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シーニック・ジャスパー
SCENIC JASPER

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
ブダペスト～アムステルダム STC

4月10日㈬～4月24日㈬ …… $6,795～
6月19日㈬～7月3日㈬ ……… $7,495～
7月17日㈬～7月31日㈬ …… $7,195～
9月11日㈬～9月25日㈬ …… $7,495～

アムステルダム～ブダペスト STC

6月5日㈬～6月19日㈬ ……… $7,495～
7月3日㈬～7月17日㈬ ……… $7,195～
8月28日㈬～9月11日㈬ …… $7,495～
10月16日㈬～10月30日㈬ … $7,195～

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

5月22日㈬～5月29日㈬ …… $4,095～
9月25日㈬～10月2日㈬ …… $4,295～

バーゼル～アムステルダム AMBC

5月29日㈬～6月5日㈬ ……… $4,095～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

4月24日㈬～5月8日㈬ ……… $6,995～
7月31日㈬～8月14日㈬ …… $7,195～

バーゼル～アムステルダム AMBA

5月8日㈬～5月22日㈬ ……… $7,295～
8月14日㈬～8月28日㈬ …… $7,195～
10月2日㈬～10月16日㈬ …… $7,395～

シーニック・ジェイド
SCENIC JADE

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

4月29日㈪～5月13日㈪ …… $6,995～
5月27日㈪～6月10日㈪ …… $7,495～
6月24日㈪～7月8日㈪ ……… $7,495～
7月22日㈪～8月5日㈪ ……… $7,195～
8月19日㈪～9月2日㈪ ……… $7,195～
9月16日㈪～9月30日㈪ …… $7,495～
10月14日㈪～10月28日日㈪ $7,195～

ブダペスト～アムステルダム STC

5月13日㈪～5月27日㈪ …… $7,495～
6月10日㈪～6月24日㈪ …… $7,495～
7月8日㈪～7月22日㈪ ……… $7,195～
8月5日㈪～8月19日㈪ ……… $7,195～
9月2日㈪～9月16日㈪ ……… $7,495～
9月30日㈪～10月14日㈪ …… $7,495～
10月28日㈪～11月11日㈪ … $6,795～

シーニック・アンバー
SCENIC AMBER

ドナウの宝石 7泊
ブタペスト～ニュルンベルク NBU

4月25日㈭～5月2日㈭ ……… $3,995～
5月9日㈭～5月16日㈭ ……… $4,195～
5月23日㈭～5月30日㈭ …… $4,395～
6月6日㈭～6月13日㈭ ……… $4,395～
6月20日㈭～6月27日㈭ …… $4,395～
7月4日㈭～7月11日㈭ ……… $4,095～
7月18日㈭～7月25日㈭ …… $4,095～
8月1日㈭～8月8日㈭ ……… $4,095～
8月15日㈭～8月22日㈭ …… $4,095～
8月29日㈭～9月5日㈭ ……… $4,095～
9月12日㈭～9月19日㈭ …… $4,395～
10月10日㈭～10月17日㈭ … $3,995～
10月24日㈭～10月31日㈭ … $3,995～
12月9日㈪～12月16日㈪ …… $3,395～

ニュルンベルク～ブタペスト NBU

5月2日㈭～5月9日㈭ ……… $4,195～
5月16日㈭～5月23日㈭ …… $4,195～
5月30日㈭～6月6日㈭ ……… $4,395～
6月13日㈭～6月20日㈭ …… $4,395～
6月27日㈭～7月4日㈭ ……… $4,395～
7月11日㈭～7月18日㈭ …… $4,095～
7月25日㈭～8月1日㈭ ……… $4,095～
8月8日㈭～8月15日㈭ ……… $4,095～
8月22日㈭～8月29日㈭ …… $4,095～
9月5日㈭～9月12日㈭ ……… $4,395～
9月19日㈭～9月26日㈭ …… $4,395～
10月17日㈭～10月24日㈭ … $3,995～

ドナウ川の宝石～ 
クリスマスマーケット 7泊
ニュルンベルク～ブタペスト NBU

12月2日㈪～12月9日㈪ …… $3,395～
12月16日㈪～12月23日㈪ … $2,995～

黒海エクスプローラー 7泊
ブダペスト～ブカレスト BUBU

9月26日㈭～10月3日㈭ …… $4,795～
ブカレスト～ブダペスト BUBU

10月3日㈭～10月10日㈭ …… $4,595～

シーニック・オパール
SCENIC OPAL

オランダ&ベルギークルーズ 7泊
アムステルダム～アムステルダム TUAA

4月17日㈬～4月24日㈬ …… $3,695～
4月24日㈬～5月1日㈬ ……… $3,695～

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

5月15日㈬～5月29日㈬ …… $7,395～
7月24日(㈬～8月7日㈬ …… $7,195～
8月21日㈬～9月4日㈬ ……… $7,195～
10月9日㈬～10月23日㈬ …… $7,195～

ブダペスト～アムステルダム STC

5月29日㈬～6月12日㈬ …… $7,495～
8月7日㈬～8月21日㈬ ……… $7,195～
9月4日㈬～9月18日㈬ ……… $7,495～
10月23日㈬～11月6日㈬ …… $6,995～

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

5月1日㈬～5月8日㈬ ……… $4,095～
6月12日㈬～6月19日㈬ …… $4,195～
6月26日㈬～7月3日㈬ ……… $4,195～
7月10日㈬～7月17日㈬ …… $3,995～
9月18日㈬～9月25日㈬ …… $4,295～

バーゼル～アムステルダム AMBC

5月8日㈬～5月15日㈬ ……… $4,095～
6月19日㈬～6月26日㈬ …… $4,195～
7月3日㈬～7月10日㈬ ……… $3,995～
7月17日㈬～7月24日㈬ …… $3,995～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

9月25日㈬～10月9日㈬ …… $7,395～

2019年クルーズスケジュール ローヌ川&ソーヌ川ドナウ川&黒海ドナウ川 黒海&ドナウデルタライン川&モーゼル川

シーニック・クリスタル
SCENIC CRYSTAL

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

3月13日㈬～3月27日㈬ …… $6,595～
5月8日㈬～5月22日㈬ ……… $7,395～
7月17日㈬～7月31日㈬ …… $7,195～
8月14日㈬～8月28日㈬ …… $7,195～
9月11日㈬～9月25日㈬ …… $7,495～
11月6日㈬～11月20日㈬ …… $6,795～

ブダペスト～アムステルダム STC

4月24日㈬～5月8日㈬ ……… $6,995～
7月3日㈬～7月17日㈬ ……… $7,195～
7月31日㈬～8月14日㈬ …… $7,195～
8月28日㈬～9月11日㈬ …… $7,495～
9月25日㈬～10月9日㈬ …… $7,495～

