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企画・お問い合わせ

YUMITOMOプラン〈東京〉
〒105-0021 東京都港区海岸2-6-36-501
電話番号：090-4001-9452　（担当：野本）

お問い合わせ先　ラーナツアーズ株式会社
〒151-0061 東京都渋谷区初台1-54-4-508
東京都知事登録旅行業3-6020 （社）全国旅行業協会正会員 
総合旅行業務取扱管理者： 中村俊哉 

航空券と個人旅行保険について

シェフと
一緒に行く

ツアー
2日目

ツアー
3日目
ランチ

ツアー
４日目
ディナー

企画：YUMITOMOプラン　後援：一般社団法人 日本イタリア料理教室協会

日程：2012年6月9日（土）～15日（金）
現地ツアー代金：お1人さま158，０００円（２人部屋利用）
※１人部屋追加代金１５，０００円

ヨーロッパ中から観光客が集まり華やかな雰囲気に包
まれるシチリアのリゾート地、タオルミーナ。映画『グラ
ンブルー』のロケ地として、その海の美しさはあまりに
も有名です。
忙しく時の流れる日本から抜け出して、風光明媚なこの
土地で、地元の魚介類やワインを中心とした美食を楽し
みながら、身も心も癒されてほしい…そんな思いから私
たちは今回の旅を企画しました。
プランに賛同してくださった堀江純一郎シェフ（リスト
ランテ「イ・ルンガ」（奈良））もツアーに同行。皆さまの
グルメな旅の案内人として、一緒に市場やワイナリーめ
ぐりを楽しみ、料理までしてくれます。
今年の夏は忙しい日々から解放されて、タオルミーナに
いらっしゃいませんか？　素晴らしい景色と美味しい食
で心身ともにリフレッシュしていただけるよう、私たち
がお手伝いさせていただきます。

YUMITOMOプラン　ほんともこ・ノモトユミ

・ツアー最新情報はYUMITOMOプランのブログ「シチリアを旅するな
ら。。。」内ブログテーマ＜参加者募集！シチリア、美味しいものツアー＞から
どうぞ！　http://ameblo.jp/siciliano/theme-10048086087.html

タオルミーナで
美しい景色とグルメを満喫

イタリア・ピエモンテ州、トスカーナ
州などで修業。最後はピエモンテの
リストランテ「ピステルナ」のオープ
ニングシェフとして活躍し、わずか１
年半足らずで“ミシュラン”の１つ星
をもたらす。
2009年、奈良へ拠点を移し、築
200年の武家屋敷を改装したリスト
ランテ「イ・ルンガ」をオープン、シェ
フ自らが産地に赴き選んだ食材を
使って、得意とするピエモンテの郷
土料理を中心に展開する実力派。
2012年度版ミシュラン関西版にて
１つ星をとる。

5泊7日

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）
（タオルミーナの4月9日広場）

（イゾラベッラ）

グルメな旅の案内人

堀江純一郎シェフ

第2回

本ツアーには日本から現地までの航空運賃を含みません。現地
ツアーとしてのご案内となっておりますので予めご了承ください。
日本各地からシチリア・カターニア空港までの航空券及び、個
人旅行保険についてはイタリア専門旅行社「ラーナツアーズ株
式会社」へご相談ください。本ツアー前後に他都市の観光をつ
けることも可能です。

「第1回  シェフと一緒に行く、シチリア美味しいものツアー」の様子

ゴッドファーザーのロケ地をめぐる
オプショナルツアー

昨年のツアーの様子です。今年も堀江シェフが腕をふるいます！

タオルミーナの海を満喫、小舟ツアー。
マドンナ・デラ・ロッカから町を一望。

素材を活かしつつ、日本人好みの味に仕上げていきます。
ムール貝をさっと蒸し煮に。

新鮮な魚介の宝庫シチリア。
ディナー会場は海を見渡すテラスの特設会場。
訪れたワイナリーのワインで乾杯。

6月11日（月）
3日目

6月13日（水）
5日目

フォルツァ・ダグロには、マイケルの生家として出てくる小さな家
と、マイケルとアポローニアが結婚した教会の外のシーンが撮影
された教会があります。その後、専用バスでサヴォカへ。マイケル
とアポローニアが出会ったバールや、彼らの結婚式後の行列が
撮影された教会へ。どちらもたっぷり散策の時間をとっているの
で写真を撮るなどゆっくりゴッドファーザー気分にひたっていただ
けます。ランチはサヴォカのレストランをご用意。
お１人さま＠80ユーロ（最少催行６名）（飲食費含まず）

