
 

発見する León 

ソルナシエンテホステルから、私たちの美しい街への必見のリストに⽋かせない場所をご

紹介します。 

レオネの⾸都には、徒歩で楽しむことができる歴史的中⼼部など、素晴らしい宝物がある

と予想されます。 

レオンには⽴ち寄る場所がたくさんありますが、安全を確保してショットを見逃さないよ

うにしたい場合は、ここで、レオンを通って逃げる際に訪れる必要のある場所をはいにし

ておきましょう。 

時間がない場合は、これらが街の主な見どころです。 

観光からタパスまで、街での滞在をより楽しく、レオンが提供するすべてを楽しむのをお

手伝いしたいと思います。 

               

私たちをご覧ください          どこにいる              予約                WhatsAppを送信する 

 

レオンの観光とタパス 
Hostal Sol Naciente 

656 30 26 29 

http://www.hostalsnleon.es/
https://g.page/hostal-sol-naciente?share
https://solnaciente.base7booking.com/?adults=0&babies=0&juniors=0&lang=en&property=1
https://wa.me/34656302629
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/


Catedral de León 

レオンを訪れる人は誰でも、大聖堂を訪れる

ことなく離れることはできません。大聖堂は

、街の最も重要な歴史的象徴の1つです。 

私たちの国で最も洗練された大聖堂の1つであ
るレオン大聖堂は、13世紀にローマ起源の古
代の浴場の廃墟の上に建てられたフランス風

のゴシック様式の建物です。 

堂々としたファサードがプラザデレグラに突

き当たり、その中には、ポルティコ、ステン

ドグラスの窓、中央のバラの大きな窓、2つの
ゴシック様式の塔、スペインで最も古い合唱

団の1つがあなたを待っています。 

ちなみに、大聖堂の内部には調和のとれた光

景があり、大聖堂を光で満たす125枚のステン
ドグラスの窓の役目を果たしている...愛称で
あるカサデラルスに因んで.  

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

San Isidoro de León 
 

ユネスコが公式に認めたように、イギリスで

はなく、世界で最初の民主的な法廷がここで

開催された1188年のコルテス、およびレオン
が議会主義の揺りかごであることを知ってい

ることが重要です。 彼らは、10代のアルフォ
ンソ9世が入った元のドアが残っているサンイ
シドロの回廊で開催されました。 

世界で2番目に古い君主制であるレオンの君主
と女王が埋葬されている王のパンテオンには

、ロマネスク様式の芸術の宝石であり、世界

でユニークな農業作品のカレンダーが含まれ

ています。 その博物館では、ドニャウラカの
聖杯を鑑賞できます。 最近の理論では、それ
が真の聖杯であるとされています. 

 

 

 

Catedral de León 

 

Las Vidrieras únicas de la Catedral 

 

 

 

 

La cripta de San Isidoro 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42


 

Casa Botines de Gaudí 

ガウディによって建てられ、通称カサボティ

ネスとして知られるネオゴシック様式の建物

の前にある最後から2番目の停留所が見つかり
ます。 

ガウディに典型的な、モダニズムの影響を受

けたこのネオゴシック様式の建物は、カタル

ーニャの建築家がカタルーニャ郊外に建てた3
つの作品の1つです。 

1969年に歴史的記念碑として宣言され、現在
はカハエスパーニャが所有しており、本社と

して有効になっています.  

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

MUSAC 

力を取り戻した後、レオンを通るルートを続

けます。次の目的地は、MUSAC、ミュージ
アムオブコンテンポラリーアートオブカステ

ィリャイレオンです。 

その独特でカラフルなファサードは驚くべき

ものであり、最高のコンテンポラリーアート

をあなたからあなたまで楽しむことができる

独創性の表示です。 

現代アートと文化の集合的な意味を生み出す

ための基本的なツールを目指すオープンスペ

ース。  

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Botines de Gaudí 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fachada del MUSAC 

 

 

 

https://goo.gl/maps/h9fDvAQbbEt
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92


Palacio de los Guzmanes 

市の中心部には、レオン市で最も象徴的な歴

史的建造物の1つであるパラシオデロスグスマ
ネスがあります。 

この宮殿は、レオネの首都グスマネスで最も

強力で影響力のある家族の1つに属していまし
た。 

その建築は、古い壁の隣にある、家族が所有

する古いムデハル様式のゴシック様式の宮殿

で行われました。 

プラテスク調のルネッサンス様式の建物は、

ガウディのボティネス宮殿と旧市庁舎の隣に

あり、ユニークでエレガントに見えます. 