アイコニック・ドナウ 7泊
ブダペスト～パッサウ PABD

3月27日㈬～4月3日㈬ ……… $3,495～
パッサウ～ブタペスト PABD

4月3日㈬～4月10日㈬ ……… $3,495～

ドナウ川の宝石 7泊
ブダペスト～ニュルンベルク NBU

6月5日㈬～6月12日㈬ ……… $4,395～
6月19日㈬～6月26日㈬ …… $4,395～

ニュルンベルク～ブタペスト NBU

6月12日㈬～6月19日㈬ …… $4,395～
6月26日㈬～7月3日㈬ ……… $4,395～

黒海エクスプローラー 7泊
ブダペスト～ブカレスト BUBU

4月10日㈬～4月17日㈬ …… $4,595～
5月22日㈬～5月29日㈬ …… $4,815～

ブカレスト～ブダペスト BUBU

4月17日㈬～4月24日㈬ …… $4,595～
5月29日㈬～6月5日㈬ ……… $4,815～

北海から黒海へ 22泊
ブカレスト～アムステルダム ABBU

4月17日㈬～5月9日㈭ ………$11,590～
アムステルダム～ブカレスト ABBU

5月8日㈬～5月30日㈭ ………$12,210～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

10月9日㈬～10月23日㈬ …… $7,395～
バーゼル～アムステルダム AMBA

10月23日㈬～11月6日㈬ …… $6,995～

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

12月4日㈬～12月11日㈬ …… $3,495～

ライン・ハイライト 
クリスマスマーケット 7泊
バーゼル～アムステルダム AMBC

12月11日㈬～12月18日㈬ … $3,395～

クリスマスマーケット 14泊
ブダペスト～アムステルダム CHMA

11月20日㈬～12月4日㈬ …… $6,495～

クリスマスワンダーランド 15泊
アムステルダム～ブダペスト CHAA

12月18日㈬～1月2日㈭ …… $7,295～

シーニック・ジュエル
SCENIC JEWEL

ドナウデルタ・ディスカバリー 15泊
ウィーン～ブカレスト VIBU

3月31日㈰～4月15日㈪ …… $7,295～
ブカレスト～ウィーン VIBU

4月14日㈰～4月29日㈪ …… $7,295～

ドナウ川の宝石 7泊
ブダペスト～ニュルンベルク NBU

4月29日㈪～5月6日㈪ ……… $3,995～
5月13日㈪～5月20日㈪ …… $4,195～

ニュルンベルク～ブタペスト NBU

5月6日㈪～5月13日㈪ ……… $4,195～
5月20日㈪～5月27日㈪ …… $4,395～

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

6月10日㈪～6月24日㈪ …… $7,495～
7月8日㈪～7月22日㈪ ……… $7,195～
8月5日㈪～8月19日㈪ ……… $7,195～
9月2日㈪～9月16日㈪ ……… $7,495～
9月30日㈪～10月14日㈪ …… $7,495～

ブダペスト～アムステルダム STC

5月27日㈪～6月10日㈪ …… $7,495～
6月24日㈪～7月8日㈪ ……… $7,495～
7月22日㈪～8月5日㈪ ……… $7,195～
8月19日㈪～9月2日㈪ ……… $7,195～
9月16日㈪～9月30日㈪ …… $7,495～
10月14日㈪～10月28日㈪ … $7,195～

シーニック・ルビー
SCENIC RUBY

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

4月15日㈪～4月22日㈪ …… $3,595～
4月29日㈪～5月6日㈪ ……… $3,795～
6月17日㈪～6月24日㈪ …… $4,195～

バーゼル～アムステルダム AMBC

4月22日㈪～4月29日㈪ …… $3,795～
6月24日㈪～7月1日㈪ ……… $4,195～
7月15日㈪～7月22日㈪ …… $3,995～
8月5日㈪～8月12日㈪ ……… $3,995～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

7月1日㈪～7月15日㈪ ……… $7,195～
7月22日㈪～8月5日㈪ ……… $7,195～

バーゼル～アムステルダム AMBA

5月6日㈪～5月20日㈪ ……… $7,295～

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

5月20日㈪～6月3日㈪ ……… $7,495～
8月12日㈪～8月26日㈪ …… $7,195～
9月9日㈪～9月23日㈪ ……… $7,495～
10月21日㈪～11月4日㈪ …… $6,995～

ブダペスト～アムステルダム STC

6月3日㈪～6月17日㈪ ……… $7,495～
8月26日㈪～9月9日㈪ ……… $7,495～
10月7日㈪～10月21日㈪ …… $7,195～

ドナウの宝石 7泊
ブダペスト～ニュルンベルク NBU

9月23日㈪～9月30日㈪ …… $4,395～
ニュルンベルク～ブダペスト NBU

9月30日㈪～10月7日㈪ …… $4,395～

シーニック・サファイア
SCENIC SAPPHIRE

サウス・オブ・フランス 12泊
リヨン（シャロン=シュル=ソーヌ）～
ニース（タラスコン） FRAC

4月8日㈪～4月20日㈯ ……… $6,995～
4月22日㈪～5月4日㈯ ……… $7,395～
5月6日㈪～5月18日㈯ ……… $7,995～
6月3日㈪～6月15日㈯ ……… $7,995～
6月17日㈪～6月29日㈯ …… $7,995～
7月1日㈪～7月13日㈯ ……… $7,695～
7月15日㈪～7月27日㈯ …… $7,695～
7月29日㈪～8月10日㈯ …… $7,695～
8月12日㈪～8月24日㈯ …… $7,695～
9月9日㈪～9月21日㈯ ……… $7,795～
9月23日㈪～10月5日㈯ …… $7,795～
10月7日㈪～10月19日㈯ …… $7,395～
10月21日㈪～11月2日㈯ …… $6,995～

のどかなローヌ川 7泊
ニース（タラスコン）～
リヨン（シャロン=シュル=ソーヌ） FCCC

5月20日㈪～5月27日㈪ …… $4,895～
5月27日㈪～6月3日㈪ ……… $4,895～
8月26日㈪～9月2日㈪ ……… $5,095～
9月2日㈪～9月9日㈪ ……… $5,095～

シーニック・パール
SCENIC PEARL

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～アムステルダム TUAA

4月22日㈪～4月29日㈪ …… $3,695～
4月29日㈪～5月6日㈪ ……… $3,695～

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

5月6日㈪～5月20日㈪ ……… $7,395～
7月1日㈪～7月15日㈪ ……… $7,195～
8月26日㈪～9月9日㈪ ……… $7,495～

ブダペスト～アムステルダム STC

5月20日㈪～6月3日㈪ ……… $7,495～
8月12日㈪～8月26日㈪ …… $7,195～
9月9日㈪～9月23日㈪ ……… $7,495～

ドナウ川の宝石 7泊
ブタペスト～ニュルンベルク NBU

7月15日㈪～7月22日㈪ …… $4,095～
7月29日㈪～8月5日㈪ ……… $4,095～

ニュルンベルク～ブタペスト NBU

7月22日㈪～7月29日㈪ …… $4,095～
8月5日㈪～8月12日㈪ ……… $4,095～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

6月3日㈪～6月17日㈪ ……… $7,395～
9月23日㈪～10月7日㈪ …… $7,395～

バーゼル～アムステルダム AMBA

6月17日㈪～7月1日㈪ ……… $7,395～

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

10月14日㈪～10月21日㈪ … $3,995～
バーゼル～アムステルダム AMBC

10月7日㈪～10月14日㈪ …… $3,995～
10月21日㈪～10月28日㈪ … $3,795～
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シーニック・ツァー
SCENIC TSAR

ジュエル・オブ・ロシア 14泊
サンクトペテルブルク～モスクワ IRRC

5月26日㈰～6月9日㈰ ……… $7,195～
6月23日㈰～7月7日㈰ ……… $7,595～
7月21日㈰～8月4日㈰ ……… $7,595～
8月18日㈰～9月1日㈰ ……… $7,595～
9月15日㈰～9月29日㈰ …… $6,995～

モスクワ～サンクトペテルブルク IRRC

5月12日㈰～5月26日㈰ …… $6,995～
6月9日㈰～6月23日㈰ ……… $7,595～
7月7日㈰～7月21日㈰ ……… $7,595～
8月4日㈰～8月18日㈰ ……… $7,595～
9月1日日㈰～9月15日㈰ …… $7,195～

