
ベニス（イタリア） 

ハイライト 

運河にかかる橋、華やかな宮殿やエレガントな教会、サンマルコ広場に通じる狭い路地などを散

歩し、ベニスの魅力を味わって下さい。ドゥカーレ宮殿、サンマルコ寺院、ムラーノのガラス工場の

訪問もお勧めです。 

ショッピング 

ムラーノガラス、見事な珍しい宝石、手製のレース、仮面、大理石製品、銅版画、手工芸品 

ダイニング 

エビ、カラスガイ、うなぎ、ザリガニやボラなどのアドリア海のシーフード、子牛のレバースライス、

タマネギのソテー 

  

VCE-001 ベニスの秘密の場所とグランド・キャナル Secret Corners of Venice & 

Grand Canal 

(所要 4時間/健脚レベル 2) 

モーターボートで都市を二分するグランド・キャナルを下り、徒歩観光をするツアーです。ジュデッ

カ運河に沿って進み、リオ・サン・トロヴェーゾを通り、グランド・キャナルに到着します。約 3km も

の運河に沿って並ぶ美しい宮殿は、ワグナーとバイロン好みの建築物です。徒歩観光では路地を

歩き小さい広場をご案内します。途中でマルコポーロの生家、巨大なゴシック様式の教会などをご

覧いただきます。サンマルコ広場に戻った後は、船へ戻るか街に残って自由な時間をお楽しみい

ただくかお選び下さい。 

注）階段や平坦でない路を含むおよそ１時間半の歩行、立ち時間があります。車椅子の方、歩行

に自信のない方はご利用いただけません。適切な衣類、帽子、サングラス、快適な靴にてご参加

下さい。 

  

VCE-002 ムラーノ島とブラーノ島 Islands of Murano & Burano 

(所要 5時間/健脚レベル 3) 

専用のモーターボートでラグーン北部を出発しムラーノ島へ。ここはベニスのガラス製造業の本場

として世界的に有名です。この美しい島ではガラス工場を訪れます。ガラス産業は 1291年に火災

予防措置としてベニスからこの島へ移され、以来熟練した職人が見事な芸術作品を生産し続けて

います。彼らの技術を近くでご覧下さい。続いてカラフルな漁村ブラーノへ行き、素晴らしい手製の

レースをご覧いただきます。レースは 15～18世紀後半までこの島を繁栄させましたが、職人がベ

ルギーやフランスに送られると技術は忘れ去られ、貧困を余儀なくされました。しかし 1870年にレ

ース編みの学校が設立されると、若い女性により再びこの伝統的な手工芸は受け継がれました。 

注）このツアーはおよそ 2時間の歩行を含みますので、歩行に自信のない方はご注意下さい。 

  



VCE-003 サンマルコ広場とドゥカーレ宮殿 St.Mark’s Square & Doge’s Palace  

(所要 4時間/健脚レベル 3) 

ベニスが初めての方にお勧めです。グランド・キャナルからモーターボートで到着後、徒歩で古典

的なベネチアンスタイルの橋がかかる広場へ。世界でも素晴らしいビザンチン建築のひとつであ

るサンマルコ寺院を訪れます。11世紀後半から公式な式典を行うためだけに使用され、1807年

には街の大聖堂となりました。内部は金メッキのモザイク、複雑な模様の床があり、金の祭壇はゴ

シック様式で飾られています。ガイドは外側で歴史や建物の説明をしますが、内部では行いませ

ん。近くのドゥカーレ宮殿はベニスの統治者のための住居として用いられていました。各広間はチ

ントレットやティチアーノなどの絵画で飾られています。運河の向こう側には、カサノヴァも収容さ

れていたかつての刑務所があります。 

注）このツアーは 2時間ほどの歩行があります。車椅子をご利用の方、歩行に自信のない方には

推薦できません。教会や大聖堂に入るときには肩と膝を覆う服装が必要です。平らで快適な靴で

の参加をお勧めします。ドゥカーレ宮殿や大聖堂では、セキュリティ上大きなバッグをお持ちになら

ないことをお勧めします。日曜の訪問はできません。  

VCE-004 ゴンドラからのベニス Venice by Gondola 

(所要 2時間/健脚レベル 1) 

ロマンチックな夜のゴンドラに乗らずして、ベニスを訪れたとは言えません。サンマルコ広場へモー

ターボートで移動し、月光が反射する美しい運河に浮かぶゴンドラへ。伝統的なイタリアのセレナ

ーデを聞きながら、街の眺めをお楽しみ下さい。 

注）ゴンドラは天候により、間際の運航中止が考えられます。運河は暗く静けさの中を進みますの

で、船頭は解説をしません。時期により水辺は冷たいため、セーターやコートをお持ち下さい。こ

のツアーはシーズン終わりには催行されない場合があります。ゴンドラの座席は最高 6名様まで

となります。 

  

VCE-005 くつろぎのベニス Leisurely Venice 

(所要 4時間/健脚レベル 3) 

モーターボートでジュデッカ運河に沿って移動し、ジュデッカ島にある歴史的建造物モリノ・スタッ

キーや数えきれないほどの教会そして有名なプンタ・ドルガーナ現代美術館など、素晴らしい運河

のパノラマビューをお楽しみいただきます。サン・ジョルジョ・マッジョーレ島では、サンマルコ広場

やサルーテ教会とは異なる光景を目にします。島のハイライトのひとつは400年前、偉大なルネッ

サンスの建築家パラディオによって造られた教会です。素晴らしい教会の他には、街の庭として知

られるピエタ院と素敵なサンタレーナの眺めをご覧下さい。その後は、ムラーノ島で 1200年代後

半から続くガラス吹き職人が作品を作る様子をご覧いただき、サンマルコ広場へと戻り、自由時間

をお楽しみ下さい。 

  



VCE-006 ベニスの秘密の宝 Hidden Treasures of Venice 

(所要 4時間/健脚レベル 3) 

埠頭のターミナルで水上タクシーに乗り、グランド・キャナルに沿いリオ・デ・ラ・フレスカーダへ。ボ

ートを降り、ガイドと会った後はベニスの隠れた宝の数々を見つけに徒歩観光します。最初に

1549年に建設されたサンロッコ大信徒会へ。これは当初病人のための慈善学会として造られまし

た。学会は聖ロクが、伝染病から彼らを救おうと考え、地元のベニス人から寄付を募り運営してい

ました。チエーザ・デイ・フラーリでは、サンポロ地区の素晴らしいゴシック教会へ訪れます。ここに

はティチアーノとジョウバンニ・ベッリーニによる傑作があります。次にサンポロ広場とリアルトエリ

アへ。リアルトはこの街で最も華やかな場所で、銀行家、ブローカー、商人の街でした。今日この

市場は火曜から土曜まで新鮮な魚や野菜を売っています。生のベニスを感じるには最適な場所

です。リアルト橋からの運河の眺めも堪能して下さい。1588～1591年の間、アカデミア橋が 1854

年に建設されるまで、リアルト橋は運河横断の手段として使われました。橋を通過しサンマルコ広

場に到着後は、埠頭に戻る水上タクシーに乗る前に自由時間があります。 

注）およそ２時間半の歩行量を予定しています。車椅子をご利用の方はご利用いただけません。

また歩行に自信のない方はご注意下さい。軽装で帽子、快適な靴でご参加下さい。教会に入ると

きは、肩を覆った服装が必要です。日曜のフラーリ教会は外観のみをご覧いただきます。 

  

