vida Portuguesa ao pagar
com um cartão Visa válido.
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。特典は一部の商品にのみ適用されます。適用さ
れる商品のリストはスタッフにお問い合わせください。

A Vida Portuguesaは、2007年に長く続けられるブラ
ンドを作りたいとの想いから生まれました。高品質な手
工業を誇るポルトガルから、ちょっと意外なポルトガルま
で、幅広くご案内いたします。
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。
営業時間はhttps://www.avidaportuguesa.com/をご覧くだ
さい。

Rua Anchieta 11, 1200-023 Chiado, Lisboa, Portugal
+351 213 465 073
Rua Ivens 2, 1200-227 Chiado, Lisboa, Portugal
+351 210 079 536
Largo do Intendente Pina Manique 23, 1100-285 Lisboa, Portugal
+351 211 974 512
Mercado da Ribeira, Avenida 24 de Julho, 1200-481 Lisboa, Portugal
+351 211 368 446
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「リスボン優待ガイド」2019-2020
アクティビティ/Activity

リスボン水族館

Oceanário de Lisboa
大人、小人、シニアのチケット

10% OFF

Visa カードでお支払いの方、大 人、小人、シニアのチケット10%
OFF。

Oceanário de Lisboaは、必ず訪れたい観光名所の一つ

Poupe 10% de desconto em bilhetes para adultos, idosos e crianças ao
pagar com um cartão Visa válido.

です。1998 年以来、海洋の保存、文化、楽しさ、知識な

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。特典は常設展と特別展どちらにも有効です。他
の特典やディスカウントとの併用は不可。

感で体 験できる内容となっており、ペンギン、ラッコ、

Esplanada D. Carlos I - 1990-005 Lisboa, Portugal
+351 218 917 000
https://www.oceanario.pt/en/
月曜日〜日曜日 10:00〜20:00（入場は19時まで）
季節ごとの営業時間についてはオンラインでご確認ください。

どを学べる場 所になっています。常 設 展は、海洋を五
マンボウ、タツノオトシゴ、エイ、数 種 類のサメやサン
ゴなど、500 種 類 以 上の生物を観察することができま
す。2018年には、トリップアドバイザーによるベスト・アク
アリウム（累計3回目）を受賞しました。
ご利用の際は、チケットブース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。

アクティビティ/Activity

イエロー・バス・観光ツアー
Yellow Bus Sightseeing Tours

すべてのリスボン・ツアー20% OFF
Visaカードでお支払いの方、すべてのリスボン・ツアー20% OFF。
Poupe 20% em todos os produtos em Lisboa ao pagar com um cartão Visa válido.
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。

イエロー・バスを運行するCarristurはポルトガル最大のオープン・バス
運行会社。パノラマ・ビューのホップオン・ホップオフのツアー、歴史を
感じるトラム、ポルトガルの美しい街をめぐるイエローボート・ツアーな
どがあります。景色、音、感動などのユニークな体験で、リスボンらしさ
を感じてください。
https://www.yellowbustours.com/en-GB/Lisbon/Circuits.aspxで、クーポンコード
EUROGUIDEを入力して予約してください。お支払いには必ずVisaカードをご利用ください。

Praça do Comércio 31-34, 1100-148 Lisboa, Portugal
月曜日〜日曜日 9:00〜18:00

+351 21 850 3225

https://www.yellowbustours.com

ダイニング/Dining

リストランテ・ピノッキオ
Restaurante Pinóquio

ウェルカムドリンクとしてポートワインを人数分サービス
Visaカードでお支払いの方、ウェルカムドリンクとしてポートワインを人数分サービス。
Receba 1 bebida de boas-vindas de vinho do Porto por pessoa quando pagar com um cartão Visa válido.
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。

リスボンの歴史的なRestauradores Squareに生まれたPinóquioは1982年の
オープン以来、鮮度の良い高品質な肉料理とシーフード料理を提供し続けていま
す。オーブンで焼いた魚料理から、グリルしたロブスター、有名なサーロインス
テーキpicapauまで、多くの看板料理で思い出に残る食事をお楽しみください。
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。事前予約を強く
お勧めします。

R. de Santa Justa 54, 1100-422 Lisboa, Portugal
+351 21 346 5106
https://www.restaurantepinoquio.pt/
月曜日〜土曜日 11:00〜23:45、日曜日 12:00〜 00:00
当日の予約は、ランチの場合は12時から13時まで、ディナーの場合は15時から20 時ま
での間にお願いします。レストランの所在地は、改装工事などによって変更になる場合
があります。最新情報は、オンラインでご確認ください。
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「リスボン優待ガイド」2019-2020
ダイニング/Dining

リストランテ・アルペンドゥレ
Restaurante Alpendre

食前酒または食後酒を人数分
サービス
Visaカードでお支払いの方、食前酒または食後酒を人数分サービス。
Receba 1 digestivo ou um aperitivo de cortesia por pessoa quando pagar
com um cartão Visa válido.

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。

R. Augusto Rosa 34, 1100-091
Lisboa, Portugal
+351 21 886 2421
https://tinyurl.com/y39sd5jo
月曜日〜土曜日 12:00〜22:30
（日曜日休業）

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。

1974 年にオープンした小さな Alpendre は、瞬く間にリ
スボンで最も愛されるレストランになりました。ポルトガ
ル・シチュー、魚のシチュー、思わず笑顔になる伝統的な
ポルトガルのスイーツなどを提供しています。リスボンの
歴史的な大聖堂の隣にあるAlpendre は、ポルトガル旅
行で絶対に外せないレストランです。

ご利用上の注意
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。

● 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

● Visa 優待特典・リスボン「リスボン優待ガイド」2020 の優待期間

は、2020 年10月31日(木)までです。

アクティビティーの優待特典について

ご了承ください。

● 本「リスボン優待ガイド」2020

● 本「リスボン優待ガイド」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。

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

です。

ので、予めご了承ください。

● 優待特典をご利用いただく際には、本「リスボン優待ガイド」

店舗にて優待特典を受けられない場合は、

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

ここを提示してください。

さい。

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

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

本「リスボン優待ガイド」2020 PDFを提出の上、有効な Visaでお支
お願い申し上げます。

Dear Merchant, please provide your offer to customers who
present the appropriate coupon and pay with a valid Visa card.
Caro comerciante, forneça a sua oferta aos clientes que
apresentarem o cupão apropriado e pagarem com um cartão
Visa válido.

● 優待特典は本「リスボン優待ガイド」2020

ショップのギフトプレゼント優待特典について

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

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「リスボン優待ガイド」2020

の優待特典は、旅行者のための

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

● 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。

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

ものです。イギリスに3ヶ月以上滞在されている方は、優待特典

ン、特別提供品と併用することはできません。
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PDFを

ご提示ください。

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

● 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

のではありません。

● お支払いの前に、レジにて本「リスボン優待ガイド」2020

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

本 Visa 優待特典・リスボンについて

● 本「リスボン優待ガイド」2020

ショップの割引サービス優待特典について

● 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。

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。

