La Torre
pendente
in Alabastro
di Volterra

Quando il talento incontra la
sapienza manuale il risultato non
può che essere di grande valore e
l’esperienza della “Torre pendente in
Alabastro di Volterra”, la prestigiosa
riproduzione in scala del celebre
campanile pisano, ne è una
incontestabile prova.
La torre, commissionata dall’Opera
Primaziale Pisana che ne è
proprietaria, è stata realizzata dagli
artigiani dell’associazione “Arte in
Bottega” di Volterra.
Dopo circa tre anni di lavoro un team
di abili artigiani volterrani è riuscito
a realizzare un’opera architettonica
in tutto e per tutto fedele all’originale,
ricreando con dovizia di particolari
ogni elemento costruttivo, come
le colonne, gli archi, i capitelli, le
finestre, gli architravi, nonché le parti
decorative, gli intarsi, i bassorilievi,
i mosaici e gli ornati dei molteplici
capitelli.
La Torre, in scala 1:25, è stata
realizzata con sei tipi di alabastro
volterrano di vari colori.
E’ costituita da otto settori più
il basamento o catino con il
variegato mosaico del pavimento
ed è composta da circa 25.000
pezzi.
Il peso è di circa 9 quintali, l’altezza
complessiva è di circa 2,40 metri.
www.torrependenteinalabastro.com

ヴォルテッラ産
アラバスター製の斜塔

才能が優れた工芸技術と出会うと
き、計り知れない価値を持つ成果
がもたらされます。有名なピサの斜
塔を正確な縮尺で再現した作品
「ヴォルテッラ産アラバスター製
の斜塔」
は、
まさしくそれを証明す
る例です。
Opera Primaziale Pisana（ピサ
首座大司教座建設組織）
が注文
し、所有権を持つ
「斜塔」
は、
ヴォル
テッラの職人団体である Arte in
Bottega（アルテ・ボッテーガ）が制
作しました。
この作品の制作には、優れた職人
たちがチームを編成し、
およそ3年
間をかけました。
その結果、
円柱、
アーチ、柱頭、窓、
アーキトレーブな
どの各建築要素や、象眼細工、浅
浮き彫り、
モザイク、柱頭の装飾部
などの装飾要素を含む豊かな細部
を備えた、現実のピサの斜塔を忠
実に再現する一つの建築作品が生
まれました。
1:25の縮尺で制作された斜塔に
は、様々な色を持つヴォルテッラ産
の6種類のアラバスターが使用さ
れました。
「斜塔」
は、8層の部分に、
モザイク
の舗装がある台座が付けられた構
造になっており、約25,000個にも
及ぶパーツで構成されています。
重量は約9トン、高さは約2.4メート
ルとなっています。
www.torrependenteinalabastro.com
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チェーチナ川渓谷の
ヴォルテッラ
イタリア、
トスカーナ州

Volterra
e la Val di Cecina

ヴォルテッラと
チェーチナ川渓谷

Da tremila anni nel cuore
della Toscana

三千年の歴史が香るトスカーナ州
の中心

In Val di Cecina la natura e
l’ospitalità della gente si coniugano
felicemente alla storia e all’arte,
in un percorso di millenni che
va dagli Etruschi ai Romani, dal
Medioevo al Rinascimento.

チェーチナ川渓谷は、豊かな自然
と人々のもてなしの心に加え、
エト
ルリア人や古代ローマ人、
中世、
ル
ネサンスに至る長い年月の歴史と
芸術の足跡が残る土地です。
自然破壊を受けていない土地で、
城・宮殿・ロマネスク様式の教会・
中世の城郭都市を巡る、絵のよう
に美しい観光コースがヴォルテッラ
を中心に様々に繰り広げられます。
シエナ・ピサ・フィレンツェ、
ルッカ・
サンジミニャーノといったトスカー
ナ州の主要芸術都市からすぐに来
ることができる距離にあり、
田園の
静寂を備えながら海にも近い土地
は、
トスカーナ州で滞在する場所と
して理想的でしょう。
Consorzio Turistico（観光組合）
で
は、
この土地を訪れる方々に快適
なバカンスをお過ごしいただくため
に欠かせないサービスを提供する
とともに、
ありとあらゆるリクエスト
にお応えして滞在プランをご用意
させていただきます。

