
Buonissima
  　

Italia!

旅行代金：432,000円
旅行代金とは別に燃油サーチャージ・空港
諸税として17,910円が必要となります。

2016年9月現在の金額となり、今後変動の
可能性がございます。

募集：20名（最少催行15名）

対象：全学科

Eat and Italy

第６回

【単位認定（予定）】イタリア食文化 (一般教養) ※単位認定の為には別途事前講義への参加などが必要になります。

【お申込み〆切】

2016/11/25



日付 都市 時間 交通機関 日程（宿泊ホテル） 

1 2月27日 成田空港 11:45 成田空港第１ターミナルビル各自集合

(月） 東京（成田）発 13:35 AZ787 出国⼿続き後、空路イタリアミラノへ

（予定） （予定）

ミラノ着 18:25 専用バス 着後、専用バスにてドモドッソラへご移動                   （-/機/夜）

（予定） ＜ドモドッソラ泊 ホテル コロナ ＞

2 2月28日 ドモドッソラ 9:00 徒歩 ドモドッソラ市⻑へ「⾷の⼤使」として表敬訪問

（火） 10:15 学校へ向けて出発 歴史地区を観光

10:30 学校到着 校⻑にご挨拶

学校① 11:00 講習①→⾷⽂化概論「イタリア料理の華 パスタ理論」

13:00 学校にて昼⾷

15:00〜18:00 講習②→「北部イタリア料理実習」

18:30 試⾷

19:15 ホテル到着                                 （朝/昼/夜）

19:30 ホテルにて夕⾷                    ＜ドモドッソラ泊 ホテル コロナ ＞

3 3月1日 ドモドッソラ 朝 徒歩 各自、徒歩にて学校へ（ホテルから約10分）

（水） 9:00〜12:30 講習③→「中部イタリア料理実習」

10:30 休憩

学校② 13:00 試⾷も兼ねて昼⾷

14:45〜17:30 講習④→「チーズ理論」

17:30〜 徒歩 ※希望者のみ、チョコレート⼯房⾒学

19:30 ホテルにて夕⾷                               （朝/昼/夜）

＜ドモドッソラ泊 ホテル コロナ ＞

4 3月2日 ドモドッソラ 8:00 徒歩 パン⼯房⾒学 終了後、学校へ

（木） 9:00〜12:30 講習⑤→「南部イタリア料理実習」

10:30 休憩

学校③ 13:00 試⾷も兼ねて昼⾷

15:00〜17:30 講習⑥→「オリーブオイル理論」

17:30〜 徒歩 ※希望者のみ、板⾦⼯房⾒学（調理器具）

19:30 ホテルにて夕⾷                               （朝/昼/夜）

＜ドモドッソラ泊 ホテル コロナ ＞

5 3月3日 ドモドッソラ 朝 徒歩 各自、徒歩にて学校へ（ホテルから約10分）

（⾦） 9:00〜12:30 講習⑦→「イタリア菓子実習」

10:30 休憩

学校④ 13:00 試⾷も兼ねて昼⾷

14:30〜17:30 講習⑧→「テーブルセッティング理論」

19:30 伝統的なレストランにてお別れ夕⾷会                     （朝/昼/夜）

＜ドモドッソラ泊 ホテル コロナ ＞

　◆旅⾏代⾦： 432,000円 /お一人様（エコノミークラスご利用 2名様1室利用の場合）

◆最少催⾏⼈数：15名様 （最⼤募集⼈数：20名様） ◆現地係員：付 ◆利用予定航空会社：アリタリア-イタリア航空 ◆⾷事：朝/9回 昼/7回 夜/7回

第6回 昭和⼥⼦⼤学 イタリア食文化研修 9泊11日
〜 食の都への冒険 と北イタリア【世界遺産】〜 ドモドッソラ5泊→トリノ1泊→ランゲ地方1泊→ジェノヴァ2泊