 

 

Parador San Marcos 
 

Hostal de San Marcosは、古い大陸で最も素晴
らしいモニュメンタルホテルの1つです。 レ
オン郊外のベルネスガ川を渡る橋の隣にある

その建設は、半島の西にサンティアゴ軍の本

部を置くことを目的として16世紀に始まりま
した。 

 

作品はフェルディナンド王カトリックによっ

て資金を供給されました。 この美しいホテル
は、壮大な回廊とチャプターハウス、広々と

したエレガントな客室、図書室、入念な伝統

料理を提供する壮大なレストランがある、堂

々としたホールの生きた博物館です。. 

 

  

 

Palacio de los Guzmanes 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

 

 

      San Marcos de León 

 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42


Murallas de León 

私たちがレオンの街で見つけたもう1つの歴史
的シンボルは、間違いなく、現在は旧市街を

定義しているローマ時代の城壁です。 

ローマ起源で中世の痕跡が残るこの壁は、歴

史的芸術的記念碑として宣言されており、ス

ペインで最古の遺跡の1つと見なされています
。 

レオンの壁は全体が保存されているわけでは

ありません。 

保存されているセクションは、旧市街の四角

形の輪郭のイメージを提供します. 

 

 

Plaza Mayor 
 

 

旧市街の中心部にあり、すでに話したHumid
地区にあるマヨール広場を静かに楽しんでい

ないと、レオンを離れることはできません。 

城壁のはずれにある中世の市場であり、公の

処刑や闘牛が行われていました。.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera de los Cubos 

 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

 

        La Plaza Mayor de León 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6


 

レオンの旧市街内には、スペインで最も有名なタパスやドリンクエリアの1つで
あるウメドエリアがあります。 

路地の中でレオン、最高の会社でタパスを楽しむことができる場所を訪れる必要

があります。 

あなたが関与しないように、私たちはあなたを導きます。 大聖堂の近くの湿気
のある地域は、Calle Anchaを下って左側にあります. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

Mesón Jabugo 
ウェットへの訪問に欠かせません。 ヒュミッ
ト地区の中心であるサンマルティン広場の中

心部に位置し、居心地の良い雰囲気、伝統的

なレオネ料理、壮大なタパスを提供していま

す。 

そのジャガイモ、ブラックプディング、ソー

セージ、ニンニクスープは、その絶妙な魅力

の一部です。 

夕食を取りたい場合は、電話で予約してくだ

さい. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 
 

 

 
Mesón Jabugo 

 
 
 
 

 
 

 

Barrio Húmedo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/Z7gGf7ZqdX58n96e8
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
http://www.hostalsnleon.es/


Bar Altar 

サンマルティン広場に非常に近い、見逃せない

もう1つのバー。 

居心地の良い雰囲気の中で豊かな部分とタパス

を提供しています。 

テラスまたはバー内で食事を楽しめます。 彼ら
は最近レストランを拡張しました。 

濃厚な黒プリンのタパス、カブラーレ添えのキ

ノコ、ワイン添えのチョリソなどはもう定番で

す. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 
 

Embutidos Entrepeñas 

あなたが良いレオン冷たい肉を試したい、また

はそれを購入したいなら、これはあなたのバー

です。 

サンマルティン広場に位置しています。 

あなたはあなたの消費でできるそれらの部分ま

たはタパスを試すことができます。 

チョリソー、ロース、ぎくしゃく、ハムが好き

なら、すぐに買うことができます. 

Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

ドングティエール広場にあるこのイタリアンレ

ストランでは、ハムのタパスとさまざまなピザ

を提供しています。 

イタリアの良い代替品. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Bar Altar 

 
 
 
 
 
 

 
Embutidos Entrepeñas 
 

 クリックしてGoogleマップを開きます 
 
 
 

 
Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9


Bar Llibla 
自発的にLliblaが作成されます。 それはリオー
ネと聖書の間の言葉の組み合わせでした。 
 
リブラは、田舎の価値観、常識を持ち、ストレ

スから離れた人生を理解する方法です。 
 
人生は私たちの長老たちとともに、レオネの文

化とともに、それが消えないことを理解しなけ

ればなりません。 ここでは、本物のレオネを感
じるでしょう。 
 
セリアック病の多種多様なタパスがあるセリア

ック病の待ち合わせ場所. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

El Rincón del Gaucho 
バーリンコンエルガウチョは1934年に開業しま
した。 
生涯の棒のひとつです。 
 
彼らのニンニクスープは、ハッシュ、ブラック

プディング、またはそれらのユニークでおいし

い料理に加えて、レオンでよく知られています 
Gaviota. 
 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