Incantevoli itinerari, con al centro
la città di Volterra, si snodano in
un territorio incontaminato, con
tracce di castelli, palazzi, pievi
romaniche e borghi medievali.
La meta ideale per un soggiorno
in Toscana, tra la pace e la
tranquillità della campagna
ma anche a contatto con un
patrimonio culturale inesauribile,
a due passi dal mare e dalle più
importanti città d’arte toscane
(Siena, Pisa, Firenze, Lucca e San
Gimignano).
Il Consorzio Turistico offre ai
visitatori i servizi indispensabili
per una piacevole vacanza con
proposte di soggiorno in grado di
soddisfare ogni esigenza.

La Torre Pendente
in Alabastro di Volterra
The Leaning Tower
in alabaster from Volterra
partner
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Val di Cecina

チェーチナ川渓谷

Volterra

ヴォルテッラ

L’Alta Val di Cecina, con i comuni
di Castelnuovo, Montecatini,
Pomarance, Monteverdi e Volterra
è un territorio pieno di fascino che
occupa la parte meridionale della
provincia di Pisa.

Castelnuovo（カステル
ヌオーヴォ）、Montecatini（
モンテカティーニ）
、Pomarance（ポマランチ
ェ）、Monteverdi（モンテヴ
ェルディ）、Volterra（ヴォル
テッラ）
の各市があるチェ
ーチナ川渓谷の上流部は、
ピサ県南部にある魅力あふ
れる土地柄です。

Volterra, gioiello di arte etrusca,
romana e medievale, è arroccata
su un alto colle e domina la valle
del Cecina fino al mare.

歴史、芸術、考古学、風
景の文化遺産が豊富
で、画家や作家のインスピ
レーションを掻き立ててきま
した。

A Volterra lo stesso paesaggio,
così mutevole nell’alternarsi
delle stagioni contribuisce
a esaltare l’alone di mistero,
di solitudine e di romantica
bellezza che pervade la città.

エトルリア、古代ローマ、
中世の珠
玉の芸術と言えるヴォルテッラは、
海まで続くチェーチナ川渓谷を見
下ろす高い丘の上にあります。
レベルが高く、
比類のない魅力を
持つモニュメント、芸術･工芸作品
など、各文明、歴史の各時代がヴォ
ルテッラに無視できない足跡を残
しています。
季節の移り変わりとともに表情を
変える風景は、
ヴォルテッラの神秘
と孤独に包まれ、
ロマンあふれる美
しさを持つ街並みの雰囲気を演出
しています。
道、塔、建物、飾り気のない城壁は
石で造られており、
ヴォルテッラは
石の街と言うことができます。
すべてが石造りの街で、時には類
稀な美しさを持つ貝殻が顔を出し
ます。
石と言えば、
アラバスターがあり、
それを材料に活動する工芸職人た
ちがいます。
通り過ぎるのではなく、少しずつ発
見して精一杯の体験をする都市。
独特の空気、
コントラスト、文明と
文化の息吹を感じさせるヴォルテ
ッラは、二つとない、真似のできな
い都市になっています。
様々なイベントや行事が年中催さ
れるヴォルテッラは、文化の中心と
しても重要な役割を果たしていま
す。
その中には、演劇の国際フェステ
ィバルである
「VolterraTeatro」
（ヴ
ォルテッラ国際演劇祭）
や、
まるで
魔法を使ったように訪れる人をト
スカーナの中世に連れて行くこと
ができる
「Volterra A.D.1398」
（ヴ
ォルテッラ1398年中世祭）
があり
ます。

È ricca di beni storici, artistici,
archeologici e paesaggistici che
hanno ispirato pittori e letterati.
Le fortificazioni sui rilievi più
elevati, i borghi, le pievi, le
abitazioni rurali punteggiano un
paesaggio vario: i filari di cipressi,
gli oliveti, i vigneti tipici della
campagna toscana si alternano alle
dolci colline argillose, con i colori
mutevoli delle stagioni.
Oltre a questi, i vasti boschi, gli
affioramenti rocciosi, il peculiare
paesaggio dell’area geotermica e gli
ambienti montani alle sorgenti del
fiume Cecina.

