
千歳発着11日間 ㈱世界紀行新緑のオルチャ渓谷とキャンティ街道、ピサ・ルミナーラ祭

ピエンツァ

ホテル（テルメ・ディ・サトゥルニア）

オルチャ渓谷

6月8日（木）発～6月18日（日）着…￥594,000 ￥69,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金

あなたの行きたかったトスカーナ

※右記の時間は、すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ
スがお受けになられるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
※利用予定航空会社：スイス航空、ルフトハンザ・ドイツ航
空、アリタリア航空

■募集人員／12名様［最少催行人数：8名様］
■お食事／朝食9回［ビュッフェ］・昼食7回・夕食8回
■旅券残存期間／出国時3ヶ月以上
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージ、ポートチャージ
を別途徴収いたしません。
■千歳空港より全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅～空港～ご自宅］
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
※成田発着：￥10,000引き
※大阪・中部・福岡発着：千歳発着と同一料金

ご旅行条件ご旅行条件

トスカーナはイタリア中央に位置する、面積で５
番目の州です。緑の丘の間にオリーブ畑とブド
ウ畑が一面に広がり、その間を縫うようにして小
村が点在しています。帝政ローマ期から「素晴
らしく美しい町や風景などの見どころ」（小プリ
ニウス）と称えられ、特に農業は何世紀にもわた
り、キャンティとモンテプルチャーノのブドウ畑、
ルッケシーアのオリーブ畑に代表される専門性
のある地域として栄えてきました。ローマ以前
のエトルリア文明にまで遡る歴史、古代からの
「夏の避暑地」、中世が息づく町や村、11世紀か
らの自由都市小国家群としての繁栄、16世紀
メディチ家の下でのトスカーナ大公国の栄光。
その魅力はフィレンツェなどの大都市ではなく
地方に広がっています。おししいお食事やワイ
ンとあわせてベストシーズンにご案内します。

◆トスカーナ料理は基本､家庭料理で､ほとんど
の料理にトマトソースとオリーブオイルを使
います。熟成の若いペコリーノ・チーズととも
に食べるミニソラマメのファーベや､大皿に
盛られたフィノッキオーナ・サラミなどツアー
の中でご用意しました。また､キャンティ地方
の高級アグリツーリスモで昼食もご用意しま
した。『ルレ・エ・シャトー』のトスカーナの味覚
もお楽しみください。
◆イギリスのカンタベリーからフランスを通り
ローマへと続く1600キロもの道のり「フラ
ンチジェナ街道」。フランク王国によって拡張
されたその道は中世､聖地ローマへの巡礼の
道として多くの旅人が往来しました。トスカー
ナには､ルッカ､モンタルチーノ､ピエンツァな
ど､沿道には当時の面影を残す小さな街が幾
つも残っています。
◆ソヴァーナの門､ルッカの劇場跡､ヴォルテッ
ラの浴場跡､キウージの迷路（ラビリント）な
どエトルリア文明の証拠､ピサ､ルッカ､ピスト
イア､ヴォルテッラで見られる初期ロマネスク
建築､ピエンツァを設計したベルナルド・ロッ
セッリーノに代表されるルネサンス芸術。トス
カーナの都市の魅力もご案内します。
◆キャンティ地方で1日半､オルチャ渓谷は2日
のゆったりした観光です。1泊目を除き､全て
連泊でご案内いたします。

『緑のトスカーナ』へ

《フィレンツェ》
ヒルトン・フローレンス・メトロポール

《シエナ》　NHシエナ
《サトゥルニア》
テルメ・ディ・サトゥルニア・スパ＆ゴルフリゾート
［ザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド加盟］
ウェルネスセンターには、トルコ式バス、サウナ
がありエステやマッサージも楽しめます。
《キアンチャーノ・テルメ》

