ホテルにはない魅力
それはホストファミリーとの交歓

B&B

B & B Association of Roma

Apartment

のんびりと暮らせる部屋でローカルになりきって
平日のローマを過ごしたい

迷路のような細い石畳の路地を、軽快にスクー
ターが走りすぎていく。まるで映画のセットに入
り込んだようなローマの街角で、さながら住人気
どりで過ごしたい。そんな旅のスタイルを望むな
ら、アパートレンタルあるいはB&B滞在がベスト。
いつもコンシェルジュが控えているホテルの快
適性とはちょっと違うアパート滞在の大きな魅力
は、部屋のオーナーであるホストファミリーとの
ささやかな交流。鍵の使い方を教わったり（クラ
シックなヨーロッパの住宅は、数種類の鍵を使い
こなすことが住人の第一歩！）
、オススメのリス
トランテを紹介してもらったり。そんな交歓のス
パイスに、日本からちょっとしたお土産を持参し
てみては？ APISTAは ○×温泉 の入浴剤を

Testaccio

びっくりするほど可愛い
キッチンで自炊できる B&B

たとえばパリでアパルトマン滞在なら、もはや定番の旅スタイル。そんな等身大でナチュラルな過ごし方、
ローマでもできるんです。温かい下町の片隅で、素敵な部屋を見つけました！

Stazione−Trastevere

ポップなインテリアと広々とした
空間が魅力の最新物件

生粋ロマーノが暮らす元気な下町、テスタッチョ。質の高い庶

下町トラステーヴェレといっても閑静な佇まいのエリアにあ

民派レストランやバールがひしめくこの街なら、
いつもより濃いロー

る、このアパート。部屋ごとに異なるポップなインテリアに遊

マ生活ができるはず。威勢のいい住民に交じってメルカートで仕入

び心がいっぱい。品のいいピンクを基調としたキッチンは、居

れた食材で作るブランチ。気分はもうすっかりロマーノでしょ？

ついてしまいそうなほどカワイイ！

EREA: テスタッチョ STR: Lungotevere Testaccio
DATA: 最大 3 名／€ 86（2 名）〜€106（3 名）
／プライベート風呂／２グループまで受入れ

EREA: トラステーヴェレ南 STR: Via Paolo Segneri
DATA: ダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミー

photographs: NAGOSHI Keisuke(p100), Andrea Panegrossi(p101)

B&B
Trastevere−Nievo

温かなマンマのもてなしに
胸がキュンとなる静かな B&B
下町情緒の溢れる等身大なローマが感じ
られる街・トラステーヴェレの外れにある

マンマにプレゼント。もちろん、スパ談義、美容
ネタで盛り上がったのは言うまでもないでしょ。

この部屋は、優雅でちょっぴりシャイなマ

Roma map

イル。世話好きのマンマが毎朝淹れてくれ

ンマが出迎えてくれる、心温まるB&Bスタ
るカフェラテのカップを、両手で包み込ん
でホッ。そんなひとときって、イタリアに
Eur Laurentina

ローマの街並みを見晴らす
気持ちのいいテラスが最高！

Piazza Vittorio

今ローマでとくに熱い
モンティにあるデザインアパート

ローマでは希少なアパート正面にダイレクトに駐車できるという

ピアッツァ・ヴィットーリオのあるモンティ地区は、ルネッサン

特典は、この部屋が中心部からちょっと郊外に位置するからこそ

スの真っ最中。地元ロマーノも最近になって再発見した街で、若

のもの。レンタカーで近郊ワイナリーへ出かけるというプランがあ

手アーティストや注目のセレクトショップなどが続々と集まってき

るなら、まさにオススメの物件。眺めのいいテラスも最大の魅力！

ている。90㎡の広々空間でアーティスト気分を味わってみては？

EREA: ラウレンティナ STR: Via dei Sommozzatori
DATA: 最大 2 名／€ 50（1 名）〜 64、€ 70（2 名）
／プライベート風呂／２グループまで受入れ

EREA: モンティのピアッツァ・ヴィットーリオ
STR: Via Principe Amedeo DATA：最大 5 名／€120（2 名）
〜€165（5 名）／３LDK（うち 1 室はプライベート風呂）

故郷ができた気分でしょ？
建物の目の前を走るトラムに乗り込めば、
３駅ほどで趣ある石畳の路地が続く街の中心
へ。ローマで流行中の本屋カフェや行列ので
きるパニーノ屋などを楽しく冷やかしたい。
EREA: トラステーヴェレ
STR: Via leTrastevere 沿い
DATA: 最大 3 名／€100（2 名）
〜€130（3 名）／プライベート風呂
／ 1 回１グループのみ受入れ
クラシックな什器とインテリアは、優
雅なマンマの趣味がにじみ出ている。
この幸せなスペースで朝食をいただく