高い城砦、城郭都市、教会、
田舎の
家などが多彩な風景に溶け込み、
トスカーナの田園の風物詩となっ
ている糸杉の列、
オリーブ園、
ブド
ウ園が、季節によって色を変える、
ゆるやかな粘土質の丘陵に代わる
代わるに植えられているのが見え
ます。
さらに、広大な森林、時として
姿を見せる岩肌、地熱活動が盛ん
な地帯の風景、
チェーチナ川水源
の山岳地帯も、
この地域の特徴と
なっています。

Ogni civiltà e ogni periodo
storico hanno lasciato in
lei tracce significative con
monumenti e creazioni artistiche
di alto livello e incomparabile
fascino.

Una città di pietra, perché di
pietra sono le strade, le torri, i
palazzi e le mura austere.
Tutto è fatto di una pietra da cui
spesso affiorano conchiglie di
rara bellezza.
E di pietra, d’alabastro, è anche il
suo artigianato.
Una città da vivere
intensamente, da scoprire a poco
a poco, con le sue atmosfere, i
suoi contrasti, il pulsare di una
civiltà e di una cultura che la
rendono “unica” e irripetibile.
Volterra è anche un importante
centro di cultura, ricco di eventi
e manifestazioni durante tutto
l’anno. Tra questi ricordiamo
“VolterraTeatro”, Festival
internazionale del teatro,
e “Volterra A.D.1398”, una
rievocazione medievale che
riesce a riportare, quasi per
magia, il visitatore nel medioevo
toscano.

L’Alabastro

Quasi fosse una pietra degli dèi, gli
Etruschi si servivano dell’alabastro
per costruire sarcofaghi e urne
cinerarie con ricche decorazioni
raffiguranti l’immagine del
defunto insieme a scene di vita
quotidiana, a immaginari viaggi
nell’oltretomba e a episodi famosi
della mitologia greca.
La maggiore raccolta di queste
urne è custodita nel Museo
Guarnacci a Volterra.
Da allora, la manifattura degli
alabastri, di cui la torre pendente
realizzata nel 2011 dagli artigiani
volterrani è una testimonianza
viva e pulsante, ha attraversato
tutte le epoche fino ai nostri
giorni proponendo capolavori
di artigianato artistico unici al
mondo.

アラバスター

I Musei

美術館・博物館

まるで神々から授けられた石のよ
うに、
エトルリア人はアラバスター
を使って、故人の姿、
日常生活のシ
ーン、
あの世への旅、
ギリシャ神話
の有名な逸話を題材とした装飾が
ある石棺、骨壷を制作しました。
これらの作品の大部分は、
グワルナ
ッチ博物館に収められています。
アラバスター工芸は、
エトルリア時
代から現代に至るまでのすべての
時代に、世界で類のない傑作を残
しています。
2011年には、
ヴォルテ
ッラの職人たちがピサの斜塔のミ
ニアチュア版をアラバスターで制
作しました。
昔からの工芸が今も生
き続けている証拠です。

I musei di Volterra conservano le
testimonianze di tremila anni di
storia della città.

ヴォルテッラの美術館・博物館
は、
この都市の三千年の歩み
を物語る作品や資料が収め
られています。
それらは、
エトルリア、古
代ローマ、
中世、
ルネサン
スの時代のヴォルテッラ
の芸術、建築、伝統、
日常
生活品です。
Museo Guarnacci（グワ
ルナッチ博物館）
にあるエ
トルリア時代の出土品、
Pinacoteca（絵画館）
、Museo d’Arte Sacra（
宗教芸術博物館）
の中
世芸術の作品、Palazzo
Viti（ヴィティ宮）
の荘
厳な部屋、Ecomuseo
dell’Alabastro（アラバス
ター環境博物館）
の地
元工芸の傑作品などが
あります。
ヴォルテッラの美術館・
博物館では世界で稀に
見る傑作が展示されて
います。
中でも有名なも
のとして、
エトルリア時
代の
『夕暮れの影』
と呼
ばれる彫像、世界最大
のエトルリア骨壷コレク
ション、
ロッソ・フィオレ
ンティーノ作『十字架降
下』、
ギルランダイオ、
ル
カ・シニョレッリ、
ピエト
ロ・カンディドの作品があ
ります。
チェーチナ川渓谷で
は、Montecatini Val di
Cecina（チェーチナ川渓
谷のモンテカティーニ）
のMuseo delle Miniere（
鉱山博物館）、Larderello（
ラルデレッロ）
のMuseo
della Geotermia（地熱博
物館）
という、
エトルリア時
代から行われてきた鉱山
活動に関わる重要な博
物館の二つを見学するこ
とができます。

