Italy

青の洞窟のカプリ島観光と
永遠の劇場 ナポリ ４日間
期間：5月21日（木・祝日）〜5月24日（日）
カプリ島一日観光

Grotta Azzurra

ツアーのポイント！

●イタリア人から「永遠の劇場」
と称され、
「サンタ・ルチア」等のカンツォーネにも
歌われる、世界3 大美港の一つナポリに3 連泊します。
●2 日目は専用バスで、南イタリアを代表する景勝地、世界遺産のアマルフィ海岸を
巡り、
アマルフィの町やポジターノ、
エメラルドの洞窟などにご案内します。
●3 日目のカプリ島一日観光では、神秘的な「青の洞窟」
を探勝します。
●ナポリでは、
イタリア名物のピザやパスタなどの食べ歩きも楽しみです。
都市
ブリュッセル発
ナポリ空港発
１ ナポリ市内着

青色に美しく変化します。高さ１ｍにも満たない洞窟の入り口を、小

の洞窟は、太陽光線の具合で、
グリーン、エメラルドなど、様々な

舟に乗ってくぐり抜けるため、波が高いと入場出来ません。
（例年この時
期は比較的天候が安定し、90% 程度の確率で入場できています。）

一の 花 が 咲 き 乱

年中色とりどり

れるカプリ島は、
ナポ
リか ら 船 で 僅 か50
分で行けるリゾートア
イランド。
ローマ皇帝
アウグストゥスやティ
ベリウスもこの島を
愛して、長く住みつい
たと言われています。

アマルフィ海岸一日観光

Amalfi

時間
日程（宿泊予定ホテル・食事条件）
ナポリへ。
10:35 SN ブリュッセル航空3169 便にて、
ナポリ市内のホテルへ。
13:30 ナポリ空港到着後、専用バスにて、
その後、各自自由行動。
14:00 ナポリ市内のホテルに到着。
21日
世界遺産のポンペイの遺跡の観光などをお楽しみ下さい。
(木)
夕食には、
本場ナポリのピッツァやパスタを試してみては如何でしょう。
（Hotel Panorama Naples 泊 昼: Ｘ 夕: Ｘ）
アマルフィ海岸一日観光へ出発します。
08:30 朝食後、専用バスにて、
ナポリ発
バスの車窓には、
ヴェスヴィオ山や、
ナポリ湾の絶景が広がります。
10:30 ポジターノの見晴台で、海の美しい眺望と写真撮影を楽しみます。
ポジターノ
2
エメラルドの洞窟では、手漕ぎボートに乗って、洞窟内を探訪します。
22日 アマルフィ着
ドゥオーモ（大聖堂）等をご覧いただきます。
13:00 アマルフィ到着後、
(金)
アマルフィ発 15:00 ランチのためのフリータイムの後、専用バスにてナポリへ戻ります。
17:00 ホテルに帰着。
ナポリ着
（Hotel Panorama Naples 泊 朝: ホテル 昼: Ｘ 夕: Ｘ）
（約6 〜7 分）
07:30 ホテルより徒歩でナポリ港に移動します。
ホテル発
ローマ時代からのリゾート、
カプリ島へ。
08:05 フェリーにて、
ナポリ港発
08:55 カプリ島のマリーナ・グランデで、
カプリ島着
ボートに乗り換え、青の洞窟に移動。
海上で、手漕ぎボートに乗り換えて、
青の洞窟内を探訪します。
※天候により入場できない場合は、代替え箇所にご案内します。
午前 マリーナ・グランデに戻った後、
ケーブルカーで、
カプリ地区へ。
３
昼
カプリ地区で、
ランチと観光のためのフリータイ
ムを設けます。
23日
季節の花が咲き乱れ見晴らし絶景のアウグスト公園やウンベルトⅠ世
(土)
広場、
お洒落な店が立ち並ぶカプリ地区の散策等でお楽しみ下さい。
15:35 高速船にて、
ナポリに戻ります。
カプリ島発
16:35 ナポリ港に帰着。徒歩にて、
ホテルに戻ります。
ナポリ港着
17:00 ホテルに帰着。
その後、各自自由行動。
ホテル着
（Hotel Panorama Naples 泊 朝: ホテル 昼: Ｘ 夕: Ｘ）
ホテルにてご朝食。
その後、
出発まで各自自由行動。
４ ナポリ発
ナポリ空港へ移動します。
10:45 ホテルより専用バスにて、
24日 ナポリ空港発 13:10 SN ブリュッセル航空3170 便にて、
帰国の途へ。
(日)
ブリュッセル着 15:35 ブリュッセル到着。
（朝：ホテル 昼：Ｘ 夕：Ｘ）
年齢区分

映ボル、ドゥオーモ（写真左上）は、イスラム文明との交流がもたら
画「アマルフィ 女神の報酬」
のロケ地、
アマルフィ。
この町のシン

した特異な建築様式です。
このツアーでは、他にもポジターノ（写真右
上・写真ストップのみ）
と、
エメラルドの洞窟にご案内します。特産のレ
モンから作られたリモンチェッロというお酒は、
お土産に最適です。

世界 3 大美港

ピは、薪釜で焼く本格的な

ナポリ

世つに数えられる
界３大 美 港の一

港 町、ナ ポリ。ナ ポリ
湾とヴェスヴィオ火山
（ 写 真 左 ）は、一 幅 の
絵を見るようです。最近
は治安も大きく改善さ
れ、国立考古学博物館
や世 界 遺 産の旧市 街
等、見所たっぷりです。

大人（12 歳以上）
子供（2 〜 11 歳・ご両親のベッドに添い寝・1 室 1 名のみ）
子供（2 〜 11 歳・エキストラベッド利用・1 室 1 名のみ）
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合）
幼児（0 〜 1 歳／ベビーベッドをリクエスト致します）
一人部屋追加料金

航空券込み

€1100
€760
€1000
€1050
€50
+€220

航空券別

€800
€460
€700
€750
€10
+€220

◆最少催行人数：2 歳以上のご参加者が10 名様以上
◆仮予約期限：4 月3 日（金） ※ただし、
その後も残席があればご予約をお受けします。
◆添乗員は同行しませんが、現地到着後の送迎や観光は日本語ガイドがご案内します。
◆一室に同室できる人数は、大人2 人と子供2 人までとなります。
ただし、
エキストラベッドは1 室
1 台のみとなり、
また、添い寝が許されるのも1 室につき1 名のみとなります。
◆上記日程は、改修工事、交通事情、気象条件、入場制限等の為、変更になる場合があります。
また、3 日目のフェリーの時間は、予約等の関係で、今後変更になる場合がございます。
◆ホテル宿泊税として、3 泊合計12 ユーロをホテルに直接お支払い下さい。
（15 歳以下は無料）

Hotel Panorama Naples

世界遺産

ポンペイの遺跡

ッツァ発 祥の地ナポリ

ピッツェリアが軒を連ねます。
ナポリっ子の好物は、マルゲ
リータやマリナーラといった
シンプルなもの。弊社お勧め
のピッツェリアも紹介します。

▲ナポリ港や王宮まで徒歩6 〜7 分の所にある
便利なロケーションの4 つ星ホテル。館内には
レストランやジムがあり、Wi-Fi も無料です。
※シャワーのみの部屋になる場合があります。

▲紀元79 年のヴェスヴィオ火山の噴火によっ
て、滅亡した古代ローマの都市ポンペイ。野外闘
技場、神殿、浴場、民家などの町並みが、2,000
年の時を経て今に甦りました。