VCE-007 ベニスの宮殿 Venetian Palaces 

(所要 4時間/健脚レベル 2) 

英語ガイドの案内で専用大型モーターボートで船から出発します。このツアーでは２つの素晴らし

い宮殿を訪れます。 

建築物カ・レッツォーニコとカルミニ大信者会は内部も高価に飾られています。カ・レッツォーニコ

は 1934年以降 18世紀のベニスの博物館としては最も見事な宮殿で公的に開放された数少ない

建物のひとつです。建物は 1667年にバルダッサレ・ロンゲーナ（サルーテ聖堂の建設者）がボン

家の資金により造り始めましたが、その資金も第２のフロアを建築し始めた時に枯渇しました。

1712年にロンゲーナの死後ずいぶん後に、未完成のこの宮殿はジェノバの銀行家であり商人で

あったレッツォーニコにより買われました。レッツォーニコは財産の大部分を使い、この宮殿の購

入し建築や装飾に費やしました。ジョルジュ・マッサーリにより完成し、現在は 1700年代ベネチア

美術館になっており、18世紀の美術品、フレスコ画、家具調度品が展示されています。豪華な舞

踏室なども当時のまま残っています。カルミニ学校は、ベニス共和国の没落に遡るベニスで残っ

ている 8つの学校のうち最後のひとつです。学校の目的は宗教、経済支援、奉仕団体や貧しい者

や病気の者への施しを与えるためでした。17世紀にバルダッサーレ・ロンゲーナにより改築され

て現在の姿になりました。ホール内側のアンティークな家具はよく保存されており、重要な油絵、

豪華な飾り漆喰の天井、オリジナル刺繍、木彫りで飾られています。ツアーの終わりは、専用モー

ターボートで船に戻る前に若干の自由時時間があります。 

注）このツアーは約 2時間の広範囲な歩行や立ち時間を含みます。カ・レッツォーニコとカルミニ大



信者会でイベントが催されるときは訪問ができないため、代替として VCE-008 と同様の宮殿を訪

れます。 

  

VCE-008 歴史的ベニスとゴンドラ乗船 Historical Venice & Gondola Ride 

(所要 4時間/健脚レベル 3) 

専用モーターボートに乗り、サンマルコエリアに上陸します。イタリア最初のユダヤ人植民地であ

ったザッテレとジュデッカ島の間を通ります。ザッテレにあり、ジュデッカ島の向かいに位置するジ

ェズアーティ教会は、著名なアーティストであるティエポロの絵で有名です。ザッテレはまた 16世

紀に著名な建築家パラディにより造られたジュデッカ島のレデントーレ教会へとつながる場所でも

あります。上陸後は短い散歩をし、セレニッシマ時代に政治的にも宗教的にも中心であったサンマ

ルコ広場へと向かいます。最初の訪問は共和国の総督邸兼政庁であった建物、ドゥカーレ宮殿で

す。宮殿は、9世紀にビザンチン様式で建てられましたが、その後火事により破壊され、14世紀に

はゴシック様式で建て直されました。ベニスは 5世紀のアッティラの侵攻を逃れてアドリア海の干

潟に建設された都市が始まりで、その頃よりドージェを頂点に頂く共和国家の形態をとっていまし

たが、1797 年にナポレオン率いるフランス革命軍により制服されました。ティチアーノ、ティエポロ、

チントレット、カルパッチオ、ベロネーゼなどにより描かれた素晴らしい天井画や有名な絵画をご覧

いただいた後、宮殿と刑務所をつなぐ有名な溜息橋を渡ります。次にサンマルコ寺院を観光しま

す。9世紀にアレキサンドリアから密輸された聖マルコの遺体を納めるためにギリシャの十字架の

上に造られています。正面は異なる建築様式で造られ、1204年のビザンチウムで略奪された 4

頭の馬の銅像が置かれています。観光後は、グランドキャナルとサンマルコエリアの狭い運河を

40分ほどゴンドラでお楽しみいただきます。終了後は、専用モーターボートで船に戻ります。  

注）このツアーはおよそ２時間の広範囲な歩行と立ち時間があります。体力に自信のない方には

お勧めできません。教会内部に入るため、服装は肩、膝を覆うよう心がけて下さい。大きなバッグ

はセキュリティーで荷物検査をされることがありますので、極力避けて下さい。ゴンドラは天候によ

り乗船が出来ないことがあります。この場合、１時間ほど自由時間を設定します。ゴンドラは最高6

名乗りですが、前方に２つ余分に席がある場合があります。 

  

VCE-009 グランドキャナルとグッゲンハイム美術館 Grand Canal and The 

Guggenheim Collection 

(所要 3時間/健脚レベル 3) 

このツアーは埠頭から専用大型モーターボートに乗りグランドキャナルをクルーズし、水路から美

しい宮殿や教会の眺めを楽しみます。ペギー・グッゲンハイムコレクションが展示されているのは、

グッゲンハイムが 30年間住まいとしていたパラツォベニエルデイレオニです。現在、彼女の個人

的なコレクションは、現代主義アーティスト（例えばブランクーシ、デ・キリコ、マックス・エルンスト、

マーレビッチ）などの作品を含みます。グッゲンハイム美術館では、およそ1時間30分お時間をお



とりします。訪問後は再度モーターボートにて埠頭へと戻ります。 

注）ガイドは大型モーターボートにて解説します。このツアーは火曜日は運行しません。 

 



サントリーニ島（ギリシャ） 

ハイライト 

フィラとイアの美しく白く塗られた丘の街の上から息をのむようなカルデラの眺めをお楽しみ下さい。

アクロティリの発掘から最近発見されたものなどが展示されるフィラの博物館やワイナリーを訪れ

たり、曲がりくねった道を散歩しながら、素晴らしい景色をご覧下さい。 

ショッピング 

美しい宝石や陶器、織物、小物など 

ダイニング 

新鮮なシーフードの前菜やよく冷えたワインをお楽しみ下さい。 

  

JTR-001 サントリーニ島のパノラマ観光 Santorini Panorama 

(4時間/健脚レベル 3) 

