
１日目 ようこそナポリへ！
9:00 ～ 14:00
ナポリ・カポディキーノ国際空港、またはナポリ中央駅にて
お出迎え。
14:00
専用車にて美しいアマルフィー海岸へ向けて出発 。

※ ナポリの到着は10:30までになる場合、違うルートを選ぶ可能性が
あります。マッサルブレンセという町の近くにあるコスタンゾ山の
山頂からはナポリ湾とサレルノの海岸も見渡せ、ソレントの中心街も
散策できます。この場合にはツアーの料金は若干変更になり、
100 ユーロぐらい値上がります。
15:30
アマルフィーの中心にある美しいヴィラにチェックイン。
16:00
専用車にて「天空の村」と言われているラヴェッロに向けて
出発。
16:30 ～18:30
ヴィラ･ルッフォロ（Villa Rufolo）と作曲家ワグナーがこよなく
愛したテラス(Terrazza di Wagner)を見学し、
ヴィラ･チンブローネ（Villa Cimbrone）に参ります。
ここからのアマルフィ海岸のパノラマは最高です。この展望台の
下にはブドウやレモンの畑が広がっており、そしてその先に
海岸線が迫っています。遠くから見るアマルフィ海岸が本当に
綺麗な海であることが実感できます。
18:30 ～ 19:30
フリータイム。
ラヴェッロの独特の雰囲気の中、お土産が並んでいる
カラフルな通りで散歩をお楽しみください。
とてもフォトジェニックな場所なので、写真撮影も忘れずに！
19:30 ～
トラットリア夕食。でここでしか食べられない、お肉料理が
お勧めです。特にフェンネル味のソーセージと地元の
スモークチーズをお勧めします。
夕食の後、専用車にてアマルフィーへお戻りいただきます。
疲れていない場合には、ヴィラに戻る前、 海の近くを散歩し、
素晴らしいアマルフィーの夜景をお楽しみいただけます。
オプショナル：ヴィラ･ルッフォロでのコンサート。
7月から9月までヴィラ･ルッフォロのテラスで、
素晴らしい景色を見ながら、夜のコンサートを聴けます。
コンサートのチケットは 50ユーロ程度、９時３０分に
スタートします。１１時３０分ごろコンサートの後、専用車にて
アマルフィーへお戻りいただきます。

ポジターノの町を散策。迷路のような小道を歩いていると白亜の
小さな家々やアーチ、クーポラ、回廊が突然現れます。
19:30 ～
お勧めのレストランで食事。「絶品シーフード」と評判の高い
レストランでシーフードを堪能した後、レモンチェッロを味わいま
す。ホテルへ戻る前に、ロマンチックな散歩をしながら
ポジターノの美しい夜の雰囲気を楽しみます。

2日目 楽しみながら準備をしましょう！
8:00
ヴィッラのテラスで朝食。
9:00 ～ 11:00
アマルフィーの観光：大聖堂（ドゥオーモ）、天国の回廊
（Chiostro del Paradiso）地下聖堂等を見学します。
11:00 ～ 12:00
ボートにてエメラルドの洞窟（Grotta dello Smeraldo）の観光。
12:00
ボートにて「アマルフィー海岸の真珠」と言われている
ポジターノへ向けて出発 。
12:30 ～
ポジターノの町を散策。迷路のような小道を歩いていると白亜の
小さな家々やアーチ、クーポラ、回廊が突然現れます。
観光しながら軽いランチもしましょう。
16:10
ボートにてアマルフィーへ向けて出発 。
16:30 ～ 19:00
ビューティー・タイム：衣装合わせ、ネイル、
エステ、ヘア・スタイリング・・・すっきりさわやか、満足度
200％、絶対おすすめです！
愛を受け取る証として、ブライダルブーケは大切な
アクセサリーですね！ドレスや小物、ヘア・スタイル、会場の
カラー、雰囲気、全体のバランスを考えてブーケも
選びましょう！
19:30 ～
お勧めレストランで夜食。
アマルフィー風の魚介のシャラティエッリ（scialatielli）という
パスタ、地元のデリツィア・アル・リモーネ（delizia al limone）
も味わえます。
夜の雰囲気を楽しみながら、ヴィッラに戻ります。
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3日目 とうとう夢の挙式の日が来ました！
8:00
ヴィッラのテラスで朝食。