Arte, architettura, tradizioni,
resti della vita quotidiana della
città etrusca, romana, medievale
e rinascimentale. Dai reperti
di epoca etrusca del Museo
Guarnacci, alle opere d’arte
medievale della Pinacoteca e
del Museo d’Arte Sacra, dalle
magnifiche sale di Palazzo Viti, si
arriva ai capolavori dell’artigianato
locale nell’Ecomuseo
dell’Alabastro.
Nei musei volterrani si possono
ammirare capolavori unici al
mondo, come l’etrusca Ombra
della Sera, la più grande collezione
di urne etrusche del mondo, la
Deposizione del Rosso Fiorentino,
opere del Ghirlandaio di Luca
Signorelli e Pietro Candido.
Infine due importantissimi musei
legati all’attività mineraria,
esistente fin dal tempo degli
Etruschi, il Museo delle Miniere
a Montecatini Val di Cecina
e il Museo della Geotermia a
Larderello.
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Castelnuovo（カステル
ヌオーヴォ）、Montecatini（
モンテカティーニ）
、Pomarance（ポマランチ
ェ）、Monteverdi（モンテヴ
ェルディ）、Volterra（ヴォル
テッラ）
の各市があるチェ
ーチナ川渓谷の上流部は、
ピサ県南部にある魅力あふ
れる土地柄です。

Volterra, gioiello di arte etrusca,
romana e medievale, è arroccata
su un alto colle e domina la valle
del Cecina fino al mare.

歴史、芸術、考古学、風
景の文化遺産が豊富
で、画家や作家のインスピ
レーションを掻き立ててきま
した。

A Volterra lo stesso paesaggio,
così mutevole nell’alternarsi
delle stagioni contribuisce
a esaltare l’alone di mistero,
di solitudine e di romantica
bellezza che pervade la città.

エトルリア、古代ローマ、
中世の珠
玉の芸術と言えるヴォルテッラは、
海まで続くチェーチナ川渓谷を見
下ろす高い丘の上にあります。
レベルが高く、
比類のない魅力を
持つモニュメント、芸術･工芸作品
など、各文明、歴史の各時代がヴォ
ルテッラに無視できない足跡を残
しています。
季節の移り変わりとともに表情を
変える風景は、
ヴォルテッラの神秘
と孤独に包まれ、
ロマンあふれる美
しさを持つ街並みの雰囲気を演出
しています。
道、塔、建物、飾り気のない城壁は
石で造られており、
ヴォルテッラは
石の街と言うことができます。
すべてが石造りの街で、時には類
稀な美しさを持つ貝殻が顔を出し
ます。
石と言えば、
アラバスターがあり、
それを材料に活動する工芸職人た
ちがいます。
通り過ぎるのではなく、少しずつ発
見して精一杯の体験をする都市。
独特の空気、
コントラスト、文明と
文化の息吹を感じさせるヴォルテ
ッラは、二つとない、真似のできな
い都市になっています。
様々なイベントや行事が年中催さ
れるヴォルテッラは、文化の中心と
しても重要な役割を果たしていま
す。
その中には、演劇の国際フェステ
ィバルである
「VolterraTeatro」
（ヴ
ォルテッラ国際演劇祭）
や、
まるで
魔法を使ったように訪れる人をト
スカーナの中世に連れて行くこと
ができる
「Volterra A.D.1398」
（ヴ
ォルテッラ1398年中世祭）
があり
ます。

È ricca di beni storici, artistici,
archeologici e paesaggistici che
hanno ispirato pittori e letterati.
Le fortificazioni sui rilievi più
elevati, i borghi, le pievi, le
abitazioni rurali punteggiano un
paesaggio vario: i filari di cipressi,
gli oliveti, i vigneti tipici della
campagna toscana si alternano alle
dolci colline argillose, con i colori
mutevoli delle stagioni.
Oltre a questi, i vasti boschi, gli
affioramenti rocciosi, il peculiare
paesaggio dell’area geotermica e gli
ambienti montani alle sorgenti del
fiume Cecina.