カラフルなボートに乗り、アティニオス港に着いたらバスで観光をします。ほどなくサントリーニ島で

最も高く静かにたたずむプロフィティス・イリアス修道院山に到着します。ティラとも呼ばれるこの地

では素晴らしい島の美しさをカメラに収めて下さい。サントリーニ島の北端にあるイア、およそ

3,500年前、火山の噴火の後にできたカルデラの急な傾斜の上に築き上げられた魅力的な村が

あります。その住居の多くは火山岩を切り出したくぼみに建てられています。狭い石畳の通りを歩

くと、手作りの陶器や絵、珍しい宝石などに出会うでしょう。このツアー中、黒い火山砂で知られる

サントリーニ島の砂浜にご注目下さい。 

注）このツアーは石畳の道や急な上り坂を適度に歩行します。ティラの街では駐車場からケーブ

ルカーまで、イアでも階段があります。車椅子をご利用の方や歩行や体力に自信のない方はご注

意下さい。平らで歩きやすい靴を履き、帽子をお持ちになりご参加下さい。  

  

JTR-002 サントリーニ島のハイライト Santorini Highlights 

(3時間/健脚レベル 3) 

アティニオス港へボートで移動後、世界で最も美しい島のひとつ、サントリーニ島をバスで観光し

ます。サントリーニ島で一番高い丘にあるプロフィティス・イリアス修道院山に訪れ、崖と海の美し

い眺めをご堪能下さい。ティラは青銅器時代から素晴らしいワインを生産してきました。島一番の

ワイナリーにご案内し、数種類の特徴あるビンテージワインを試飲します。その後、フィラの街近く

にある、ティラ考古学博物館に。博物館の後は、ケーブルカーで埠頭に下りながら、さらにこの島

の魅力的な眺めをお楽しみ下さい。 

注）このツアーは石畳の道や急な上り坂を適度に歩行します。ティラの街では駐車場からケーブ

ルカーまで、イアでも階段があります。車椅子をご利用の方や歩行や体力に自信のない方はご注

意下さい。平らで歩きやすい靴を履き、帽子をお持ちになりご参加下さい。 

  



JTR-003 火山島 サントリーニ Volcanic Santorini 

(3時間/健脚レベル 2) 

ボートでネア・カメニの不毛な火山の多い岸に近づき、島の荒涼とした姿を感じて下さい。このツア

ーでは活火山のくすぶっているクレーターをハイキングします。変わった溶岩の断片と岩の構造に

囲まれたその島はネア・カメニという名前の由来通りです。400年しか経っていないこの島はまだ

新しいものですが、帰りのボートでは 2,000年前にできたパレア・カメニや古い火山島を通ります。

ネア・カメニ（この島は土がありません）と違って、パレア・カメニはヤギや野生のウサギ、そして植

物などが生息するには十分な土があります。 

注）このツアーは車椅子をご利用の方や歩行に自信のない方にはご参加いただけません。火山

のハイキングですので、体調にご注意下さい。ゴム底でつま先の閉じた靴は必須です。火山には

日陰がありませんので、日差しから体を守る準備が必要です。温泉で泳きたい方は水着とタオル

をご持参下さい。（硫黄を含んでいるため水着は変色するかもしれません）天候に左右されるため、

予告なしに旅程変更があることを予めご了承下さい。 

  

JTR-004 サントリーニ島のワイナリーとイア Santorini Winery & Oia 

(4時間/健脚レベル 3) 

カラフルなボートでアティニオス港に移動。バスでサントリーニ一番のワイナリーを訪れ、ワインセ

ラーを見学し、数種類の有名なワインを試飲します。引き続き、島の北端の魅力的な村、イアを訪

れます。素敵な小さな村がカルデラの急な傾斜に位置し、その家の多くは火山岩を切り出したくぼ

みに建てられています。狭い石畳の通りには手製の陶芸、絵、めずらしい宝石などを売る様々な

店があります。崖の端にはフィラと火山を臨む見事な眺めのカフェがあります。船に戻る前には自

由時間があります。 

注）このツアーは石畳や平坦でない道を適度に歩きます。ティラの街では駐車場からケーブルカ

ーまでとイアでも階段があります。車椅子をご利用の方や歩行や体力に自信のない方にはお勧

めできません。平らで歩きやすい靴でご参加下さい。ワイナリーでワインを購入された場合、税関

の規制のために、ワインがご自宅に届くまで最高３ヶ月ほどお時間いただくことをご了承下さい。 

  

JTR-005 食とワイン街道ー有名なワインとサントリーニ島の眺め Food & Wine 

Trails - Famous Wines & Famous View of Santorini 

(6.5時間/健脚レベル 2/昼食付) 

オーシャニア・クルーズは、アメリカを代表する食とワインの旅を専門とする旅行社と提携し、この

ツアーをご提供します。このツアーは知識ある英語を話すソムリエ、ワインの専門家、料理のイン

ストラクターまたシェフにより案内され、最高の食とワインを皆様にご堪能いただきます。本物を経

験していただくためにグループが行けないような地域やエリアを訪問します。エーゲ海の中央に位

置する魅力的なサントリーニ島は、ロマンチックな島として知られています。しかし、ワインはどうで

しょう。サントリーニで育てられているブドウは 5,000年以上の歴史があり、今では世界に称賛さ



れる素晴らしいワインを生産しています。サントリーニワインについてより深く学び、世界で最も素

晴らしい景色のひとつをご覧いただきます。最初の訪問地はカルデラの縁に沿って位置する素晴

らしい景観の村イアです。まるで絵はがきの中にいるような青い扉のついた白い家々のある玉石

通りの徒歩観光から始めます。島の向こう側に出発する前に、カフェに入ったり、店をのぞいたり

する自由時間があります。続いてキル・イアニにより設立されたブタリスワイナリーへと向かいます。

ギリシャでトップクラスのこのワインメーカーで、ワイナリーと地下室を見学し、彼らが受賞したワイ

ンを数種試飲します。その後、素晴らしいビュッフェスタイルの昼食をお召し上がりいただきます。

サントリーニ・チーズ、トマトボール、手作りチーズ、焼いた芋などを添えたロースト・オーブンポー

ク、シーズンブレッド、バーレイラスク、サラダとサントリーニ産白ワイン、マンティラリア赤ワインと

ミネラルウォーターなどをお召し上がりいただきます。食後はフィラの街に戻り、ガイドの案内は終

わりますが、自由な時間をお過ごしいただいて結構です。湾の 2つの黒い火山の多い小島を見な

がらの散歩やエスプレッソをお楽しみ下さい。ケーブルカーにより埠頭へ戻ることができます。 

注）平坦でない道を広範囲に歩きますので、車椅子ご利用の方、歩行に自信のない方にはお勧

めで来ません。軽装、帽子、サングラスをお持ちになり、平らで歩きやすい靴でご参加下さい。都

合により間際で訪問するワイナリーが同等の別の場所に変更となることがあります。 

 