アレクサンダーホテル・パルメ、
または、グランドホテル・エクセルシオール

《ピサ》　グランドホテル・ボナンノ

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅

【南オルチャ・西オルチャとモンタルチーノ】
■午前、専用車にて世界遺産オルチャ渓谷へ。ヴァル・ドルチャ地方南部で、
ボッカチオ『デカメロン』で語られる「盗賊ギーノ・ディ・タッコ」の隠れ家・ラ
ディコーファニから温泉景勝地バーニ・サンフィリッポまでドライブいたし
ます。
■その後、トスカーナを代表するワインの村・モンタルチーノへ。「シエナ共
和国最後の砦」フォルテッツァ（聖マルティーニ教会、聖ヨハネの塔）など
華麗で繊細な芸術が残るヴァル・ドルチャ地方西部の村を散策します。ご
昼食時、「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・リゼルヴァ」もお楽しみくださ
い。
■午後、8世紀の建造でシャルルマーニュゆかりのサンタンティモ修道院の
見学。糸杉とオリーブ畑が点在する緑の平野に浮かび上がるような佇ま
いの、ロマネスクの彫刻が見事な修道院です。
■夕刻、ヴァル・ドルチャ地方東部の、ヨーロッパで最も重要な温泉保養地の
ひとつキアンチャーノ・テルメへ。

オルチャ渓谷のキアンチャーノ・テルメにも連泊 いたします。

─
【ピエンツァとオルチャ渓谷】
■朝、専用車にて｢教皇が愛した町｣ピエンツァへ。教皇ピウ２世が生まれ故
郷の村をルネサンスの建築家ロッセッリーノに命じ、理想都市に造り替え
ました。東西わずか400mの小さな村ですが、ルネサンス文化が凝縮さ
れた世界文化遺産に生まれ変わりました。オルチャ渓谷を見晴らすカス
テッロ通り、ピウス2世広場、幸運の小径、キスの小径、愛の小径など、ペ
コリーノ・チーズでも有名な「ヴァル・ドルチャの丘の建築学の真珠」と称
えられる町をご案内します。
■その後、オルチャ渓谷のハイライトのひとつ、146号線をサンクィリコ・ド
ルチャへと走ります。波打つようにどこまでも丘陵が繰り返される田園、
ときおり現れる糸杉の並木が織り成す絵のような光景が展開するトスカ
ーナを代表する田園風景です。糸杉に囲まれた「ポデーレ・ベルヴェデー
レ」など代表的な写真スポットを巡ります。
■オルチャ渓谷の焼き物の村サンクィリコ・ドルチャでは、非常に美しいロマ
ネスク様式の聖堂参事会教会や15世紀の城門などを訪ねます。
■午後、古代ローマからの温泉村で、フランチジェナ街道の宿場町・バーニ
ョ・ヴィニョーニへ。メディチ家が造った石組みの露天大浴場（ピアッツァ・
ヴァスカ）をご覧いただきます。
■その後、アンドブランデスキ要塞がそびえ、美しいヴェッキエッタ広場が
ある、アミアータ山斜面の町カスティリオーネ・ドルチャや、まるで舞台装
置のように美しいテンテンナノ砦がある中世の村ロッカ・ドルチャも訪れ
ます。
─

【ヴァルディキアーナ地方とモンテプルチャーノ】
■午前、ヴァルディキアーナ（キアーナ谷）のセネーゼ地方を巡ります。『ヴ
ィーノ・ノービレ街道』のサンテアーノ村から、ローマを打ち破ったエルト
リア首長ポルセンナの町キウージへ。
■ヴァルディキアーナのキウージでは、狭い地下道の考古学コース「ポルセ
ンナのラビリント（迷路）」やロマネスク様式のドゥオーモを観光します。
■その後、ヴァルディキアーナの谷を見下ろす丘の上のワインの町モンテ
プルチャーノへ。市庁舎の展望台から望む絶景のパノラマや、中世の街
並みが続くヴォルタイア・ネル・コルソ通りなどオルチャ渓谷の自治都市モ
ンテプルチャーノの散策をお楽しみください。
■ご昼食時には、教皇も愛したワイン「ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプル
チャーノ」もご賞味ください。
■午後、13世紀のテラコッタ製の城壁に囲まれた個性的な孤高の中世の
村モンテフォッロニコにご案内します。
■その後、斜塔の街・ピサへ。
■夜、ライトアップされた斜塔など奇跡の広場の散策を楽しみます。
ピサに連泊 いたします。
─

