タオルミーナ総合インフォメーション
◆ ツーリストインフォメーション
場所
Palazzo Corvaja（タクシー乗り場 Piazza Vittorio Emanuale の向かい側）
電話番号
0942-23243
営業時間
月曜日～木曜日 午前８時３０分～午後２時００分 午後４時００分～午後７時００分
金曜日
午前８時３０分～午後２時００分
※金曜日午後、土曜日、日曜日、祝日休み
◆ 郵便局
場所
Piazza San Antonio（ウンベルト通りの南側の門 Porta Catania を出て左側にある。）
営業時間
月曜日～土曜日 午前８時００分～午後６時３０分（昼休みなし）
番号制になっているので、郵便局の入口にある黄色い機械で番号取ってから、順番を待つこと！
切手や小包みの場合は、P のボタンを押す。
★ 日本までのハガキ・手紙は”Posta Prioritaria”（ポスタ・プリオリタリア）で送る場合、日本まで約７日で
到着。２０グラムまで０．８５ユーロ。切手は、Porta Messina 近くの Tabacchi でも購入出来る。
★ 絵葉書を送る程度なら、４～５星のホテルであればフロントでもやってくれる。多少ホテルの手数料が
かかる場合もあるが便利。
◆ 銀行
営業時間

月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後１時３０分 午後２時４５分～午後４時１５分
銀行により営業時間に多少の差あり。午前中のみ営業の銀行もある。
タオルミーナのほとんどの銀行は、ウンベルト通りにある。
★ 銀行での両替には、パスポートが必要。
★ 営業時間外でも、銀行前の ATM では Cirrus と Plus のマークのついたカードのキャッシングが可能。

◆ 商店
営業時間

月曜日 午前中休み 午後４時００分～午後８時００分頃
火曜日～日曜日
午前１０時００分～午後１時００分 午後４時００分～午後８時００分頃
※昼休みのない商店もあり（ギリシャ劇場通りの商店は昼休みがないが、閉店が早い）
※観光地のため、ほとんどの店で日曜、祭日も営業している。
※７月～８月は、ウンベルト通りでは、午後１０時ぐらい営業している店もある。
★ 免税手続きは、１件の店で合計１５４．９４ユーロを超えた買い物をした場合に可能。タオルミーナの大
部分のお店で手続きが出来る。手続きにはパスポートが必要（コピーでも可）。

