
気

09:00 ナポリのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ

09:30 ナポリの中心の観光（外観）
（プレビシート広場、サン・カルロ劇場、王宮、ウンベルト1世のガッレリア等）

11:00 ヴォメロの丘にある絶景ポイント、サンテルモ城の観光

12:00 下町／歴史地区（スパッカナポリ）の観光

13:00 人気のピザ屋さんで終了

繊

09:00 ナポリのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ

09:30 ナポリの中心の観光（外観）
（プレビシート広場、サン・カルロ劇場、王宮、ウンベルト1世のガッレリア等）

11:00 ヴォメロの丘にある絶景ポイント、サンテルモ城の観光。

12:00 人気のピザ屋さんで昼食。

13:00 下町／歴史地区（スパッカナポリ）の観光

13:30 サンロレンツォマッジョーレ教会で古代ローマの市場の遺跡の観光

14:00 サンセベーロ礼拝堂で「ヴェールをかけられたキリスト」の見学

14:30 地下都市の観光
16:00 サンタ・キアラ聖堂の見学

17:00 ナポリのホテルに到着
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｢ ｣
専

19:00 ナポリのホテルでドライバーとお待ち合わせ

19:30-20:30 人気のピザ屋さんで夕食

20:30-21:30 ナポリの夜景観光（ポジリポ丘や海岸通り／サンタルチア地区など）

22:00 ナポリのホテルに到着

09:00 ナポリのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ

09:30-13:30 下記リストの中から３つのお店を選んでお買い物

13:30-14:30 人気のピザ屋さんで昼食

15:00 ナポリのホテルに到着

1. 紳士物ハンドメイドのシャツ　Attolini (www.cesareattolini.com)

2. 紳士物ハンドメイドのシャツ　Matuozzo (www.annamatuozzo.it)

3. 紳士物ハンドメイドのシャツ　Borrelli (www.luigiborrelli.com)

4. ネクタイ　Cappelli (www.patriziocappelli.it)

5. 紳士物シルクシャツ　Rubinacci (www.marianorubinacci.net)  

6. 皮手袋 Mario Portolano (www.marioportolano.it

7. ハンドメイドの傘　Mario Talarico (www.mariotalarico.it) 

8. ハンドメイドのバッグ　Tramontano (www.tramontano.it)

・
来

08:30 ナポリのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ、専用車にてパエストゥムへ

10:30-11:30

モッツァレッラ工場の見学
（Caseificio Vannulo - www.vannulo.it ）
農場、モッツァレッラの造り方、ヨーグルトの造り方、バッファローのレザークラ
フト...　

12:00-13:00 モッツァレッラ工場で乳製品ベースのライトランチ

13:00 パエストゥムから出発

14:30 ナポリに到着
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・

09:00 ナポリのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ、専用車にてタウラージへ

10:30-11:30
ワイナリーの見学
 (Cantine Caggiano - www.cantinecaggiano.it)

11:30-12:00
DOCGの三種のワインの試飲
（Greco di Tufo, Fiano di Avellino and Taurasi）

12:30-13:30
ワイナリーの近くにある美味しいアグリツーリズモで昼食
（Agriturismo Il Rifugio Del Barone ‒ www.ilrifugiodelbarone.com）

13:30 タウラージから出発

15:00 ナポリに到着

気

南イタリアの伝統的な料理ですが、毎日の食卓に使えるンレシピと、おもてなしにもぴったりな本格
的なメニューまで学べます。
プリモからドルチェまで、毎回３～４品を楽しく料理できます。
人気のナポリ風のラグー（ミートソース）とブラチョーラ、ナスのパルジャーナ、伝統的なケーキなど
を学ぶことができますが、 メニューをご選択できます。
イタリア食材の利用方法の習得、手打ちパスタの体験もできます。
レッスン後は作った食事とワインをいただきながら、イタリア人のお家の雰囲気も味わえますので、
面白い経験になります。

マンマさんのお家はナポリの中心にあります。プレビシート広場のすぐ近くにあるサンタルチア通り
で、安全な地区になりますので、お客様は面白い散歩も楽しめます。

家庭料理レッスンは午前でも午後でもご手配できます。
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09:00 ナポリのベヴェレッロ港で日本語ガイドとお待ち合わせ。水中翼船でカプリ島へ

10:00 カプリ島の港に到着

10:00-11:30 青の洞窟の観光
※　
天候によっては入場できない可能性もあります。その場合はアウグスト公園かヴィラ・サンミ
ケーレの見学ができます。

12:00-13:00 アナカプリで昼食

13:00-14:00 アナカプリのソラーロ山の観光

14:00-14:30 バスにてカプリの港へ

14:30-15:00 お土産屋さん並ぶ港でフリータイム

15:25 水中翼船でナポリへ

17:00 ナポリのホテルに到着

 

08:00 ナポリのベヴェレッロ港で日本語のガイドとお待ち合わせ。水中翼船でプロチダ島へ

09:00 プロチダ島に到着

09:00-11:00 ミクロタクシー（小さい三輪タクシー）にて島の観光 

11:00-12:00 テッラ・ムラータとコリチェッラ港の散歩

12:00-13:00 映画「イル・ポスティーノ」の撮影にも使われた海辺のトラットリアで昼食

14:15 水中翼船にてナポリへ

15:00 ナポリのホテルに到着

  