【ルッケシーアとルミナーラ祭】
■午前、専用車にて、トスカーナの緑に覆われた城壁の町ルッカへ。中世の
町ルッカは、美しい城壁とプッチーニの故郷として知られています。「聖な
る顔」の大聖堂、サンミケーレ教会、世界一高い植木鉢（44mのレンガ積
みのグイニージ塔に植えられた７本の樫の木）など歴史の面影が残る入
り組んだ路地などを観光します。
■その後、トスカーナのみならずイタリア・オリーブを代表するルッカ北部
『ルッケシーア地方』で、『レッチーノ』や『フラントイオ』といったオリーブ
オイルの名品を生産する伝統的農家『コッレ・ディ・ボルドケオ』を訪ねま
す。フルーティーなオリーブオイルのお買い物も楽しめます。
■午後、トスカーナの自由都市・ピストイアにて、広場を取り巻く建物や教会
の調和のとれた配置と全体のバランスが見事なドゥオーモ広場などを散
策します。「中世の忘れ物」と呼ばれる美しい北トスカーナの古都の風情
をお楽しみください。
■夜は、10万本のロウソクが灯される『ルミナーラ祭』をお楽しみくださ
い。
─

■出発まで自由行動。
■昼、ピサ・ガリレオ=ガリレイ空港より、アリタリア航空にてローマで乗継
ぎ、帰国の途へ［11:55発］。　
─

■午前、成田空港到着［10:30着］。
■午後、国内線にて千歳へ。千歳空港到着後、解散。

サトゥルニア
バーニ・サンフィリッポ

モンタルチーノ

サンタンティモ

キアンチャーノ・テルメ

（ピエンツァ）

（サンクィリコ・ドルチャ）

（バーニョ・ヴィーニョ）

（ロッカ・ドルチャ）

キアンチャーノ・テルメ
ヴィーノ・ノービレ街道

キウージ

モンテプルチャーノ

ピサ

ピサ
（ルッカ）

［ルッケシーア］

（ピストイア）

［ルミナーラ祭］

ピサ

成田
千歳

10

11

日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
スーツケース無料託送サービス　ご自宅～空港
■朝、千歳空港より国内線にて成田空港へ。
■午後、成田よりアリタリア航空にて、ローマで乗継ぎ、フィレンツェへ
［13:15発／22:45着］。
─

【キャンティ街道】
■朝、ゆっくり出発し、眺めのよいキャンティ街道（222号線）のドライブを
楽しみます。
■ガイオーレ・イン・キャンティにて郷土料理の昼食。オーナーはメディチ家
の末裔です。「キャンティ・クラシコ」もご用意しました。
■午後、11世紀のシトー派修道院（1051年）が始めたワインの里『バディ
ア・ア・コルティブォーノ』（標高650m）で古典的な大樽が並ぶワインセ
ラーを見学します。キャンティ・クラシコ南部を代表する、村上春樹の短編
「我らの時代のフォークロア - - 高度資本主義前史」にも登場するワイン
の里です。
■その後、遺跡都市カステッリーナ・イン・キャンティから再び、キャンティ街
道を走り、シエナへ。

シエナに連泊 いたします。
─

【トスカーナ・バルーンとアグリ・ツーリスモ】
■朝、トスカーナの熱気球ツアー［約50分］へご案内いたします。500m上
空からトスカーナの丘陵と町や村をお楽しみください。ツアー後、シャン
パン・ブレックファストです。
■その後、専用車にて、モンテリッジョ－ニ村へ。ダンテ『神曲』地獄編で「王
冠の村」として紹介されている人口70人の村です。
■カステルヌォーヴォ・ベラルデンガ近郊の村のワイナリー『ボルゴ・サン・フ
ェリーチェ』にてご昼食です。ルレ・エ・シャトーの料理をご賞味ください。
オリーブ畑とブドウ畑に囲まれた丘の上の8世紀の集落が1991年に高
級アグリツーリスモに生まれ変わりました。
■キャンティ・クラシコ南部の小高い丘の上のカステッロ・ディ・ブローリオ
（ブローリオ城）へ。城砦の物見台から、まるで一幅の絵のようなキャンテ
ィ地方の美景をお楽しみください。
■夕刻、シエナに戻り自由行動。旧市街の散策をお楽しみください。