チベタベッキア（ローマ・イタリア） 

ハイライト 

古代ローマの大広場、コロッセオ、サンピエトロ大聖堂、システィーナ礼拝堂にあるミケランジェロ

の息をのむようなフレスコ画など素晴らしい観光名所をご覧下さい。ローマの田園地方の青々とし

た農地を通って、素敵な中世のカステル・ガンドルフォ（郊外にあるローマ法王の別荘）へのドライ

ブを楽しんで下さい。 

ショッピング 

イタリアの革製品、最新流行の豪華な宝石や骨董品など 

ダイニング 

おいしいピザを素敵なカフェで味わって下さい。 

  

CIV-001 永遠の都 ローマ Rome - the Eternal City      

(10時間/健脚レベル 3) 8:45AM 

永遠の都の探検の始まりはその中心、30万人を収容できるサンピエトロ広場から始まります。世

界最大のキリスト教教会であるサンピエトロ大聖堂、アベンティヌスの丘、王宮、チルコ・マッシモ

（大劇場）などを観光します。もう一つのハイライトであるコロッセオの探索後は自由時間となりま

す。昼食やショッピングをお楽しみ下さい。 

注）教会や修道院に入るときには膝や肩を隠した服装にてご入場下さい。サンピエトロ大聖堂は

宗教的な祝賀の際には閉鎖されることがありますが、その場合はガイドが外側から解説します。

昼食はご自身でおとり下さい。このツアーは、車椅子をご利用の方、歩行に自信のない方にはお

勧めできません。 

  

CIV-001OE オーシャニア・エクスクルーシブ 永遠の都 ローマ Rome - the 

Eternal City 

(11時間/健脚レベル 3) 

●オーシャニア・エクスクルーシブ・ツアー 

最少催行人員 10名様、最大定員 16名様からなるオーシャニア・クルーズが新しく提案するツア

ーです。少人数でのツアーのため、柔軟性に富み、移動もスムースです。（内容は CIV-001「 永

遠の都 ローマ」と同じです） 

  

CIV-003 ローマ自由探索 Rome On Your Own 

($119.00/10時間/健脚レベル 1) 

永遠の都を自由にお楽しみいただきます。専用バスで移動しながら、ツアーガイドは観光地や店

について質問にお答えします。街の中心（ヴィアール・ワシントンーピープルズ・スクエア）―トレビ

の泉とスペイン階段から 15分ほどの場所でバスを下車し解散となります。帰りのバスも同じ場所



から出発します。 

注）オーシャニアは本ツアーを「ディスカバリー・ウォーク・プログラム」に推奨しています。ガイドは

送迎時のみご一緒します。エスコートはバスの中におり情報をご提供します。教会や修道院に入

る際には服装にご注意下さい。 

  

CIV-004 イタリアの田舎とカタコンベ The Italian Countryside & Catacombs 

(9時間/健脚レベル 2/ランチ付) 

ローマ郊外の起伏のある自然の美しい田園地方をバスで抜けてカタコンベへ。火山岩をくりぬい

たトンネルの不思議な地下迷路では、ローマ人に虐げられていた初期のキリスト教徒が秘密で宗

教を行い、その死者は地下に葬られていました。次に美しい中世の街にあるローマ法王の避暑地

としても有名なカステル・ガンドルフォへ移動。ここにある法王の宮殿と庭園は自主バチカン州の

一部です。この地は何世紀もの間、ローマ法王の夏の別荘地として有名です。次にアルバーニヒ

ルズの中央に位置するローマのワイン生産農家「モンテ・デュ・トッリ」へ。この農家はレストラン、

パブ、自然池、ワインセラー、旅行者用の電車、ピクニックエリア、植物園などがあり、20ヘクター

ルの広さと 2,000年の歴史があります。ラツィオ地方で唯一バスサミコ酢が造られる農家としても

有名です。到着後、半世紀以上そこで生活をしているアミーチ家の人と会い、代表者のエドアルド

氏の案内によりタンク、ワインセラーなど敷地内を見学します。ここではおいしい自家製のトマトソ

ースパスタ、ブルスケッタ（パン）、新鮮なミックスサラダ、ラザニア、ティラミスのランチをご賞味下

さい。白や赤ワインもサービスされます。食後にはコーヒー、カプチーノもお楽しみ下さい。農場の

オーナーからお土産として、切手付きの絵はがきをプレゼントされます。 

注）カタコンベは非常に幅の狭い地下トンネルです。およそ 50歩の階段があります。カステル・ガ

ンドルフォへの移動では 200 メートルほどの上り歩行と 20歩ほどの階段があります。 

  

CIV-006 エトルリア文明の色と香り The Colors and Aroma of the Etruscans 

(5時間/健脚レベル 3) 

エトルリア人は現在のトスカーナ地方とほぼ同じ地域に居住した古代イタリア人です。このツアー

は、紀元前 7世紀に創立されて、現在その素晴らしいエトルニアの埋葬地として知られているタル

クイニアへのドライブから始まります。エトルニアの共同墓地はカラフルな絵で彩られた墓が多数

あります。考古学的に重要なこの地で発掘された多数の採集物（石棺、陶器類、象牙など）は現

在エトルニア国立博物館に展示されています。観光後は地元の農家に立寄り、現在の生活をご

覧いただきます。 

注）このツアーは平坦でない道をおよそ 200 メートル弱とおよそ 65歩の階段を歩きます。車椅子

をご利用の方、歩行に自信のない方にはお勧めできません。 

  



CIV-007 プライベート鉄道で巡る古代ローマ Classical Rome By Private 

Railcar 

(10時間/健脚レベル 2) 

ローマ急行列車で田園地方を抜け、バスに乗り換え、ローマの観光をします。オッピオの丘からコ

ロッセオとローマ広場を見渡し、その後、サンピエトロ寺院、コロッセオ、ローマ広場などを観光し

ます。サンピエトロの眠っているサンピエトロ大聖堂はミケランジェロ、ラファエロ、ベルニーニによ

り造られた作品が数多く見られます。主祭壇の上にあるミケランジェロの有名な彫刻や素晴らしい

ブロンズ色の天蓋の驚くべき美しさには圧倒されることでしょう。 

注）サンピエトロ大聖堂は宗教的な祝賀の際には閉鎖されることがあります。その場合は外側か

ら解説をします。大聖堂に入る際には膝や肩を覆う服装にてご参加下さい。短パン、ノースリーブ

など肌を露出した服装は許可されません。 

  

CIV-010 ローマの徒歩観光 Discovery Walks “Plus” Tour of Rome 

(10時間/健脚レベル 1) 

軽量オーディオプレーヤーと地図を持って、古代ローマの歴史的な名所をご自身のペースで徒歩

観光します。iPodを首にかけて、地図を見ながら、歴史的な名所を巡ります。プレーヤーには、20

以上の名所がプログラムされています。 

注）ディスカバリープレイヤー（iPod）を借りるときは、備品預かり書に記入し、ツアー写真付きの

ID(運転免許証など)を提示する必要があります。使用後、ディスティネーション・サービス・デスク

に返却不可能な場合（紛失／破損）には iPodひとつにつき US$200が船上会計に加算されます。

ローマへの移動代は費用に含まれます。 

  

