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バルセロナの街を巡るだけで、 この街の人々の活気や親
切な対応がおわかりいただけるでしょう。 通りや広場、 
公園を歩きながら地元の人たちにまぎれ、 バルセロナの
魅力にびっくりさせられるはずです。 見事な建築やアー
ト、 おしゃれな店…

バルセロナは実際に住んで楽しめる街で、 私たちは、 そ
の開放的でとけ込みやすい雰囲気をいつまでも大切にし
たいと思っています。 また、 当市では、 皆様にとって美し
くきれいで安全な街となるよう街づくりに励んでいます。 
そこで、 当市の習慣や一緒に暮らすためのルールを尊重
し、 私どもの取り組みにご協力いただければ幸いです。

バルセロナは安全な街とはいえ、 大都市です。 そこで、 
皆様に素晴らしい滞在をお楽しみいただけるよう、 私た
ちからの各種アドバイスやインフォメーションに従ってい
ただくことをお勧めします。

また、 特別なサポートが必要な場合、 緊急事態への対応
として設けておりますサービスをご利用いただけます。

当市でくつろぎ、 素晴らしい体験をされ、 また是非もう
一度訪れたいと思っていただければ幸いです。

多彩な街、バルセロナ



バルセロナ
安全な街
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市内の治安
治安体制と警察組織

バルセロナには、 市警察(Guardia 
Urbana)とカタルーニャ州警察(Mos-
sos d’Esquadra)があり、 この２つの
組織が市内をパトロールし、 人々の安
全性や交通安全、 公の秩序が守られて
いるかどうか監視しています。

バルセロナは安全ですが、 他の大都市
と同様に、 盗難やスリの被害に遭う可
能性の高い場所や状況があります。

しっかり盗難対策を講じていただき、
特に人通りの多い場所や公共交通機
関をご利用の際には、 お手回り品から
目を離さないようお願いします。

スキを見せない行動を心がける、 盗難
防止指針に従う、 また所持品をしっか
り見張ることで、 バルセロナのご滞在
がより安全となります。



バルセロナを
エンジョイ
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人ごみや人通りの多い場所、 バルのテラス席、 人やスーツケースなど
荷物の往来が多い場所(駅、 ホテルのロビー等)、 順番待ちの列などで

の安全確保のためのアドバイス

3.2  滞在先

市内に宿泊する場合
ホテルに滞在

• ホテルのフロント係やマネージャ
ーが、 皆様の疑問や要望に対応い
たします。

ホリデーマンションやその他ツーリ
スト向け宿泊施設に滞在

• 利用規定や諸条件を順守してく
ださい。 
定員以上の宿泊や他の宿泊客の迷
惑になる行為はおやめください。
ご要望や不明な点は、フロントまた
は管理スタッフにお問い合わせくだ
さい。

個人宅に滞在

• 自治体の規則を守ること。 特に、
夜間や休日には、 ご近所の迷惑と
なる行為をしないよう気をつけてく
ださい。

3.1  お荷物

到着時および出発時

駅や乗り物を待つ間、 宿泊先のロ
ビー

• スーツケース、 荷物、 お手回り品
から目離さないことが大切です。
お荷物はすべて、 ご自分のものであ
るとすぐ見分けがつくようにしてく
ださい。

移動中

交通機関

• 駅のホームや停留所、 また乗り物
内でも、 バッグは開けず、 目に見え
る位置で持つようにしてください。

自動車内でのお荷物やその他所
持品

• お荷物や所持品を自動車内の目
に付くところに放置するのは避ける
こと。特に、 貴重品(財布、携帯電
話、 バッグ、 電子機器製品等)には
十分お気をつけ下さい。   