─
【エルサ渓谷とチェーチナ渓谷】
■午前、専用車にてエルサの谷へ。丘の上にへばり付く古い城塞の村コッ
レ・ディ・ヴァル・デルサを訪れます。クリスタルグラスの村としても有名で
す。コッレ・バッサ（下の丘）の巧妙な用水路レ・ゴーレやコッレ・アルタ（上
の丘）のピッティチャーノ城を横切るカステッロ通りをご案内します。
■その後、谷に挟まれた｢天空の街｣ヴォルテッラ（標高531m）の市内観光
です。ヴァッレブオナ・古代ローマ遺跡、マリオ=グアルナッチ・エトルリア
博物館、エルトリアの貴重な建築例・エルトリア門、砂岩が侵食されたバル
ツェ（崖）、マッテオッティ通りなど、見晴らしが良い紀元前9世紀エルトリ
ア時代からの歴史の町をご案内します。
■午後、なだらかな丘陵地にオリーブ畑、ブドバ畑、糸杉の列が田園の美し
い牧歌的な風景が広がるチェーチナ渓谷を、ドゥオーモが美しいマッサ・
マリッティマまでドライブします。途中、見晴らしのよいカステルヌオーヴ
ォ・ディ・ヴァル・ディ・チェーチナに立寄ります。
■夕刻、古代ローマ以前にまで遡る長い歴史と、西の温泉大国イタリアの
数ある温泉の中でも特に美しい景観を持つトスカーナの天然温泉サトゥ
ルニアへ。『美しい幻想的景観と古代ローマの浴場文化の伝統』で知ら
れていて、37度の温泉水が毎秒500リットル噴き出しています。
■ご宿泊は、知る人ぞ知るトスカーナのテルメリゾート テルメ・ディ・サルト
ゥニアに連泊 です。ご夕食はホテルにて。
─

【トスカーナ・テルメ】
■午前、｢天然の城壁｣絶壁に佇む美しい町ピティリアーノへ。「イタリアの
リトル・エルサレム」と呼ばれる、凝灰岩の断崖の上に築かれた城塞都市
です。16世紀の水道橋アーチや1700年代のシナゴークなどが残る歴
史都市で、「イタリアの最も美しい村々」の１つに認定されています。
■中世の村ソヴァーナにも立寄ります（ロマネスクの聖ピエトロ・エ・パオロ
大聖堂など）。
■午後、田園に広がる自然の野天風呂をお楽しみください。『サトゥルニア
温泉』は温泉水が小川となって丘陵地帯を縫うように流れ、小さな滝と美
しい石灰棚が作った絶景温泉です。また、石灰棚が日本人の好きな湯船
の形になっていることも特徴です。
■その後、イタリアン・テルメ・リゾートホテルでの滞在をお楽しみください。
トラバーチン大理石で造られたエレガントな温泉スパにはローマ風呂と
温泉プールがあります。
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成田
フィレンツェ
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［キャンティ街道］

ガイオーレ・イン・キャンティ

カステッリーナ・
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（モンテリッジョーニ）

（ブローリオ城）
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［フィレンツェ泊］Ｋ×Ｋ

［シエナ泊］ＢＬＤ

［シエナ泊］ＢＬＤ

［サトゥルニア泊］ＢＬＤ

［サトゥルニア泊］Ｂ×Ｄ

［キアンチャーノ・テルメ泊］ＢＬＤ

［キアンチャーノ・テルメ泊］ＢＬＤ

［ピサ泊］ＢＬＤ

［ピサ泊］ＢＬＤ

［機中泊］Ｂ×Ｋ

Ｋ××
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サトゥルニア（2泊）

ピティリアーノ

バーニ・サンフィリポ

マッサ・マリッティマ

～トスカーナ州～

キウージ
ピエンツァ

ロッカ・ドルチャ

サンタンティモ修道院

キアンチャーノ・テルメ（2泊）

シエナ（2泊）

カステッリーナ・
イン・キャンティ

ピサ（2泊）

フィレンツェ
（泊）

キ
ャ
ン
テ
ィ
街
道

ピストイア

ヴォルテッラ

コッレ・ディ・ヴァル・デルサ

カステルヌオーヴォ・ディ・
ヴァル・ディ・チェチーナ

地中海

ルッカ

PISA（ピサ）
斜塔の街・ピサにて、アルノ川沿いの建物が10万本
以上のロウソクで灯されるルミナーラ祭をご覧いた
だきます。17世紀に町の守護聖人ラニエリの棺を
交換した際に街をロウソクで灯したのが起源とされ
ています。ライトアップされたモニュメントとともに
お楽しみください。

VOLTERRA（ヴォルテッラ）
古代エトルリア人は防衛上の理由により、丘の上に
都市を築きました。その遺産の代表例であるヴォレ
テッラは、エトルリア12首長国の一つで、現在はア
ラバスター（雪花石膏）の町として知られています。
ロマネスクのドゥオーモなど13世紀の都市国家を、
緑の丘陵が美しいチェーチナ渓谷の風光とともにお
楽しみください。

MONTERIGGIONI（モンテリッジョーニ）
ダンテが見た「壁で囲まれた塔の町モンテリッジョー
ニ」がほぼ同じままで保存されている、中世軍事建築
の稀有な例。