08:00 ナポリのベヴェレッロ港で日本語のガイドとお待ち合わせ。水中翼船でイスキア島へ

09:30 イスキア島に到着

09:30-12:00 ミクロタクシー（小さい三輪タクシー）にて島の観光

12:00-12:30 サンタンジェロ湾で散歩

13:00-14:00 海辺の美味しいトラットリアで昼食

14:30 水中翼船にてナポリへ

16:00 ナポリのホテルに到着
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専

09:00 ナポリのホテルでドライバーとお待ち合わせ。専用車にてポンペイへ

09:30 ポンペイ遺跡の入口で日本語ガイドとお待ち合わせ

09:30-11:30 説明を聞きながらポンペイ遺跡を観光

11:30 ポンペイ遺跡の出口でドライバーとお待ち合わせ。専用車にてナポリへ

12:00 ナポリに到着

 
09:00 ナポリのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ。専用車にてポンペイへ

09:30-11:30 説明を聞きながらポンペイ遺跡を観光

11:30-12:00 専用車にてナポリへ

12:00-13:00 ナポリの人気のピザ屋さんで昼食

13:30-15:00 ナポリの考古学博物館の見学

専

09:00 ナポリのホテルでドライバーとお待ち合わせ。専用車にてポンペイへ

09:30 ポンペイ遺跡の入口で日本語ガイドとお待ち合わせ

09:30-11:30 説明を聞きながらポンペイ遺跡を観光

11:30 ポンペイ遺跡の出口でドライバーとお待ち合わせ。専用車にてヴェスヴィオ火山へ

12:00-13:00 美味しいトラットリアで昼食

13:30-15:00 ヴェスヴィオ火山の観光（ガイドなし）

16:00 ナポリに到着
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09:00 ナポリのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ。専用車にてポンペイへ

09:30-11:30 説明を聞きながらポンペイ遺跡を観光

11:30-12:00 専用車にてエルコーラノへ

12:00-13:30 説明を聞きながらヘルクラネウム遺跡の観光

13:30-14:30 美味しいトラットリアで昼食

15:00 ナポリに到着

・

 

09:00 ナポリのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ。専用車にてポッツオーリへ

10:00-11:00 カンピフレグレイ（フレグレイ平野）火山地帯公園のソルファターラの観光

11:15-12:00 フラヴィオ円形闘技場の見学

12:30-13:00 バイアの浴場跡の見学

14:00 ナポリに到着

09:00 ナポリのホテルでドライバーとお待ち合わせ。専用車にてカゼルタへ

10:00 宮殿の入口で日本語ガイドとお待ち合わせ

10:00-12:00 説明を聞きながらカゼルタ宮殿を観光

12:00 宮殿の出口でドライバーとお待ち合わせ。専用車にてナポリへ

13:00 ナポリに到着
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09:00 ナポリのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ。専用車にてポジターノへ

10:00 ソレント半島で写真ストップ

10:30-11:30 ポジターノの観光

12:00-12:30 エメラルドの洞窟の観光

13:00-14:00 アマルフィの海辺の美味しいレストランで昼食

14:00-15:00 アマルフィの観光

15:30 ラヴェッロで写真ストップ

17:00 ナポリに到着

09:00 ナポリのホテルで日本語のガイドとお待ち合わせ。専用車にて山道からアマルフィへ

10:00 ラヴェッロで写真トップ

10:30-11:30 アマルフィの観光

11:40-12:00 ボートにてエメラルドの洞窟へ

12:00-12:30 エメラルドの洞窟の観光。観光後、専用車にてポジターノへ

13:00-14:00 ポジターノの海辺の美味しいレストランで昼食

14:00-15:00 ポジターノの観光

15:30 ソレントで写真ストップ

17:00 ナポリに到着
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08:00 ナポリのホテルでドライバーとお待ち合わせ。専用車にてアルベロベッロへ

11:30-13:30 アルベロベッロの観光

13:30-14:30 美味しいレストランで昼食

18:00 ナポリに到着

08:00 ナポリのホテルでドライバーとお待ち合わせ。専用車にてマテーラへ

11:30-13:30 マテーラロのサッシの見学

13:30-14:30 美味しいレストランで昼食

18:00 ナポリに到着

08:00 ナポリのホテルでドライバーとお待ち合わせ。専用車にてマテーラへ

11:00-12:00 マテーラロのサッシの見学

12:00-13:30 専用車にてマテーラからアルベロベッロへ

13:30-14:30 美味しいレストランで昼食

14:30-15:30 アルベロベッロの観光

19:00 ナポリに到着

08:00 ナポリのホテルでドライバーとお待ち合わせ。専用車にてアルベロベッロへ

11:30-12:30 アルベロベッロの観光

12:30-13:30 美味しいレストランで昼食

13:30-14:30 専用車にてアルベロベッロからオストゥーニへ

14:30-15:30 オストゥーニの観光

19:00 ナポリに到着
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09:00 ローマのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ。

下記リストの中から１つのコースを選んで観光します。

１）サン・ピエトロ大聖堂、トレヴィの泉、スペイン広場／スパーニャ広場、ナヴ
ォーナ広場、パンテオン、モンテチトリオ広場

２）バチカン美術館、サン・ピエトロ大聖堂 

３）コロッセオ、フォロ・ロマーノ、真実の口

 
09:00 ローマのホテルで日本語ガイドとお待ち合わせ

下記リストの中から１つのコースを選んで観光します。

１）バチカン美術館、トレヴィの泉、スペイン広場、ナヴォーナ広場、パンテオン、
サン・ピエトロ大聖堂（クーポラなし）、サンタンジェロ城（外観）

２）バチカン美術館、コロッセオ、フォロ・ロマーノ、真実の口、サン・ピエトロ
大聖堂（外観）、サンタンジェロ城（外観）

３）バチカン美術館、サン・ピエトロ大聖堂、サンタンジェロ城（外観）、コロッ
セオ、フォロ・ロマーノ、真実の口
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