• 監視が行き届いた駐車場に駐車
する場合も、 車の窓はきちんと閉
め、 車には鍵をかけてください。 ま
た、 駐車場のパーキングチケットを
持参してください。 



徒歩、 自転車、公共交通
機関またはマイカーで移
動する場合
歩行中

• 人とぶつかったり、 接触を避ける
こと。スリにとって絶好のタイミング
かもしれません。

自転車で移動

• 自転車専用レーンがあれば専用レ
ーン、 ない場合は時速 30kmゾー
ンを走行してください。

• 歩行者のいる道を走る場合は、 
歩行者優先であることをお忘れな
く。歩行者と十分な距離を保ち、 歩
行者に道をゆずり、 散歩程度のス
ピードでゆっくり走るようにしてく
ださい。

• その他の車両と同様、 交通標識
を守ること。

• また、 夜間、 自転車に乗る場合
はライトを点灯しなければなりま
せん。 

3.4  市内の移動

交通機関の利用

• 地下鉄またはバスをご利用の際
は、乗車券を購入し、 改札機に投入
してください。

• 現金やクレジットカード、 身分証
明書類は、 衣服の前ポケットか内ポ
ケットにしまうとより安全です。

• 公共の交通機関では、 警官が巡
回を行っています。

車で

•お車をご利用の際、誰かに車の異
常(パンク、 ライトの電球切れ等)を
指摘されても信用しないように。
ガソリンスタンドは、 車の点検に格
好の場所です。

市内観光をする場合
路上での注意

• 小銭入れ、 クレジットカードまた
は必要なものだけを持参するように
し、 内ポケットやジッパーなどで口
が閉められるバッグを利用するとよ
り安全です。

3.3  お手回り品

交通機関ご利用時

• 駅のホームや停留所、 また乗り物
内でも、バッグは開けず、 目に見え
る位置で持つようにしてください。
現金やクレジットカード、 身分証明
書類は、 衣服の前ポケットか内ポケ
ットにしまうとより安全です。

公園やテラスで

• 身分証明書類や鍵、 現金、 クレジ
ットカード、 貴重品(携帯電話、 カ
メラ等)などのお手回り品はきちん
としまってください。 特に人混みの
中では所持品の管理に十分ご注意
ください。

ビーチで

• 所持品から目を離さないよう気を
つけてください。 また、 その場を離
れる場合、 信頼できる人に所持品
を監視してもらうようお願いしてく
ださい。

自動車内

• 自動車内の目に付くところに荷物
や所持品を放置するのは避けるこ
と。特に、 貴重品(財布、 携帯電話、
バッグや電子機器製品等)は、 監視
の行き届いた駐車場に駐車する場
合も、 車の窓はきちんと閉め、 車に
は鍵をかけてください。

バルセロナを
楽しむ
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提供や客引きは、 詐欺目的であり、
思わぬ落とし穴が待ち受けているこ
とがよくあります。 立ち止まらない
ようにしてください。

募金

• 連帯感からチャリティーに協力し
ようとする人々の好意を逆手にとる
者がいます。知らない団体や大義の
ために献金や募金を頼まれても、 そ
の人を信用しないように。 不正行為
や善意を悪用をする詐欺集団であ
ることは珍しくありません。

3.6  詐欺
路上販売 

• 路上で何かサービスや物品を提
供する人を信用しないように。 出所
が疑わしく、 何の保証もないことが
よくあります。 無許可の路上販売は
違法行為です。

フロントガラス拭き

• 車のフロントガラス拭きの提供や
その依頼、 またはそのような行為を
することも禁止されており、 罰金の
対象となります。

管されたり取扱われている場合が多
く、健康を害する危険を伴うことが
ありますのでご注意ください。

18歳未満の未成年者に対するア
ルコール飲料の販売

• 飲食店では、 18歳以上の成人に
対してのみアルコール飲料を提供す
ることができます。

アルコール飲料の販売
午前0時以降

• 販売許可を得た飲食店のみ、 深
夜0時以降のアルコール飲料の販売
が可能です。

路上での飲酒

• 公道でのアルコール飲料の消費
は、法的に認められていませんので
ご注意ください。

公共スペースが皆が気持ちよく利
用できるスペースとなるよう、 行動
規範を守るようにしてください。

売春について

• 公共スペースでの売春行為は禁
止されています。 公道で性的サービ
スを受けたり、 性行為を行うと、 罰
金の対象となります。

飲み歩きルート

• 安く飲酒できる飲み歩きルート

3.5  迷惑行為

を宣伝することは禁止されていま
す。 アルコールの飲み過ぎは健康を
害する恐れがあり、 また路上の秩
序を乱すことになります。 このよう
なルートの背景には、安価な不正取
引網や低品質で出所が疑わしい商
品の販売が関連している可能性が
あります。