6 3月4日 ドモドッソラ 朝 専用バス ドモドッソラ出発

（土） トリノ 11:30 トリノ郊外に残るかつての王族の邸宅を⾒学（入場）

13:00 近郊にて昼⾷

観光① 14:30 専用バス トリノへ向け出発

15:00 徒歩 トリノ歴史地区観光

（王宮、マダマ宮殿、カリニャーノ宮殿（外観）） 

伝統的なカフェにて、コーヒーもしくはビチェリン（カフェ+チョコレート+ミルククリーム）の試飲

17:00 自由⾏動  〜リンゴット地区へご移動  イータリー⾒学等〜

各自、自由夕⾷                               （朝/昼/各自）

＜トリノ泊 BWピエモンテーゼ ＞

7 3月5日 トリノ 8:30 専用バス トリノ出発

（日） ランゲ地方 【世界遺産】の葡萄畑の丘陵、”ランゲ・ロエロ・モンフェッラート"をドライブ

★ピエモンテのぶどう栽培やその伝統について現地ソムリエがご説明

9:45 ネイヴェにて、バローロ・バルバレスコのワイナリー⾒学/試飲

11:00 アルバにて各自、自由⾏動/自由昼⾷

14:30 専用バス アルバ出発

観光② コルテミリア 15:00 コルテミリア到着

ヘーゼルナッツ/菓子⼯房⾒学・試⾷ （〜17：00頃まで）

★ホテルにて、ピエモンテ州の伝統郷土料理実習（3コースメニュー）

試⾷を兼ねて夕⾷                              （朝/各自/夜）

コルテミリア ＜コルテミリア泊 ヴィッラ・サン・カルロ ＞

8 3月6日 コルテミリア 9:00 専用バス 南ピエモンテ出発

（月） ジェノヴァ 午前 ★リグーリア州名物のバジリコの畑を訪問し、バジリコやペスト・

ジェノヴェーゼの伝統について学びます。

その後、本格的なすり鉢を用いてのペスト・ジェノベーゼ調理体験★

ご昼⾷は、できたてのジェノヴェーゼ・ソースを土地の伝統的な生パスタ”トロフィエ”にて。

午後 ジェノヴァへご移動

観光③ 各自、自由夕⾷                               （朝/昼/各自）

＜ジェノヴァ泊 ホテル・ノロゴ＞

9 3月7日 ジェノヴァ 9:00 専用バス ジェノヴァ発着終日チンクエテッレ観光【世界遺産】

（火） チンクエテッレ 午前 列⾞ チンクエテッレにて昼⾷

観光④ ジェノヴァ 19:30 ジェノヴァ市内レストランにてお別れ夕⾷会                   （朝/昼/夜）

＜ジェノヴァ泊 ホテル・ノロゴ＞

10 3月8日 ジェノヴァ 午前 専用バス ジェノヴァ空港へご移動 ローマ乗継ぎ帰国の途に

（水） 10:20 AZ1388

ローマ 11:25 （予定） ローマご到着後、専用バスにてホテルへ

15:00 AZ784

（予定） （予定）

（朝/各自/機）

＜機中泊＞

11 3月9日 東京（成田）着 11:15 成田空港第１ターミナルビル到着

（木） 成田空港 （予定） 入国⼿続き 解散

＊＊＊お疲れ様でした＊＊＊

※上記旅⾏代⾦には、航空保険料、日本及びイタリア出国税(空港税)、燃油サーチャージが別途必要になります。今後の変更の際は、変更後のご料⾦を適用させていただきます。

＜その他＞
●上記お⾒積りに ≪含まれるもの≫：各都市宿泊税、⾞両通⾏料 ／ ≪含まれないもの≫：ポータレッジ、チップ

※上記内容でツアーを予定しておりますが、今後若⼲の変更が⽣じる場合がございますので、予めご了承ください。

 ・お一人様部屋ご利用追加料⾦： ※50,000円

燃油サーチャージその他 ： ⼤人：約17,910円 （2016年9⽉現在）

SHIMIZU
テキスト ボックス



★Programma Principale★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Domodossola (ドモドッソラ) 
① 理論・実習の双方および、イタリアの北部・中部・南部料理とそのテーブルマナーを総括的に学べる昭和

女子大学オリジナル企画です。 

② ドモドッソラは、スイスとの国境に程近い閑静な美しい街。安全で落ち着いた環境の中、研修に取り組めま

す。また、中世の面影を残す街は、隅から隅までが徒歩圏内。夜のライトアップや、息抜きの散策、調理

器具を手作りする板金屋さんやチョコレート工房訪問など…滞在中の生活体験すべてがかけがえのない

経験となるでしょう。 

 

 

 

 

 

◎ツアーのお申込み・お問合せ◎ 

              ㈱リョービツアーズ トゥッタ・イタリアカンパニー  Tel : 03-3400-3384 
                   観光庁登録旅行業第 163号 日本旅行業協会（JATA）会員 ボンド保証会員 国際航空運送協会（IATA）公認代理店 

                総合旅行業務取扱管理者：永尾幸美 

                〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-9-10 青山台ビル 1階 ／ e-mail : info@tutta-italia.com（代表） 

              月～金（祝祭日を除く） 10：00～19：00 ／ 土 10：00～18：00・来店予約制 

                 ツアー担当：五十嵐治子 

 

 

●ドモドッソラ 

 

約 150 年前に都が

置かれていたイタリア

建国の都。エレガント

な街並みは、”北イタ

リアの小パリ”と称さ

れ、老舗のカフェや

チョコレート店が並び

ます。また、イタリア

屈指の美食の州であ

るピエモンテ州の州

都。2 年に一度秋に

開催される『国際食

の 見本市 （ Salone 

del Gusto）』には、国

内外より多くの人が

訪れます。 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Torino (トリノ) 

 

イタリア最大の港街

であり、海辺に細長く

広がるリグーリア州の

州都。温暖な気候で

栽培されるバジリコと

オリーブが名産で、

その 2食材と 2種の

チーズを用いて作ら

れるペスト・ジェノヴェ

ーゼが名物。訪れた

際には、本場の味を

是非。16 世紀に栄

えた迎賓館群『ストラ

ーデ・ヌオーヴェとパ

ラッツィ・デイ・ロッリ』

は、2006 年に世界

遺産に登録されてい

ます。 

 

 
 

 

 

 

 

Genova  
(ジェノヴァ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

～世界遺産を訪れる（Patrimonio UNESCO）～ 

行程中、北イタリアを代表する 2箇所の【世界遺産】を訪れます。 

★『ピエモンテの葡萄畑の景観：ランゲ・ロエロ・モンフェッラート』（2014年登録） 

イタリアが誇る最高品質のワインの産地。丘陵の景観の美しさ、また紀元前に遡るワ

イン製造の文化的・歴史的価値が認められ、世界遺産に登録されました。 

★『ポルトヴェーネレ、チンクエテッレと小島群』（1997 年登録） 

時が止まったかのように保たれた愛らしい５つの海辺の村々。切り立った崖という自

然条件を克服し 1000 年に渡り息づいてきた村落の営みと、周囲の美しい自然景観

との調和をお楽しみください。 

 

mailto:info@tutta-italia.com





