
千歳発着10日間 ㈱世界紀行

　チェファルーは、シチリア島北部の小さな港町です。この町はティレニア海に
面しており、背後には荒々しい山が聳えています。海と山に挟まれているという
地理的な条件もあって、この町へのアプローチはとても印象的です。可愛らし
いお店が並ぶ町のメインストリートのルジェーロ通りから海辺に向かって、家々
がぎっしりと並ぶ小路を歩くと昔と変わらない人々の生活を目にする事が出来
ます。海辺から見る煉瓦色の家々が並ぶチェファルーは、まるで絵はがきのよう
です。この町は、映画「ニューシネマ・パラダイス」の駅のシーンで登場していま
す。素朴で心温まる町・チェファルーの風景は心に染み入ることでしょう。

映画「ニューシネマ・パラダイス」の舞台チェファルー

　古代から数多くの歴史の舞台として登場してきたシチリアは、古代ギリシャの
時代以前から女神に愛され、そしてキリスト教の時代に移行すると多くの聖女
たちに守られてきました。
　シチリア第一の都市パレルモは、16世紀にパレルモで生まれたロザリアがペ
ストの猛威から街を救い、そして聖女になったといわれます。また、古代から噴
火を続けるエトナ山の麓カターニアでは、聖女アガタが人々の被害から守ると
いわれます。古代ギリシャの中で最も名声の高かった都市のひとつであるシラ
クーサは、キリスト教迫害時代になると聖ルチアが守護聖人となりました。ナポ
リの民謡で知られる「サンタ・ルチア」の歌は、この聖ルチアを歌ったものなので
す。ルチアの名前の由来は「光明」から来ており、今では民間信仰と融合し、12
月24日の冬至の時期に「聖ルチア祭」が祝われます。
　光を告げる使者として現在でも人々の心に生き続けている聖ルチアをはじ
め、多くの聖女に守られ愛された島に是非足を運んでみてください。

　シチリア島は、古代ギリシャ、フェニキア、ローマをはじめ、中
世のビザンチン、イスラム、そしてノルマン、さらにはフランス
やスペイン、ドイツの支配下で多様な文化が培われたため、ど
の町にも古い時代の建物が美しい風景の中に良く残り、歴史の
重なりが強く感じられます。
　また、地中海の明るい陽光と自然の豊かさとが結びついた食
文化が生み出す『美味しい料理』は旅行者を幸せな気持ちにさ
せてくれるでしょう。
　このコースでは、シチリアの魅力を存分に味わっていただけ
るよう、シチリア島だけに絞り、10日間の日程でゆっくりとご案
内いたします。

守護聖者たちに守られた島 シチリア島

※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。

ツアーマップ

■募集人員／18名様
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食8回・昼食6回・夕食7回
■成田空港使用料／￥2,660（別途必要）
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（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。
※大阪・名古屋・福岡発着：同一料金
※成田発着：￥10,000引き

ご旅行条件ご旅行条件

■カターニア／NHカターニア、チェントロ、ネッ
トゥーノ、メルキュール、ヴィラ・デル・ボスコ
■アグリジェント／グランド・ディ・テンプリ、トレ・
トーリ、ディオスクリベイ・パレス、ジョリー、デ
ィ・ピーニ、コレヴェルデ・パークホテル
■パレルモ／ポルタ・フェリーチェ、アイ・ガヴァ
リエリ、ジョリー、ホリディイン、サンパウロパ
レス、グランドホテル、アストリア、グランド・フ
ェデリコⅡ、エウロパ、ジャルディーノ
■タオルミナ／ブリストルパーク、イパネマ、イ
ザベラ、ヴィラ・デオドーロ、コラリオ、サンタ
ンドレア、コンチネンタル・タオルミナ、ユーロ
スターズ・モンテタウロ
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

地中海の十字路 シチリア島紀行

古代からの歴史と美食のシチリア島をゆっくりと巡る

タオルミナ／グレコ・ローマン劇場からのエトナ山の眺め（イメージ）

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

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅

■午前、千歳空港より、航空機にて成田空港へ。
■午後、アリタリア航空にて、ローマで乗継ぎ、シチリア島東部の中心地カタ
ーニアへ［14:00発／21:45着］。

バロックの古都・カターニアに連泊 です。
─

■終日、ギリシャ植民地として繁栄を極めたシラクーサへ。
■着後、 世界遺産 シラクーサ 市内観光。考古学地区にて、ギリシャ神殿、
『デュオニシオの耳』と呼ばれる人口洞窟、ローマ円形闘技場跡などをご
案内します。また、旧市街地区・オルティージャ島では、古代アテネ神殿の
柱がそのまま利用されているドゥオーモ、カラヴァッジオ作『聖ルチアの埋
葬』が納められる聖ルチア教会、ギリシャ神話に基づいた伝説が残るアレ
トゥーサの泉を訪ねます。
■昼食は、ウニのパスタです。
─