シーニック・アジュール
SCENIC AZURE

思い出のドウロ川 10泊
ポルト～ポルト DOUR

4月4日㈭～4月14日㈰ ……… $5,995～
4月28日㈰～5月8日㈬ ……… $5,995～
5月8日㈬～5月18日㈯ ……… $6,695～
5月25日㈯～6月4日㈫ ……… $6,695～
6月11日㈫～6月21日㈮ …… $6,695～
6月21日㈮～7月1日㈪ ……… $6,695～
7月1日㈪～7月11日㈭ ……… $6,495～
7月11日㈭～7月21日㈰ …… $6,495～
7月21日㈰～7月31日㈬ …… $6,495～
8月7日㈬～8月17日㈯ ……… $6,495～
8月17日㈯～8月27日㈫ …… $6,495～
9月3日㈫～9月13日㈮ ……… $7,095～
9月13日㈮～9月23日㈪ …… $7,095～
9月23日㈪～10月3日㈭ …… $7,095～
10月10日㈭～10月20日㈰ … $6,595～
10月20日㈰～10月30日㈬ … $6,595～

楽しいドウロ川 7泊
ポルト～ポルト DOUS

4月14日㈰～4月21日㈰ …… $3,995～
4月21日㈰～4月28日㈰ …… $4,195～
5月18日㈯～5月25日㈯ …… $4,295～
6月4日㈫～6月11日㈫ ……… $4,295～
7月31日㈬～8月7日㈬ ……… $4,195～
8月27日㈫～9月3日㈫ ……… $4,195～
10月3日㈭～10月10日㈭ …… $4,295～
10月30日㈬～11月6日㈬ …… $4,195～
11月6日㈬～11月13日㈬ …… $3,995～
11月13日㈬～11月20日㈬ … $3,995～

シーニック・ジェム
SCENIC GEM

ノルマンディーとセーヌのハイライト 7泊
パリ～パリ SENE

4月14日㈰～4月21日㈰ …… $4,595～
4月21日㈰～4月28日㈰ …… $4,595～
5月18日㈯～5月25日㈯ …… $4,795～
6月4日㈫～6月11日㈫ ……… $5,645～
7月31日㈬～8月7日㈬ ……… $4,495～
8月27日㈫～9月3日㈫ ……… $4,495～
10月3日㈭～10月10日㈭ …… $4,395～

ノルマンディとセーヌの宝石 10泊
パリ～パリ SEI

4月28日㈰～5月8日㈬ ……… $6,195～
5月8日㈬～5月18日㈯ ……… $6,595～
5月25日㈯～6月4日㈫ ……… $6,595～
6月11日㈫～6月21日㈮ …… $6,595～
6月21日㈮～7月1日㈪ ……… $6,595～
7月1日㈪～7月11日㈭ ……… $6,295～
7月11日㈭～7月21日㈰ …… $6,295～
7月21日㈰～7月31日㈬ …… $6,295～
8月7日㈬～8月17日㈯ ……… $6,295～
8月17日㈯～8月27日㈫ …… $6,295～
9月3日㈫～9月13日㈮ ……… $6,595～
9月13日㈮～9月23日㈪ …… $6,595～
9月23日㈪～10月3日㈭ …… $6,595～
10月10日㈭～10月20日㈰ … $5,995～

シーニック・ダイヤモンド
SCENIC DIAMOND

ボルドー・アフェア 7泊
ボルドー～ボルドー BORD

4月21日㈰～4月28日㈰ …… $4,195～
5月18日㈯～5月25日㈯ …… $4,695～
6月4日㈫～6月11日㈫ ……… $4,695～
7月31日㈬～8月7日㈬ ……… $4,495～
8月27日㈫～9月3日㈫ ……… $4,495～
10月3日㈭～10月10日㈭ …… $4,395～

ビューティフル・ボルドー 10泊
ボルドー～ボルドー BOD

4月28日㈰～5月8日㈬ ……… $6,295～
5月8日㈬～5月18日㈯ ……… $6,395～
5月25日㈯～6月4日㈫ ……… $6,395～
6月11日㈫～6月21日㈮ …… $6,395～
6月21日㈮～7月1日㈪ ……… $6,395～
7月1日㈪～7月11日㈭ ……… $5,995～
7月11日㈭～7月21日㈰ …… $5,995～
7月21日㈰～7月31日㈬ …… $5,995～
8月7日㈬～8月17日㈯ ……… $5,995～
8月17日㈯～8月27日㈫ …… $5,995～
9月3日㈫～9月13日㈮ ……… $6,495～
9月13日㈮～9月23日㈪ …… $6,495～
9月23日㈪～10月3日㈭ …… $6,495～
10月10日㈭～10月20日㈰ … $6,395～

セーヌ川ボルドー ドウロ川 ボルガ川2019年クルーズスケジュール

ドナウ川
ヨーロッパ大陸の中心を流れている、
ヨーロッパでもっとも有名な川とい
えるでしょう。2000年以上ものあい
だ文明の進化において、重要な役割を
果たしてきました。全長1,785マイル
を誇るドナウ川はドイツ南西部のブ
ラックフォレストを源流とする2つの
支流が交わった場所を起点とし、東は
黒海に至るまで10か国にわたり流れ
ています。

ソーヌ川＆ローヌ川
ローヌ川はフランスの南東部を中心
に流れていることから、そのクルーズ
は最もフランスらしいと言われていま
す。そしてその源流となっているのが
標高約6,000フィート、スイスアルプ
スのローヌ氷河です。ローヌ川はヨー
ロッパの中でも数少ない地中海につな
がる川としても知られており、その特
徴から古代は重要な水路とされていま
した。

ドウロ川
ドウロ川はスペインとポルトガルを流
れるイベリア半島で3番目に長い川で
す。その歴史は深く特にワインに関し
てはドウロ川流域は世界でも有数の歴
史あるワイン生産地として知られてお
り2000年の歴史を持っています。アル
ト・ドウロ・ワイン生産地域はユネス
コの世界遺産にも登録されています。

ドナウ川&黒海
ヨーロッパ大陸をゆったりと約3週間
かけて航行する春のクルーズで、アム
ステルダムとブカレストそれぞれが起
点となります。ライン川、マイン川、ド
ナウ川の移りゆく自然、歴史と文化漂
う景観をお楽しみください。セルビア
とルーマニアの国境にある、ドナウ川
のアイアンゲート（鉄門）の神秘的な
渓谷美もご堪能いただける、充実した
コースです。

ライン川＆モーゼル川
ライン川はスイスのアルプスを源流と
し、バーゼルに流れ込むとその幅を広
げ北海に注ぎ込みます。ローマ時代よ
りライン川は北ヨーロッパと中央ヨー
ロッパをつなげ、ローマ帝国の勢力拡
大とともにライン川も交易路としての
重要性が高まりました。18世紀後半か
ら19世紀後半のロマン主義の時代には
ライン渓谷は手つかずの大自然の象徴
として散文にも多く使用されました。

ボルドー
ボルドーといえばワインが著名です。
約30万エーカーのワイン畑には15種
類のブドウが植えられています。カベ
ルネ・ソーヴィニオンやソーヴィニオ
ン・ブラン、カルメネールやモーザック
までと様々です。また、お城へのツアー
とグラン・クリュのテイスティングを
思い浮かべる方もいらっしゃるでしょ
う。ボルドーのクルーズでは、どちらも
お楽しみいただけます。

