
ルフトナー・クルーズのご紹介

エレガントであたたかいおもてなしに定評
があり、欧州リバークルーズのエキスパート
です。また、船内ではフォーマルウェア（正
装）は不要ですので、よりくつろいだ雰囲気
でお過ごしいただけます。

旬の料理や、訪れる寄港地の名物をはじめ、
シェフによる独創的な料理をお召しあがり
いただけます。夕食時の赤・白ワインもクル
ーズ代金に含まれていますので、その日のお
食事にあったワインをご提供いたします。

モーツァルトデッキとシュトラウスデッキの
客室にはキャビンの前面全体に広がる下降
式のパノラマウィンドウを備えています。ヨ
ーロッパの美しい風景をすぐ近くで感じる
ことのできます。

歴史と実績を誇るオーストリアのリバー・クルーズ会社

ルフトナー・クルーズ

iCruise専任　日本人スタッフ乗船コース※1

iCruiseオリジナル特典   日本語「乗船ガイド」をプレゼント※2

最新鋭アマデウス・カーラで航く

2023年10月18日出航

※1 ご参加者20名様以上の場合　※2 ご出発前にお送りします。

クラシカル・ライン川クルーズ



寄港地紹介

9日目

10日目

10月25日（水）

10月26日（木）

19:15

19:25 東京（羽田）着

バーゼル発、トルコ航空にて帰国の途へ
【機中泊】

航空機（復路）

1日目 21:55

10:05

10月17日（火）

2日目 10月18日（水）

東京（羽田）発トルコ航空にてアムステルダムへ

アムステルダム着。

航空機（往路）

9日目 10月25日（水）下船後、船会社送迎車にて空港へ（混乗）

船会社送迎プログラム

2日目   10月18日（水）午後16:00
船会社送迎車にてアムステルダム港へ(混乗)
乗船チェックイン

船会社送迎プルログラム

※寄港地・上陸地は天候などの理由により、変更または抜港となる場合がございます。
※上記時刻は現地時間となっており、変更となる場合がございます。

B

C

D

B

クルーズ 航空路 ホテル 送迎 8泊10日+ + +

おすすめポイント

iCruise専任・日本人スタッフ同行予定寄港地観光ツアー一例

2022年就航最新鋭「アマデウス・カーラ」でかわいらしい街や世界
遺産を擁する街等、4か国の9都市の美しい景観と優雅なライン川ク
ルーズをお楽しみいただけます。秋の過ごしやすいベストシーズンに
7泊8日で巡る魅力的なスケジュールです。
★iCruiseオリジナル特典：
　iCruise専任・日本人スタッフが乗船（ご参加者20名以上の場合）
　日本語アシストをするため、初めてのリバークルーズも安心
　してご参加いただけます。
     ・船内生活のサポート・主だった寄港地観光ツアーの同行
     ・日本からのフライト同行＆アムステルダム乗船サポート（推奨フライトご利用の場合）

ルフトナー・クルーズは寄港地観光がクルーズ代金に含まれていませんが、乗
船90日前までにパッケージで事前に購入するとお得です。

※個別ツアーは乗船後もお申込みいただけます（パッケージは不可）。※各ツアーは最少催行人員が
あります。※内容は予告なく変更となる場合もございますのでご了承ください。※詳細は船会社WEBサ
イトに掲載されていますので、お問い合わせください。 

アムステルダム市内観光と運河クルーズ
料金：66ユーロ／時間：約4時間
ウォーキンググレード：3

ケルン徒歩観光
料金：42ユーロ／時間：約2.5時間
ウォーキンググレード：4

ストラスブール市内観光と運河ボートツアー
料金：73ユーロ／時間：約4時間
ウォーキンググレード：2

ハイデルベルク観光 
料金：62ユーロ／時間：約4.5時間
ウォーキンググレード：3 

コブレンツ徒歩観光 
料金：23ユーロ／時間：約2時間
ウォーキンググレード：4 

コッヘム徒歩観光
料金：43ユーロ／時間：3.5時間
ウォーキンググレード：4 

■モデルプラン・スケジュール

クラシック・ライン川クルーズ
最新鋭アマデウス・カーラで航く
2023年10月18日出航

クラシック・ライン川クルーズ
最新鋭アマデウス・カーラで航く
2023年10月18日出航

日次

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

8日目

9日目

日付  

10月18日（水）

10月19日（木）

10月20日（金）

10月21日（土）

10月22日（日）

10月23日（月）

10月24日（火）

10月25日（水）

寄港地

アムステルダム/(オランダ)

