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所要時間所要時間所要時間所要時間

州州州州 県県県県 （（（（HrHrHrHr))))
IIII 旅行記旅行記旅行記旅行記のあるのあるのあるのある観光地観光地観光地観光地

2009年4月5日
2009年7月4日

2009年4月11日
2009年7月18日

3 メッザーノ 小さな街・村 ロンバルディア州 ミラノ県 田舎の古い教会 サンジュリアーノから徒歩20分 0.5 2009年4月11日
2009年4月11日
2009年7月18日

5 SMカルヴェンザーノ教会 修道院 ロンバルディア州 ミラノ県 人里離れた教会 メレニャーノから徒歩15分 0.5 2009年4月11日
6 ロッカ・ブリヴィオ 中世の城 ロンバルディア州 ミラノ県 ミラノ近郊（サンジュリアーノ） サンドナートからバス10分 0.5 2009年4月11日
7 ペスキエーラ・ボッロメーオ 中世の城 ロンバルディア州 ミラノ県 ミラノ近郊の城 サンドナートからバス15分 0.5 2009年4月12日

2009年4月25日
2009年7月4日
2009年5月1日

2009年6月27日
2009年5月2日

2009年6月28日
11 アッビアーテグラッセ 小さな街・村 ロンバルディア州 ミラノ県 小さな街とお城 ポルタジェノヴァから列車で25分 0.5 2009年5月2日
12 モリモンド修道院 修道院 ロンバルディア州 ミラノ県 人里はなれた修道院 アッビアーテグラッセからバス30分 2 2009年5月2日
13 クレモナ市街 大きな街 ロンバルディア州 クレモナ県 ヴァイオリンの街 ロゴレドから列車で40分 1 2009年5月9日
14 パヴィア市街 大きな街 ロンバルディア州 パヴィア県 ミラノ近郊の古都 ロゴレドから列車で20分 0.5 2009年5月10日
15 ブレーシャ市街 大きな街 ロンバルディア州 ブレーシャ県 第2の都市 チェントラーレから列車で45分 1.5 2009年5月16日
16 モンツァ市街 大きな街 ロンバルディア州 Monza e  Brianza県 宮殿とバラ園 ポルタガリバルディから列車で15分 0.5 2009年5月23日
17 コモ市街 大きな街 ロンバルディア州 コモ県 コモ湖 カドルナから列車で1時間 1.5 2009年5月24日

2009年5月30日
2009年11月7日

19 ピアチェンツァ市街 大きな街 エミリア・ロマーニャ州 ピアチェンツァ県 古い街並 ロゴレドから列車で1時間 1 2009年5月31日
20 カプリ島 大きな街 高級避暑地 2009年7月9日
21 ナポリ 世界遺産 イタリアの香港 2009年7月11日
22 ポンペイ 世界遺産 巨大なローマ遺跡 2009年7月10日
23 ヴァレーゼ（サクロモンテ） 世界遺産 ロンバルディア州 ヴァレーゼ県 避暑地とサクロモンテ カドルナから列車とバス 2 2009年7月25日
24 ノヴァーラ市街 大きな街 ピエモンテ州 ノヴァーラ県 中世のツインタワー ロゴレドから列車で1時間10分 1.5 2009年7月26日
25 サッピオネータ市街 世界遺産 ロンバルディ州 マントヴァ県 六角星型城壁 マンドヴァからバスで45分 4 2009年8月1日
26 ヴァラッロ（サクロモンテ） 世界遺産 ピエモンテ州 ヴェルチェッリ県 最初のサクロモンテ ノヴァーラから列車 2 2009年8月8日