ボルガ川
全長2,294マイルのボルガ川はヨー
ロッパでもっとも大きな川で、川幅の
広い場所では対岸が見えないほどの
広さがあります。ボルガ川はロシアを
代表する河川であり、ロシアのたくさ
んの人々の生活においてとても重要な
役割を果たしていることからしばしば
「母なるボルガ」と呼ばれています。

黒海＆ドナウデルタ
ドナウデルタはドナウ川が黒海に流れ
込む河口に広がる面積約3,500平方キ
ロメートルの雄大な三角州（デルタ）で
す。手つかずの自然があふれ湖や沼地、
森林などがあり鳥や魚、固有の動物を
含む野生動物も多く生息していること
からユネスコ自然世界遺産に登録さ
れ、世界中の異なる場所から多くの鳥
が産卵に訪れる場所としても知られて
います。

セーヌ川
セーヌ川とエッフェル塔、ノートルダ
ム大聖堂などを含む8kmほどのエリア
が世界遺産です。セーヌ川のリバーク
ルーズがラグジュアリーな休暇として
有名になるもっと以前から、作家達は
セーヌ川のほとりに座り、川の流れを
眺めながら詩を書いたり、時には川を
題材にしたこともありました。

Danube

Saone and Rhone

Douro

Danube & Black Sea

クルーズエリア

Rhine & Moselle

Bordeaux

VolgaSeine

Black Sea & Danube Delta
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ケルン（ドイツ）
市内には世界遺産のケルン大聖
堂、郊外にはドラッヘンブルク城
があり、観光客で賑わっています。

メルク（オーストリア）
メルクはドナウ川沿いのヴァッハ
ウ渓谷に隣接。修道場として世界的
に有名なメルク修道院があります。

Jewels of Europe（2019）

日次 デスティネーション ハイライト
1 15 アムステルダム（オランダ） ウェルカムレセプション

2 14 アムステルダム（オランダ） 運河ボートクルーズ

ザーンセ・スカンツ観光

3 13 ケルン（ドイツ）▶
マルクスブルク（ドイツ）

ケルン・ウォーキングツアー

●マルクスブルク城でのバンケット

4 12 ライン峡谷▶
リューデスハイム（ドイツ）

ライン峡谷クルーズ

ミニトレインでオルゴール博物館、

ケーブルカーでニーダーヴァルト記念碑を見学

5 11 リューデスハイム（ドイツ）
▶ヴュルツブルク（ドイツ） 終日クルーズ

6 10 ヴュルツブルク（ドイツ） 領主司教館とワインテイスティング

ローテンブルクへのロマンチック街道

7 9 バンベルク（ドイツ） 旧市街観光

8 8 ニュルンベルク（ドイツ） 第二次世界大戦の史跡訪問

船上でのジンジャーブレッド教室

9 7 レーゲンスブルク（ドイツ）
市内ウォーキングツアー

フェリーでドナウ峡谷&

ヴェルテンブルク修道院

10 6 パッサウ（ドイツ）▶
ザルツブルグ（オーストリア）

●「サウンド・オブ・ミュージックと

ザルツブルグ・ショー」とオーストリアン・ランチ

11 5
メルク（オーストリア）▶
デュルンシュタイン

（オーストリア）

メルク修道院

デュルンシュタインへの自転車ツアー

地元ワイナリー訪問
S  ヴァッハウ渓谷をながめながらサンダウナー

12 4 ウィーン（オーストリア）
リングシュトラーセ、市内観光

●リヒテンシュタイン宮殿での

プライベートコンサート 

13 3 ウィーン（オーストリア）

スペイン馬術学校訪問

シェーンブルン宮殿観光

ブラチスラヴァ市内観光

市内自転車ツアー

14 2 ブダペスト（ハンガリー）
防空壕病院

市内観光とピアノコンサート

温泉&スパ

15 1 ブダペスト（ハンガリー） 下船

ドイツ

アムステルダム

ブダペスト

ケルン

ザルツブルグ

ニュルンベルク

リューデスハイム

マルクスブルク

バンベルク

メルク

パッサウ

デュルンシュタイン

レーゲンスブルク

ウィーン

ブラチスラヴァ

ローテンブルク

ヴュルツブルク

ポーランド

スイス

イタリア スロベニア

フランス

ベルギー

チェコ共和国

ライン

ドナウ

マイン・ドナウ運河

マルクスブルク城は

戦乱による破壊を免

れて中世の面影を残

した、壮大なお城で

す。プライベートガ

イドツアーによる晩

餐会は貴重な体験に

なることでしょう。

アムステルダム～ブダペスト／14泊15日

スイスアルプスを源流とするライン川とドイツの森林
地帯に端を発するドナウ川はヨーロッパの歴史を象
徴する河川です。古城や修道院めぐりが楽しみです。

Destination 

ジュエル・オブ・
　　　　ヨーロッパ

STCcode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

デュルンシュタイン

シーニック・エンリッチ

映画「サウンド・オブ・ミュージック」が撮影されたオース

トリア・ザルツブルクの丘の上で催されるプライベートな

劇作品「ベスト・オブ・サウンド・オブ・ミュージックとザル

ツブルク・ショー」をお楽しみいただきます。

シーニック・エンリッチ

ブダペスト（ハンガリー）
ドナウ川両岸の歴史地区、美しい邸宅が
並ぶアンドラーシ通りなどが世界遺産
に登録されています。
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ドナウ川クリスマス 
　　　　マーケット

Danube Christmas Markets（2019）

日次 デスティネーション ハイライト
1 8 ニュルンベルク（ドイツ） ウェルカムレセプション

2 7 ニュルンベルク（ドイツ）
市内ウォーキングツアー

第二次世界大戦の史跡訪問

船上でのジンジャーブレッド教室

3 6 レーゲンスブルク（ドイツ）
市内ウォーキングツアー

クリスマスマーケット

トゥルン・ウント・タクシス家訪問

4 5 パッサウ（ドイツ）▶
リンツ（オーストリア）

ザルツブルグにて「サウンド・オブ・ミュージッ

ク」の舞台とモーツァルトの生家観光

チェコのチェスキー・クルムロフの1日観光

5 4
メルク（オーストリア）▶
デュルンシュタイン

（オーストリア）

メルク修道院

デュルンシュタインへの自転車ツアー

地元ワイナリーツアー

6 3 ウィーン（オーストリア）

ベルヴェデーレ宮殿内美術館訪問

シェーンブルン宮殿観光

ブラチスラヴァ市内観光

クリスマスマーケット

●リヒテンシュタイン宮殿でのプライベートコ

ンサート

7 2 ブダペスト（ハンガリー）
地元ガイドによるユダヤ遺産巡り

市内観光とピアノコンサート

セテンドレ観光

8 1 ブダペスト（ハンガリー） 下船

チェコ共和国

ハンガリー
オーストリア

ドイツ

ブダペスト

ニュルンベルク

ドナウ スロバキア

メルク
リンツ

パッサウ
レーゲンス
ブルク

ウィーン

ブラチスラヴァ

ザルツブルグ

チェスキー・クルムロフ

デュルンシュタイン

芸術の都ウィーンで随一を誇る荘厳な歴史的建造物、リヒ

テンシュタイン宮殿を訪れます。オーストリアのゼクト（ス

パークリングワイン）とともに、豪華絢爛なリヒテンシュタ

イン宮殿をお楽しみください。時代を超えて人々を魅了す

るシュトラウスとモーツァルトの曲によるプライベートな

クラシックコンサートにも招待いたします。

ニュルンベルク～ブダペスト／7泊8日

ドナウの峡谷美や歴史探訪、芸術の都ウィーンの魅
力に浸るほか華やかに盛り上がるレーゲンスブルク、
ウィーンのクリスマスマーケットを訪れます。

NBUcode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ

イメージ

デュルンシュタイン
（オーストリア）
中世そのままの家並みが
残る町。水色の塔の修道院
は15世紀に建設されたバ
ロック様式の建物です。

レーゲンスブルクウィーン

シーニック・エンリッチ

ニュルンベルク（ドイツ）
ナチス政権が最初の大会を開催した都
市であり、戦後、ナチス政権を裁く裁判
が行われた都市です。

ザルツブルグ
（オーストリア）
ザルツブルグの旧市街、
ゲトライデ通りに天才
作曲家モーツァルトの
生家が記念館となり、残
されています。モーツァ
ルトが幼少期に愛用し
ていたバイオリンや、自
筆の楽譜などが展示さ
れています。