高い城砦、城郭都市、教会、
田舎の
家などが多彩な風景に溶け込み、
トスカーナの田園の風物詩となっ
ている糸杉の列、
オリーブ園、
ブド
ウ園が、季節によって色を変える、
ゆるやかな粘土質の丘陵に代わる
代わるに植えられているのが見え
ます。
さらに、広大な森林、時として
姿を見せる岩肌、地熱活動が盛ん
な地帯の風景、
チェーチナ川水源
の山岳地帯も、
この地域の特徴と
なっています。

Ogni civiltà e ogni periodo
storico hanno lasciato in
lei tracce significative con
monumenti e creazioni artistiche
di alto livello e incomparabile
fascino.

Una città di pietra, perché di
pietra sono le strade, le torri, i
palazzi e le mura austere.
Tutto è fatto di una pietra da cui
spesso affiorano conchiglie di
rara bellezza.
E di pietra, d’alabastro, è anche il
suo artigianato.
Una città da vivere
intensamente, da scoprire a poco
a poco, con le sue atmosfere, i
suoi contrasti, il pulsare di una
civiltà e di una cultura che la
rendono “unica” e irripetibile.
Volterra è anche un importante
centro di cultura, ricco di eventi
e manifestazioni durante tutto
l’anno. Tra questi ricordiamo
“VolterraTeatro”, Festival
internazionale del teatro,
e “Volterra A.D.1398”, una
rievocazione medievale che
riesce a riportare, quasi per
magia, il visitatore nel medioevo
toscano.

L’Alabastro

Quasi fosse una pietra degli dèi, gli
Etruschi si servivano dell’alabastro
per costruire sarcofaghi e urne
cinerarie con ricche decorazioni
raffiguranti l’immagine del
defunto insieme a scene di vita
quotidiana, a immaginari viaggi
nell’oltretomba e a episodi famosi
della mitologia greca.
La maggiore raccolta di queste
urne è custodita nel Museo
Guarnacci a Volterra.
Da allora, la manifattura degli
alabastri, di cui la torre pendente
realizzata nel 2011 dagli artigiani
volterrani è una testimonianza
viva e pulsante, ha attraversato
tutte le epoche fino ai nostri
giorni proponendo capolavori
di artigianato artistico unici al
mondo.

アラバスター

I Musei

美術館・博物館

まるで神々から授けられた石のよ
うに、
エトルリア人はアラバスター
を使って、故人の姿、
日常生活のシ
ーン、
あの世への旅、
ギリシャ神話
の有名な逸話を題材とした装飾が
ある石棺、骨壷を制作しました。
これらの作品の大部分は、
グワルナ
ッチ博物館に収められています。
アラバスター工芸は、
エトルリア時
代から現代に至るまでのすべての
時代に、世界で類のない傑作を残
しています。
2011年には、
ヴォルテ
ッラの職人たちがピサの斜塔のミ
ニアチュア版をアラバスターで制
作しました。
昔からの工芸が今も生
き続けている証拠です。

I musei di Volterra conservano le
testimonianze di tremila anni di
storia della città.