2009年8月9日
2009年11月7日
2009年8月9日

2009年11月7日
29 カーポディポンテ 世界遺産 ロンバルディア州 ブレーシャ県 岩壁線画 ブレーシアから列車で1時間40分 4 2009年8月15日

2009年8月16日
2009年11月14日

31 オローパ（サクロモンテ） 世界遺産 ピエモンテ州 ビエッラ県 巡礼設備とサクロモンテ ノヴァーラから列車とバス 3.5 2009年8月22日

32 ドモドッソラ（サクロモンテ） 世界遺産 ピエモンテ州
ヴェルバーノ・クジオ・オッ
ソーラ県 アルプス麓のサクロモンテ ポルタガリバルディから列車 3 2009年8月23日

33 オッスッチョ（サクロモンテ） 世界遺産 ロンバルディア州 コモ県 コモ湖のサクロモンテ コモラーゴからバス 2.5 2009年8月29日

0.5

1

1

ロゴレドから列車で20分ミラノ近郊の自由が丘

メレニャーノ市街 小さな街・村 ロンバルディア州 ミラノ近郊の観光地

キアラヴァッレ修道院 修道院

ヴィボルドーネ修道院 修道院

0.5

ロンバルディア州 ミラノ近郊（サンジュリアーノ） サンジュリアーノまでバス5分 0.5

ロンバルディア州 ミラノ県

ミラノ県

ミラノ近郊（ミラノ内）

エミリア・ロマーニャ州

エミリア・ロマーニャ州

リグーリア州

コルベットからバスで10分

ミラノ県

ロンバルディア州

パヴィア県

ローディ県

パヴィア県

サンドナートからバスで10分

世界遺産

行行行行ったったったった日日日日

宮殿と港

宮殿と中世の街並

特徴特徴特徴特徴

広場とドゥオモ

ハムとチーズと歴史遺産

0.5

観光地称号観光地称号観光地称号観光地称号

世界遺産

世界遺産

ヴィジェーヴァノ

パヴィア修道院 修道院

小さな街・村

大きな街

大きな街ローディ

行行行行きききき方方方方

ロンバルディア州

マントヴァ市街

ロンバルディア州 一番有名な修道院 ロゴレドから列車20分とバス10分

最も美しい広場 ポルタジェノヴァから列車で35分

ロンバルディア州

場所場所場所場所のののの情報情報情報情報

2

ロゴレドから列車で1時間20分

2

ロゴレドから列車で2時間

ロゴレドから列車で1時間10分

ロゴレドから列車で1時間40分

2

1.527 パルマ市街

モデナ市街

観光地名称観光地名称観光地名称観光地名称

2

ジェノヴァ市街

番号番号番号番号

18

28

30

10

8

1

4

9

カムパーニャ州 ナポリ県
ナポリ3泊旅行
ミラノ・リナーテ空港から飛行機 5

マントヴァ県

モデナ県

ジェノヴァ県

パルマ県
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世界遺産 2009年9月5日
最も美しい村 2009年10月24日

2009年9月6日
2009年10月22日
2009年9月12日

2009年10月31日
37 クレスピ・ダッダ 世界遺産 ロンバルディア州 ベルガモ県 世界遺産の工場都市 M2 GessateからZ310のバスで20分 1 2009年9月13日
38 チヴァーテ（サンピエトロ修道院） 修道院 ロンバルディア州 レッコ県 1時間山登り修道院 レッコからバスで10分 2 2009年9月19日
39 ミラソーレ修道院 修道院 ロンバルディア州 ミラノ県 オーペラの田舎修道院 コルベットからATM99番のバスで10分 0.5 2009年9月20日
40 オルジャスカ（ピオナ修道院） 修道院 ロンバルディア州 レッコ県 コモ湖沿いの修道院 レッコから列車40分、駅から1時間歩く 2.5 2009年9月26日
41 ローディ・ヴェッキオ市街 小さな街・村 ロンバルディア州 ローディ県 田舎の古い街 サンドナートからバス（Line）で40分 1 2009年9月27日
42 ボッビオ市街 最も美しい村 エミリア・ロマーニャ州 ピアチェンツァ県 最も美しい村と古い橋 ピアチェンツァからバスで40分 2.5 2009年10月3日
43 シルミオーネ 小さな街・村 ロンバルディア州 ブレーシャ県 小さな村とお城、温泉とローマ遺跡 デセンツァーノからバスで20分 2.5 2009年10月4日
44 ピサ市街 世界遺産 トスカーナ州 ピサ県 ピサの斜塔 ジェノヴァからICで2時間 4.5 2009年11月15日

