
１．本場マンマの料理を体験して食べる
●【マンマの料理フェスタ2019代官山】に来日して大好評だった、アンナ・ロンボラさんを訪ね、料理講習と家族と一緒に食事を

楽しみます。

２．酪農家アントニオさんを訪ねて
●乳搾り～チーズ作り見学と、農家の朝食を一緒に食べます。牧場からの夜明けの眺めは最高。ストレスのない牛の健康な乳から
できるチーズを味わいます。

３．カラブリアの自然を満喫
●アルブレーシュの村チヴィタの自然公園をハイキング。

４．カラブリアでピクニック
●古代小麦収穫体験とその小麦で作ったピッツァやパンと地元ワインでピクニック。

5．取材で訪ねたマッシモおススメの地元のトラットリアへ
●【ラ・タベルナ・ディ・ペペ】でスクラーチェの素朴なローカル料理を食べます。土地の味、その料理の持つ意味がわかります。

6．カラブリアの特産品を味わう
●スプリンガの特産サラミ：ンドゥイア、トロペアの赤タマネギ、野生のカルチョーフィ等

詳しくは⇒イタリア好きHPで写真等ご覧ください！http://italiazuki.com/

アクアラーニャ

ワイン畑

ワイン

☆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

URL: http://amaterras.juno.weblife.me/tour/tour.html
※お申込みは、FAX・ご郵送・又は上記HPよりお申込みをクリックしてフォームにご入力下さい。

☆航空券お問合せ先：株式会社エイチ・アイ・エス新宿本社営業所
担当：柏原 健太 TEL:0570-783-489 kashiwabara.kenta@his-world.com

299,000～311,000円（航空券別）

１０名様限定

輝くカラブリア、地元密着の旅９日間
６月６日（土）～６月１４日（日）９日間

第１２弾



□イタリア好きHP □イタリア好きフリーマガジン □メルマガ □その他お申込経緯

□加入する※後日弊社提携先代理店よりお申込書を

ご送付いたします。

□しない
保険

パスポート記載
氏名(ローマ字)

□イタリアズッキーニクラブ会員 □非会員

様と同室希望相部屋希望
□希望する（別途料金：48,000円）
□希望しない（同室相手が見つからない場合、追加料金が掛かります）

一人部屋

年 月 日 （有効期限： 年 月 日）

※残存有効期間が現地出発日より９０日間必要です。
発行年日

旅券番号

お名前：

ご関係：

〒

TEL（ ） ―

留守宅
住所

〒

携帯電話：

TEL：（ ） /FAX : （ ）

e-mail：

現 住 所

（フリガナ）

19 年 月 日生
(     歳)男・女

生 年 月 日性 別ご 氏 名

・・旅行費用：旅行費用：２９９，０００２９９，０００円円
（イタリアズッキーニ会員）（イタリアズッキーニ会員）

・・旅行費用：旅行費用：３１１，０００３１１，０００円円
（非会員）（非会員）

※上記費用には、航空券代金、燃油
サーチャージ等が含まれません。

別途、お手配、費用がかかります。
一人部屋追加代金：４８，０００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。

※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、HP）
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．残金のご請求
ご出発の３～4週間前頃、

残金のご請求をいたします。

４．最終出発案内
ご出発の２週間前頃、

旅のしおり・現地情報等を
お渡しします。

5.  ご出発

締切り：５／７（木）午前中

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：20202020年年66月月66日日

最少催行人数：８名 １０名様限定
食事：毎朝食・昼５回・夕食２回 同行：現地のみ同行致します。
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送迎バス等の交通機関の運賃・宿泊（２名１室）・食事代（日程明示）・訪問料、講習料、通訳費、現地手配費用、現地係
員費用・団体行動中の心付けが含まれます。
《費用に含まれないもの》：航空券代金、燃油サーチャージ、空港税、空港保険料、自宅から発着空港までの交通費等は含まれません。別途ご手配、費用がかかります。
《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。