ウィーン（オーストリア）
リヒテンシュタイン宮殿に展示される
ルーベンスやレイブラントのコレク
ション、美しい庭園は必見です。

レーゲンスブルク（ドイツ）
旧市街と対岸の地区が世界遺産に登
録。ヴェルテンブルク修道院はビール
の醸造所として有名です。

ブダペスト（ハンガリー）
ドナウ川両岸の歴史地区、美しい邸宅が
並ぶアンドラーシ通りなどが世界遺産
に登録されています。

ドナウ川の宝石
Gems of the Danube（2019）

日次 デスティネーション ハイライト
1 8 ニュルンベルク（ドイツ） ウェルカムレセプション

2 7 ニュルンベルク（ドイツ） 第二次世界大戦の史跡訪問

3 6 レーゲンスブルク（ドイツ）
市内ウォーキングツアー

フェリーでドナウ峡谷&ヴェルテンブルク修

道院

4 5 パッサウ（ドイツ）▶
リンツ（オーストリア）

ザルツブルグにて「サウンド・オブ・ミュージッ

ク」の舞台とモーツァルトの生家観光

 チェコのチェスキー・クルムロフの1日観光

5 4
メルク（オーストリア）▶
デュルンシュタイン

（オーストリア）

メルク修道院

デュルンシュタインへの自転車ツアー

地元ワイナリーツアー
Sヴァッハウ渓谷をながめながらサンダウナー

6 3 ウィーン（オーストリア）

ベルヴェデーレ宮殿内美術館訪問

シェーンブルン宮殿観光

ブラチスラヴァ市内観光

●リヒテンシュタイン宮殿でのプライベートコ

ンサート

7 2 ブダペスト（ハンガリー）
地元ガイドによるユダヤ遺産巡り

市内観光とピアノコンサート

セテンドレ観光

8 1 ブダペスト（ハンガリー） 下船

チェコ共和国

ハンガリー
オーストリア

ドイツ

ブダペスト

ニュルンベルク

ドナウ スロバキア

メルク
リンツ

パッサウ
レーゲンス
ブルク

ウィーン

ブラチスラヴァ

ザルツブルグ

チェスキー・クルムロフ

デュルンシュタイン

ウィーンではオーストリアのゼクト（スパークリングワイ

ン）とともに、豪華絢爛なリヒテンシュタイン宮殿をお楽

しみいただきます。時代を超えて人々を魅了するシュトラ

ウスとモーツァルトの曲によるプライベートなクラシック

コンサートにも招待。リヒテンシュタイン宮殿は芸術の都

ウィーンで随一を誇る荘厳な歴史的建造物です。

ニュルンベルク～ブダペスト／7泊8日

何世紀にも渡り、ヨーロッパ大陸の人々をつないでき
たドナウ川。芸術の都ウィーンの魅力に浸るほか、ドナ
ウの峡谷美や歴史探訪を存分に楽しむ旅です。

Destination 

Destination 

NBUcode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

ブラチスラヴァメルク修道院

シーニック・エンリッチ
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クリスマス・ワンダーランド

Chrsitmas Markets（2019）

クリスマスマーケット
Chrsitmas Wonderland（2019）

日次 デスティネーション ハイライト
1 15 ブダペスト（ハンガリー） ウェルカムレセプション

2 14 ブダペスト（ハンガリー）
防空壕病院

市内観光とピアノコンサート

温泉&スパ

3 13 ウィーン（オーストリア） ●リヒテンシュタイン宮殿でのプライベート

コンサート

4 12 ウィーン（オーストリア）

スペイン馬術学校訪問

シェーンブルン宮殿観光

市内自転車ツアー

クリスマスマーケット

5 11
デュルンシュタイン

（オーストリア）▶
メルク（オーストリア）

デュルンシュタインへの自転車ツアー

メルク修道院

地元ワイナリー訪問

6 10 パッサウ（ドイツ）▶
ザルツブルグ（オーストリア）

●「サウンド・オブ・ミュージックと

ザルツブルグ・ショー」

7 9 レーゲンスブルク（ドイツ） 市内ウォーキングツアー

クリスマスマーケット

8 8 ニュルンベルク（ドイツ）
第二次世界大戦の史跡訪問

市内観光

船上でのジンジャーブレッド教室

9 7 バンベルク（ドイツ） 旧市街観光

10 6 ヴュルツブルク（ドイツ） 領主司教館ツアー

ローテンブルク探訪

11 5 ヴュルツブルク（ドイツ）▶
リューデスハイム（ドイツ） 終日クルーズ

12 4 リューデスハイム（ドイツ）▶
ライン峡谷 市内散策とオルゴール博物館

13 3 ケルン（ドイツ） ケルン・ウォーキングツアー

クリスマスマーケット

14 2 アムステルダム（オランダ） 運河ボートクルーズ

ザーンセ・スカンツ観光

15 1 アムステルダム（オランダ） 下船

日次 デスティネーション ハイライト
1 16 アムステルダム（オランダ） ウェルカムレセプション

2 15 アムステルダム（オランダ） 運河ボートクルーズ

ザーンセ・スカンツ観光

3 14 ケルン（ドイツ） ケルン・ウォーキングツアー

クリスマスマーケット

4 13 コブレンツ（ドイツ） 市内ガイドツアー

5 12 ライン峡谷▶
リューデスハイム（ドイツ） ミニトレインでオルゴール博物館

6 11 ミルテンベルク（ドイツ） フランケン地方ガイドツアー

7 10 ヴュルツブルク（ドイツ）
市内観光

ローテンブルクへのロマンチック街道

ヴュルツブルグでクリスマス・ミサ

8 9 ヴュルツブルク（ドイツ）▶
ニュルンベルク（ドイツ） 終日クルーズ　クリスマスセレブレーション

9 8 ニュルンベルク（ドイツ）
第二次世界大戦の史跡訪問

市内観光

船上でのパン教室

10 7 レーゲンスブルク（ドイツ） 市内ウォーキングツアー

トゥルン・ウント・タクシス家訪問

11 6 パッサウ（ドイツ）▶
ザルツブルグ（オーストリア）

●「サウンド・オブ・ミュージックとザルツブ

ルグ・ショー」

12 5
メルク（オーストリア）▶
デュルンシュタイン

（オーストリア）

メルク修道院

デュルンシュタインへの自転車ツアー

地元ワイナリー訪問

13 4 ウィーン（オーストリア）

スペイン馬術学校訪問

シェーンブルン宮殿観光

ブラチスラヴァ市内観光

市内自転車ツアー

●リヒテンシュタイン宮殿でのプライベート

コンサート

14 3 ウィーン（オーストリア）▶
ブダペスト（ハンガリー）

終日クルーズ

ニューイヤーセレブレーション

15 2 ブダペスト（ハンガリー）
防空壕病院

市内観光

温泉&スパ

16 1 ブダペスト（ハンガリー） 下船

ニュルンベルク

バンベルク
リューデスハイム

ヴュルツブルク

アムステルダム

ケルン

ローテンブルク

ライン

ドナウ

ドイツ

ベルギー

フランス

イタリア

スロベニア

オーストリア
スイス

チェコ共和国

ポーランド

ザルツブルグ

デュルンシュタイン

ハンガリー

ブダペスト

スロバキア

メルク

パッサウ

レーゲンスブルク

ウィーン

オランダ マイン・ドナウ運河

ニュルンベルク

リューデスハイム

ミルテンベルク
ヴュルツブルク

アムステルダム

ケルン

コブレンツ

ローテンブルク

