
ｐｐｐ 

 

1 

 

 

 
安心の頼れる 

アルカイダ添乗員同行 



ｐｐｐ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimFOlIrVX7yYATQOU3uV7/SIG=129arud7t/EXP=1471575077/**http:/www.civillink.net/fsozai/kokki/sozai/italy.gif


ｐｐｐ 

 

3 
 

 

ヨーロッパ 

ナポリ 
ローマ 

ミラノ 

ベネチア 

カプリ島 

フィレンツェ 



ｐｐｐ 

 

4 

 

 

日 都市 日程 食事 

1日目 

★甲府 

★東京 

★ミラノ 

7：30甲府駅発  

10：00成田着 

12:40成田発  

17:55 ミラノ着 

ホテルへ 

朝：なし 

昼：なし 

夜：なし 

2日目 

★ミラノ 

★ベネチア 

8:30 ミラノ市内観光 

2:30ベネチアへ  

16:30ベネチア市内観光 

20:30ホテルへ 

朝：アメリカンブレックファースト

又はビュッフェ 

昼：ミラノ風カツレツ 

夜：魚料理 

3日目 

★サンジミニャーノ 

★シエナ 

8:30サンジミニャーノへ  

12:30サンジミニャーノ自由散策 

15:00シエナへ  

16:30シエナ観光 

20:00ホテルへ 

朝：アメリカンブレックファースト

又はビュッフェ 

昼：アスパラガスのリゾット 

夜：トスカーナ風ステーキ 

4日目 

★フィレンツェ 7:30フィレンツェへ  

9:30フィレンツェ市内観光 

15:30ナポリへ  

20:30夕食後ホテルへ 

朝：アメリカンブレックファースト

又はビュッフェ 

昼：選べるメニュー 

夜：チキン料理 

5日目 

★ナポリ 

★カプリ島 

★ソレント 

★アルマルフィ 

 

9:30 カプリ島へ  

10:30 カプリ島内と青の洞窟観光 

13:00ソレントへ  

13:30 アルマルフィにて海岸ドライブ

＆自由散策 

15:00ナポリへ  

17:00ナポリ着後ホテルへ 

朝：アメリカンブレックファースト

又はビュッフェ 

昼：カプレーゼとズッキーニのパ

スタ 

夜：なし 

6日目 

★ポンペイ 

★ローマ 

 

8:00ポンペイへ  

8:45ポンペイ遺跡観光 

10:15 ローマへ  

14:30昼食後自由行動 

21:00ホテルへ 

朝：アメリカンブレックファースト

又はビュッフェ 

昼：現地で選べるピザ 

夜：なし 

7日目 

★ローマ 8:30 ローマ市内観光 

14:50 ローマ発  

朝：アメリカンブレックファースト

又はビュッフェ 

昼：なし 

夜：なし 

8日目 

★東京 

★甲府 

10：30成田着 

11：30成田発  

13：00甲府駅着 

朝：なし 

昼：なし 

夜：なし 
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一日目 

 

二日目 

ドゥオーモ(Duomo)はイタリア語

で、イタリアでの街を代表する教

会堂の事である。ローマ以外での

司教座聖堂の大聖堂にほぼ同じ。 

ラテン語の Domusが語源で、神の

家を意味する。 

旅行ガイドなどにはドゥオーモと

そのまま書いている。また、ドゥ

オモ、ドウモウとも表記される。 

ドゥオーモと呼ばず司教座聖堂の

意味のカッテドラーレ

(cattedrale)と呼ぶ地方もある。 

サン・マルコ広場（サン・マルコ ひ

ろば、イタリア語：Piazza San 

Marco）はヴェネツィアの中心的な

広場で、回廊のある建物に囲まれ、

ドゥカーレ宮殿やサン・マルコ寺

院などがある。ヴェネツィアの広

場は方言でカンポ（campo）と呼ば

れるが、サン・マルコ広場は別格

であり、ピアッツァ（piazza）と

呼ばれる。世界で最も美しい広場

とも言われており、観光名所のほ

か、海からの玄関口でもある 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E4%BC%9A%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E4%BC%9A%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%95%99%E5%BA%A7%E8%81%96%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E5%AE%AE%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%AF%BA%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%AF%BA%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%85%89
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三日目 
 

サン・ジミニャーノ(San Gimignano)