スケジュール移動都市名日程 宿泊地・食事

1
6/6
(土)

ﾚｯｼﾞｮ・ｶﾗﾌﾞﾘｱ
空港 専用車

レッジョ・カラブリア空港（到着階）にてご集合
専用車にて、レッジョ・カラブリアのホテルへ

ﾚｯｼﾞｮ・ｶﾗﾌﾞﾘｱ 機

2
6/7
(日)

ﾚｯｼﾞｮ・ｶﾗﾌﾞﾘｱ
シッラ
ﾊﾞﾆｬｰﾗｶﾗﾌﾞﾗ

専用車

オリーヴオイル生産者「Frantoio del Borgo」にてオリーヴオイルの
テイスティング
トッローネの名店パスティチェリーア「Cundari」
「イタリアの美しい村」シッラ散策 自由時間 昼食各自
レッジョ・カラブリア自由時間 *希望者のみ考古学博物館へご案内

ﾚｯｼﾞｮ・ｶﾗﾌﾞﾘｱ

朝

昼

3
6/8
(月)

ﾚｯｼﾞｮ・ｶﾗﾌﾞﾘｱ
スクイラーチェ
アルトモンテ

専用車

巡礼者のパン屋「Panificio Gramuglia Giuseppe」訪問
～伝統的陶器「Deco Art di Gallo Concetta」工場見学
～スクイラーチェ「La Taberna Pepe」で昼食
州に唯一残った羊毛工房見学。
アルトモンテ到着後自由時間

アルトモンテ

朝

昼

4
6/9
(火)

プラーチタ
コゼンツァ
アルトモンテ

専用車

酪農家アントニオさんの乳搾り、チーズ作り見学～農家の朝食
古代小麦収穫体験～古代小麦を使ったピッツァなどでアペリティーヴォ
鷹匠ロベルトさんの「I Sette Venti del Pollino」訪問。猛禽類に触れる
地元食材食料品店「Le Fresie di Rugiano Tommaso」による
食材の説明と試食とロベルトさんの奥さんによる手料理で夕食
※野生のカルチョーフィがあれば収現物に触れる時間を取ります。

アルトモンテ

朝

軽

夜

5
6/10
(水)

アルトモンテ
チヴィタ
フューメフレッド

専用車

ゆっくりの朝
〜アルブレーシュの村、チヴィタへ

郷土民族資料館・ランチ・村内散策＆地物農作物ショッピング
〜村をあげて観光を盛り上げるアルベルゴ・ディフーゾ実践の村、
フューメフレッドへ 案内散策〜自由時間

フューメフレッ
ド

朝

昼

6
6/11
(木)

フューメフレッド

アマンテア
トロペア

専用車

アマンテア旧市街へ「ジェラテリア・シーコリ」にて朝ジェラ
〜イチジク工房「F.lli Marano」訪問 ＊季節柄生産過程は見れません。
アグリトゥリズモ「CalabrialCubo」にて、
ビール工房見学、小麦製粉所見学〜ランチ
ワイナリー「Statti」訪問。（軽食付き試飲あり）

トロペア

朝

昼

7
6/12
(金)

トロペア
スピリンガ
プラッティロ
トロペア

透き通った海、美しい海岸の町トロペア自由時間
ンドゥイア工房「Livasi」見学 〜 試食を兼ねたランチ
アンナ・ロンボラマンマの料理教室 〜 夕食会 トロペア

朝
昼
夜

8
6/13
(土)

ﾗﾒｯﾂｧ・ﾃﾙﾒ空港 専用車
航空機

出発：専用車にてラメッツア・テルメ空港へ
解散地：ラメッツア・テルメ空港空港（出発階）

機中 朝
機

9
6/14
(日)

東京/成田
航空機

※現地諸事情により予定が変更になる場合があります。予めご了承ください。