フォルツァ・ダグロ＆サヴォカ
コルレオーネ村の全景として出てくるのがモッタ・カマストラ村。
実在のコルレオーネ村はコッポラのイメージではちょっと現代的に
なってしまっていたので、ここが選ばれたそうです。スキャヴィ城
は、マイケルのシチリアの家として使われたエトナ山の斜面に立
つシチリアンバロック様式の邸宅。内部では映画のさまざまな重
要シーンが撮影されたそうです。アーチ・レアレはコルレオーネ村
からバゲリアの様子として撮影された場所。魚介で有名な海沿い
の町です。ランチはこちらのレストランでどうぞ。
お１人さま＠100ユーロ（最少催行６名）（入場料・飲食費含まず）

モッタ・カマストラ村＆スキャヴィ城＆アーチ・レアレ



6月13日（水）5日目

6月11日（月）3日目

＜YUMITOMOプラン＞
タオルミーナ在住トモコと東京在住ユミのユニット。シチリアに関することなら何でもプランニングします。
旅のコーディネート、料理教室、シチリア食堂など、イタリアと日本、両方に拠点をおくユニットならではの企画をいろいろ展開中。
YUMITOMOプランのブログ「シチリアを旅するなら。。。」　http://ameblo.jp/siciliano

お1人さま158，０００円（２人部屋利用の場合）
※1人部屋追加代金１５，０００円

☆ツアー代金に含まれるもの☆
１．ホテル5泊朝食付き宿泊費
２．カターニア空港～宿泊ホテル往復専用バス代
３．2日目のタオルミーナ周辺観光参加費（専用バス代込／小舟ク
ルーズ代・ギリシャ劇場入場料・飲食費は現地で実費精算）

４．４日目のリポスト～エトナ山ワイナリーツアー参加費（専用バス代
込）

５．４日目の堀江シェフランチ参加費（食材費・ワイン代込）
６．５日目の堀江シェフディナー参加費（食材費・ワイン代込）
☆日本～カターニアの往復航空券代は含みません。航空券について
はラーナツアーズ株式会社へお問い合わせください。（裏面参照）

 朝 ： 各地発（乗り継ぎ）　夜、カターニア空港着
 その日のうちに専用バス　でタオルミーナへご案内。ゆっくりお休みください。 

映画『グランブルー』の海から、海抜500メートルの町
カステルモーラまで、タオルミーナを満喫
 朝 ： ホテル→徒歩→タオルミーナの海を小舟でクルージング（映画『グ

ランブルー』の海やタオルミーナの「青の洞窟」へご案内※天候によ
り小舟クルーズは中止になる場合があります）→専用バス　眺望の
美しいカステルモーラへ（城跡へ行ったり、小さなお店が並ぶかわ
いい街並みを散策していただきます）→専用バス　タオルミーナへ
（バールでシチリア夏の風物詩「グラニタ」を食べたり、ウンヴェルト
通りをのんびり歩いたり、4月9日広場から広大な海とエトナ山を
眺めたり、ギリシャ劇場を訪ねたり…ゆっくりとお楽しみください）

午後：フリー

終日フリー
終日：オプショナルツアーでお楽しみください。

堀江シェフと一緒に魚市場やワイナリーめぐり・
特設会場でシェフのランチ
 朝 ： ホテル→専用バス　リポスト（「魚市場」の見学。ここで、堀江シェフ

とランチの魚を選びます）→専用バス　エトナ山麓のワイナリー、
「murgoムルゴー」見学（日本にも輸入されているワインメーカー。
この時期、エトナ山をバッグに青々と茂るブドウ畑を堪能いただけま
す。ボトルワインを格安でお求めいただけるほか、大きなタンクから
直接ワインを買うなど、地元ならではの体験をしていただけます）→
専用バス　ホテル

 昼 ： 特設会場にて堀江シェフのランチ（リポストで買った魚を堀江シェフ
に料理していただきます。シチリアの真っ青な空と明るい太陽の下、
絶景を前にのんびりワインを飲みながらランチタイムをお楽しみく
ださい）