2008年1月6日
2009年11月15日

46
アヴィリアーナ AVIGLIANA、
（サクラ・ディ・サン・ミケーレ修

修道院 ピエモンテ州 トリノ県 山の頂上の修道院
ミラノから車で行ったが、公共交通ならト
リノから列車（３０分）とタクシー 3.5 2009年12月12日

2009年12月26日
2010年5月30日

2009年12月26日
2010年5月30日

49 ヴィチェンツァ市街 世界遺産 ヴェネト州 ヴィチェンツァ県 パッラーディオの建築 ミラノ中央駅からESで1時間50分 2.5 2009年12月27日
50 フェッラーラ市街 世界遺産 エミリア・ロマーニャ州 フェッラーラ県 エステ家の古都 ボローニャから列車で30分（1時間間隔） 3 2010年1月2日

51 ピッツィゲットーネ Pizzighettone 小さな街・村 ロンバルディア州 クレモナ県 小さな城壁の村
ロゴレドから列車で40分
Lodiからバス（1H） 1 2010年1月3日

52 ヴェルチェッリ Vercelli市街 大きな街 ピエモンテ州 ヴェルチェッリ県 古い近郊都市 ロゴレドから列車で1時間半（ノヴァーラから一駅） 2 2010年1月10日
53 ソンチーノ Soncino市街 最も美しい村 ロンバルディア州 クレモナ県 最も美しい村（城壁の村）

サンドナートからバス（1.5時間）Adda
Trasporti 1 2010年1月16日

54 グラッデラ・パンディーノGradella 最も美しい村 ロンバルディア州 クレモナ県 最も美しい村（城とローマ遺跡サンドナートからバス（40分）Adda Trasporti 1 2010年1月17日
55 クレマ Crema市街 大きな街 ロンバルディア州 クレモナ県 城壁で囲まれた近郊都市 サンドナートからバス（1時間）Adda Trasporti 1 2010年1月23日

2010年1月24日
2010年5月30日
2010年1月30日
2010年5月9日

58 ノ-リ Noli (Spotorno)市街 最も美しい村 3 2010年1月30日
59 カモーリCamogli市街 小さな街・村 リグーリア州 ジェノヴァ県 小さな村とお城 ジェノヴァから列車で40分 3 2010年2月7日

2010年2月13日
2010年5月9日

61 ルーニ Luni ローマ遺跡 ローマ遺跡 4.5 2010年2月20日
62 サルザーナ Sarzana市街 大きな街 城壁とお城の街 4.5 2010年2月20日

63 カステラルクァート 最も美しい村 エミリア・ロマーニャ州 ピアチェンツァ県 最も美しい村（城壁の村）
バスでピアチェンツァから50分、フィオレン
ツォーラから15分 2.5 2010年3月14日

64 ヴィゴレーノ 最も美しい村 エミリア・ロマーニャ州 ピアチェンツァ県 最も美しい村（城壁の村） フィデンツァ経由サルソマッジョーレからバス 2.5 2010年3月20日
65 フィデンツァ・サルソマッジョーレ 大きな街 エミリア・ロマーニャ州 パルマ県 パルマの手前・温泉 ロゴレドから列車1時間20分 1.2 2010年3月20日
66 ミッレシモ Millesimo市街 最も美しい村 リグーリア州 サヴォーナ県 最も美しい村（要塞の橋） ジェノヴァから列車で30分とバス1時間 3.5 2010年3月27日