■午前、 世界遺産 モディカ へ。チョコレートで有名な谷間の街の散策をお
楽しみください。
■その後、バロック建築と陶器の町 世界遺産 カルタジローネ では、階段の
蹴り上げ全てに絵タイルに貼られたサンタ・マリア・デル・モンテの大階段
を見学します。
■午後、ピアッツァ・アルメリーナにて、古代ローマ時代において、最大規模
のモザイク画が床を埋め尽くす 世界遺産 ヴィラ・カサーレ荘 へご案内し
ます。夕刻、アグリジェントへ。
─

■午前、 世界遺産 アグリジェントの神殿の谷 をご案内します。ヘラ神殿、コ
ンコルディア神殿、ヘラクレス神殿などの古代ギリシャ時代の神殿群を見
学します。
■午後、パレルモ郊外の 世界遺産 モンレアーレ へ。着後、黄金のモザイク
が素晴らしいドゥオーモや、小列柱の浮彫や柱頭がみごとな回廊などを見
学します。
■夕食は、お米に具を詰めて揚げたシチリアの郷土料理アランチーノをご
用意しました。デザートには、シチリアを代表する「カンノーロ」をご賞味く
ださい。
中世ノルマン朝の都・パレルモに3連泊 です。
─

■終日、パレルモ市内観光。きらびやかなノルマン風の装飾が圧巻の 世界
遺産 ルマン王宮のパラティーナ礼拝堂 、美しいモザイク画が印象的なマ
ルトラーナ教会、様々な時代の様式が融合したカテドラーレ、ヨーロッパ
の歌劇場で最大規模を誇るマッシモ劇場、大理石の彫刻が印象的なプレ
トリア広場、街で一番重要な交差点クアトロ・カンティ、独特な視点から描
かれた受胎告知などを展示するシチリア州立美術館、シチリアの新鮮な
食材を販売する青空市場などをご案内します。
■昼食は、シチリア風カポナータです。
─

■終日、専用バスにて、シチリア島の西海岸をご案内いたします。
■小舟を利用し、カルタゴ遺跡の島・フェニキアゆかりのモツィア島へご案
内します。
■昼食はシチリアのローカルフード「イワシのベッカフィーコ」です。
■午後、トラパーニにて、2000年の歴史を誇る塩田と風車の風景をご覧い
ただきます。
■また、海抜751ｍの丘の上に位置するエリチェでは、旧市街の散策や城
塞からのパノラマもお楽しみください。
─

■午前、映画『ニューシネマ・パラダイス』の舞台となったティレニア海沿い
の小さな港町 世界遺産 チェファルー へ。ノルマン建築の傑作と称され
るドゥオーモや、町の散策をお楽しみいただきます。
■昼食には、新鮮なシーフードをお召し上がりください。
■午後、『イタリアの美しい村』カスティリオーネ・ディ・シチリアに立ち寄った
のち、シチリア・リビエラ『グランブルー』のリゾート地・タオルミナへ。

『シチリアの宝石』タオルミナに連泊 です。
─

■タオルミナ滞在。終日、自由行動。
■ 世界遺産 エトナ山 とイオニア海に臨んだ素晴らしい風景に囲まれた街
並みをお楽しみください。ご希望の方は、添乗員がウンベルト通りなどの
旧市街の散策やギリシャ劇場跡、イソラベッラ展望台、ショッピングなどへ
ご案内します。
─

■午前、専用バスにて、カターニア空港へ。
■午後、アリタリア航空にて、ローマを経由し、帰国の途へ［12:00発］。

─
■午前、成田到着［11:15着］。入国審査・税関検査ののち、航空機にて千歳
空港へ。夕刻、千歳空港到着後、解散。
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3月15日（日）発～3月24日（火）着…￥450,000
￥52,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金
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モンレアーレ チェファルー
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シラクーサ

タオルミナ（2泊）

シチリア島

チェファルー

神殿の谷（アグリジェント）

　シチリア島のタオルミナは、映画「グラン・ブ
ルー」の舞台となった美しい街です。この街の
歴史は大変古く、旧市街にはギリシャ時代から
の建築物も残っており、その一つギリシャ劇場
からは、青い海とエトナ山のパノラマがご覧い
ただけます。メインストリートのウンベルト通り
には、お洒落なお店やカフェが並んでいます。
ぶらぶら散策したり、ユネスコ世界無形遺産の
プーピー（操り人形）や、アーモンドワイン、リモ
ンチェッロ（レモンリキュール）などのシチリア
のお土産を探してみてはどうでしょうか。美しい
タオルミナの休日をお楽しみください。

シチリア・リビエラ～タオルミナの休日

2020年
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