ライン

ドナウ

ドイツ

ベルギー

フランス

イタリア

スロベニア

オーストリア
スイス

チェコ共和国

ポーランド

ザルツブルグ

デュルンシュタイン

ハンガリー

ブダペスト

スロバキア

メルク

パッサウ

レーゲンスブルク

ウィーン

オランダ マイン・ドナウ運河

何世紀にも渡ってヨーロッパで祝われてきたクリスマスの雰

囲気を、グリューワインや焼き栗の香りとマーケット特有の喧

騒、祭りの高揚感とともにお楽しみください。

「お祭り」を意味する「festival（フェスティバル）」は、ラテン語

の「festus（祝祭）」もしくは「feast（ご馳走）」が語源といわれて

います。その名称にふさわしく、バラエティー豊かな食べ物が

並んでいます。ホットワイン、ケーキ、ローストナッツ、さまざ

まな焼き菓子をお楽しみください。

ブダペスト～アムステルダム／14泊15日 アムステルダム～ブダペスト／15泊16日

冬のドイツはアドベント（待降節）に開催されるクリス
マスマーケットで盛り上がります。ケルン、ウィーン、
レーゲンスブルクのマーケットを訪れます。

ケルンの壮大なクリスマスマーケットに加え、ドナウ
川沿いのヴュルツブルクの教会ではクリスマス・ミサ
を体験できます。ロマンチックで神秘的な船旅です。

クリスマスワンダーランド

ヴュルツブルク（ドイツ）
市内にはさまざまな博物館があり
ます。ドイツ観光街道の代表格であ
るロマンティック街道の起点です。

デュルンシュタイン（オーストリア）
中世そのままの家並みが残る町。
水色の塔の修道院は15世紀に建設
されたバロック様式の建物です。

イメージ

バンベルク（ドイツ）
「水と緑の都」と呼ばれる街です。水
の風景とクリスマスの情景がマッチ
したマーケットが開かれます。

アムステルダム（オランダ）
ヨーロッパ屈指の海運都市。郊外の
ザーンセ・スカンスではオランダら
しい風車の景色を楽しめます。

Destination Destination 

あらゆる意味でお祭り

CHAACHMA codecode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ

ローテンブルクケルン ブダペストケルン

リヒテンシュタイ

ン宮殿でのプライ

ベートコンサート

シーニック・
エンリッチ
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人懐っこいホールンの人々との交流を楽しみながら、ロー

カル色豊かな郷土料理のディナーをお楽しみいただきま

す。お食事の間、余興もあります。

まずはオーストリア産ゼクトと共に、ウィーンのリヒテン

シュタイン宮殿の豪華絢爛さをお楽しみ頂きます。その

後、時代を超えて人を魅了するシュトラウスとモーツァル

トを取り上げたプライベートなクラシックコンサートに

心を奪われることでしょう。街中がエレガントなウィーン

の中でも、リヒテンシュタイン宮殿の壮麗さは抜きん出て

います。

チェスキー・クルムロフ（チェコ共和国）
チェコの文化の中心地。クルムロフ城を
はじめ、優美な建築物と歴史的文化財
で知られています。

ウィーン（オーストリア）
世界に冠たる芸術の都。ハプスブルク
王朝の君主が使用したシェーンブルン
宮殿の観光も楽しみです。

アントワープ（ベルギー）
活気溢れる港町です。「フランダースの
犬」の舞台、画家ルーベンスの故郷とし
て知られています。

デルフト（オランダ）
伝統的な古都の雰囲気が漂う町。画家
フェルメールにも所縁があり、芸術的
な見どころも豊富です。

ザルツブルグ（オーストリア）
雄大なアルプスを背景にした壮麗な都
市。モーツァルト一家が住んでいた家
は博物館になっています。

ブダペスト（ハンガリー）
ドナウ川岸とブダ城地区、アンドラーシ
通りは世界遺産に登録。王宮はハンガ
リーを象徴する建物です。

フェーレ（オランダ）
ゼーランド州のフェールセ湖に面して
いる町。ライン川河口のデルタを高潮か
ら守る水門があります。

アーネム（オランダ）
美しい庭園都市です。アーネムの戦い
を紹介する空挺博物館、郊外にはホグ・
ベルウ国立公園内があります。

Iconic Danube（2019）

アイコニック・ドナウ
Windmills, Tulips & Belgian Delights（2019）

日次 デスティネーション ハイライト

1 8 ミュンヘン（ドイツ）▶
パッサウ（ドイツ）

トランスファー

ウェルカムレセプション

2 7 パッサウ （ドイツ） 市内ガイドツアー

3 6 リンツ（オーストリア）
チェコのチェスキー・クルムロフの1日観光

ザルツブルグにて「サウンド・オブ・ミュー

ジック」の舞台とモーツァルトの生家観光

4 5
メルク（オーストリア）▶
デュルンシュタイン

（オーストリア）

メルク修道院

デュルンシュタインへの自転車ツアー

地元ワイナリーツアー
S  ヴァッハウ渓谷をながめながらサンダウナー

5 4 ウィーン（オーストリア）

市内観光

シェーンブルン宮殿観光

ベルヴェデーレ宮殿内 美術館訪問

●リヒテンシュタイン宮殿でのプライベートコ

ンサート

6 3 ブラチスラヴァ（ハンガリー） 市内ガイドツアー

市内自転車ツアー

7 2 ブダペスト（ハンガリー）
ブダペスト市内観光

地元ガイドによるユダヤ遺産巡り

セテンドレ観光

8 1 ブダペスト（ハンガリー） 下船

日次 デスティネーション ハイライト
1 アムステルダム （オランダ） ウェルカムレセプション

2 ホールン （オランダ）
市内自転車ツアー

フォレンダム・エダム観光

●現地の人々との交流とディナー

3 ロッテルダム （オランダ）
市内ガイドツアー

デルフト観光

キンデルダイク観光

4 フェーレ （オランダ）
市内ガイドツアー

市内サイクリングツアー
S  サンセットドリンク

5 アントワープ （ベルギー） ブリュージュ観光

市内観光

6 アーネム （オランダ）
野外博物館

空挺博物館

ホグ・ベルウ国立公園でサイクリング

7 アムステルダム （オランダ） キューケンホフ公園

8 アムステルダム （オランダ） 下船

ドイツ

イタリア スロベニア

ハンガリー

オーストリア

スロバキア

ブラチスラヴァ

チェスキー・
クルムロフ

ブダペスト

パッサウ

ミュンヘン
ザルツブルグ

リンツ
メルク

デュルンシュタイン

ウィーン

チェコ共和国

ドナウ

アムステルダム

ホグ・ベルウ国立公園

キンデルダイク

フォレンダム・エダム

キューケンホフ公園

デルフト

ブリュージュ

フェーレ

ロッテルダム

アーネム

ホールン

アントワープ

ドイツ

オランダ

ベルギー

ライン

ミュンヘン（パッサウ）～ブダペスト／7泊8日

アムステルダム～アムステルダム／7泊8日

TUAAPABD

ドイツ、オーストリア、ハンガリーをめぐる船旅です。
リンツからは「世界一美しい町」と称されるチェコの
チェスキー・クルムロフを訪れるツアーがあります。 アムステルダムからライン川を遡上し、オランダとベル