◆ レストラン
営業時間

昼－午後０時３０分/午後１時００分～午後３時００分
夜－午後７時３０分/午後８時００分～午後１１時００分頃
観光地のため、日曜、祭日も営業。平日（月～金）のいずれか１日が休みになる。
タオルミーナでは、魚介類の料理がお勧め。名物料理は、ウニのスパゲッティ”Spaghetti ai ricci di mare”
（スパゲッティ・アイ・リッチ・ディ・マーレ）、イワシのパスタ”Pasta con le sarde”（パスタ・コン・レ・サルデ）、
揚げたナスとトマトソースのパスタ”Pasta alla norma”（パスタ・アッラ・ノルマ）など。Alla norma（アッラ・ノ
ルマ）はピザ版もあり、シチリアだけで食べられるピザ。前菜では、野菜の煮込み料理 Caponata（カポナー
タ）が有名。
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◆ ギリシャ劇場
場所
Via Teatro Greco（タクシー乗り場の右側の通りを奥に入ったところ）
開館時間
午前９時００分～午後６時３０分頃 年中無休
入場料
６．００ユーロ
★ 季節にもよるが、午前１０時頃までに行くと、エトナ山が劇場の背後にくっきりと見える。
夜にコンサートや劇が行われるのは、６月から８月にかけての夏季シーズンと年末年始のみ。
◆ ロープウェイ（Isolabella や海岸に行くことが出来る。）
場所
Porta Messina を出て左側に曲がり、バスターミナルに行く途中の左側にある。
営業時間
火曜日～日曜日 午前８時００分～午後８時１５分頃
月曜日 午前９時００分～午後１０時００分頃
１５分に１本の間隔で運行（００分、１５分、３０分、４５分）
料金
片道２．００ユーロ 往復３．５０ユーロ １日券５．００ユーロ １週間券２５．００ユーロ
青の洞窟へは、ロープウェイを降りてすぐの Mazzarò 海岸と Isolabella 海岸から船が出ている。
船の周遊ツアーは、２人から催行。料金は１人あたり２５～３０ユーロだが、人数が多い場合は交渉しだい
で安くなる。（８月、すでに大勢船に乗っているときは１人あたり１０～１５ユーロのときもある。）
１人利用特別料金は約４０ユーロ
所要時間約１時間 ４月～１０月頃のみ ※冬季は船が出ていない。春～秋、波が高いときも同様。
★ 海水浴シーズンは途中で船を停めて泳がしてくれるので、水着を着ていくとより楽しめる。
◆ スーパーマーケット
店舗名
SMA
場所
Porta Catania を出て左側にある郵便局を過ぎ、その先の広場を超えて、右に曲がり、坂道
を少し登った右側にある。SMA という看板が出ている。
営業時間
月～土 午前８時００分～午後９時００分 日曜・祭日 午前８時３０分～午後０時３０分
タオルミーナは観光地のため、物価が高いので、食料品（野菜や果物の鮮度はいまいち）や雑貨はここが
一番安い。お土産に出来る食材や手頃な値段のシチリアワインも売っている。（Donnafugata、Miceli、
Caltrasi、Rapitalà 社などのワインがお勧め。）
店舗名
Etna Market 2
場所
Viale San Pancrazio, 30 （Porta Messina の外、左側の道を少し降りて左側）
毎日 午前９時００分～午後９時００分
営業時間
SMA よりも値段はかなり高めだが、野菜や果物は新鮮で少量でも買える。ワインの品揃えもいい。お惣菜
を売っている他、ハムやチーズなどお好みの具を詰めたパニーノ（＝サンドイッチ）をその場で作ってくれる。
日曜・祭日の午後も営業しているので便利。
※たまにお店の人がレジを打ち間違えることもあるので、レジで支払いの際には気をつけて下さい。
◆ 生鮮市場
店舗名
Mercato Comunale （タオルミーナ市生鮮市場）
場所
上の Etna Market2 の右側の路地を入った先の左側にある。
営業時間
月～土 午前８時～午後１時００分
規模は小さいが、八百屋、魚屋、肉屋、花屋がある。値段はそれほど安くはないが、１キロ以下の少量でも
買えるので便利。
※値段が表示してない場合は、値段を聞いてから購入して下さい。
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◆ お土産
シチリアのお土産としては、カルタジローネとサント・ステファノ・ディ・カマストラの陶器 Ceramica が有名。
フルッタ・アッラ・マルトラーナ Frutta alla Martolana と呼ばれるフルーツや野菜の形を模ったお菓子や、ア
ーモンドクッキーPasta di Mandorla も有名。アーモンド風味のワイン Vino alla mandorla は梅酒に似た味
で、タオルミーナとカステルモーラの特産品として知られる。モディカの手作りチョコ Cioccolato di Modica
（乳成分を加えてないので和菓子風の味）も人気。お勧めはぴりっと辛いペペロンチーノ味。ブロンテのピス