ヴォルテッラの美術館・博物館
は、
この都市の三千年の歩み
を物語る作品や資料が収め
られています。
それらは、
エトルリア、古
代ローマ、
中世、
ルネサン
スの時代のヴォルテッラ
の芸術、建築、伝統、
日常
生活品です。
Museo Guarnacci（グワ
ルナッチ博物館）
にあるエ
トルリア時代の出土品、
Pinacoteca（絵画館）
、Museo d’Arte Sacra（
宗教芸術博物館）
の中
世芸術の作品、Palazzo
Viti（ヴィティ宮）
の荘
厳な部屋、Ecomuseo
dell’Alabastro（アラバス
ター環境博物館）
の地
元工芸の傑作品などが
あります。
ヴォルテッラの美術館・
博物館では世界で稀に
見る傑作が展示されて
います。
中でも有名なも
のとして、
エトルリア時
代の
『夕暮れの影』
と呼
ばれる彫像、世界最大
のエトルリア骨壷コレク
ション、
ロッソ・フィオレ
ンティーノ作『十字架降
下』、
ギルランダイオ、
ル
カ・シニョレッリ、
ピエト
ロ・カンディドの作品があ
ります。
チェーチナ川渓谷で
は、Montecatini Val di
Cecina（チェーチナ川渓
谷のモンテカティーニ）
のMuseo delle Miniere（
鉱山博物館）、Larderello（
ラルデレッロ）
のMuseo
della Geotermia（地熱博
物館）
という、
エトルリア時
代から行われてきた鉱山
活動に関わる重要な博
物館の二つを見学するこ
とができます。

Arte, architettura, tradizioni,
resti della vita quotidiana della
città etrusca, romana, medievale
e rinascimentale. Dai reperti
di epoca etrusca del Museo
Guarnacci, alle opere d’arte
medievale della Pinacoteca e
del Museo d’Arte Sacra, dalle
magnifiche sale di Palazzo Viti, si
arriva ai capolavori dell’artigianato
locale nell’Ecomuseo
dell’Alabastro.
Nei musei volterrani si possono
ammirare capolavori unici al
mondo, come l’etrusca Ombra
della Sera, la più grande collezione
di urne etrusche del mondo, la
Deposizione del Rosso Fiorentino,
opere del Ghirlandaio di Luca
Signorelli e Pietro Candido.
Infine due importantissimi musei
legati all’attività mineraria,
esistente fin dal tempo degli
Etruschi, il Museo delle Miniere
a Montecatini Val di Cecina
e il Museo della Geotermia a
Larderello.
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paesaggio dell’area geotermica e gli
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高い城砦、城郭都市、教会、
田舎の
家などが多彩な風景に溶け込み、
トスカーナの田園の風物詩となっ
ている糸杉の列、
オリーブ園、
ブド
ウ園が、季節によって色を変える、
ゆるやかな粘土質の丘陵に代わる
代わるに植えられているのが見え
ます。
さらに、広大な森林、時として
姿を見せる岩肌、地熱活動が盛ん
な地帯の風景、
チェーチナ川水源
の山岳地帯も、
この地域の特徴と
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Ogni civiltà e ogni periodo
storico hanno lasciato in
lei tracce significative con
monumenti e creazioni artistiche
di alto livello e incomparabile
fascino.

Una città di pietra, perché di
pietra sono le strade, le torri, i
palazzi e le mura austere.
Tutto è fatto di una pietra da cui
spesso affiorano conchiglie di
rara bellezza.
E di pietra, d’alabastro, è anche il
suo artigianato.
Una città da vivere
intensamente, da scoprire a poco
a poco, con le sue atmosfere, i
suoi contrasti, il pulsare di una
civiltà e di una cultura che la
rendono “unica” e irripetibile.
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internazionale del teatro,
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L’Alabastro

Quasi fosse una pietra degli dèi, gli
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per costruire sarcofaghi e urne
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raffiguranti l’immagine del
defunto insieme a scene di vita
quotidiana, a immaginari viaggi
nell’oltretomba e a episodi famosi
della mitologia greca.
La maggiore raccolta di queste
urne è custodita nel Museo
Guarnacci a Volterra.
Da allora, la manifattura degli
alabastri, di cui la torre pendente
realizzata nel 2011 dagli artigiani
volterrani è una testimonianza
viva e pulsante, ha attraversato
tutte le epoche fino ai nostri
giorni proponendo capolavori
di artigianato artistico unici al
mondo.

アラバスター

I Musei

美術館・博物館

まるで神々から授けられた石のよ
うに、
エトルリア人はアラバスター
を使って、故人の姿、
日常生活のシ
ーン、
あの世への旅、
ギリシャ神話
の有名な逸話を題材とした装飾が
ある石棺、骨壷を制作しました。
これらの作品の大部分は、
グワルナ
ッチ博物館に収められています。
アラバスター工芸は、
エトルリア時
代から現代に至るまでのすべての
時代に、世界で類のない傑作を残
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2011年には、
ヴォルテ
ッラの職人たちがピサの斜塔のミ
ニアチュア版をアラバスターで制
作しました。
昔からの工芸が今も生
き続けている証拠です。

I musei di Volterra conservano le
testimonianze di tremila anni di
storia della città.