ギーの牧歌的な風景を楽しむ船旅です。ウォーキング
やサイクリングツアーで長閑な時間を満喫できます。

Destination Destination 

オランダ& 
　　ベルギークルーズ

codecode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー
※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

シーニック・エンリッチ シーニック・エンリッチ

ザルツブルグチェスキー・クルムロフ ブリュージュ
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ライン峡谷
世界遺産に登録される約65㎞の渓
谷。都市群、古城、聖堂といった中
世以来の景観が残されています。

ベルンカステル（ドイツ）
モーゼル川中流域にあるワイン醸
造の中心地。中世から続く伝統的な
木組みの家々が美しい町です。

Romantic Rhine & Moselle（2019）

日次 デスティネーション ハイライト

1 15 チューリッヒ(スイス)▶
バーゼル(スイス)

トランスファー

ウェルカムレセプション

2 14 ブライザハ（ドイツ）
ブラックフォレスト野外博物館

ブラックフォレストハイキングツアー

ブラックフォレストサイクリングツアー

3 13 ケール(ドイツ)▶
ストラスブール（フランス）

アルザスワイン産地巡り

市内ウォーキングツアー

●ラスタット宮殿でのプライベートコンサート

4 12 マンハイム（ドイツ） ホッケンハイムF1コース見学と博物館訪問

ハイデルベルク城＆市内観光

5 11
リューデスハイム

（ドイツ）▶
ライン峡谷

ミニトレインでオルゴール博物館、ケーブル

カーでニーダーヴァルト記念碑を見学

ライン峡谷

6 10 コッヘム（ドイツ） ライヒスブルク城、市内観光

7 9 モーゼル渓谷クルージング
終日クルーズまたは

ベルンカステルへのサイクリングツアー
S  壮大な眺めの前で新たな友達と乾杯

8 8 ベルンカステル（ドイツ）
ルクセンブルク観光

トリーア観光

ベルンカステル観光

9 7 コブレンツ（ドイツ） 市内ガイドツアー

地元ワイナリーツアー

10 6 クサンテン（ドイツ） 市内ガイドツアー

ツォルフェアアイン炭鉱業遺産群

11 5 マーストリヒト（オランダ） 市内ガイドツアー

12 4 アーネム（オランダ）
野外博物館

空挺博物館

ナイメーヘンへのサイクリングツアー

13 3 フェーレ（オランダ） 市内ガイドツアー

市内サイクリングツアー

14 2 アントワープ（ベルギー） 市内ウォーキングツアー

ブリュージュ観光

15 1 アムステルダム（オランダ） 下船

ブライザハ

ケール

アーネム

フェーレ

コッヘム

マンハイム
リューデスハイム

アントワープ

マーストリヒト クサンテン

ラスタット

コブレンツ

ベルンカステル

チューリッヒ

アムステルダム

バーゼル
ブラックフォレスト

トリーア
ルクセンブルク

デルタ計画

ブルージュ

ツォルフェアアイン

ハイデルベルク

ストラスブール

ミッテルベルカイム

ホッケンハイム

フランス

ベルギー

ドイツオランダ

スイス

ライン

モーゼル

ベルサイユ宮殿を模して建設されたラスタット宮殿はライン

渓谷中流で最古のバロック形式の建物です。この特別なラン

ドマークで、荘厳なクラシックコンサートの夕べをお楽しみく

ださい。

ライン峡谷中流にあるラシュタット宮殿は、18世紀初頭にベ

ルサイユ宮殿を模して建設されました。宮殿内でクラシック

のプライベートコンサートをお楽しみください。

チューリッヒ（バーゼル）～アムステルダム／14泊15日

スイス・バーゼルを起点にオランダ・アムステルダム
に至る船旅です。途中、コプレンツからルクセンブルク
をめざすモーゼル川クルーズも見どころが豊富です。

ロマンチックライン＆ 
　　　　　　モーゼル

Destination 

マンハイム（ドイツ）
学生街として知られるハイデルベルク
はお菓子でも有名。好みの甘味を見つ
けるお菓子ツアーが好評です。

ケルン（ドイツ）
ケルンの南約40㎞の町にあるドラッヘ
ンブルク城は1881年に建設されました。
19の建築様式の集合体です。

ライン・ハイライト
Rhine Highlights（2019）

日次 デスティネーション ハイライト

1 8 チューリッヒ（スイス）▶
バーゼル（スイス）

トランスファー

ウェルカムレセプション

2 7 ケール（ドイツ）▶
ストラスブール（フランス）

市内観光

ミッテルベルカイム・ワインツアー

ブラックフォレストハイキングツアー

3 6 ラシュタット（ドイツ）▶
バーデンバーデン（ドイツ）

市内ガイドツアー

ローマ浴場跡、ホーエンバーデン城

メルセデスベンツ工場訪問

●バロック様式の宮殿でのプライベートコン

サート

4 5 マンハイム（ドイツ） ハイデルベルク城＆市内観光

5 4 コブレンツ（ドイツ）

市内ガイドツアー

地元ワイナリーツアー

ライヒスブルク城、コッヘム市内観光
S  風光明媚な場所で一日の終わりに乾杯

6 3 ケルン（ドイツ） ケルン・ウォーキングツアー

コグ鉄道とドラッヘンブルク城

7 2 アムステルダム（オランダ） 運河ボートクルーズ

フォーレンダムとエダム観光

8 1 アムステルダム（オランダ） 下船

スイス

フランス

ドイツ

オランダ

ベルギー

チューリッヒバーゼル

アムステルダム

マンハイム

ラシュタット

コブレンツ

ケルン

ケール

ライン

ストラスブール

シュパイアー

フォーレンダムとエダム

ドラッヘンブルク城

ハイデルベルク

バーデンバーデン

コッヘム

ブラックフォレスト
ミッテルベルカイム

チューリッヒ（バーゼル）～アムステルダム／7泊8日

ライン川はスイスアルプスを源流に北海に注ぐ約
1,200㎞の川です。ドイツ南部を流れるアッパーライン
では川の中部と下部の多様な文化を体験できます。

Destination 

ストラスブール オランダライン峡谷

コッヘム（ドイツ）
モーゼルワインの故郷コッヘム。11世
紀に建てられたライヒスブルク、通称
コッヘム城は小高い山の上にあります。

AMBCAMBA codecode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

シーニック・エンリッチ シーニック・エンリッチ

ストラスブール

ストラスブール

ライヒスブルク城
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ヴァッハウ渓谷（オーストリア）
ドナウ川下流地域に広がる景勝地