★ウェルカム・カクテル/ディナー

アムステルダム(オランダ)

ユトレヒト(オランダ)

ケルン(ドイツ)

コッヘム(ドイツ)

コブレンツ（ドイツ）

リューデスハイム（ドイツ）

マンハイム(ドイツ)

シュパイヤー（ドイツ）

ストラスブール（フランス）　

★キャプテン主催ガラ・ディナー 

バーゼル(スイス)

入港

16:00

12:30

10:30

14:00

06:00

17:00

06:00

15:30

07:30

09:00

出港

08:30

13:00

20:00

21:45

11:00

22:00

13:00

19:30

13:00

クルーズ（7泊8日）A

SHIP DATA

2022年6月就航
乗客数　 163名
乗組員数   46名

アマデウス・カーラアマデウス・カーラ

お得な寄港地観光パッケージ

6都市ベーシック観光パッケージ

全8都市観光パッケージ

お一人様 €263

お一人様 €385

個別購入よりも€17割引

個別購入よりも最大€113割引



※クルーズ代金は、変動制となっており、上記クルーズ代金は2023年1月20日現在の代金です。
※シングル代金追加料率は裏面をご覧ください。
※1名様でご利用いただける部屋数には限りがございますので、予約時にお問い合わ
せください。
※船内チップは、目安としてお客様1名様1泊あたり5ユーロから7ユーロを船内にてお
支払いください。
※パスポートは下船日以降6か月の残存期間が必要です。　
※クルーズ手配に対し5,000円（税込）1人/1件を申し受けます。この取扱料金はクル
ーズにご乗船される場合には、残金ご請求時にクルーズ代金に充当させて頂きます。
（実質取扱料金は無料となります）
※取消手続料金…クルーズ手配に対し正式ご予約後、キャンセルされた場合（船会社
の取消料発生前も含みます）には、船会社の取消料・事務手数料とは別に上記取扱料
金を取消手続料金として収受させて頂きますので、予めご了承ください。
※クルーズ以外の手配に対しての取扱料金・取消手続料金については上記と異なりま
す。詳しくはWEBの「旅行業務取扱料金表」をご参照ください。

※ホテルプログラムは、1室2名利用時お一人様代金です。シングル料金につきましては
お問合せください。
※推奨フライトご利用の場合は、アムステルダム空港で日本語スタッフがお出迎えいた
します。

クルーズ代金に含まれるもの
客室の料金、食事、毎食後のコーヒー・紅茶、夕食時の白・赤ワイン、
行程に含められていると記載のあるプログラム、湾税

送迎プログラム
［英語対応・混乗］

サービス内容都市名

アムステルダム

バーゼル 【下船時】下船港→空港

【乗船時】空港→乗船港
代金

€64

€70

船会社送迎C D

※運賃は2023年1月20日現在です。予約の時期または、空席に応じて運賃は変動しますの
で予めご了承ください。
※中間（プレミアム）エコノミークラス及びビジネスクラス運賃は、お問い合わせください。
※国内空港税（羽田：2,670円）、国際観光旅客税（1,000円）、海外空港税・燃油サーチャ
ージ（概算110,000円/2023年1月20日現在）手配手数料（5～20%）が別途必要になります。
※その他運賃規則は、航空会社のホームページをご参照ください。

