Italy

地中海文明の十字路
シチリア島周遊 ４日間

期間：5月25日（木・祝日）〜5月28日（日）

Taormina

ツアーのポイント！

●シチリアが誇る3 つの世界遺産、アグリジェントのギリシャ遺跡と、カサーレの
古代ローマの別荘、
モンレアーレのドウォーモを、
日本語ガイドがご案内します。
●映画グランブルーのロケ地、
タオルミーナと、
ニュー・シネマ・パラダイスの舞台と
なったパラッツォ・アドリアーノ村を訪れます。
●運転が荒っぽいシチリア島では、
レンタカーのドライブはお勧めできませんが、
全行程、専用バスを利用し、
ガイドが同行しますので、安心してご旅行頂けます。
●３回含まれているお食事では、美味しいシチリア料理をご賞味頂きます。
都市
ブリュッセル発
ミュンヘン発
カターニャ着
タオルミーナ着

映花々と眩い太陽、そして青い海に彩られ、絵葉書のような景色が

画「グラン・ブルー」
のロケが行われた、
タオルミーナは咲き誇る

広がります。紀元前3 世紀建立のギリシャ劇場（写真上）
からは、紺碧
のイオニア海と、世界遺産のエトナ山の雄大な眺めが楽しめます。

Caltagirone

バと、陶器の町、カルタ
ロック様 式 の 建 物

ジローネ。色鮮やかなマヨ
ルカ焼きの絵タイルで飾
られた142 段の階 段、ス
カーラは、｢天国の階段｣
と称される美しさです。

カーマ時代のモザイク
サーレの別荘は、ロ

の傑作として世界遺産に
登 録 されています。
「10
貴婦人の間」
と呼ばれる
部屋の床は、ボール遊び
やフィットネスに興じるビ
キニ姿の女性がモザイク
で描かれています。