です。南北の山脈に抱かれた渓谷一

帯が世界遺産に登録されています。

ヴュルツブルク（ドイツ）
ヴュルツブルクのレジデンツはヨー

ロッパ屈指の宮殿。フランケン・ワイ

ンの集積地としても知られています。

North Sea to the Black Sea（2019）

日次 デスティネーション ハイライト

1 23 アムステルダム
（オランダ） ウェルカムレセプション

2 22 アムステルダム
（オランダ）

運河ボートクルーズ

ザーンセ・スカンツ観光

3 21 ケルン（ドイツ）▶
マルクスブルク（ドイツ）

ケルン大聖堂観光

●マルクスブルク城でのバンケット 

4 20
ライン峡谷▶
リューゲスハイム

（ドイツ）

ライン峡谷クルーズ

ミニトレインでオルゴール博物館、ケーブルカーで

ニーダーヴァルト記念碑を見学

5 19 リューゲスハイム（ドイツ）
▶ヴュルツブルク（ドイツ） 終日クルーズ

6 18 ヴュルツブルク
（ドイツ）

領主司教館とワインテイスティング

ローテンブルクへのロマンチック街道

7 17 バンベルク（ドイツ） 旧市街観光

8 16 ニュルンベルク（ドイツ） 第二次世界大戦の史跡訪問

船内でのジンジャーブレッド教室

9 15 レーゲンスブルク
（ドイツ）

市内ウォーキングツアー

フェリーでドナウ峡谷&ヴェルテンブルク修道院

10 14 パッサウ（ドイツ）▶
ザルツブルグ（オーストリア）

●「サウンド・オブ・ミュージックとザルツブルグ・

ショー」とオーストリアン・ランチ

11 13
メルク（オーストリア）▶
デュルンシュタイン

（オーストリア）

メルク修道院

デュルンシュタインへの自転車ツアー

地元ワイナリーツアー
Sヴァッハウ渓谷をながめながらサンダウナー

12 12 ウィーン（オーストリア） リングシュトラーセ、市内観光

●リヒテンシュタイン宮殿でのプライベートコンサート

13 11 ウィーン（オーストリア）

スペイン馬術学校訪問

シェーンブルン宮殿観光

ブラチスラヴァ市内観光

市内自転車ツアー

14 10 ブダペスト（ハンガリー）
防空壕病院

市内観光とピアノコンサート

温泉&スパ

15 9 ブダペスト（ハンガリー） 自由散策

16 8 カロチャ（ハンガリー） ハンガリーの伝統的な馬術ショー見学

17 7 オシエク（クロアチア）
市内ガイドツアー

オシエク郊外サイクリングツアー

●一般家庭にて交流＆クロアチアの伝統的な家庭料理

18 6 ベオグラード（セルビア）
市内観光

ドナウ川に沿ってサイクリングツアー

地元ガイドと巡る市内ウォーキングツアー

19 5 鉄門峡 鉄門峡（クルーズ）
S壮大な眺めの前で乾杯

20 4
スヴィシュトフ

（ブルガリア）▶
ルセ（ブルガリア）

ヴェリコ・タルノヴォのビザンチン遺跡とアルバ

ナシ村観光

ルセの市内観光

21 3 シリストラ（ルーマニア）
シリストラ要塞ウォーキングツアー

黒海沿岸ヴァルナ観光

地元の村の小学校訪問

22 2
ジュルジュ

（ルーマニア）▶
ブカレスト（ルーマニア）

下船

議会宮殿ガイドツアー

野外博物館

ブカレストのホテル泊

23 1 ブカレスト（ルーマニア） 朝食後、解散

アムステルダム～ブカレスト／22泊23日

ヨーロッパの歴史をたどりながら、ライン、マイン、
ドナウと趣の異なる3つの川をクルーズします。切り
立った岩の崖の彫刻が印象的な鉄門峡は圧巻です。

北海から黒海へ

Destination 

黒海エクスプローラー
Black sea explorer（2019）

日次 デスティネーション ハイライト
1 11 ブダペスト（ハンガリー） ブダペストのホテル泊

2 10 ブダペスト（ハンガリー） 市内ツアー

ブダペストのホテル泊

3 9 ブダペスト（ハンガリー） 乗船、ウェルカムレセプション

4 8 カロチャ（ハンガリー） ハンガリーの伝統的な馬術ショー見学

5 7 オシエク（クロアチア）

市内ガイドツアー

オシエク郊外サイクリングツアー

●一般家庭にて交流＆クロアチアの伝統的な

家庭料理

6 6 ベオグラード（セルビア）
市内観光

ドナウ川に沿ってサイクリングツアー

地元ガイドと巡る市内ウォーキングツアー

7 5 鉄門峡 鉄門峡（クルーズ）
S壮大な眺めの前で乾杯

8 4 スヴィシュトフ（ブルガリア）▶
ルセ（ブルガリア）

ヴェリコ・タルノヴォのビザンチン遺跡とア

ルバナシ村観光

ルセの市内観光

9 3 シリストラ（ルーマニア）
シリストラ要塞ウォーキングツアー

黒海沿岸ヴァルナ観光

地元の村の小学校訪問

10 2 ジュルジュ（ルーマニア）▶
ブカレスト（ルーマニア）

下船

議会宮殿ガイドツアー

野外博物館

ブカレストのホテル泊

11 1 ブカレスト（ルーマニア） 朝食後、解散

ブダペスト

ジュルジュ

カロチャ

オシエク

ベオグラード
鉄門峡

ブカレスト

ルセスヴィシュトフ

アルバナシ

ヴァルナ
ヴェリコ・タルノヴォ

シリストラ

ネセバル

ルーマニア

セルビア

ブルガリア

ハンガリー

ドナウ

ブダペスト～ブカレスト／10泊11日

ドナウ川を下り黒海まで、探究心を満たすクルーズで
す。ブダペストから始まり、セルビアとルーマニアの国
境に位置する鉄門峡をクルーズします。

ブダペスト

ブカレスト（ルーマニア）
多様な文化背景があり、視覚芸術

や舞台芸術が楽しめます。“小パ

リ”と称された町並みも魅力です。

オシエク（クロアチア）
バロック様式の町並みが人気

の観光地です。美食の都とし

て知られ、伝統的なスラヴォニ

ア料理が楽しめます。

スヴィシュトフ（ブルガリア）
アルバナシ村は中世からの建物が約

80あります。キリスト生誕教会はイ

コンと壁画が埋め尽くされています。

Destination 

映画「サウンド・オブ・ミュージック」が撮影されたオースト

リア・ザルツブルクの丘の上で催されるプライベートな劇作

品「ベスト・オブ・サウンド・オブ・ミュージックとザルツブ

ルク・ショー」をお楽しみいただきます。

シーニック・エンリッチ

アドリア海

ケルン

マルクスブルグ

リューデスハイム バンベルク

ニュルンベルク

レーゲンスブルク

メルク

鉄門峡
ベオグラード

ブダペスト

ジュルジュ

アムステルダム

ウィーン

パッサウ

ドナウ

ライン

マイン・ドナウ運河

ドナウ下流

ヴュルツブルク

デュルンシュタイン

オシエク

カロチャ

ブカレスト

シリストラ
スヴィシュトフ

ザルツブルグ

ルセ

シーニック・エンリッチ

オシエクの一般家庭にて伝統的なクロアチアの家庭料理の

おもてなし。地元と方々との交流も楽しみです。心のこもっ

た美味しい料理で、素敵なひと時をお過ごしください。

ライン峡谷

BUBC

ABBU

code

code

セルビアとルーマニアの国境にある峡谷。かつてはドナウ川最大の難所

でした。両側に広がる切り立った岩の崖や巨大な岩の彫など荘厳な景色

をご覧いただけます。

鉄門峡

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

シェーンブルン宮殿

（ウィーン）