Trastevere

ポップなインテリアと広々とした
空間が魅力の最新物件

Navona

路地裏をさまよい歩きたい
クラシックな真の隠れ家

夏の夜のトラステーヴェレ中心は、
地元っ子の賑わいがハンパじゃ

裏路地の風情ナンバーワンともいえる、人気のナヴォーナ広場

ない。そんな魅力的な場所にあるこの B&B に静けさが約束される

に隣接する17 世紀の館。このアパートはそんなクラシックな建

のは、ベッドルームが奥まった中庭に面しているから。アーティスト

築をリノベートして、モダンに生まれ変わった部屋だ。古い建物

でもある、人懐っこい女性オーナーとローマの魅力を語らいたい。

なのにバスタブ付きというのもローマでは珍しく、嬉しい装備！

EREA: トラステーヴェレ STR: Via Morosini
DATA: 最大 2 名／€ 84（2 名）／プライベート風呂
／ 1 グループのみ受入れ

EREA: ナヴォーナ STR：Piazza Navona
DATA: 最大 6 名／€140（2 名）〜€190（6 名）
／バスタブ付

緑の多い中庭に面した、気持ち
のいいダブルベッドルーム。シャ
ワールームは大理石仕様でスイー
トな雰囲気

Apartment
Colosseo

古代建築と暮らすローマっ子の
心が自然に伝わってくる部屋
窓を開ければパッと目に飛び込んでく
る、あったか懐かしいローマの街並み。屋
根の向こうに視線を移すと、巨大な円形
闘技場コロッセオ。歴史の証人のような
古代建築と一緒に暮らすということ、そ

BED & BREAKFAST
Association of Rome

れはローマ人がずーっと昔から変わらず
続けてきたことなんだなって気づくはず。

ベッド＆ブレイクファースト・アソシエーション・ローマ

可愛らしいキッチン付きで完全独立ア

100以上のラインナップを数えるアパート・B&Bは、
どれも便利で個性ある立地。インターネットで申込
みと問合せが可能だ。眼をみはるほどレスポンスが
早く、親切で丁寧な対応に信頼＆好感度は大！
編集部オススメのB&B予約サイトです。
住所: via A. Pacinotti, 73 sc. E Roma
web: www.b-b.rm.it tel: +39-0655302248
（月〜金／9:00〜13:00 15:00〜19:00 ※イタリア時間）
総合受付: japan@b-b.rm.it
問合せ: f.alatri@b-b.rm.it
※問合せ・予約などすべて英語あるいはイタリア語

101

パートタイプのこの部屋なら、今すぐロ
Cavour

橋を渡ればショッピングに
最適なスペイン広場がすぐそこ！
どんなに流行のスポットが変わっても、やっぱりスペイン広場周

Pantheon

アートにショッピング
どんな要望も叶う最高の立地に広々ロフト
一年中人通りが絶えない賑やかなパンテオンにありながら、

辺はマストで素敵なショップが目白押し。この B&B は、そんな王

部屋の窓は静かな中庭に面していて、落ち着いたプライベート空

道エリアのスパーニャに徒歩圏内というのが嬉しい。アールデコ

間が約束されるという、
利用者の我がままを形にしたようなアパー

の建物には、ローマのアパートでは貴重なエレベータもついている。

ト。マッサージ機能付のシャワーで街歩きの疲れも吹き飛ぶはず。

EREA: ピアッツァ・カヴール STR: Via Pietro Cossa
DATA: 最大 2 名／€ 60（1 名）〜€ 80（2 名）
／プライベート風呂／ 1 グループのみ受入れ

EREA: パンテオン STR：Via del Seminario
DATA: 最大 4 名／€115（2 名）〜€135（4 名）
／ワンルームロフト（50 ㎡）

マーノになりきれる。
EREA: コロッセオ周辺
STR:Via di S.Giovanni
in Laterano 周辺
DATA: 最大 5 名／€130（2 名）
〜€ 230（5 名）／２DK タイプ
元キャビンアテンダントのオー
ナー夫人が自ら描いた壁画で彩
られたインテリア

窓のあるキッチンは、電子レンジも
装備された快 適 空間。アクティブ
に動いた昼間の疲れを癒してという
オーナーの願いがこもった、明るく
大きなベッドルーム

100