モデルプラン（10/17発・10/26着トルコ航空利用）
運賃プラン

81,300円

航空運賃（一例）（エコノミークラス利用・変動制）B

※左ページのモデルプラン・スケジュールで手配した場合の
ご旅行代金（例）です。

（1室2名利用時のお一人様代金）
■モデルプラン ご旅行代金の目安

クルーズ代金
※ポートチャージ・諸税はクルーズ代金に
含まれています。

航空運賃
（トルコ航空・エコノミークラス利用の場合）

船会社送迎プラン（乗船時）

船会社送迎プラン（下船時）

※上記、クルーズ代金は、１ユーロ＝142円で算出した暫定代金（100円単位に切り捨て）です。換算レートは、予約時の弊社レートで換算した代金で確定代金となります。
※クルーズ代金、航空運賃、船会社プログラム代金は全て変動制です。ご予約時に再度必ずご確認ください。
※クルーズ代金には、ポートチャージ・諸税が含まれています。　※船内チップ、国内空港諸税、燃油サーチャージ・その他諸税、手配手数料等が別途必要になります。（詳細は上記ご参照ください。）
※利用航空機中間（プレミアム）・エコノミークラス及びビジネスクラスご希望の方は、お問い合わせください。

ご旅行代金合計（目安）

A

B

C

D
€ 64（9,000円）

€ 70（9,900円） 

81,300円

アマデウス・スイート
3階・バルコニー

550,100 円 624,000 円

€ 3,689
（523,800円）

A1
3階・窓
（開閉可）

€ 3,169
（449,900円）

B1
2階・窓
（開閉可）

€ 2,849
（404,500円）

504,700 円

C1
1階・小窓
（開閉不可）

€ 2,249
（319,300円）

419,500 円375,500 円

€ 1,939
（275,300円）

C4
1階・小窓
（開閉不可）

クルーズ代金（変動制）／1 部屋2 名様でご利用の場合の大人お一人様代金

C4 €1,939
（￥275,300）

ステートルーム（ハイドンデッキ）
小窓（開閉不可）・シャワー付／16㎡
ハイドンデッキ(1階）後方

C1 €2,249
（￥319,300）

ステートルーム（ハイドンデッキ）
小窓（開閉不可）・シャワー付／16㎡
ハイドンデッキ(1階）

B4 €2,619
（￥371,800）

ステートルーム（シュトラウスデッキ）
窓（開閉可）・シャワー付／17.5㎡
シュトラウスデッキ（2階）後方

B1 €2,849
（￥404,500）

ステートルーム（シュトラウスデッキ）
窓（開閉可）・シャワー付／17.5㎡
シュトラウスデッキ（2階）

A1 €3,169
（¥449,900）

ステートルーム（モーツァルトデッキ）
窓（開閉可）・シャワー付／17.5㎡
モーツァルトデッキ（3階）

★ €3,689
 （¥523,800）

アマデウス・スイート
バルコニー・シャワー付
26.4 m²+バルコニー2 m² 
モーツァルトデッキ(3 階)

クルーズ代金客室タイプ（抜粋）
A

おすすめ

海外個人クルーズ旅行のススメ

個人手配クルーズ旅行のメリット

● iCruise コンサルティング
iCruiseは、ルフトナークルーズの日本地区公式販売代理店ですので、スム
ーズな対応が可能です。また、販売＆乗船経験豊富なiCruiseのクルーズ・
コンシェルジュが、お客様一人一人に合った個人クルーズ旅行をサポート
いたします。

● 自分好みのパターンで自在にアレンジ
クルーズだけを予約されたい方も、飛行機はマイレージを利用するため
【クルーズ+送迎プログラム】のセットで予約されたい方も、すべてトータル
でご予約されたい方、グループ旅行をご検討中の方、自分たちだけの添乗
員を手配してほしい方も自在にアレンジが可能です。

海外クルーズ旅行は個人旅行・自由旅行の時代です。陸続きのヨーロッパは、
リバークルーズで巡ることで効率的に楽しめます。ルフトナーファミリーによ
る家族経営のルフトナー・クルーズは、30年以上の歴史があります。経験豊
富なクルーが、それぞれのホスピタリティ－マインドから自然と溢れ出るエレ
ガントかつあたたかいおもてなしで、お客様個々の素敵な思い出づくりのお
手伝いをいたします。 まるでご自宅にいるようにリラックスできるサービス
で、ヨーロッパ個人旅行も、より安心してお過ごしいただけます。

● クルーズ旅行はシンプル手配
クルーズはあご（食事）、あし（交通機関）、まくら（宿泊）が揃った周遊型の
旅のスタイルです。1度の予約で3要素の手配が完了してしまいます。あとは
航空券を手配するだけ。非常にシンプルです。