は人口約 7千人のイタリア共和国ト

スカーナ州のコムーネの一つである。

美しい塔が立ち並んでいることでよ

く知られている。この町並みが 1990

年にサン・ジミニャーノ歴史地区と

してユネスコの世界遺産に登録され

た。 

 

 

 

 

中世には金融業で栄えた有力都市国

家であり、13世紀から 14世紀にかけ

て最盛期を迎えた。トスカーナ地方の

覇権をフィレンツェと競い、またその

経済力を背景として、ルネサンス期に

は芸術の中心地のひとつであった。中

世の姿をとどめる旧市街は「シエーナ

歴史地区」として世界遺産に登録され

ている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8A%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8E%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%9C%B0%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A9%9F%E9%96%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9B%BD%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9B%BD%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%9C%B0%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%9C%B0%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
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四日目 

 

フィレンツェ（イタリア語: Firenze (  聞く)）は、

イタリア共和国中部にある都市で、その周辺地域を含む

人口約 36万人の基礎自治体（コムーネ）。トスカーナ

州の州都、フィレンツェ県の県都である。 

中世には毛織物業と金融業で栄え、フィレンツェ共和国

としてトスカーナの大部分を支配した。メディチ家によ

る統治の下、15世紀のフィレンツェはルネサンスの文

化的な中心地となった。 

市街中心部は「フィレンツェ歴史地区」としてユネスコ

の世界遺産に登録されている。1986年には欧州文化首

都に選ばれた  

○注これではありません！ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/It-Firenze.ogg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8A%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8A%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A7%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E7%B9%94%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E8%9E%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A7%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A7%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%81%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A7%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%9C%B0%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E6%96%87%E5%8C%96%E9%A6%96%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E6%96%87%E5%8C%96%E9%A6%96%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:It-Firenze.ogg
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五日目 

カプリ島（イタリア語: Isola di Capri）

は、イタリア南部のティレニア海にある

島。ナポリ市街からナポリ湾を挟んで南

へ約 30kmに位置する。 

約 10km2程度の小さな島だが、風光明媚

な土地として知られ、イタリアにおける

観光地の 1つとなっている。青の洞窟と

呼ばれる海食洞があることでも有名。ま

た、イタリアの歴史にも登場する島で、

例えば、ローマ皇帝ティベリウスが統治

期間の後半を過ごしたことでも知られ

る。 

 

アマルフィ海岸（イタリア語: Costiera Amalfitana）は、イタリア南部のソレント半島南岸、ア

マルフィ一帯（カンパニア州サレルノ県北西部）のサレルノ湾に面した海岸を指す名称。「世界一

美しい海岸」と云われる景勝地・避寒地

で[1]、1997年にユネスコの世界遺産（文

化遺産）に登録された。ヘラクレスが愛

したニュンペーの名に由来した地名で

「ヘラクレスはそのニュンペーと仲睦ま

じく暮らしていたが、ある日突然、彼女

が死んでしまう。それを嘆いたヘラクレ

スはこの世でもっとも美しい土地に彼女

を葬り、街を切り開いて彼女の名を付け

た」とされる 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%8B%E3%82%A2%E6%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E3%81%AE%E6%B4%9E%E7%AA%9F_(%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%AA%E5%B3%B6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%A3%9F%E6%B4%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%83%8E%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E6%B5%B7%E5%B2%B8#cite_note-.E5.A4.A7.E5.89.8D.E6.A5.B5.E6.84.8F-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A9%9F%E9%96%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC
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六日目 