リグーリア州

3最も美しい村（4つの村）
ジェノヴァから列車で45分のフィナル・リ
グーレからバス5分

リグーリア州

エミリア・ロマーニャ州

60 ボルジオ・ヴェレッツィ Borgio Verezzi リグーリア州最も美しい村

ロンバルディア州 アルタとバッソ ミラノ中央駅から列車で1時間

ボローニャから列車で1時間半

ラヴェンナ市街 モザイクの古教会世界遺産

エミリア・ロマーニャ州 ローマ遺跡とリゾート

大きな街

世界遺産

近郊の大都市

世界遺産

トスカーナ州

ピエモンテ州

花の都とウフィチ美術館

56 リミニ Rimini市街 大きな街

57 フィナルボルゴ Finalborgo (Finale Ligure) 最も美しい村
最も美しい村（城壁の村）

トリフと宮殿

ミラノ中央駅からES（本数多）で1時間

ミラノ中央駅から列車で2時間 2.6

47 ボローニャ市街

ジェノヴァから列車でフィナル・リグーレまで1
時間、駅から徒歩10分。ノーリまではフィナ
ル・リグーレ又はサヴォーナ駅からバス。

2

3

3

ボローニャから列車で1時間20分（2時間間
隔） 3.5

大きな街

48

オルタ・サンジュリオ
（サクロモンテ）

36

34

エミリア・ロマーニャ州

45 フィレンツェ市街

トリノ市街

35 ベルガモ市街

ノヴァーラから列車

サヴォーナ県

サヴォーナ県

②最も美しい村とサンジュリオ島
聖フランチェスコのサクロモンテ

ピエモンテ州

フィレンツェ県

ボローニャ県

ラヴェンナ県

リミニ県

2.5

1.5

ミラノ中央駅からESで1時間45分 3

ロゴレドから3時間40分でサルザーナ、ルーニ
まではサルザーナからバスで10分

トリノ県

ベルガモ県

ノヴァーラ県

ラ・スペツィア県
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67 サヴォーナ市街 大きな街 リグーリア州 サヴォーナ県 夏のリゾート（西リヴィエラ） ロゴレドから列車で2時間15分 2.5 2010年3月27日
2010年3月28日
2010年5月22日

69 カステッラロ・ラグセッロ   Castellaro Lagusello最も美しい村 ロンバルディア州 マントヴァ県 最も美しい村（城壁の村）
デセンツァーノからバス（1日2本、日曜はな
し）で30分、又はタクシー（30ユーロ） 2.5 2010年4月3日

70 デセンツァーノ市街 大きな街 ロンバルディア州 ブレージャ県 夏のリゾート（ガルダ湖） チェントラーレから列車で45分1時間 1.5 2010年4月3日

71 レリーチ・サンテレンツォ 最も美しい村 リグーリア州 ラ・スペツィア県 最も美しい村（城と漁村）
サルザーナからバスで25分、ラ・スペツィアか
らバスで35分 4 2010年4月5日

