
スローフード・スローライフの旅

１．クラテッロ・ディ・ジベッロ生産者 訪問＆見学
●ポー川近くのジベッロ村で生産されるDOP認定幻の生ハムです。

２．バルミジャーノ・レッジャーノ生産者 訪問＆見学
●DOP認定の伝統を守って作られている「イタリアチーズの王様」です。

３．ワイン生産者訪問
●注目のSolenghi gatetano、ボルドー種にこだわるラ・ストッパワイナリー見学！

４．生ハム生産者訪問
●Puliano 訪問予定！

5．伝統的なバルサミコ酢生産者 訪問＆見学
●テイスティングセミナー予定！

6．家庭料理教室、マンマの料理
●【アグリツーリズモ】【トラットリア・アンナマリア（予定）】にて！

豊かなエミリア・ロマーニャ食文化の探求！

世界遺産の街、歴史ある街、を訪ねる

アクアラーニャ

ルナ・エ・ソーレ

微調性音楽・芸術の街であるだけでなく、
イタリアの食はパルマにある、とまで言う
人がいるくらい食文化で有名。特にパルミ
ジャーノ・レッジャーノ・チーズは絶品で、
様々な料理が楽しめます。またプロシュッ
ト・クルード（生ハム）も絶品です。

ワイン畑

ワイン

★ Parma（パルマ）

パルマだけでなく、州自体も美味しい生ハム・サラミ類
の生産で有名ですが、中でも注目はこのピアツェンツァ。
18世紀にはスペイン王族などにも食され愛されていたピ

アツェンツァのサラミ、古代ローマには既に食されここ
を中心にイタリア全土へ普及していったパンチェッタ
（ベーコン）は欠かせません。

★ Piacenza（ピアツェンツァ）

～美食の州エミリア・ロマーニャで美味な食材を巡る旅～

イタリアでも特に食通の州として知られ、パルマの生ハムやチーズ（パルミジャーノ・レッジャーノ）の他、手打
ちパスタ、トルテッリーニやソーセージ、モデナのバルサミコ酢など美味な食材が豊富です。ビザンティン帝国の
古都で世界遺産のモザイクの街ラヴェンナ、ルネッサンス文化の花咲いたフェッラーラ、芸術文化の香る街パルマ、
レッジョ・ネッレミリア、アドリア海沿いのリミニ、世界遺産の聖堂・塔・広場が美しいモデナ、ヨーロッパ最古
のボローニャ大学が世界的に有名で、文化水準が高いボローニャなどの文化的な街が多数あります。豊かな食文化、
エミリア・ロマーニャの郷土料理に使われる素材、歴史が生んだ逸品！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

★Modena（モデナ）

【世界遺産】モデナの大聖堂、トッレ・チヴィカとグレンデ広場

エステ家が長く中世から近代にかけて統治した街。伝統的なバルサミコ酢の産地としても有名で、その美味しさは食通を
うならすほど。またモデナの近郊にはフェラーリやランボルギ－ニといった有名なスポーツカーの会社・工場・ギャラ
リーもあります。

中世の建築物を多く残すこの街は、ロマネスク建築で有名。大聖堂やギルランディーナ（鐘楼）のあるグランデ広場は、
その美しさから世界遺産にも登録されています。

★ Bologna（ボローニャ）

エミリア・ロマーニャ州の州都。ヨーロッパ最古のボローニャ大学は世界的に有名です。文化水準
が高いだけでなく、国際展示会も多く開催される魅力ある街、美食の街としても知られています。
街中のポルティコというアーケードが有名。

後援：（財）日伊協会申請中



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：52,000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：2020年2月22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：３３８，０００３３８，０００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47,790円掛ります。

（2019年9月現在）

一人部屋追加代金：５２，０００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：９／１３（金）午前中

※※ 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：20192019年年1111月月1616日日

最少催行人数：１3名 募集人員：15名
食事：毎朝食・昼2回・夜4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（エコノミークラス）予定
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
11/16

(土)

東京/成田
ミラノ空港
ミラノ

航空機
航空機
専用車

成田空港集合 アリタリア-イタリア航空にてミラノへ
AZ787 13:20-18:10
着後、専用車にてホテルへ

ミラノ 機

2
11/17

(日)

ミラノ
カシネッタ L
ピアチェンツァ

専用車

午前：ミラノ自由散策
午後：西の近郊都市 カシネッタ ディ ルガニアーノ散策
夕食 ピアチェンツァ

朝

夜

3
11/18

(月)

ピアチェンツァ
ジベッロ
バッティポ
ピアチェンツァ 専用車

午前：幻のサラミ クラテッロ生産者 訪問
注目のSolenghi gatetanoワイン生産者 訪問

*訪問が前後する場合があります。
昼食：生産者オススメ地元レストランにて
午後：小さなオリーブオイル生産者見学

ボルドー種にこだわった ラ ストッパワイナリー訪問、試飲
ピアチェンツァの街散策

ピアチェンツァ

朝

昼

4
11/19

(火)
ピアチェンツァ
パルマ

専用車

早朝：パルミジャーノ生産者 見学
午後：パルマ街散策
夕方、アグリツーリズモへ

パルマ近郊
朝

5
11/20

(水)

パルマ
レッジョ近郊
パルマ

専用車

午前：アグリツーリズモにて、家庭料理教室
昼食：試食を兼ねて
午後：生ハム生産者 Ruliano訪問（予定）
夕食：宿泊先にて

パルマ近郊

朝
昼

夜

6
11/21

(木)

ボローニア
モデナ
パルマ

専用車

13:00：バルサミコ酢生産者訪問 テイスティングセミナー
訪問後：モデナ街散策
ボローニアへ、街散策 ボローニア

朝

夜

7
11/22

(金)
ボローニア

終日：ボローニア散策
*ご希望の方のみ
8:00-16:00 世界遺産ラベンナ、ラグーンの街コマッキオ巡り
夕食：マンマの料理 トラットリア アンナマリア 予定

ボローニア

朝

夜

8
11/23

(土)

ボローニア
ローマ経由 専用車

航空機

午前：専用車にてボローニア空港へ
AZ1314 11:30-12:30
午後：ローマ経由にて帰路の途へ AZ784 14:55-11:10

機中 朝
機

9
11/24

(日)

東京/成田
航空機

午前：11：10成田着