ポンペイ（ラテン語: Pompeii、イ

タリア語: Pompei）は、イタリア・

ナポリ近郊にあった古代都市。79年

のヴェスヴィオ火山噴火による火

砕流によって地中に埋もれたこと

で知られ、その遺跡は「ポンペイ、

ヘルクラネウム及びトッレ・アンヌ

ンツィアータの遺跡地域」の主要部

分として、ユネスコの世界遺産に登

録されている。 

ローマ人の余暇地として繁栄した

ポンペイの最盛期の人口は約 2万人

といわれる。18世紀に発掘が開始さ

れ、現在は主要な部分が有料で一般公開されている。この遺跡は、カンパニア州ナポリ県所属の基

礎自治体（コムーネ）・ポンペイの市域に所在するが、現在のポンペイ市街は 19世紀末に建設さ

れたもので、その中心部は古代ローマ時代のポンペイとは少し離れている。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%B3%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/79%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/79%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%A0%95%E6%B5%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%A0%95%E6%B5%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%80%81%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%82%A6%E3%83%A0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8C%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E9%81%BA%E8%B7%A1%E5%9C%B0%E5%9F%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%80%81%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%82%A6%E3%83%A0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8C%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E9%81%BA%E8%B7%A1%E5%9C%B0%E5%9F%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%80%81%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%82%A6%E3%83%A0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8C%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E9%81%BA%E8%B7%A1%E5%9C%B0%E5%9F%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/18%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%82%A4_(%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%8D)
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七日目 

ローマの 2つの最も人気のある観光地は、バチカン美術館（年間 420万人以上の観光客が訪れ、世

界で 37番目に多い）とコロッセオ（年間約 400万人の観光客が訪れ、世界で 39番目に多い）であ

る[1]。他の有名な観光地には、サン・ピエトロ大聖堂、フォロ・ロマーノ、パンテオン、トレヴィ

の泉、スペイン広場、コンドッティ通

り（英語版）、ヴェネト通り（英語版）、

カピトリーノ美術館、ボルゲーゼ公園、

ヴィラ・ジュリア国立博物館、ナヴォ

ーナ広場、サンタ・マリア・マッジョ

ーレ大聖堂、サン・ジョバンニ・イン・

ラテラノ大聖堂、ポポロ広場、サンタ

ンジェロ城、カンポ・デ・フィオーリ

広場（英語版）、クイリナーレ宮殿、ラ

テラノ宮殿、バルベリーニ宮殿などが

ある。 

  

八日目 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%B3%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%BB%E3%82%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%81%AE%E8%A6%B3%E5%85%89#cite_note-itvnews.tv-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%94%E3%82%A8%E3%83%88%E3%83%AD%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AA%E3%83%B3_(%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%81%AE%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%81%AE%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%BA%83%E5%A0%B4_(%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E)
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E9%80%9A%E3%82%8A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E9%80%9A%E3%82%8A&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Condotti
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%88%E9%80%9A%E3%82%8A&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Veneto
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%94%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8E%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%BC%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%A2%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%8A%E5%BA%83%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%8A%E5%BA%83%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AC%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AC%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%8E%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%8E%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%9D%E3%83%AD%E5%BA%83%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AA%E5%BA%83%E5%A0%B4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AA%E5%BA%83%E5%A0%B4&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Campo_de%27_Fiori
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AC%E5%AE%AE%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%8E%E5%AE%AE%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%8E%E5%AE%AE%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E5%AE%AE%E6%AE%BF
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1日目 ミラノ泊  ドミナ イン ミラノ フィエラ 

ミラノ市内中心部より北西の郊外、ロー・ペーロ地区の見本市会場から

約 3km のところに位置するホテル。赤茶とグレーを組み合わせたモダン

な外観。客室は落ち着いた色合いでまとめられたシンプルな造り。レス

トランでは上質なワインとともに国際色豊かな料理が堪能できる。 

 

2日目 ベネチア泊  アマデウス ホテル べネチア 

サンタ・ルチア駅より徒歩圏内に位置するホテル。建物は通り側と裏側の 2

棟にわかれている。客室もベネチアンタイプとアメリカンタイプがあり裏

側の棟は客室が中庭に面し静かで落ち着いた雰囲気。周辺にはみやげ物屋、

レストランあり。 

 

 

3日目 シエナ  ヴィラ パトリツィア シエナ 

4つ星の豪華なホテルで、パティオ、テニスコートと屋外プールを完備し

ています。 1800 年にオープンしたホテルは、2005 年に全面的に改装さ

れた。プッブリコ宮殿 市立美術館、アルテミオ・フランキ・スタジアム

とカンポ広場を含む多くのシエーナの眺めは、ホテルからは 25分。 

 

4日目・5日目 ナポリ泊  ウナ ナポリ 

中央駅から約 400m、ガルバルディ広場の近くに位置するホテル。クラシカ

ルな趣のある建物。客室は最新機器や設備を備えたスマートかつ快適なし

つらえ。オリジナリティあふれるサービスやプロモーションが多数用意さ

れているのが魅力。ビジネスステイでも観光の拠点としても便利なロケー

ション。カポディキーノ国際空港から約 4.6km。 

 

