
スローフード・スローライフの旅

１．チーズ工房 訪問＆見学
●ペコリーノ・カステルラーノ チーズ工房の見学！

２．オリーヴオイル生産者訪問
●「パスクアーレ」試飲と見学！

*中村ゆき子さんゆかりの生産者を訪ねる

３．ワイン生産者訪問
●伝説の「エミディオ・ペペ」にて、昼食とワインについてのお話！

４．サルミ生産者訪問
●代表的なサラミ：モルタデッラ・コンポトスト生産者を訪問！

5．郷土家庭料理デモンストレーション
●アグリツーリズモにてアブルッツォ郷土料理教室！

豊かなアブルッツォ食文化の探求！

歴史ある街、自然美が見事な街を訪ねる

アクアラーニャ

※※各訪問先（生産者）には、通訳の方が同行します。各訪問先（生産者）には、通訳の方が同行します。

ルナ・エ・ソーレ

古代には既にあった都市。現在の形をつくったのは13世紀頃。99という数字と縁があり、周辺に99の城があり、
ここに99の地区があったのでは、と推測されています。シンボルは99の噴射口の泉。2009年､4月に大地震に
襲われ、中世からの貴重な建造物が影響を受けましたが、少しずつ回復しています。

ワイン畑

後援：（財）日伊協会
企画：株）アマテラス・イタリア

ハーブのリキュール

ワイン

★ L’Aquila（ラクイラ）

切り立った崖の台地上に市街が広がる。旧市街の狭い街路、大聖堂のファサードの狭間など、近代的な
町並みの何ヶ所かに挟み込まれた時代の重みをもつ部分が、歴史の味わいを感じさせます。

★ Teramo （テラモ）

～アブルッツォ州、豊富なワイン産地、伝統料理と秋の味覚～

丘陵地帯の尾根と急斜面にあるこの街は、古代ローマと中世の足跡を大切にしながら、近年は工業化に支えられ
発展傾向にあります。丘陵が裾野に次第に消えていくその向こうに眺望が視界いっぱいに開け、グラン・サッソ
とマイエッラの峻険な輪郭や、陽光にきらめくアドリア海まで見渡せます。

★Chieti（キエティ）

～昔からの伝統を守り続けるイタリア中部アブルッツォ州を巡る旅～

イタリア中部のアブルッツォ州。自然豊かで、国立公園ともなっている雄大なグラン・サッソGran Sassoや
マイエッラ山地La Maiellaといった雄大な山々があり、自然の宝庫。美しいアブルッツォ国立公園は、豊富な
種類の動植物観察が楽しめます。また、乾燥パスタでも有名で、その代表がマッケローニ・アッラ・キタッラ
（“キタッラ”はギターのこと。金属の弦を張ったギターのような枠を使用して作る正方形の切り口のパス
タ）。昔はローマ法王庁が注文するほど人気があった豚のポルケッタなど誇り高い独自の食文化が発展しまし
た。ワインも豊富。ほとんどのブドウ畑は海と山の両方の影響を受け、地中海性の温暖な気候と日当たりの良
い丘陵地帯、山からの冷涼な風により良質のアロマが形成され、調和の取れた優美なモンテプルチャーノが造
られます。伝説のワイン生産者も訪ねます。伝統的な食、オリーブオイル、ワイン、チーズ、サラミ等それら
生産者を訪問しつつ、地域の特産物を大いに使ったアブルッツォ郷土料理と秋の味覚を堪能しましょう！

お申込み・お問合せ： ※ 先着順にて締め切りますのでお早目のお申し込みをお願い致します。

『アマテラス・イタリア』 ㈱フォルトゥーナ〒106-0045東京都港区麻布十番1-5-29-205

TEL:03-5772-8338 ／ FAX:03－6438－9990 italia@fortuna.ne.jp



パスポート記載
氏名(ローマ字)