①　午前の結婚式の場合
9:00 ～
結婚式の準備をいたします。
日本語のアシスタントとウェッディング・コーディネーターと
一緒にすべては細部まで完璧になります。
10:30 ～
写真撮影　
ヴィラから出掛ける前に撮影がスタートし、準備のタイムも記念に
なります。
11:00
ウェッディング・カーにてラベッロかマイオーリに向かって出発。
11:30 ～ 12:30
結婚式
結婚式はイタリア語から日本語で通訳され、美しいライブ音楽も
伴われます。
12:30 ～
写真撮影
アマルフィ海岸の素敵な風景、村の魅力的な狭い道での撮影も
美しい記憶になります。
15:00 ～ 17:00
結婚披露宴
素敵な風景を見ながら、美味しい料理と美味しいワインも
味わいましょう！
17:30 ～
専用車にてアマルフィーへ戻ります。
アマルフィーのロマンチックな雰囲気の中で、忘れられない時間を
もう少し過ごしましょう！
ウェッディング・ドレスを着たままルンゴマーレ（海岸通り）を散
歩し、迷路のような小道を歩いてみたら如何でしょうか？
ドゥオーモの広場にある素敵なカーフェーで軽いディナーを
した後、ヴィッラに戻ります。

② 午後の結婚式の場合
9:00 ～
フリー・タイム
アマルフィーのロマンチックな雰囲気の中で、
リラクスしましょう！
ルンゴマーレ（海岸通り）を散歩し、お土産が並んでいる
カラフルな通りで散歩をお楽しみください。

ドゥオーモの広場にある素敵なカーフェーで軽いランチをした後、
ヴィッラに戻ります。
13:00 ～
結婚式の準備をいたします。
日本語のアシスタントとウェッディング・コーディネーターと
一緒にすべては細部まで完璧になります。
14:30 ～
写真撮影　
ヴィラから出掛ける前に撮影がスタートし、準備のタイムも記念に
なります。
15:00
ウェッディング・カーにてラベッロかマイオーリに向かって出発。
16:00 ～ 17:00
結婚式
結婚式はイタリア語から日本語で通訳され、美しいライブ音楽も
伴われます。
17:00 ～ 18:30
写真撮影
アマルフィ海岸の素敵な風景、村の魅力的な狭い道での撮影も美しい
記憶になります。
18:30 ～ 20:30
結婚披露宴
素敵な風景を見ながら、美味しい料理と美味しいワインも
味わいましょう！
21:00
専用車にてアマルフィーのヴィッラへ戻ります。

4日目 　カプリ島へ
8:00
ヴィッラのテラスで朝食。
9:00
水中翼船でカプリ島へ向かいます。
(お荷物はナポリのホテルまで運ばせていただきます）
10:00 ～ 11:30
青の洞窟(Grotta Azzurra)を見学。
※ 天候によっては見学出来ない場合もあります。
12:00 ～ 13:00
お勧めレストランで昼食。
カプリ島の郷土料理をお勧めします…世界でどなたでも
知っている有名なカプレセ・サラダ（モッツァレラとトマト）の
他、カプリー風のムール貝もカプリ風のチョコケーキも
味わえます。

piazza corpo di cristo 10 l 84016 pagani (salerno) l italia l ph + 39 0825 289713 l skype: zenzeronline I www.zenzeronline.it