MONTALCINO（モンタルチーノ）
有名なブルネッロ・ワインのブドウ畑が広がるオンブ
ローネとアッソ谷の間の丘の上にある町。エノテカ
（ワイン販売所）の他に、大きなポルティコのある市
庁舎、力強い五角形の大建築物ロッカ（砦）がありま
す。

SATURNIA（サトゥルニア温泉）
トスカーナの高級テルメリゾート『テルメ・ディ・サト
ゥルニア』に連泊いたします。サトゥルニアはイタリ
ア半島で最初に都市が築かれた場所です。

MONTEPULCIANO（モンテプルチャーノ）
ヴァルディキアーナの大地を見下ろすルネサンス建築物
の町。1500年代の建物が並ぶグランチャーノ・ネル・コル
ソ通り、機械仕掛けの金属製のプルチネッラ人形が時を
告げるプルチネッラ塔、ハゲワシとライオンの井戸などワ
イン以外も見どころたくさん。中世にはモンス・ポリタヌ
スの名で知られていました。

『トスカーナ・バルーンツアー』にご案内します。熱気
球で上空からトスカーナの美しい丘陵や町や村をお
楽しみください。

ラビリンス

VALDICHIANA（キアーナ渓谷）
トスカーナ州東部で、北はオリーブ林、南のセネーゼ
地方はブドウ畑が広がる、緑豊かな丘陵地帯の田
園。エトルリア時代には大きな湖でしたが、古代ロー
マ時代から灌漑事業が始まり、イタリアを代表する
田園と芸術的歴史的に素晴らしい町々を生み出しま
した。ダ・ヴィンチもこの地の大きな湖の地図を残し
ています。

CHIANTI（キャンティ地方）
世界で最も有名なワインのひとつキャンティワイン
の生産地。キャンティワインを構成する各種のブドウ
が整然と並ぶ景色の中に、トスカーナ大公の時代か
らの小作人の小屋、邸宅、城や塔のある城壁の村が
点在しています。

PISTOIA（ピストイア）
古代ローマのピストリア。ロンゴバルドの
町。イタリアで最も美しい鐘楼、優美な八角
形の洗礼堂、銀製装飾の聖ヤコポの祭壇が
あるドゥオーモなどが歴史と芸術の中心地・
ドゥオーモ広場に集まっています。

「飲むごとに、キスのごとく、その
香は空に舞う」（17世紀の詩人ド
ノリ）と謳われたトスカーナワイ
ン。その３大ワイン【ヴィーノ・ノー
ビレ・ディ・モンテプルチャーノ】、
【ブルネッロ・ディ・モンタルチー
ノ】、【キャンティ・クラシコ】の産地
を訪れ、それぞれご賞味いただき
ます。ブルネッロ・ディ・モンタルチ
ーノ・リゼルヴァは、最初のヴィン
テージが生まれたのが1888年と
いう新しいワインですが、イタリア
の最高級ワインを意味するD・O・
O・Gの第１号認定されています。
キャンティ・クラシコ・リゼルヴァは、
13世紀から続くキャンティワイン
で、黒い鶏のラベルとフィアスコ
という藁で包まれたボトルでお馴
染みです。ステーキに合うルビー
色のワインです。お買い物もお楽
しみください。ブローリオ城

永きにわたりフィレンツェ、シエナ両都市の羨望の的
になっていた城。西暦1000年頃の建造。

LUCCESIA
ヨーロッパを代表する
高級オリーブの産地。

ツアーマップ

0

◆波打つようにどこまでも丘陵が繰り返される田園と、ときおり現れる糸杉の並木が織り成す一
幅の絵のような光景が展開するオルチャ渓谷（ヴァル・ドルチャ）をゆったりと訪ねます。通常
の移動途中の立ち寄りではなく2泊3日の観光です。美しい場所で写真ストップが取りやすい
ように少人数の小型車でのご案内です（トスカーナ州内のみのツアーですので移動距離も長
くありません）。新緑が美しい6月の設定です。

「あなたの行きたかったトスカーナ」

モンタルチーノ地方

チェチーナ渓谷 オルチャ渓谷

エルサ渓谷

モンテプルチャーノ地方

ヴィーノ・ノービレ街道

ヴァルディキアーナ地方

キャンティ地方

ルッケシーア地方

サトゥルニア

トスカーナ・バルーン
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