CIV-013 ローマのパノラマ観光 Panoramic Rome 

(6時間/健脚レベル 1) 

歩行が困難な方々のために特別に設計されたローマの歴史的な美しさと建築の素晴らしさを体験

するオリエンテーションツアーです。バスでローマに向かい、到着後はバチカン市国、ルンゴテヴェ

レ、アラ・パチスなどを通ります。ピンチアーナ門近くの旧市街に入る前に、ローマの城壁、ムー

ロ・トルト、ヴィラ・ボルゲーゼ公園なども巡ります。続いてヴィットーリオ・ヴェネト通り、ヴィットリ

オ・エマニュエル２世のモニュメント、白い大理石のドルチェ・ヴィータ、ローマ広場、コロシアム、コ

ンスタンディヌスの凱旋門、キルクス・マクシムス、サン・ピエトロ大聖堂など歴史的な地区を訪れ

ます。埠頭に戻る前にサン・ピエトロ大聖堂を訪れたり、まわりの店を散歩する時間をおとりします。 

注）自由時間はバチカン市国の大聖堂エリアでおとりします。この間はガイドのご案内はありませ

ん。大聖堂はセキュリティのため時々閉まっている可能性があります。大聖堂内部に入る際は膝

や肩を覆う控えめな服装が必要です。快適な靴でご参加下さい。  

  



CIV-017 農家での料理体験  Farmhouse Culinary Experience 

(5.5時間/健脚レベル 2/昼食付) 

美しいイタリアの田園地方の伝統的な農家へ、およそ 30分のドライブをします。農家のオーナー

に会い、料理の先生からラグーソースのフェットチーネとティラミスケーキの作り方を学びます。料

理教室の後は本物の 4-コース・イタリアンランチをワインや地元の芳しい酒とともにお楽しみいた

だきます。食後は敷地内の散歩やプールでくつろいで下さい。 

注）ワイン・テイスティングが含まれますので、18才未満の方はご参加いただけません。ツアー催

行には最少人員が必要です。予定した料理が準備できない場合は同様の料理をご案内します。

農家のプールで泳ぎたい方は水着と上に羽織れるものをご準備下さい。帽子、サングラス、日焼

け止めをお持ちになることをお勧めします。船のエスコートはタオルをお渡しします。訪問順は異

なる場合があります。 

  

CIV-018 ユダヤ人街とローマのハイライト Jewish Quarter & Rome Highlights 

(10.5時間/健脚レベル 2/昼食付) 

約 1時間半のローマ歴史地区へのドライブを楽しみます。ユダヤ人街へ向かいながら、カラカラ浴

場、州議事堂、ヴェネツィア広場、コロシアムなどをパノラマ観光します。ユダヤ人街ではガイドと

徒歩観光を。最初にローマでのユダヤ人の生活の中心である紀元前 146年に造られた中世ルネ

ッサンス建築のオクタヴィア・ポーチ通りを歩きます。1555年、反ユダヤの法王ポール IVがユダ

ヤ人の生活場所と定めたゲットーも訪れます。 ローマで最も小さい地区だったこの場所はスラム

街のように大きな壁（1870年、イタリアの再統一の際破壊されました）があり、3世紀以上もの間、

隔離されていました。次に 1904年に建築家アルマーニとコスタにより設計されたシナゴーグや神

殿に訪れます。ローマのユダヤ人の生命と儀式を詳述している小さな博物館への訪問後は、ユダ

ヤ人街で典型的なローマの昼食をワインとともにお楽しみ下さい。再びバスに乗りビアールワシン

トンに向け、テベレ川に沿いドライブします。ここではショッピングや散歩の時間があります。世界

最大の寺院、サン・ピエトロ大聖堂をご覧いただき、船に戻ります。 

注）かなりの歩行量がありますので、歩行が困難な方にはお勧めできません。シナゴーク訪問の

際は、男性は長いパンツの着用が必要です。頭をカバーする紙帽子を渡されますのでかぶって下

さい。 女性は膝と肩を覆う服装が必要です。平らで快適な靴でご参加下さい。ローマへは往復お

よそ 3時間のドライブとなります。式典やセキュリティ上の理由のために訪問時間は短くなったり

省かれる場合がありますことを予めご了承下さい。訪問順は異なる場合があります。 

  

CIV-019 中世タルクイニアのサイクリングとアイスクリーム Bike in Medieval 

Tarquinia & Ice cream 

(3.3時間/健脚レベル 2) 

田舎道に沿った美しい田園地方を通りタルクイニアに向かいます。街壁の入口からサイクリング

の旅を開始します。ロマネスク様式の聖フランチェスコ教会や 14世紀に建てられた市庁舎、 15



世紀前半にカーディナル・ヴィッテリに作られた都会の要塞のような印象のプリオーリ宮殿などを

巡ります。サイクリング終了後、地元家族が経営するジェラード店でいろいろなアイスクリームの

試食を楽しんで下さい。船に戻る前に自由時間が設けられます。 

注）石畳や砂利の道をおよそ３キロ強、サイクリングします。参加される方は良好な健康状態で、

自転車の操作に問題がなく、身長 152センチ以上であることが要求されます。サイクリングツアー

についてはリスクが伴うことを予めご了承下さい。18歳以下の方は保護者の同行が必要です。快

適なスポーツシューズと服装でご参加下さい。ツアーは天候に関係なく運行されます。荷物はバッ

クパックにし、予備の水をお持ち下さい。教会は特別なイベントが行われる場合は予告なしに閉ま

る場合があります。日曜日または宗教上の休日は、店はクローズしています。 

  

CIV-020 ブラッチャーノ湖とワインテイスティング BraccianoLake & Wine 

Tasting 

(4時間/健脚レベル 2） 

1時間のドライブで、まわりの美しい景色を鏡のように映すブラッチャーノ湖へ。趣ある湖畔のリゾ

ートの街アングイッラーラでは自由時間があります。遊歩道を散歩やショッピングをお楽しみ下さ

い。続いて古代エトルリア文明の歴史豊かなチェルヴェテリを訪れ、地元ワイナリーで作られるワ

インをオリーブオイル、パンとともに試飲いただきます。 

注）傾斜やでこぼこの道を１キロ弱あるきますので、快適なウォーキングシューズにてご参加下さ

い。ショッピングをされる場合は現地通貨をお持ち下さい。店はピークシーズン、祭日、日曜日は

閉まっています。交通事情や現地事情により訪問順は異なる場合があります。 

  