Misericordia 
典型的なコルセアタバーンとマーシーのような

完全に木製のバーですが、主にコルセア船の名

前があるためです。 
18世紀の海賊行為に基づく装飾的なテーマとロ
ックンロールが特徴的な雰囲気のバーでは、地

元の料理とタパスやポーションメニュー、最高

のロックミュージックを完璧に組み合わせてい

ます。. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
     Bar Llibla 

 

 

             
               El Rincón del Gaucho 
 

        
         Taberna Corsaria Misericordia 

https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share
https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share


El Barrio Gótico o Romántico 

ロマンティッククォーターが流行してい

ます。レオネが反対を言うことはできな

いと思います。今日では、レオンの街の

タパスの基準エリアとして、隣人とより

伝統的なウェット地区に取って代わった

と言えます。 

Bar Condeso 
ロマンティッククォーターのクラシック、良い雰

囲気、豊かなタパス、そしてプラザデラストレス

デオマーニャの中心部。 

彼らはまた、昼食や夕食を取る可能性があります. 

 Clic para abrir Google Map 

Entrecalles 
それは数年前であり、お気に入りの1つです。チー

ズとぎくしゃくしたジャガイモ、またはイベリア

のフルートは楽しいです。 

タパスに加えて、彼らは非常に食欲をそそる部分

を提供します。 お勧め. 

 

  

 

 

Bar Condeso 

 

 

 

Terraza Bar Entrecalles 
 

Barrio Romántico / Gótico 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
http://www.hostalsnleon.es/


 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

     Interior Bar MalasCalles 

 

Malascalles 
彼らは少しの時間しかかかりませんが、喜んで喜ん

で良いサービスを提供します。 豊富なタパスとパル

ケデルの正面にあるテラス付き Cid. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

La Trébede 
本物のクラシック、非常にシンプルなタパ、夜に試

すことができる最高のピカディージョ、日中はワイ

ンでチョリソ。 本物の喜び. 

 

 

     Bar La Trébede 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

      Cervecería La Céltica 

 

 

 

 

 

Cervecería La Céltica 
ビール愛好家のために、世界中からのビールの豊富

なメニュー。 

表紙にはピクルスとドライフルーツをそれぞれ0.30

ユーロでお付けします。 寛大な部分. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
https://g.page/malascallescid?share
https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6


 

Gastrobar Clandestino 
 

優れたタパス、ボロネーゼ、ソーセージ、キノコの

ナチョ... 

レストランでは見逃せない革新的な料理を提供して

います。 

アンチャ通りに近いセルバンテ通りに位置. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

Bar La Ribera 
 

カスケリアの愛好家にとって、ここはあなたの場所

です。唯一の難しいことは、入ることができること

です。いつも満席です。 

腎臓、トライプ、フライドブラッド、ブラッドソー

セージ、そしてもちろんジャガイモ、私たちはレオ

ンにいます!! 

サンイシドロからプラザデラスに向かう通りにあり

ます。Torres de Omaña. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

他の場所… 

 

これらのようにもっとたくさんあります、入るのを

ためらわないでください. 

Vermutería Cervantes10:  クリックしてGoogleマップ

を開きます 

El Gran Café:    クリックしてGoogleマップを開きます 

Bar La Tizona:   クリックしてGoogleマップを開きます 

 

  

 

     Gastrobar Clandestino 

 

 

 

      Bar La Ribera 

 

 

 

      Gelatería Holy Cow 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/cervantes10?share
https://goo.gl/maps/DfzRpe4p44kTZhUh7
https://goo.gl/maps/8kZH7Euj4AtTn4bo9
https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/holycowleon?share
https://g.page/holycowleon?share


Burgo Nuevo 
私たちはブルゴヌエボのエリアを考慮する必要があります。同じ名前の通りにはタパスを⾷べる場所がたく

さんあり、レオンのより多くが⾒えるという違いがあります。 中央、歩⾏者ゾーンにあります 

 
Bar Las Torres 
 

ブルゴヌエボの定番であるアリオリポテトですが

、それが名物であり、他に何も入れる必要はあり

ません。 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

Bar El Morán 
 

今や新しい手になり、新しいタッチを与えられた

生涯のバー。 

多彩で精巧で美味しいタパス. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

 

      Bar Las Torres 

 

Bar El Morán 
 

  

Burgo Nuevo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

    Restaurante La Sucursal 

 