6日目 ローマ泊  マッシモ ダゼリオ ローマ 

テルミニ駅から約 200mのところに位置するホテル。石壁と淡いサーモンピ

ンクの外壁の趣ある建物で 1875 年に建てられた歴史あるもの。客室はウッ

ドフロアにカラーコーディネートされたクラシックスタイルの調度を配し

落ち着いた雰囲気。館内の老舗有名レストランでは国際色豊かな料理のほ

か伝統的なピエモンテ地方の料理なども楽しめる。 

https://tabiweb.ne.jp/hotel/img2/380/42/38042H013/38042H013-1.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL6f4TrVXVH4AfAKU3uV7/SIG=13b22fted/EXP=1471586424/**http:/img.4travel.jp/img/os_hotel_img/r/a/c/f/acfbaa4a-6369-4122-a92b-798fb46daafb.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCA.TDUbVXcmMATEaU3uV7/SIG=12n2cj3ro/EXP=1471587139/**https:/hotelista.jp/hotelinfodata/htl_photoxxl/0402/04025396_1.jpg
https://hotelista.jp/hotel/00590670/
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カフェ フローリアン Caffe Florian 

サンマルコ広場に面した老舗カフェ。 

  

 

地区： 

 サンマルコ広場周辺 

 リアルト橋周辺 

 

 

ジョリッティ Giolitti dal 1900 

スイーツ カフェ  

地区： 

 ナヴォーナ広場周辺 

 

 

 

 

アンティーカ ピッツェリア ダ ミケーレ L' Antica Pizzeria da Michele 

地元の料理 イタリアン  

 

 

 

http://img.4travel.jp/img/tcs/t/tips/pict/src/102/109/src_10210914.jpg
http://img.4travel.jp/img/tcs/t/tips/pict/src/102/970/src_10297014.jpg
http://img.4travel.jp/img/tcs/t/tips/pict/src/139/914/src_13991460.jpg
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ラ・ペルゴラ(La Pergola) 

 世界各国からグルメの集まるイタリア最高級レストラン。ロ

ーマのカヴァリエ・ヒルトンホテルの中にある。ちなみにシェ

フはドイツ人とのこと。  

場所：Via Alberto Cadlolo 101, 00136 Rome, Italy  

電話：06.35092152 

営業時間：19：30～23：00 

 
 

ダ・ヴィットリオ(Da Vittorio) 

 ミラノから車で 1時間の風光明媚なベルガモの郊外にある

ホテル併設のレストランです。ロンバルディア地方の料理を

ベースに、季節に合わせて最も適した食材を使い、健康に配

慮した料理を、新しいスタイルで提供します。  

場所：Via Cantalupa 1, 240060 Busaporto (BG)  

電話：035.681024 

営業時間：昼 12:00～14:30(月曜休み）夜 19:00～

22:30(日曜、月曜休み） 

（バカンスシーズン等季節による変更あり） 

 

  

http://www.romecavalieri.it/lapergola.php
http://www.davittorio.com/en/
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下記の通りお見積りさせていただきます。
ご検討の程、お願い申し上げます。

<早割特別価格＞
割引率 20%

お　見　積　り　明　細

1.交通費

¥252,000

ホテル

■小計

御　見　積　書
平成28年8月23日

様

ピコピコピーコツーリスト
〒400-0855
山梨県甲府市中小河原
　1丁目14-18
TEL：055-242-3150
FAX：055-287-9722

通常価格

ご旅行代金

¥395,500

¥316,400

担当者：田中　江美

ご旅行実施日

コース名

2016/10/23（日）　～　2016年10月30日（日）　：　8日間

魅惑のイタリア　八日間の旅

¥198,000

¥54,000

3.食事代

4.入場・拝観料

往復飛行機代

バス代

■小計

2.宿泊

¥83,000

¥83,000

■小計 ¥32,000

¥23,500

¥395,500

【早割特別価格　20％OFF】 ¥316,400

¥5,000■小計

【　合　計　】

5.その他費用

■小計
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ただのちょい悪じゃない！ 

俺たちが思ってるよりイタリアは凄い都

市だった！ 

 

 

提供 

 

 

 

 

 