Villa Romana del Casale

Agrigento

ア平和の女神コンコルディアに捧げたと言われる、コンコルディア神

グリジェントの神殿の谷は、
シチリア島観光のハイライト。
中でも、

殿（写真左上）
やジュピター神殿、ヘラクレス神殿などの神殿群と、神
殿の柱として使われた人像柱、
テラモーネ（写真右上）
は必見です。

Palazzo Adriano

映パラダイス｣で、メイン

画 ｢ニュー・シネマ・

のロケ地となった、パラッツ
ォ・アドリアーノ村を訪れ、
当
時のままの広場や教会（写
真右）等をご覧頂きます。

Monreale

時間
日程（宿泊都市・食事条件）
（08:00 着）
07:00 ルフトハンザ航空2295 便にてミュンヘンへ。
08:50 ルフトハンザ航空1964 便に乗り換え、
シチリア島のカターニャへ。
10:55 カターニャ空港到着。専用バスにてタオルミーナへ。
12:30 タオルミーナ到着後、
レストランにてシチリア料理のご昼食。
１
シーフードの前菜とリゾット、名物の鰯のパスタをご賞味下さい。
25日
14:00 昼食後、ギリシャ劇場に入場し、エトナ山の雄大な風景を堪能。
(木)
ウンベルト通りを散策し、4 月9 日広場、大聖堂にご案内します。
カターニャへ移動します。
タオルミーナ発 17:00 観光終了後、専用バスにて、
18:00 カターニャのホテルにチチェックイン。
カターニャ着
（Katane Palace Hotel 泊 朝：Ｘ 昼: レストラン 夕: Ｘ）
08:00 ホテルにて朝食後、
カターニャ発
専用バスにて、
陶器の町カルタジローネへ移動。
カルタジローネ着 09:30 世界遺産の町並みを散策し、絵タイルで飾られたスカーラを観光。
カルタジローネ発 11:00 観光後、
ピアッツァ・アルメリーナへ移動します。
P.アルメリーナ着 12:00 到着後、世界遺産のカサーレの古代ローマの別荘に入場。
ビキニ姿の女性など、
３〜４世紀のモザイク画をご覧下さい。
2
観光後、各自、
ご昼食をお召し上がり下さい。
26日 P.アルメリーナ発 14:00 昼食後、
アグリジェントに向かいます。
(金)
アグリジェント着 16:00 2500 年前の古代ギリシャ遺跡が２０以上も現存する神殿の谷で、
コンコルディア神殿やテラモーネ等を観光します。
18:30 アグリジェントのホテルにチェックイン。
ホテル内のレストランにて、
シチリア料理のご夕食。
（Della Ville 泊 朝: ホテル 昼: Ｘ 夕: ホテル）
アグリジェント発 09:00 ホテルにて朝食後、
パラッツォ・アドリアーノへ向けて出発します。
P. アドリアーノ着 11:00 映画 ｢ニュー・シネマ・パラダイス｣の舞台パラッツォ・アドリアーノ
で、映画に登場した広場や教会がそのままの町並みを散策します。
３
観光終了後、
レストランにて、
シチリア料理のご昼食。
27日 P. アドリアーノ発 13:30 昼食後、
シチリア島最大の都市、
パレルモに向けて出発します。
(土)
15:45 煌めくようなモザイクに圧倒されるモンレアーレの大聖堂を観光。
モンレアーレ
18:00 パレルモのホテルにチェックイン。
パレルモ着
（Grand Hotel des Palmes 泊 朝: ホテル 昼:レストラン 夕:Ｘ）
パレルモ市内観光へ。
09:00 ホテルにて朝食後、
金色に輝くモザイクが印象的のパラティーナ礼拝堂に入場します。
他に、彫刻で飾られた噴水が見事なプレトーリア広場、
クアットロ・
４
カンティ、
シチリア・ノルマン様式のカテドラーレ等へご案内します。
28日 パレルモ市内発 12:00 観光終了後、
専用バスにて空港へ移動します。
(日)
パレルモ空港発 14:30 ルフトハンザ航空339 便にてフランクフルトへ（16:55 着）。
フランクフルト発 19:25 ルフトハンザ航空1022 便に乗り換えて帰国の途へ。
ブリュッセル着 20:20 ブリュッセル到着。
（朝: ホテル 昼: Ｘ 夕：Ｘ）

ご
旅
行
代
金

大人（12 歳以上）
子供（3 〜 11 歳・大人 2 人と同室した場合／ベッドと食事付き）
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合／ベッドと食事付き）
子供（2 歳／ベッド無し／ご家族で1 名様のみ適用可能です。）
幼児（0 〜 1 歳／ベビーベッドをリクエスト致します。）
一人部屋追加料金

€1060.00
€950.00
€1000.00
€400.00
€50.00
+€150.00

◆最少催行人数：3 歳以上のご参加者が 8 名様
◆仮予約期限：3 月 23 日（木）残席があれば、それ以降のご予約も受け付けます。
◆添乗員は同行しませんが、現地では全行程日本語ガイドがご案内します。
◆大人２名と子供２名の同室が可能です。（年齢により 1 名のみ同室可能な場合があります。）
◆交通事情、気象条件、宗教行事による入場制限等のため日程が変更になる場合があります。
◆ホテルはいずれも4 つ星クラスです。
パレルモでは、別途宿泊税が2 ユーロかかります。

Palermo

パ丘の上に立つ、モンレ
レルモ郊 外の小 高い

アーレのドゥオーモ。教会内
部は、世界最大規模のビザ
ンチンのモザイクで飾られ、
キリスト（写真左）
や聖母マ
リア、旧約聖書の物語等の
モザイクをご覧頂けます。

Palermo

シ本土とは違った文化や町並みが特徴です。ルネッサンス様式の噴水で飾られたプレトーリア

チリア最大都市のパレルモは、
アラブやノルマン人の侵略を受けた過去があるため、
イタリア

広場（写真左上）
や、12 世紀のノルマン様式のカテドラーレ（写真右上）
など見所満点です。