午後：フリー

堀江シェフのスペシャルディナー
朝～午後：オプショナルツアーでお楽しみください。
 夜 ： 特設会場にて、堀江シェフのディナー（星空の下、波音をBGMにゆっ

たりとしたひと時をお過ごしください）

 朝 ： ホテル→専用バス　カターニア空港発　（乗り継ぎ）　各地へ

 朝 ：各地着

食事/宿泊2012年6月9日（土）～15日（金）【日程表】
9日（土）
1日目

10日（日）
2日目

12日（火）
４日目

11日（月）
３日目

13日（水）
5日目

14日（木）
6日目

15日（金）
7日目

【現地ツアー代金】

【タオルミーナ泊】

【タオルミーナ泊】

【タオルミーナ泊】

【タオルミーナ泊】

【タオルミーナ泊】

【機中泊】

朝 昼

朝 夕

朝

朝

朝

イゾラ・ベッラ、マッツァロ周辺ホテル。
詳細はツアーご参加の方にのみお知らせいたします。

ホテルは海の見えるお部屋をご用意

写真はイメージです。

応募締切
2012年5月7日（月）
※定員に満たない場合は締切後も受け付けますので、お問
い合わせください。

添乗員
日本からの同行はありませんが、
現地にて日本人コーディネーターが
お出迎え、同行します。

＜タオルミーナ＞
住所：Via Nazionale 133 Taormina 98039 (ME) Italia
E-Mail：tomokohongo@hotmail.com
電話：+39-0942-626113

＜東京＞
〒105-0022東京都港区海岸2-6-36-501
E-Mail：nomoto@acquacitta.com
電話：090-4001-9452

お問い合わせは、YUMITOMOプランまで

最少催行人数
10名

お申込方法
お名前・参加人数・連絡先メールアドレス・住所・電話
番号を下記メールアドレスまでお送りください。その後、こち
らからお申込書などをメールまたは郵便でお送りいたしま
す。

送り先　nomoto@acquacitta.com

オプショナルツアー
のご案内

焼きたてピッツァとシチリア民俗音楽の夕べ
イタリアではピッツァは夕食と
して供されるのが一般的。薪窯
で焼いた熱々ピッツァをほおば
りながら、シチリアの伝統的な
音楽の生演奏をお楽しみいた
だきます。
お1人さま＠100ユーロ（ホテル
～カステルモーラ送迎・ピッツァ
料金込み）（最少催行８名）

エトナ山麓「マグマ」のワイナリー訪問～カターニア市場
堀江シェフ同行。シェフのお気に入りワイン「Magma（マグマ）」を作るコーネリッセ
ン氏を訪ねます。エトナ山の斜面で有機無農薬栽培でぶどうを育てワインを作る彼自
身に畑を案内してもらいます。ランチはカターニア魚市場内にあり、日本のたくさん
のシェフにも愛されているオステリア「アンティカ・マリーナ」へ。午後は、世界遺産に
指定されているバロック建築の美しいカターニアの街歩きもお楽しみいただけます。
朝：ホテル発→ワイナリー着・見学→専用バス→カターニア着・魚市場見学～アンティカ・マリー
ナ～街の散策→午後：カターニア発→専用バス→夕方：タオルミーナ着
お1人さま＠８０ユーロ（最少催行１０名）（ランチ代は含みません）

シラクーサ～ノート
専用バスツアー
シチリアの世界遺産
を１日に２つめぐる欲
張りツアーですが、専
用バスなので比較的
ゆったり・のんびり。もちろん
ホテル発着なので便利です。
朝：ホテル発→専用バス→シラ
クーサ着・観光（ランチ代は含み
ません）→午後：シラクーサ発→専用バス→ノー
ト着・観光→専用バス→夕方：タオルミーナ着
お1人さま＠８０ユーロ（最少催行１０名）

6月11日（月）3日目

（薪窯）

（ジェラート）

（
コ
ー
ネ
リ
ッ
セ
ン
氏
）

（リポストの
魚屋さん）

（市場の
八百屋さん）

（ムルゴーワイナリー）

（堀江シェフ）

（アンティカ・マリーナの料理）

（タオルミーナ）

（タオルミーナの街）

（写真はすべてイメージです）

（小舟クルーズ）

（カステル
モーラ）

（ネアポリ考古学公園・
ディオニシオスの耳）

（オルティージャ島 
・アルキメデス広場）

（ピッツァ）
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