CIV-022 オルヴィエート 未知のイタリア Orvieto, Undiscovered Italy      

(9.3時間/健脚レベル 2/昼食付） 

13世紀の大聖堂と有名なワインで知られるウンブリア地方の中世の街オルヴィエートへと旅しま

す。オルヴィエートの街は辛口の白ワインとなるトレビアーノグレープを作るブドウ園にあります。

徒歩観光をしながら街の中心にあるドゥオモへ訪れます。ボルセナの奇跡を祝う 13世紀に造られ

た大聖堂は、素晴らしい彫刻とモザイクが特徴です。アンジェリコとシニョレリのフレスコ画に飾ら

れたチャペルをご覧下さい。ウンブリアの伝統的な昼食の後は、有名な陶器やピノッキオ人形、オ

ルヴィエート・クラシコ・ワインなどショッピングタイムをお楽しみ下さい。 

注）ドゥオモでの階段を含め傾斜や石畳の道をおよそ2.5キロほど歩きますので、快適な靴でご参

加下さい。短パン、タンクトップなど肌を露出する服はご遠慮下さい。オルヴィエートでは 45分ほ

どのショッピングタイムがあります。 

  ドゥオモは日曜日と大きな公的行事がある時は、グループとしての入場ができませんので、外

でガイドの説明を聞き、お客様のみでご入場いただきます。ショッピングをされる場合は現地通貨

をお忘れないようお持ち下さい。店はピークシーズン、祭日、日曜日は閉まっていますが、お土産



やハンドクラフトショップは開いています。 

  

CIV-023 ローマのテイスト Taste of Rome      

(9.5時間/健脚レベル 2/昼食付） 

このツアーはローマで自由時間が必要な方向けです。ローマに到着すると 3D リワインドでバスを

降り、3D映像で古代 

ローマへの旅をお楽しみいただきます。この素晴らしい仮想冒険後は、徒歩でコロシアムへと向

かいます。次に西暦 81年に築かれたティトゥス帝の凱旋門とヴィア・サクラ（＝聖なる道）を訪れ、

ローマン・フォーラム、美しいヴェネツィア広場、ナヴォーナ広場を歩き、教会や噴水、特徴ある美

しい建築物をご覧いただきます。観光後はショッピングや昼食など自由な時間をお楽しみ下さい。

自由時間後はバスで埠頭に戻ります。 

注）石畳や階段を含む歩行がおよそ３キロほどあります。埠頭からローマの往復時にはエスコート

が、ローマでは地元ガイドが半日ご案内します。およそ 2.5時間の自由時間があります。訪問順

は交通事情、現地事情により変わる場合があります。日曜日と祝日は、大部分の店やブティック

が閉店していますが 土産物店は開いています。 

   

CIV-025 オスティア・アンティーカ Ostia Antica     

(5時間/健脚レベル 2） 

紀元前 4世紀頃アンクス・マルティウス王によって創立されたオスティア・アンティーカは、古代ロ

ーマの主たる港と軍事基地でピーク時には 100,000人の人口がありました。バーバリアンの侵入

とマラリアは都市を弱らせ、最後にはすべての住民がこの地を離れました。何世紀もの間、土砂

により廃墟となった都市は現在採掘され遺跡として残っています。ヴィア・デッレ・トンベから始まり、

ポルタ・ロマーナへと観光します。紀元前 1世紀から始まるユダヤ人のシナゴークやキリスト教の

バジリカ同様、ペルシャの神ミトラの 18以上の神殿をご覧いただきます。 ディアナの家、大理石

のカウンターとフレスコ画のある古代ローマの居酒屋に訪れます。オスティア博物館では多くの古

代の彫刻とモザイクをご覧下さい。最後にオスティア・リドのシーサイドリゾートへ。自由時間には、

魅力的な街を探索して下さい。 

注）快適な靴でご参加下さい。 帽子、日焼け止めと水をお持ち下さい。 

 



アマルフィ・ポジターノ（イタリア） 

ハイライト 

洗練された白いムーリッシュスタイルの家々、カラフルな漁船であふれたきらめく湾にシックなポジ

ターノの街があります。魅惑的なアマルフィ、12世紀のカプチーニ修道院や 11世紀の美しい大聖

堂や回廊を訪れて下さい。 

ショッピング 

ポルタジーノのブティックでカジュアルなコットンの服を、アマルフィではユニークなお土産をご覧下

さい。 

ダイニング 

山々を背景とした壮観な海辺で美味しい新鮮なシーフード、パスタ、ペストリーとエスプレッソをお

楽しみ下さい。 

  

AML-001 ラベッロの景観 Scenic Ravello 

(所要 4時間/健脚レベル 3) 

ラベッロはターコイズのアマルフィ海岸を見下ろす岩の多い丘です。街のメイン広場に位置するロ

マネスク大聖堂やワグナーがオペラ「パルシファル」を作曲した13世紀ムーリッシュ様式の住居ヴ

ィラ・フッフォーロを訪れます。海辺に隣接している別荘には松、糸杉などの植物が咲き乱れる素

敵な庭があります。 

注）海岸線の傾斜や丘をドライブしますので、乗り物酔いにご注意下さい。 

  

AML-002 エメラルドの洞窟 The Emerald Grotto 

(所要 2時間/健脚レベル 3) 

1932年に発見された、高さ 30m、幅 60mに伸びる有名なエメラルドの洞窟を観光します。多数の

錘乳石で飾られた洞窟の最も魅惑的なポイントは水面下の穴から光が差し込みエメラルド色に輝

く水面です。 

注）モーターボートに乗るため、その日の天候や海の状態により催行の有無が決定されます。 

  

AML-003 美しいポジターノとアマルフィ Beautiful Positano & Amalfi 

(所要 4時間/健脚レベル 3) 

ポジターノは入り江を望む緑の斜面に折り重なる街並みが美しい街です。ボートで移動し、ご自身

でポジターノをお楽しみいただきます。再度ボートで魅力的なアマルフィの村へ移動した後は、古

いサラセン塔と 12世紀のカプチーニ修道院、天然の宝石に覆われた豪華な大聖堂などを訪れま

す。その後は自由時間をお楽しみ下さい。 

注）ポジターノではガイドがおりませんが、ご自身で散策ができるようにポジターノへ行く途中で簡

単なオリエンテーションを行います。大きいボートはすべてのお客様が乗船してから出発します。



観光順序は変わる場合があります。 

  

AML-005 アマルフィのディスカバリー・ウォーク・ツアー Discovery Walks Tour 

of Amalfi 

(所要 4時間/健脚レベル 1) 

軽量オーディオプレーヤーと地図を持って、地中海の最も美しい街のひとつであるアマルフィをご

自身のペースで徒歩観光します。iPod を首にかけて、地図を見ながら、歴史的な名所を巡ります。

ヘッドセットまたはイヤフォンにより各所の歴史について解説を聞くことができます。地図や音声案

内に従い観光ルートを回っても、ご自身で探索をしても構いません。アマルフィの美しい眺め、史

跡、大聖堂、博物館など地中海のハイライトをお楽しみ下さい。 

注）ディスカバリープレイヤー（iPod）を借りるときは、備品預かり書に記入し、ツアー写真付きの

ID(運転免許証など)を提示する必要があります。使用後、ディスティネーション・サービス・デスク

に返却不可能な場合（紛失／破損）には、iPodひとつにつきUS$200が船上会計に加算されます。

費用にはアマルフィへの移動代は含まれません。 

 