当コースはiCruise専任・日本人スタッフが乗船します。（ご参加者20名様以上の場合）
乗船中のサポートはもちろんのこと、乗船前も不安という方にご安心してご
参加いただけるように 、日本人スタッフと同じ往復航空便をご予約いただく
ことで、日本からのフライトも同行＆乗船もサポートいたします。また、寄港
中の主だった寄港地観光ツアーにも同行いたします。（アテンド費用不要。）
※ご参加者20名様以上でiCruise推奨するフライトご利用の場合。 
※推奨フライトや同行寄港地観光ツアーにつきましては、後日ご案内いたします。 
※航空券、空港から港までの送迎代や寄港地観光ツアー代は別料金。

●はじめてのリバークルーズをより快適に



運航会社: Lüftner Cruises (ルフトナー・クルーズ）

個人自由旅行を提供する高級クルーズ専門デスク iCruise（アイ・クルーズ）事業部
TEL: 03-6450-2560     FAX: 03-6450-3399
メールアドレス： contact@icm-i.co.jp       ホームページ： https://www.icruises.jp/

お申込み・お問い合わせ
お得でスペシャルな最新情報をお届けします。
会員限定の特集コンテンツも盛り沢山！

iCruiseメルマガ会員登録はこちら：
https://www.icruises.jp/p/mmform

iCruiseメルマガ会員（無料）募集中！

〒108-0072　東京都港区白金1-29-9-601
東京都知事登録旅行業：第3-6448号　　総合旅行業務取扱管理者：菅谷 孝幸 

で検索アイ・クルーズ

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

営業時間：
平日 09:30～18:00
土日祝日・年末年始休業

● 保証、補償および協力義務:
旅行サービスが約款のごとく行われない場合、お客様は補償を要求するこ
とができます。ルフトナー・クルーズによ改善し、起こりうる損失をできる
だけ少なく、又はそれを完全に回避できるよう協力する義務があります。い
かなる申し立てをもルフトナー・クルーズの船内の代表者(ホテルマネージ
ャーやクルーズディレクター)に知らせる義務があります。ただし彼らにはそ
れらの申し立てに対処する権限 はありません。

● 提供サービスと料金の変更:
a)契約締結後の変更(時間、寄港地の順序、ホテルの予約 等)は、ルフトナー
・クルーズの善意に反して生じたものではなく、プログラム全体を変えてし
まう重大な変更でない限り、許容されるものとする。
b)ルフトナー・クルーズは、輸送費用(特に燃料費の高騰)、港停泊費用、為
替レートの変動、またその他契約締結時に分かり得ない費用の上昇があっ
た場合、料金を変更する権利を有します。

● 異常事態(不可抗力)による契約の解除またはプログラムの変更:
ルフトナー・クルーズは下記に対する請求、特に損害賠償請求について責
任を負いかねます。

a)クルーズ出航前: 戦争、ストライキ、内乱、政治的指示(宿 泊施設や輸送
手段の引き渡しなど)、禁輸、自然災害、事 故、疫病、流行病、船舶の損傷(
特に船体やエンジンなど)など、契約締結時には予見できず、ルフトナー・
クルーズに責任のない異常事態によってクルーズの運航が妨げられ、危険
にさらされ、または損なわれた場合、契約当事者は旅行開始前に契約を解
除することができます。この場合、ルフトナー・クルーズに対するいかなる
請求権(特に損害賠償請求権)も発生しません。

b)クルーズ出航後: 上記の状況が発生しクルーズが遅延した場合、ルフトナ
ー・クルーズは他の航路、または港を避け陸路で移動することにより残り
の旅程を再構築し、予定されたおおよその時間に旅程を終了することがで
きます。その場合旅行代金は減額されません。

c)クルーズの終了: 上記のいずれかの状況によりクルーズを終了する必要が
ある場合、ルフトナー・クルーズは旅行者とその荷物を適切な代替輸送手
段(電車、バス、飛行機など)により、合意されたクルーズの出発地点または 
終了地点まで輸送することができます。

d)遭難した船: クルーズ中に別の船が援助を必要とする場合、ルフトナー・
クルーズはその援助または救助活動によって引き起こされた遅延について責
任を負いかねます。そのような援助に関する決定は、船長に一任されます。

e)水位の変化: 異常な水位の高低などにより、クルーズ航程の変更、他船へ
の再乗船、バス・鉄道などへの乗換、もしくは日程の短縮などを余儀なくさ
れる場合があります。その場合乗客は契約を撤回することはできません。