72 カンデーロ Candelo 最も美しい村 ピエモンテ州 ビエッラ県 最も美しい村（城壁と倉庫） ビエッラからバス5分 3 2010年4月10日
73 ポントレモーリ市街 小さな街・村 トスカーナ州 マッサ・カッラーラ県 丘の上のお城と橋 ロゴレドから列車で2時間50分 3 2010年4月11日
74 ランゲ Langhe地方 中世の城 ピエモンテ州 クネーオ県 丘の上のお城とワイン ミラノから車で 2 2010年4月17日
75 ヴァルツィ Varzi市街 小さな街・村 ロンバルディア州 パヴィア県 旧市街と塔 ヴォゲーラからバスで50分 2 2010年4月24日
76 ザヴァッタレッロ Zavattarello 最も美しい村 ロンバルディア州 パヴィア県 丘の上のお城 ヴァルツィからバスで30分 2.5 2010年4月24日
77 トッレキアーラ TorreChiara 中世の城 エミリア・ロマーニャ州 パルマ県 丘の上のお城（フレスコ画） パルマからバスで30分 2.5 2010年4月25日
78 フォンタネッラート Fontanellato 中世の城 エミリア・ロマーニャ州 パルマ県 丘の上のお城（フレスコ画） パルマからバスで30分 2.5 2010年5月1日
79 チェルヴォ Cervo市街 最も美しい村 リグーリア州 インペリア県 最も美しい村（城壁の村） ジェノヴァから列車で2時間 4 2010年5月2日
80  コルネッロ・ディ・タッソCornello dei Tasso最も美しい村 ロンバルディア州 ベルガモ県 最も美しい村（城壁の村） ベルガモからバスで1時間 2.5 2010年5月9日
81 サン・ジミニャーノ市街 世界遺産 トスカーナ州 シエナ県 世界遺産（城壁の街） フィレンツェからバスで1時間半 4.5 2010年5月15日
82 シエナ市街 世界遺産 トスカーナ州 シエナ県 世界遺産（カンポ広場） フィレンツェからバスで2時間 4.5 2010年5月16日
83 チンクエ・テッレ 世界遺産 リグーリア州 ラ・スペツィア県 世界遺産の村 ジェノヴァから列車で約1時間 3.5 2010年5月23日

84 ウルビーノ市街 世界遺産 マルケ州
ペサーロ・ウルビー
ノ県 世界遺産（ルネッサンスの街） ボローニャから列車で1時間半 5 2010年5月29日

2010年6月2日
2010年6月7日

86 メッシーナ 大きな街 シチリア州 メッシーナ県 からくり時計塔 2010年6月3日
87 タオルミーナ 大きな街 シチリア州 メッシーナ県 高級リゾート地とローマ遺跡 2010年6月5日
88 アグリジェント 世界遺産 シチリア州 アグリジェント県 神殿の谷（ギリシャ遺跡） 2010年6月4日
89 ピアッツァ・アルメリーナ 世界遺産 シチリア州 エンナ県 ローマ遺跡（モザイク床） 2010年6月4日
90 エンナ 小さな街・村 シチリア州 エンナ県 シチリアの高地 2010年6月6日
91 チェファルー 最も美しい村 シチリア州 パレルモ県 最も美しい村（海と山） 2010年6月6日

92 ボルツァーノ市街とボロミティ 世界遺産
トレンティーノ＝アル
ト・アディジェ州

ボルツァーノ県 山塊と古い街 ヴェローナから列車で約2時間 4 2010年6月12日

93 ヴァレッジョとボルゲット 最も美しい村 ヴェネト州 ヴェローナ県 最も美しい村（水と城） ペスキエーラ・デル・ガルダからバスで10分 2.5 2010年6月19日
2008年12月29日
2010年6月25日

95 トリエステ市街 大きな街
フリウリ＝ヴェネツィ
ア・ジュリア州

トリエステ県 オーストリア文化の街 ミラノ中央駅からESで4時間半 5 2010年6月26日

96 アクィレイア遺跡 世界遺産
フリウリ＝ヴェネツィ
ア・ジュリア州

ウーディネ県 ローマ遺跡と古い教会 ヴェネツィアから列車で2時間0分 5 2010年6月27日

97 コンピアーノCompiano 最も美しい村 エミリア・ロマーニャ州 パルマ県 最も美しい村（丘の上の城） ボルゴ・ヴァル・ディ・タロからバスで20分 3 2010年7月3日

98 ヴォゴーニャVogogna 最も美しい村 ピエモンテ州
ヴェルバーノ・クジオ・オッ
ソーラ県 最も美しい村（アルプス） ポルタ・ガリバルディから列車で1時間55分 2.5 2010年7月4日