リボルノ（イタリア） 

ハイライト 

ルネッサンス発祥の地、フィレンツェ。見所は「花の聖母の大聖堂」と呼ばれるドゥオモ、ミケランジ

ェロ広場のダビデ像、名画が勢揃いするウフィッツィ美術館など。世界遺産のドゥオモ広場に建つ

ピサの「斜塔」や美しい大聖堂なども訪れましょう。トスカーナの田舎、シエナやサン・ジミニャーノ

もお楽しみ下さい。 

ショッピング 

革製品、ランジェリー、ゴールドジュエリー、モザイク、レース、マーブル紙の品物、骨董品や美術

品など 

ダイニング 

プロシュート（生ハム）、チーズ、バラエティーに富んだパン、ケーキ、サラミソーセージなど 

  

LRN-001 フィレンツェの魅力 Fascinating Florence 

(所要 10時間/健脚レベル 2) 

アルノ川のほとりの歴史あるフィレンツェでは、最初にミケランジェロのダビデ像など多くの彫刻を

所蔵しているアカデミア美術館を訪問します。次に 1296年ルネッサンス建築家ブルネレスキによ

り着工されたサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂やミケランジェロ、ガリレオ、ロッシーニ、マキ

アベリなどの墓碑が並ぶフランシスコ修道会の教会であるサンタ・クローチェ教会を訪れます。 

注）教会や修道院に入る際は服装にご注意下さい。日曜の朝は教会を訪問しません。アカデミア

美術館は月曜閉館のため、ドゥオモ付属美術館を観光します。観光順は異なる場合があります。

このツアーはおよそ 3時間の歩行がありますので、車椅子をご利用の方、歩行に自信のない方に

はお勧めできません。ガイドはフィレンツェで合流します。 

  

LRN-001OE オーシャニア・エクスクルーシブ フィレンツェの魅力 Fascinating 

Florence 

(所要 10時間/健脚レベル 2) 

●オーシャニア・エクスクルーシブ・ツアー 

最少催行人員 10名様、最大定員 16名様からなるオーシャニア・クルーズが新しく提案するツア

ーです。少人数でのツアーのため、柔軟性に富み、移動もスムースです。（内容は LRN-001「 フィ

レンツェの魅力」と同じです） 

  

LRN-003 フィレンツェの自由行動 Florence On Your Own 

(所要 10時間/健脚レベル 3) 

フィレンツェまでの 2時間のドライブをお楽しみ下さい。到着後は各自でこの魅惑的な都市を探検

していただきます。ドゥオモ、ウフィッツィ美術館、ピッティ宮殿など見所はたくさんあります。ピッテ



ィ宮殿の後ろのボボリ庭園入り口近くのブオンタレンティ・グロッタ（装飾洞窟）も見逃さないで下さ

い。 

注）オーシャニア・クルーズはこのツアーを「ディスカバリー・ウォーク・プログラム」に推奨していま

す。教会や修道院に入るときには服装にご注意下さい。月曜は多くの店が、主な美術館同様 9時

～3時半までクローズしています。快適な靴でご参加下さい。エスコートはバス内にてフィレンツェ

の案内をしますが同行はしません。バスに地図があります。駐車場から待ち合わせ場所まではお

よそ 15～20分歩きます。 

  

LRN-004 フィレンツェとピサ Florence & Pisa 

(所要 11時間/健脚レベル 2) 

リボルノ港からトスカーナの田舎を通り抜けフィレンツェへ。ここから徒歩にて観光します。サンタ・

マリア・デル・フィオーレ大聖堂、ジョットの鐘楼、ベッキオ橋などを訪れます。昼食をおとりいただく

ための自由時間後、奇跡の広場に建つピサを訪問します。ドゥオモの鐘楼として 1173年に建築

家ボンナノ・ピサーノによりおよそ 200年間に渡り建築が続けられましたが、地面が塔の重さに耐

えられず、第 3レベルが完成するとまもなく傾き始めました。 

注）日曜の朝は教会には訪問できません。教会に入るときは、膝や肩を覆うなど服装にご注意下

さい。観光順は変更される場合があります。ガイドはフィレンツェのみとなります。エスコートがバス

の中におり、情報や地図をご提供します。時間的な規制があるため、ピサの塔に上るツアーは含

まれません。公休日は店が閉まっています。車椅子をご利用の方、歩行に自信のない方にはお

勧めできません。 

  

LRN-004OE オーシャニア・エクスクルーシブ フィレンツェとピサ Florence & Pisa 

(所要 11時間/健脚レベル 2) 

●オーシャニア・エクスクルーシブ・ツアー 

最少催行人員 10名様、最大定員 16名様からなるオーシャニア・クルーズが新しく提案するツア

ーです。少人数でのツアーのため、柔軟性に富み、移動もスムースです。（内容は LRN-004「 フィ

レンツェとピサ」と同じです） 

  

LRN-005 歴史的なピサ探訪 Historical Pisa 

($149.00/所要 5時間/健脚レベル 3) 1:30PM発 

このツアーは大聖堂、洗礼堂、鐘楼、墓地の４つから構成されるドゥオモ広場から始まります。ドゥ

オモの建築は 1064年に始まり、広大な内部には彫刻家ジョバンニ・ピサーノにより彫られた花崗

岩コラム、モザイクのある素晴らしい聖壇があります。ロマネスク様式の最高傑作とされる礼拝堂

には、独特の音響効果があります。もう一つのハイライトであるロマネスク鐘楼やピサも訪れます。

その後、自由時間をお楽しみ下さい。 

注）教会と修道院に入るときには服装にご注意下さい。日曜の朝は大聖堂を訪問できません。こ



のツアーは時間的なものから、ピサの塔に上るツアーは含まれません。公休日は店が閉まってい

ます。適度な歩行とドゥオモなど特定の場所で階段の上り下りがありますが、車椅子をご利用の

方もご参加いただけます。駐車場から奇跡の広場まではおよそ 15分歩きます。 

  

LRN-005OE オーシャニア・エクスクルーシブ 歴史的なピサ探訪 Historical Pisa 

(所要 5時間/健脚レベル 3) 

●オーシャニア・エクスクルーシブ・ツアー 

最少催行人員 10名様、最大定員 16名様からなるオーシャニア・クルーズが新しく提案するツア

ーです。少人数でのツアーのため、柔軟性に富み、移動もスムースです。（内容は LRN-005「 歴

史的なピサ探訪」と同じです） 

  