タチオを使ったピスタチオクリーム Crema di Pistacchio もお勧め。ピーナツバター感覚でパンにつけて食
べれる。アーモンドクリーム Crema di Mandorla もあり。
トラパニの塩も人気。高級食材店だと少量で値段も高めだが、次のところならば一箱 1.00～1.10 ユーロ
（１キロ）。シチリアのオリーブオイルソープも手頃な値段で買える。
Erboristeria Chiara Via Apollo Arcageta, 15 （カターニア門の外、スーパーSMA の隣）
営業時間
月曜日～土曜日 午前１０時００分～午後１時００分 午後４時００分～午後８時００分
◆ トイレ
－ ギリシャ劇場の中 ※入場者のみ利用可
－ 市民公園内
－ ロープウェイ乗り場（高台の町の乗り場、マッツァーロ海岸の乗り場）
※外の人も入れないことはないが、基本的に利用者のみ利用可
－ カターニア門の外の大型市営駐車場
※外の人も入れないことはないが、基本的に利用者のみ利用可
その他の場所では、バールで何か注文して、トイレを借りることになる。
◆ 日本への国際電話
次のプリペイドカードを使うと、日本へお得な料金で電話をかけることが出来る。
EDI CARD アジア向け ※アメリカ向け、ヨーロッパ向けもあるが、日本へ場合はアジア向けが一番お得
５ユーロのカードで、イタリアの固定電話から日本の固定電話に１２５分通話可能
音声アナウンスは、イタリア語または英語
カード販売店 CANNAVO Corso Umberto, 57 （Hotel Isabella の前）
営業時間
月曜日～土曜日 午前１０時００分～午後１時００分 午後４時００分～午後８時００分
ホテルの部屋の電話から EDI CARD を使って日本に電話をかける場合
最初に外線発信番号０を押し、フリーダイヤル(Numero Verde)を押す。言語を選択（イタリア語か英語）し、
PIN コードを入力。その後は、通常の日本への国際電話のかけ方と同じです。
００＋８１＋０を取った市外局番＋電話番号
※ホテルにより、回線使用料がかかることもある。公衆電話からかける場合は、通話時間が少なくなる。
◆ インターネットポイント
★ インターネットを利用するには、パスポートが必要です！（最後に忘れずに返却してもらうこと。）
Elite Photo
Vico Zucca, 2 （メッシーナ門の近く）
カメラ屋だが、お店の一角にインターネットポイントが設けてある。
営業時間
月曜日～土曜日 午前９時３０分～午後１時００分 午後４時３０分～午後８時００分
料金
２０分まで ２．００ユーロ ２０分を経過すると１分につき０．１０ユーロ
全部（３台）のコンピューターで日本が読める。（日本語を書くのは不可）
自分のパソコンを持ち込んで有線 LAN にインターネットに繋ぐことも出来る。有線 LAN 使用料金は、お店
のパソコンを利用した場合と同じ料金。
印刷サービスあり。
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Net Point Taormina ※2010 年改装中のため、クローズ！
Via Iallia Bassia, 32 （市民公園の近く）
営業時間
４月～１０月 月曜日～土曜日 午前１０時００分～午後９時００分
日曜日 午後３時～午後８時頃
１１月～３月 月曜日～土曜日 午前１０時００分～午後８時００分
日曜日 午後３時～午後８時頃
料金
１０分まで １．００ユーロ １０分を経過すると１分につき０．１０ユーロ
日本語読み書き可能なコンピューターがある。 （画面下のバーの言語 IT をクリックし、日本語 JP を選択）
WIFI 無線 LAN のアクセスポイントもあるので、自分のパソコンを持ち込んでインターネットに繋ぐことが出
来る。 WIFI 使用料金 １時間 １．００ユーロ
印刷、コピー、ファックス送受信、デジカメ画像を CD に落とすサービスもあり。
Las Vegas Internet Cafè
Salita Alex Humboldt, 7 （ウンベルト通りのドォーモと４月９日広場の間、Calzedonia の右側階段の上）
営業時間
４月～１０月 午前１０時３０分～午後９時００分 無休
１１月～３月 午前１０時３０分～午後７時００分 日曜日定休
料金
２０分まで ２．００ユーロ ２０分を経過すると１分につき０．１０ユーロ
店を入ったところの部屋のパソコンでは日本語が読めないが、奥の部屋のパソコンでは日本語が読める。
（おそらく日本語を書くのも可能）
WIFI 無線 LAN のアクセスポイントもあるので、自分のパソコンを持ち込んでインターネットに繋ぐことが出
来る。 WIFI 使用料金は、お店のパソコンを利用した場合と同じ料金。
印刷サービスあり。（白黒 ０．４０ユーロ カラー １．５０ユーロ）
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