酒類の路上販売

• 公道での酒類を販売することも違
法行為です。 このような缶入り飲料
は、一切衛生管理されず、 倉庫に保

いかさま賭博 

• 路上の賭けやいかさま賭博、 タロ
ット占い、 物乞い、 特定のサービス



ご注意ください
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歩行者優先です

自転車をご利用の方
は、 自転車道を通行
するようにし、 また歩
行者に道をゆずらな
ければなりません。

反社会的行為は
他の市民からの非
難を浴びたり、 警
察から罰金を科せ
られることもあり

ます。

公共スペースでは、 他の市民の迷惑にならないよう行動に十分気をつけてください。

街を清潔に保つのは、 私たち皆の責任です。

町は皆のための空間であり、 大切にしなければなりません。
他人を尊重し、 皆の迷惑にならないよう共有スペースや施設を利用し、

より快適な町にしましょう。

自転車

騒音 睡眠妨害買売春行為 アルコール着衣

落書き公共物の汚損ポイ捨て 排泄行為

その他の移動手段(
ローラースケート、 ス
ケートボード、 セグウ
ェイ®等)を利用する
方は、 各移動手段の
利用条件や専用道路
について予め調べる
ようにしてください。



緊急サービス・
インフォメーション・

サービス
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お荷物やお手回り品の紛失または盗
難が発生した場合、 警察に被害届を
提出してください。 カタルーニャ州警
察 (Mossos d’Esquadra) 警察署
まで出向くか、インターネットで手続
きが可能。 オンラインでの届け出は
こちらから 
www.gencat.cat

(｢Seguridad/Denuncias por 
Internet｣画面を参照)

身分証明書類の紛失、 スリや盗難、 
ケガに遭っても誰の犯行かわから
なかったり、 犯人を特定できない場
合、市警察 (Guardia Urbana) で
も被害届を受付けています。 Ciutat 
Vella、 Eixample、 Sarrià – Sant 
Gervasi および Sant Andreu 地
区の警察署では、 24 時間体制、 ま
た Horta-Guinardó および Sant 
Martí 地区では 6:00 から 22:00 
まで対応しています。
www.bcn.cat/guardiaurbana

ホテルのご宿泊の場合、 フロントにて

所持品の紛失・盗難:警察への被害届

ホテルから被害の届け出が可能かど
うかお尋ねください。

詐欺

詐欺に遭った場合、 警察に届け出て
ください。

消費者からのご相談

必要であれば、 店頭で直接またはバ
ルセロナ市消費者相談センター窓口
にて、 消費者からの苦情やお問い合
わせを受付けています。
www.bcn.cat/omic

ケガまたは病気:
医療サービス

気分が悪くなったり、 病気または事
故に遭った場合、 医療センターをご
利用いただけます。 どのセンターでも
受診可能です。
救急医療サービスについては、 公的
医療ネットワークによりすべての方に
保証されています。
www.gencat.cat/catsalut

緊急事態
および自然災害

災害予防サービス・消防・レスキュー
隊(消防隊や市民保護隊)の指示に従
ってください。
www.bcn.cat/bombers

必要書類

各国のスペイン大使館や領事館で、
査証等ご旅行に必要な書類の案内を
行っています。
www.maec.es

(｢Embajadas y Consulados｣画
面を参照)