LRN-006 ピサ、ルッカ、プッチ－ニ探訪 Pisa - Lucca - Puccini 

(所要 10時間/健脚レベル 2) 8:40AM発 

トッレ・デル・ラーゴのマッサクッコリ湖畔にあるジャーコモ・プッチーニの生家、サンマルティーノ大

聖堂、古代のローマ円形劇場跡アンフィテアトロ広場、ロマネスク様式のサン・フレディアーノ教会

などを訪れます。各自で昼食をおとりいただき、ピサへと向かいます。奇跡の広場にある大聖堂、

洗礼堂、鐘楼、墓地などを観光します。 

注）教会と修道院に入るときには服装にご注意下さい。観光順は変更される場合があります。車

椅子をご利用の方、歩行に自信のない方にはお勧めできません。ガイドはルッカとピサのみ同行

します。プッチーニ邸ではヴィラのスタッフが案内をします。 

  

LRN-009 ルッカの丘とワインテイスティング Hills of Lucca & Wine Tasting 

(所要 6時間/健脚レベル 3) 

リボルノより美しいトスカーナ地方を通り、中世の街ルッカへとご案内します。ここでの時間は、バ

リシカ様式の教会、古代ローマの円形劇場などご自身でお楽しみ下さい。再びバスに乗り、地元

のワインセラーへ。ワイン造りの過程と伝統的なビン詰めのプレゼンテーションを受けます。モン

テカルロ地区は、赤ワイン同様素晴らしい白ワインを生産すると言われています。サラミ、オリーブ、

パンなどをおつまみに赤、白ワインを味わって下さい。 

注）1時間ほどの歩行や立ち時間があります。車椅子をご利用の方や歩行に自信のない方には

適していない場合があります。軽装、帽子、歩きやすい靴でご参加されることをお勧めします。 

  

LRN-010 ピサ自由観光 Pisa On Your Own 

(所要 5時間/健脚レベル 1) 

景色を楽しみながら、バスで移動、ピサでは３時間の自由時間をお楽しみいただきます。広場、大

聖堂、礼拝堂などをご覧下さい。大聖堂の内部ではガリレオが落体の法則実験をした場所や独特

の音響効果を施した礼拝堂もご覧下さい。ショッピングをお楽しみいただいた後は、ガイドとの待



ち合わせ場所に集合し、リボルノの埠頭へ戻ります。 

注）オーシャニア・クルーズはこのツアーを「ディスカバリー・ウォーク・プログラム」に推奨します。 

  軽装、帽子、歩きやすい靴でご参加下さい。日曜の朝は大聖堂には訪問できません。教会や

修道院に入るときは、服装にご注意下さい。公休日には店は閉まっています。駐車場から奇跡の

広場までは若干離れています。 

  

LRN-012 極上のフィレンツェ：アカデミアとウフィッツィ Frorence’s Finest: 

Accademia and Uffizi  

(所要 10時間/健脚レベル 2/昼食付) 

このツアーはフィレンツェのメインの２つの美術館、ウフィツィとアカデミアを訪れます。そして街で

最も高級なホテルのバイキングランチをお楽しみいただきます。フィレンツェの芸術的な富みはメ

ディチ家というひとつの家族に起因しています。3世紀以上都市の統治者であった彼らは、今日ま

での残っている膨大な素晴らしいルネッサンス芸術の修養に対して責任がありました。最初にアカ

デミア博物館で、ミケランジェロのダビデ像をご覧いただきます。16世紀後半、メディチにより造ら

れたウフィッツィはイタリアの芸術家、チマブーエ、ジョット、ドゥッチョ、シモーネマルティーニ、マサ

ッチョ，パオロウッチェロ、ピエロデッラフランチェスカ、フィリッポリッピ、ボッティチェルリ、レオナル

ドダビンチ、ミケランジェロなどの代表的な作品で満ちあふれています。この２つの美術館を訪問

後、サボイホテルまたはグランドホテル・バリオーニでおいしい昼食をお楽しみいただきます。昼食

後は、アルマーニ、ブルガリ、ドルチェ＆ガバナ、ジャンニヴェルサーチ、グッチ、プラダなどがある

トルナブォーニ通りやヴィーニャ・ヌオーヴァ通りを自由散策して下さい。 

注)かなりの歩行量がありますので、快適な靴でご参加下さい。 

  

LRN-013 ルッカのハイライト Highlights of Lucca 

(所要 5時間/健脚レベル 2) 

トスカーナの他の都市とは異なり、ルッカは平らな街で住民は移動の際に自転車を使います。紀

元前 180年にローマ人により創られたこの街を徒歩観光します。地元ガイドと 1504～1645年に

造られた赤煉瓦の塀、サンミケーレ教会、グイニージの塔、古代ローマの円形闘技場、サンフレデ

ィアーノ教会などを巡ります。最後に若干の自由時間があります。 

注)日曜はほとんどの店が閉まっています。朝は教会が開いています。このツアーはおよそ 10段

の上り階段を含む 2時間 ほどの歩行量があります。 

  

LRN-014 フィレンツェの徒歩観光 Discovery Walks Plus Tour of Florence 

(所要 10時間/健脚レベル 3) 

軽量オーディオプレーヤーと地図を持って、ご自身のペースでピサを徒歩観光します。iPodを首

にかけて、地図を見ながら、歴史的な名所を巡ります。ヘッドセットまたはイヤホーンにより各所の

歴史について解説を聞くことができます。地図や音声案内に従い 25以上の観光ルートを回っても、



ご自身で探索をしても構いません。このツアーにはフィレンツェへの送迎が含まれています。（現

地出発時間はディスティネーションサービスデスクと相談して下さい） 

注）ディスカバリープレイヤー（iPod）を借りるときは、備品預かり書に記入し、ツアー写真付きの

ID(運転免許証など)を提示する必要があります。使用後、ディスティネーション・サービス・デスク

に返却不可能な場合（紛失／破損）には、iPodひとつにつきUS$200が船上会計に加算されます。 

  

LRN-015 ピサの徒歩観光 Discovery Walks Plus Tour of Pisa 

(所要 4.5時間/健脚レベル 3) 

軽量オーディオプレーヤーと地図を持って、ご自身のペースでピサを徒歩観光します。iPodを首

にかけて、地図を見ながら、歴史的な名所を巡ります。ヘッドセットまたはイヤホーンにより各所の

歴史について解説を聞くことができます。地図や音声案内に従い観光ルートを回っても、ご自身で

探索をしても構いません。 このツアーにはビサへの送迎が含まれています。（現地出発時間はデ

ィスティネーションサービスデスクと相談して下さい） 

注）ディスカバリープレイヤー（iPod）を借りるときは、備品預かり書に記入し、ツアー写真付きの

ID(運転免許証など)を提示する必要があります。使用後、ディスティネーション・サービス・デスク

に返却不可能な場合（紛失／破損）には、iPodひとつにつきUS$200が船上会計に加算されます。 

  

 