ヴォルテッラの美術館・博物館
は、
この都市の三千年の歩み
を物語る作品や資料が収め
られています。
それらは、
エトルリア、古
代ローマ、
中世、
ルネサン
スの時代のヴォルテッラ
の芸術、建築、伝統、
日常
生活品です。
Museo Guarnacci（グワ
ルナッチ博物館）
にあるエ
トルリア時代の出土品、
Pinacoteca（絵画館）
、Museo d’Arte Sacra（
宗教芸術博物館）
の中
世芸術の作品、Palazzo
Viti（ヴィティ宮）
の荘
厳な部屋、Ecomuseo
dell’Alabastro（アラバス
ター環境博物館）
の地
元工芸の傑作品などが
あります。
ヴォルテッラの美術館・
博物館では世界で稀に
見る傑作が展示されて
います。
中でも有名なも
のとして、
エトルリア時
代の
『夕暮れの影』
と呼
ばれる彫像、世界最大
のエトルリア骨壷コレク
ション、
ロッソ・フィオレ
ンティーノ作『十字架降
下』、
ギルランダイオ、
ル
カ・シニョレッリ、
ピエト
ロ・カンディドの作品があ
ります。
チェーチナ川渓谷で
は、Montecatini Val di
Cecina（チェーチナ川渓
谷のモンテカティーニ）
のMuseo delle Miniere（
鉱山博物館）、Larderello（
ラルデレッロ）
のMuseo
della Geotermia（地熱博
物館）
という、
エトルリア時
代から行われてきた鉱山
活動に関わる重要な博
物館の二つを見学するこ
とができます。

Arte, architettura, tradizioni,
resti della vita quotidiana della
città etrusca, romana, medievale
e rinascimentale. Dai reperti
di epoca etrusca del Museo
Guarnacci, alle opere d’arte
medievale della Pinacoteca e
del Museo d’Arte Sacra, dalle
magnifiche sale di Palazzo Viti, si
arriva ai capolavori dell’artigianato
locale nell’Ecomuseo
dell’Alabastro.
Nei musei volterrani si possono
ammirare capolavori unici al
mondo, come l’etrusca Ombra
della Sera, la più grande collezione
di urne etrusche del mondo, la
Deposizione del Rosso Fiorentino,
opere del Ghirlandaio di Luca
Signorelli e Pietro Candido.
Infine due importantissimi musei
legati all’attività mineraria,
esistente fin dal tempo degli
Etruschi, il Museo delle Miniere
a Montecatini Val di Cecina
e il Museo della Geotermia a
Larderello.

La Torre
pendente
in Alabastro
di Volterra

Quando il talento incontra la
sapienza manuale il risultato non
può che essere di grande valore e
l’esperienza della “Torre pendente in
Alabastro di Volterra”, la prestigiosa
riproduzione in scala del celebre
campanile pisano, ne è una
incontestabile prova.
La torre, commissionata dall’Opera
Primaziale Pisana che ne è
proprietaria, è stata realizzata dagli
artigiani dell’associazione “Arte in
Bottega” di Volterra.
Dopo circa tre anni di lavoro un team
di abili artigiani volterrani è riuscito
a realizzare un’opera architettonica
in tutto e per tutto fedele all’originale,
ricreando con dovizia di particolari
ogni elemento costruttivo, come
le colonne, gli archi, i capitelli, le
finestre, gli architravi, nonché le parti
decorative, gli intarsi, i bassorilievi,
i mosaici e gli ornati dei molteplici
capitelli.
La Torre, in scala 1:25, è stata
realizzata con sei tipi di alabastro
volterrano di vari colori.
E’ costituita da otto settori più
il basamento o catino con il
variegato mosaico del pavimento
ed è composta da circa 25.000
pezzi.
Il peso è di circa 9 quintali, l’altezza
complessiva è di circa 2,40 metri.
www.torrependenteinalabastro.com