● 不使用のサービス:
乗客が個人的な理由で旅行代金に含まれているサービスを使用しなかっ
た場合、その分の払い戻しはできかねます。

● 保 険:
料金には旅行保険は含まれていません。お客様ご自身の安心のため、旅行
取り消し、荷物の破損・紛失、旅行中の病気、帰還等の万一の際に備え、
海外旅行傷害保険の加入をお勧めします。詳しくはお申し込みの旅行代理
店にお問い合わ せください。

●責任事項:
a)ルフトナー・クルーズは各クルーズに含まれるサービスにのみ責任を負い
ます。

b)ルフトナー・クルーズは第三者サービスによるサービスの中断、人物およ
び荷物の損害について責任を負いかねます。

● 序 文: 
これらの旅行条件は、このパンフレットに記載されたプログラムのために、
Dr. W. Lueftner Reisen GmbH/A-6020 Innsbruck の名の下に発効された
ものです。Dr. W. Lueftner Reisen GmbH はルフトナー・クルーズの商標に
て業務を行います。ルフトナー・クルーズの予約に関する詳細は、ルフトナ
ー・クルーズ社の約款『Travel Terms and Conditions 2023』が適用され 
ます。『Travel Terms and Conditions 2023』はウェブサイト(https://www. 
lueftner-cruises.com)をご参照ください。当抜粋和訳および英文は参考で
あり、ドイツ語の原文内容が優先されます。
● お支払い規定:
ご予約確定のため、おひとり様あたり10%の申込金をお支払いください。
残金はクルーズ開始日の120日前までにお支払いいただきます。指定期日
までにお支払いのない場合は、キャンセルとなることがあります。請求額
を全額お支払いいただいた後、ルフトナー・クルーズはサービスの提供を
行うものとします。お支払いまたはチケットの受取をもって、『Travel 
Terms and Conditions 2023』に同意いただいたものとみなされます。
● お支払い:
クルーズ料金のお支払いは日本円、またはユーロでの銀行口座振込、また
はユーロでのクレジットカード払いとなります。日本円でお支払いの際の
換算レートは、請求書発行 日のTTS(電信売相場 ) の3円増しを適用いたし
ます。クレジット・カードはビザ、マスターカード、AMEX をご利用いただけ
ます。換算レートは当該クレジットカード会社の規定に従います。なお、送
迎、その他特別手配のお支払いにつきましてはお振込のみ承ります。
● キャンセル規定:
予約キャンセルの場合、ルフトナー・クルーズは以下のキャンセル料金を申
し受けます。その金額は、クルーズ開始日の前日から起算される日数によ
り、旅行代金の割合で算出されます。
・クルーズ

キャンセルは書面にて行われる必要があり、それらの書類を受諾後、直ち
にキャンセル料金の請求書が発行されます。
・寄港地観光
乗船前の弊社営業日・営業時間内まではキャンセル料はかかりませんが、
それ以降は100%のキャンセル料を申し受けます。
・送迎その他特別手配
クルーズ開始日の前日から起算して14日前から100%のキャンセル料金を
申し受けます。
● 予約の名前の変更:
申込金入金後の名前の変更に対し、1名様あたり45ユーロが課せられます。
キャンセルとみなされる変更の場合は、前記「キャンセル規定」の項を参
照ください。

● パスポート、査証、税関、通貨および保健規則: 
旅行関連の規制および前提条件に関するすべての事項を遵守する責任は、
お客様本人が単独で負います。ルフトナー・クルーズによる意図的な誤っ
た情報に起因する場合を除き、このような規制の違反に起因する中断によ
り発生する費用はお客様の負担となります。ルフトナー・クルーズは査証
取得および査証・その他の入国書類取得に関する告知ついて一切の責任
を負いかねます。