「幸せの日」
美しいアマルフィー海岸で結婚式



13:30 ～ 15:30
島内観光に行きましょう！
島で一番高い所にあるアナカプリよりナポリ湾の美しい景色を
見られます。上から見る海の美しさに感激されるながら、
思い出に残る写真撮影もお楽しみください。
16:00
ナポリに向けて乗船。
17:00
専用車にてナポリの港からホテルへ。
旧市街のプレビシート広場（Piazza Plebiscito）近くの三つ星の
デザイン・ホテルか、チェントロストリコ（ナポリの下町）
近くの四つ星ホテルにチェックインします。
17:30 ～ 19:30
ショッピング・タイム。
オプショナル：ご希望により、日本語ガイドで
ハンドメイドのシャツ工房や、ネクタイメーカー、各種ブランド
ショップ、ナポリ地方の食材を扱うグルメショップ 、
ナポリ地方の伝統工芸品店等をご案内することもできます。
19:30 ～
昼食はお勧めの郷土色豊かなトラットリアで伝統的な
ナポリでしか食べられないサルシッチャ・エ・フリアリエッリ
（salsiccia e friarielli）も味わえます。
夕食後、ナポリの美しい夜の雰囲気を楽しみながらホテルに
戻ります。
※ サルシッチャ・エ・フリアリエッリ：サルシッチャはナポリ風の
ソーセージ、フリアリエッリはナポリにしかないブロッコリーと似た
野菜です。

5日目
8:00
ホテルで朝食。
9:00 ～ 13:00
日本語ガイドとナポリウォーキングツアー
ナポリ湾を見渡す場所に建つ、港の監視役カステル・ヌォ－ヴォ
（Castel Nuovo）から始めて、緩やかに町を上っていき、
町一番の絶景ポイント、サンテルモ城（Castel Sant’ Elmo）まで
行きましょう。ナポリの風情が残る有名なスパッカナポリ
（Spaccanapoli）も歩き、ナポリのお土産屋さんを見ながら、
珍しい物や習慣を楽しみましょう！
13:00 ～
ナポリ郊外のピザ屋さんでピッツァ・マルゲリータと
パンザロット（ナポリ風コロッケ）の昼食。ガイドブックに載って
いるようなありきたりのピザ屋ではなく、地元のナポリっ子が

家族と集う、他では決して味わえない本物のナポリの食が味わえる
ピザ屋です。
15:00 ～ 15:30
コーヒータイム。
お勧めのカフェーで、休憩をとりながら世界中から高い評価を
得ているナポリのコーヒーを飲んでみては如何でしょうか？
15:30 ～ 16:30
ホテルで荷物をピックアップした後、ナポリ空港または駅まで
お見送りします。

※　旅行に関しては、お見積もりの料金に含まれているもの:

• ナポリの空港、駅への出迎えとアマルフィーへの送迎
• アマルフィーへの出迎えとラヴェッロへの送迎
• ラヴェッロへの出迎えとアマルフィーへの送迎
• アマルフィーでのヴィラ３泊分の宿泊代 （朝食付き）
• ナポリでの四つ星ホテルか、三つ星デザインホテル
• １泊分の宿泊代（朝食付き）
• アマルフィーのヴィラからナポリのホテルまでお荷物の
• トランスファー
• ナポリの港への出迎えとホテルへの送迎
• 5日間の日本語のガイド代（8時間以上/5日）
• 専用車にて空港、または駅まで見送り

（注意）
日程に記載されている“お勧めレストラン”の食事、入場料、
”オプショナル”のサービス、公共交通料金は含まれていません。
ゼンゼロのガイドの特徴：
ゼンゼロでは通常のガイドだけでなく、お客さまの心に残る特別な旅を
目指し、お客さまの様々なご要望からオーダーメイドのような旅を
お作りします。細かい現地情報などはもちろん、夜のイベントや
季節毎のイベント情報などもお伝えします。また、旅行の最初から
最後までのサポートのため、お客さまに携帯電話をお渡しし、
いつでも簡単に連絡がとれ、お客さまが安全に旅を楽しめるように
心がけています。
ぜひ、お気軽にお訊ねください！
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