ヴォルテッラ産
アラバスター製の斜塔

才能が優れた工芸技術と出会うと
き、計り知れない価値を持つ成果
がもたらされます。有名なピサの斜
塔を正確な縮尺で再現した作品
「ヴォルテッラ産アラバスター製
の斜塔」
は、
まさしくそれを証明す
る例です。
Opera Primaziale Pisana（ピサ
首座大司教座建設組織）
が注文
し、所有権を持つ
「斜塔」
は、
ヴォル
テッラの職人団体である Arte in
Bottega（アルテ・ボッテーガ）が制
作しました。
この作品の制作には、優れた職人
たちがチームを編成し、
およそ3年
間をかけました。
その結果、
円柱、
アーチ、柱頭、窓、
アーキトレーブな
どの各建築要素や、象眼細工、浅
浮き彫り、
モザイク、柱頭の装飾部
などの装飾要素を含む豊かな細部
を備えた、現実のピサの斜塔を忠
実に再現する一つの建築作品が生
まれました。
1:25の縮尺で制作された斜塔に
は、様々な色を持つヴォルテッラ産
の6種類のアラバスターが使用さ
れました。
「斜塔」
は、8層の部分に、
モザイク
の舗装がある台座が付けられた構
造になっており、約25,000個にも
及ぶパーツで構成されています。
重量は約9トン、高さは約2.4メート
ルとなっています。
www.torrependenteinalabastro.com
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Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera
（ヴォルテッラ・ヴァルディチェーチナ・ヴァルデーラ観光組合）
Via Franceschini 34
56048 Volterra, Italy
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Emozioni Toscane
（エモツィオーニ・トスカーネ）
旅行代理店/ツアーオペレーター
“オーダーメードのトスカーナ観光”
“Tuscany tailored to your needs”
電話 + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

チェーチナ川渓谷の
ヴォルテッラ
イタリア、
トスカーナ州

Volterra
e la Val di Cecina

ヴォルテッラと
チェーチナ川渓谷

Da tremila anni nel cuore
della Toscana

三千年の歴史が香るトスカーナ州
の中心

In Val di Cecina la natura e
l’ospitalità della gente si coniugano
felicemente alla storia e all’arte,
in un percorso di millenni che
va dagli Etruschi ai Romani, dal
Medioevo al Rinascimento.

チェーチナ川渓谷は、豊かな自然
と人々のもてなしの心に加え、
エト
ルリア人や古代ローマ人、
中世、
ル
ネサンスに至る長い年月の歴史と
芸術の足跡が残る土地です。
自然破壊を受けていない土地で、
城・宮殿・ロマネスク様式の教会・
中世の城郭都市を巡る、絵のよう
に美しい観光コースがヴォルテッラ
を中心に様々に繰り広げられます。
シエナ・ピサ・フィレンツェ、
ルッカ・
サンジミニャーノといったトスカー
ナ州の主要芸術都市からすぐに来
ることができる距離にあり、
田園の
静寂を備えながら海にも近い土地
は、
トスカーナ州で滞在する場所と
して理想的でしょう。
Consorzio Turistico（観光組合）
で
は、
この土地を訪れる方々に快適
なバカンスをお過ごしいただくため
に欠かせないサービスを提供する
とともに、
ありとあらゆるリクエスト
にお応えして滞在プランをご用意
させていただきます。

Incantevoli itinerari, con al centro
la città di Volterra, si snodano in
un territorio incontaminato, con
tracce di castelli, palazzi, pievi
romaniche e borghi medievali.
La meta ideale per un soggiorno
in Toscana, tra la pace e la
tranquillità della campagna
ma anche a contatto con un
patrimonio culturale inesauribile,
a due passi dal mare e dalle più
importanti città d’arte toscane
(Siena, Pisa, Firenze, Lucca e San
Gimignano).
Il Consorzio Turistico offre ai
visitatori i servizi indispensabili
per una piacevole vacanza con
proposte di soggiorno in grado di
soddisfare ogni esigenza.

La Torre Pendente
in Alabastro di Volterra
The Leaning Tower
in alabaster from Volterra
partner
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