加入する（別途料金） ・しない保険未会員・会員（日伊協会・日伊協会受講生・デルソーレ会員）所属会員

希望する（別途料金）・希望しない国内線様と同室希望相部屋希望

e-mail希望する（別途料金：42,000円） ・ 希望しない一人部屋

年 月 日 （有効期限： 年 月 日）

※残存有効期間が90日間必要です。（有効期限：2017年2月25日以降）
発行年日

旅券番号

〒

TEL（ ） ―
FAX（ ） ―

留守宅
住所

〒

携帯電話：

TEL：（ ） /FAX : （ ）

現 住 所

（フリガナ）

19 年 月 日生男・女

生 年 月 日性 別ご 氏 名

旅行費用：旅行費用：３３５，０００３３５，０００円円
※別途、成田・現地空港税、

航空保険料、燃油特別付加税が
約22,920円掛ります。
（2016年9月現在）

一人部屋追加代金：４２，０００円
※相部屋の方がいらっしゃらない場
合、追加料金が掛かります。
※シングル部屋は、狭くなる場合が

ございます。
国内線手配：別途お問合せ下さい。

※定員になり次第締め切り

--お申込みからご出発までお申込みからご出発まで------

１．１．お申込みお申込み
申込書、ご返送（Fax、郵送）

お申込金、８０，０００円

22．．お申込み金・お振込みお申込み金・お振込み
三井住友銀行 六本木支店

（普） ７１４５６９５
口座名：㈱フォルトゥーナ

3．最終出発案内
ご出発の2週間前頃旅のしおり、

現地情報等お渡しします。

4．残金のご請求
旅のしおりご送付と同時に残金の

ご請求を致します。
5.  ご出発

特典割引

日伊協会会員 ２，０００ 円

デルソーレ会員 ２，０００ 円

締切り：１０／１３（木）

※※ 現地事情によりやむを得ず現地事情によりやむを得ず日程日程変更する場合がございます変更する場合がございます 旅行要項

ご旅行代金の１００％旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

ご旅行代金の５０％旅行開始日の前々日以降に解除する場合

ご旅行代金の２０％旅行開始日の前日より起算して３０日目にあたる日以降に解除する場合

・・・お申込書・・・・・・お申込書・・・ FAX:03FAX:03 --64386438--99909990
記入日： 月 日私は、上記の海外旅行に参加する事に同意し、ここに下記各事項を記入の上申し込み致します。

出発日：出発日：20162016年年1111月月1919日日

最少催行人数：１０名 募集人員：15名
食事：毎朝食・昼５回・夜2回 同行：現地のみ同行致します。
航空会社：アリタリア―イタリア航空又はヨーロッパ系航空会社（エコノミークラス）
旅行企画・手配：株式会社フォルトゥーナ 東京都知事登録旅行業3-6067号 東京都港区麻布十番１-５-２９-２05 一般取扱管理者：羽田野弘文

★お申込前にご熟読下さい TEL:03-５７７２-８３３８ FAX:０３-6438-9990 E-mail: italia@fortuna.ne.jp
《ご旅行条件》この旅行は『アマテラス・イタリア』㈱フォルトゥーナ企画・手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型手配旅行契約を
締結する事になります。契約内容はパンフレット、出発前の最終日程表、企画手配旅行約款によります。
《旅行費用に含まれるもの》：旅行日程表に明示した航空・送迎バス等の交通機関の運賃・宿泊（２人部屋利用）・

食事代（日程明示）・現地係員費用・団体行動中の心付け。
《費用に含まれないもの》：前途以外の費用、自宅から発着空港までの交通費等・成田空港使用料・現地空港税・特別燃油徴収税など。
《旅行契約の解除》お申込み後、取り消し料をお支払いいただくことにより、いつでも契約解除出来ます。

1
11/19

(土)

東京/成田
ローマ
ラクイラ

航空機
専用車

成田空港よりローマへ（AZ785 14：10-19：00）
着後、ラクイラのホテルへ

ラクイラ 機

2
11/20

(日)

ラクイラ
コンポトスト
グランサッソ
ラクイラ

専用車

午前：モルタデッラ コンポトストの生産者（予定）
アッセルジ（グランサッソ入り口の町）にて農家料理
昼食後：グランサッソ（カンポインペラトーレ）へ
夕方：ラクイラへ
夕食：ラクイラ料理のお店へ（リストランティーノ サッサ）

ラクイラ

朝

昼

夕

3
11/21

(月)

ラクイラ
カステッラルト
モッロドーロ
テラモ

専用車

朝：出発
アグリツーリズモにてアブルッツォ郷土料理教室
昼食：アブルッツォ料理を堪能
午後：オリーブオイル生産者『パスクアーレ』訪問
夕刻：テラモへ

テラモ
朝

昼

4
11/22

(火)

テラモ
ﾄﾗｰﾉ ﾇｳｫｰｳﾞｫ
テラモ 専用車

終日：トラーノ地区のワイン生産者へ
午前：ワイナリー見学※ペペさんの娘さんの畑にも
昼：伝説のエミディオ・ペペにて昼食と食事に合うワインについて
のお話
昼食後、テラモへ

テラモ

朝

昼

5
11/23

(水)

テラモ
ﾄﾗｰﾉ ﾇｳｫｰｳﾞｫ
テラモ

専用車

午前：フォッソ コルノ社訪問（予定）
昼食：Piero手配の元。ガーデンにてポルケッタを食します
昼食後：テラモの街へ、後自由散策

テラモ
朝

昼

6
11/24

(木)

テラモ

キエティ 専用車

午前：アブルッツォの名所を立ち寄りながらキエティへ
Roseto degli Abruzzo、Atri、ペスカーラに立ち寄り
地元名物のお菓子Fiandoniなど
午後（夕刻）キエティへ

キエティ

朝

7
11/25

(金)

キエティ
カステルモンテ
オフェーナ
キエティ 専用車

朝：ペコリーノカステルラーノのチーズ生産者見学
見学後：サラミ、フェガト生産者たちより、オフェーナへ
アグリツーリズモ兼農家にて昼食（農家の野菜、穀物、お肉）
昼食後、グラノソリーナが育つ丘陵などグランサッソ、モンテラガ
国立公園の 麓の中世の村や風景を見ながらキエティへ
夕食：キエティ市内のレストランにて、打上の宴

キエティ
朝
昼
夜

8
11/26

(土)

キエティ
ローマ

専用車
航空機

午前：ローマ空港へ
午後：ローマ経由にて帰路の途へ（AZ784 15：00-11：15)

機中 朝
機

9
11/27

(日)
東京/成田

航空機 午前：11：15成田着