● お子様と未成年者のご乗船:
クルーズ旅程の性質上、ルフトナー・クルーズの船はお子様にご乗船いただ
くための施設とサービスを保有していません。すべてのクルーズにおいて、
16才以下の未成年者は親または22歳以上の成年者の付き添いおよび同室
での宿泊が必要です。8才未満のお子様のご乗船につきましてはリクエス
トとなります。

●3名1室利用:
全てのカテゴリーで3名1室のご利用は不可となります。

●シングル料金:
シングルご利用時の料金は下記の料率で算出されます。

アマデウススイートおよびハイドンC以外はリクエストにてお受けいたします。

●妊娠中の方:
ルフトナー・クルーズでは妊娠中の方のご乗船に対して規定を設けており
ません。ご本人の責任のもと、ご乗船ください。

● 身体障害をお持ちの方:
すべての船とバスはヨーロッパ基準の装備をしています。ほとんどの船に
はエレベーターが備わっていますが、サンデッキには行きません。また状
況により港で横並びに着けた他船を通って上陸する場合もあり、車椅子で
は困難な場合もあります。一部港や寄港地観光、バスの利用には車椅子
が適さない場合もあります。身体障害をお持ちの方は、ご予約前に旅行代
理店またはインターナショナル・クルーズ・マーケティングにご連絡いただ
き、参加の可否をご確認ください。安全上の理由で、車椅子の運搬が船に
より禁止される場合もあります。船社はこれらに起因する苦情には責任を
負いかねます。

● 寄港地観光・送迎その他特別手配:
・ご乗船前のお申し込み
お申し込みはクルーズ開始日の前日から起算して90日前まで承り、全額事
前払いとなります。
・ご乗船後のお申し込み
ご乗船日の夜が、乗船中の全てのツアーの申込締切期限となっておりま
す。締切時間は乗船後、クルーズディレクターにご確認ください。乗船後に
お申し込みいただいたツアーのキャンセルに対しては、100%のキャンセル
料を申し受けます。ツアー代金のお支払いは、下船時にまとめてご精算くだ
さい。催行最低人数に達しない場合は、ツアーが催行されない場合もござ
います。

● ルフトナー・クルーズによる取り消しおよび終了:
ルフトナー・クルーズは次の場合、クルーズの取り消しおよび終了を敢行す
ることができ、それによって生じた損失については一切の責任を負いかね
ます。

a)ルフトナー・クルーズおよび/または船上の代理人は、事前の警告にもか
かわらず、乗客がクルーズ中に有効な規則(特に適用される衛生・健康対
策、船社の命令および指示を含む)に従わない場合、またはその行動が他
の乗客や乗務員の健康や福利、および/または船舶の安全を損なう場合、
またはその行動が他の乗客に迷惑をかける場合には、船内に残ることを
禁止する権利を有するものとします。これにより生じるすべての結果は、当
該乗客が負担するものとし、旅行代金の払い戻しを受ける権利を有しない
ものとします。

b)出航の2週間前までに、クルーズ催行最低人数(80名)の集客ができなか
った場合、またその他プログラムにおいて各催行最低人数に満たなかった
場合。これは早期の段階で催行最低人数に達しないことが明白な場合も
当てはま ります。

c)出航4週間前までに、費用高騰のために、ルフトナー・クルーズがクルー
ズを催行することが妥当でないとされる場合。

Travel Terms and Conditions 2023(抜粋)

エレガントで上品、快適な客室

アマデウス・スイート

A/B-ステートルーム

C-ステートルーム

スタイリッシュな船内施設
ダイニングやラウンジの他、パノラマバーなど、
パブリックスペースも充実しています。SUITES & STATEROOMS

アマデウス・スイート

A/B-ステートルーム パノラマバー

フィットネス

メインダイニング

アマデウスクラブ

パノラマバー

フィットネス

メインダイニング

アマデウスクラブC-ステートルーム

121日以上前
120日~90日
89日~60日

10%
15%
35%

59日~30日
29日~15日
14日～クルーズ開始日

50%
80%
100%

アマデウススイート
モーツァルトA

200%
160%

シュトラウスB1
シュトラウスB4
ハイドンC1/C4

150%
130%
115%