Restaurante La Sucursal 
 

Calle Burgo Nuevoの定番、見事なガーリックスープ

、ミニハンバーガー、カナッペなど。 

その日の非常に興味深いメニューで彼らのレストラ

ンを試してください. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

Snack Bar Tribeca 
 

オルドーノ2世からブルゴヌエボまでの通路では、有

名なハンバーガーを味わえるほか、種類豊富なタパ

スも楽しめます。 

とても居心地の良い裏庭があります. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

     Snack Bar Tribeca 

 

 

 

     Cervecería Odín 

   

 Cervecería Odín 
ブルゴヌエボからオルドニョIIまでの通路の真ん中

にあるこの小さなバーは、種類豊富なタパスを豊富

に提供しています。 

見逃せない良い雰囲気. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/aHiTWSTUqHYQiKHx9
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8


Restaurante Cielito Mío 
 

メキシコ料理が好きな方は、このレストランをお

見逃しなく。最高の価格と素晴らしい品質をお楽

しみください。 

強くお勧めします。 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas 
 

伝統的な食べ物ですが、何かが彼らを区別するも

のであれば、それはタラです。 

 

見事に調理された肉を選ぶこともできます。 

お勧め. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

 

Restaurante Cielito Lindo 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas, en el primer piso. 
 

  

レストラン 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Sibuya Sushi Urban Bar 

 

 

 

 

Sibuya Sushi Urban Bar 
スペインの多くの都市ですでに存在しているレオネ

のフランチャイズ。 

とてもお得な価格で日本食を味わうのに最適なオプ

ションです。 

サンマルセロ広場、またはレオンで知られているプ

ラザデラスパロマス. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

Restaurante Entredós 
 

必見のレストラン。 プラザデラインマクラダの近く

。 タパス、ランチ、ディナーをお楽しみいただけま

す。 

今日の素晴らしいメニューがあります. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

Restaurante Gastrobar Entredós 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます Miu 

 

 

    Restaurantes Miu y La Mary 

  

 Restaurante Miu y La Mary 
同じ所有者に属する2つのレストラン。 El Miuは日本

食レストランで、La Maryは伝統的な料理の現代版で

す。 

どちらも価格と品質に優れています。 

ラメアリーには、月曜日から木曜日までの素晴らし

いメニューがあります。 

 クリックしてGoogleマップを開きます La 

Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://g.page/MiuLeon?share
https://g.page/lamaryleon?share
https://g.page/lamaryleon?share


 

Planet MonGoGo 
 

ロックな雰囲気の中、ディナーやドリンクを楽しむ

場所があります。 

最も純粋なアメリカンスタイルのTex-Mex食品。 

強くお勧めし、非常に豊富!! 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

Venecia Steak House 
 

肉愛好家のために、彼らは強くお勧めのテイスティ

ングメニューを提供しています. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

Parrilla Louzao 
 

高品質の肉を専門としています。 彼らの野

菜グリルは彼らの肉にとてもよく合います。 

彼らはすべての味のために彼らのメニューに多様性

を持っています. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

  

 

      Planet Mongogo 

 

 

 

      Venecia SteakHouse 

 

 

 

      Parrilla Louzao 

 

https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7
https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7


Vanity Luxury Hall 
 

ブルゴヌエボ地区にあるファッショナブルなナイ

トクラブ. 

クリックしてGoogleマップを開きます 

 

Crazy Town 
 

ロック愛好家のための、古いクラシック. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

Pub Gargantúa 
 

もうひとつの定番、今あるものといつもあるもの

が好きな人. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

Vanity Luxyry Hall 

     

    Crazy Town Bar. 

     

    Pub Gargantúa 
 

パブ 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     The Harley León 

 

 

 

The Harley León 
ドリンク、バイカースタイルを楽しむのに最適な場

所. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

Pub Chelsea British Bar 
 

最も純粋な英国スタイルのパブ。 良いサイト. 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

Pub Chelsea C.B. 

 

 

 

    Barry’s Irish Pub León 

  

 

Barry’s Irish Pub 
アイルランドの居酒屋、素晴らしい雰囲気. 

 クリックしてGoogleマップを開きます La 
Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/PEiKfAR45hai1B517
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69


 

Gepetto Copas 
 

濡れた近所で飲み物を飲むのにもう一つの良い場所. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

 

Studio 54 
 

とても遅くに出かけたい人のために… 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 
 

Glam Theatre 
 

しばらく迷う別の場所. 

 

 クリックしてGoogleマップを開きます 

 

 

 

  

 

      Gepetto Copas 

 

 

 

   Studio 54 

 

 

 

 

      Glam Theatre 

 

https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA
https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA

	発見する León