その他サポート

市内の商業施設も、 インフォメーシ
ョンやサポートが得られる絶好の場
所です。
きっと喜んで対応し、 アドバイスをし
てくれることでしょう。

交通事故発生の場合

交通事故時の緊急サービス

インフォメーション
が必要な場合

インフォメーション・サービス

バルセロナの各種サービスに
関する電話によるご案内。

24 時間体制

緊急時

緊急サービス

緊急事態の対応および救急医療
のテレフォンサービス。

24時間体制

緊急事態が発生したり、予期せぬトラブルに見舞われた場合に備え、
当市では、 皆様をサポートするための対応やインフォメーション

サービスを行なっております。

0-1-00-9-21-1-2



旅行者向けインフォメ
ーション＆サービスガ

イド
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緊急通報用 交通機関 一般情報

*料金: 接続料金:0.47€
通話料/分:0.06€

秒単位で課金(付加価値税込み)

警察
市警察 Guàrdia Urbana

Tel. 112

www.bcn.cat/guardiaurbana

警察
カタルーニャ州警察 
Mossos d’Esquadra

Tel. 112

www.gencat.cat/mossos 

医療
救急医療

Tel. 112

www.gencat.cat

(｢Salud/Canal Salud｣画面を参
照)

レスキュー＆消火活動 

Tel. 112

www.bcn.cat/bombers

TMB
(バルセロナ市メトロポリタン交
通局)
地下鉄 • バス • タクシー

Tel. (+34) 933 187 074

www.tmb.cat

障害者向けタクシー
(TAXI AMIC)
身体障害者用 

Tel. (+34) 934 208 088

障害者用車椅子 
(COSMO SCOOTER)
身体障害者用

Tel. (+34) 933 211 124

FGC (カタルーニャ州鉄道)

Tel. (+34) 932 051 515

www.fgc.cat

RENFE 国鉄
インフォメーション•お問い合わせ

Tel. (+34) 902 240 202

www.renfe.com

ESTACIÓ BARCELONA NORD
(バルセロナ北バスターミナル)
インフォメーション

Tel. (+34) 902 260 606

www.barcelonanord.com

バルセロナ・インフォメーション 
バルセロナの各種サービスに関する
一般情報

Tel. 010*

www.bcn.cat

バルセロナ市役所
バルセロナの各種サービスに関する
一般情報

Tel. (+34) 934 022 700

www.bcn.cat

バルセロナ観光局 
観光案内所

• 市内 16 か所および客船ターミ
ナルに観光案内所を設置
• 電話によるご案内

Tel. (+34) 932 853 834

月曜日から土曜日　
8:00～20:00
日曜･祝日　
8:00～14:00
www.barcelonaturisme.cat

カタルーニャ州政府
カタルーニャ州政府の各種サービス
に関する一般情報

Tel. 012

www.gencat.cat



道路網 空港 港

旅行者向けインフォメーシ
ョン＆サービスガイド

バルセロナ港湾管理局
インフォメーション

Tel. (+34) 902 222 858

お客様窓口

Tel. (+34) 933 068 800

www.portdebarcelona.es

カタルーニャ州高速道路網 
インフォメーション

Tel. (+34) 902 200 320

お客様窓口

Tel. (+34) 932 305 200

www.aucat.es

カタルーニャ州道 
インフォメーション

Tel. (+34) 900 123 505
(+34) 938 890 460

www.gencat.cat

交通事故の場合　 市警察
(Guardia Urbana)

Tel.  092

www.bcn.cat/guardiaurbana

交通事故被害者 
インフォメーション

Tel.  (+34) 900 100 268

www.gencat.cat

バルセロナ・エル・プラッ
ト空港 
インフォメーション・お問い
合わせ

Tel. (+34) 902 404 704

www.aena-aeropuertos.es

レウス空港 
インフォメーション

Tel. (+34) 902 404 704

お客様窓口

Tel. (+34) 913 211 000
 
www.aena-aeropuertos.es 

ジローナ･コスタブラバ空港
インフォメーション

Tel. (+34) 972 186 600

お客様窓口

Tel. (+34) 972 186 708
 
www.girona-airport.cat



Welcome
to Barcelona
ウェルカム・トゥ・バルセロナ