99 ヴァレーゼ・リグーレ市街 最も美しい村 リグーリア州 ラ・スペツィア県 最も美しい村（中世の橋） ジェノヴァから列車で1時間10分とバス1時間 4 2010年7月10日
100 ドッツァ市街 最も美しい村 エミリア・ロマーニャ州 ボローニャ県 最も美しい村（近代の壁絵） ボローニャから列車で30分とバス25分 3.5 2010年7月11日
101 ブリジゲッラ市街 最も美しい村 エミリア・ロマーニャ州 ラヴェンナ県 最も美しい村（山頂の時計塔）ボローニャから列車で50分 3.5 2010年7月11日
102 ルッカ市街 大きな街 トスカーナ州 ルッカ県 完璧な城壁の街 フィレンツェから列車で1時間20分 4.5 2010年7月17日
103 アッシジ市街 世界遺産 ウンブリア州 ベルージャ県 聖フランチェスコ フィレンツェから列車で2.5時間（2時間間隔） 6 2010年7月18日

ロミオとジェリエット

4リグーリア州 世界遺産の村 ラ・スペツィアからバスで30分68 ポルトヴェネーレ（チンクエ・テッレ） 世界遺産

94 ヴェローナ市街 ヴェネト州世界遺産

パレルモ85 パレルモ県大きな街 ノルマン・アラブの都シチリア州

ミラノ中央駅からESで1時間20分 2

シチリア5泊旅行
マルペンサから飛行機 5

ラ・スペツィア県

ヴェローナ県
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104 アレッツォ市街 大きな街 トスカーナ州 アレッツォ県 ライフイズビューティフル フィレンツェから列車で1時間（1時間間隔） 3.5 2010年7月18日
105 パドヴァ市街Padova 世界遺産 ヴェネト州 パドヴァ県 礼拝堂と植物園 ミラノ中央駅から列車で2時間強 2.5 2010年7月24日
106 ベッリンツォーナ市街（スイス） 世界遺産 スイス・テチーノ州 ベッリンツォーナ郡 国境を越えた ミラノ中央駅から列車で1時間25分 2.5 2010年7月25日

107 バールBard/ドンナDonnas/ポン 最も美しい村
ヴァル・ダオスタVal
d'Aosta州 最も美しい村（ローマ街道）

ミラノ中央駅から列車で2時間半（キヴァッソ
乗換え）、更にバスで10分 3 2010年7月31日

108 トレントTrento 大きな街
トレンティーノ＝アル
ト・アディジェ州

トレント県 司教公の街 ヴェローナから列車で1時間強 3 2010年8月1日

109 アスティAsti 大きな街 ピエモンテ州 アスティ県 ワインとトリフ ロゴレドから列車で2時間 2 2010年8月7日
110 アレッサンドリアAlessandria 大きな街 ピエモンテ州 アレッサンドリア県 チッタデッラ ロゴレドから列車で1時間半 2 2010年8月7日

111 ストレーザStresa 大きな街 ピエモンテ州
ヴェルバーノ・クジオ・オッ
ソーラ県 マッジョーレ湖 ミラノ中央駅から列車で1時間 2 2010年8月8日

112 ミラノ Milano 世界遺産 ロンバルディア州 ミラノ県 ファッション発信地 ドゥオモまで地下鉄で15分 0.5 2010年8月13日
113 カンポ・リグーレCampo Ligure 最も美しい村 リグーリア州 ジェノヴァ県 最も美しい村（川と中世の橋） ジェノヴァから列車で40分 3 2010年8月14日

IIIIIIII 旅行記旅行記旅行記旅行記なしなしなしなし
1 ローマ 世界遺産 ラツィオ州 ローマ県 イタリアの首都 ミラノからESで3時間半 4 2008年1月8日

2008年1月5日
2008年12月30日

世界遺産2 ヴェネツィア 水の都ヴェネト州 ミラノからESで2時間半 3ヴェネツィア県
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