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クロワジー・ヨーロッパ

ホーム
クロワジー・ヨーロッパとは？
クルーズの種類
リバー・クルーズ(コース紹介）

ライン川/マイン川/モーゼル川
ライン川沿いは、ヨーロッパの歴史を物語る数々の観光スポットがあります。
中世時代には通行税を巡り利権を奪い合う歴史の舞台になりました。
多くの古城が川沿いに聳え、その歴史を物語っています。
川沿いに広がる葡萄畑で採れる名産のワインの試飲、ケルンやハイデルベルグなどの歴史ある街、歴史ある古城や修道
院、ライン川の豊かな自然と中世の面影を残す街などそれぞれの地方の独特な文化や歴史に出会う事が出来ます。

コースタル・クルーズ（コース紹介）
運河・クルーズ（コース紹介）
テーマ・クルーズ（コース紹介）
アジア・クルーズ(コース紹介）
エクスカーション（オプショナルツア
ー）
セーヌ川

小型ボートで巡る夜のストラスブール(STRASBOURG BY NIGHT)
所要時間: 2時間

料金：EUR20(2016)

ローヌ川

クルーズ：ABU/BUA/AMV/HSA/CWE/SEH/CSJ/SFS/ASS/STS/SBS/ACB/BCA

ボルドー地方(ガロンヌ川）

小型ボートで夜のストラスブールの運河をクルーズ。カラフルな木組みの家が並ぶプティ・フランス、ローアン宮な
どの旧市街からヨーロッパ議会や、ヨーロッパ人権委員会などのモダンな建築物が続く新市街など、ストラスブール
の街をぐるっとめぐります。

ロワール川
ライン川/モーゼル川/マイン川
オランダ/ベルギー
ドナウ川

ストラスブール観光(PANORAMIC TOUR OF EUROPEAN INSTITUTIONS ,GUIDED WALKING TOUR)
所要時間:3時間

料金：EUR35(2016)

クルーズ：ACB/BCA

欧州議会の地ストラスブール観光へガイドがご案内。レピュブリック広場から欧州議会、欧州人権委員会などの現代
建築ビルが並ぶイル川沿いを車窓見学した後、ストラスブール大聖堂で下車。ユネスコ世界遺産に指定されている大
聖堂から木組みの家々が並ぶプティ・フランス地区まで徒歩観光。

アンダルシア（グアダルキビル川）
ドウロ川
クロアチア（アドリア海）
シップ情報

ワイン・テイスティングと音楽博物館（WINE TASTING AND MECHANICAL MUSIC INSTRUMENTS)
所要時間:2.5時間

料金：EUR29(2016)

クルーズ：HSA/ABU/BUA/AMV/AST/CWE/CQJ/SEH/SCJ/SFS/STS/ASS/ADA/CMS/SCM/RSC/RFL/SNX
リューデスハイムからミニトレインで葡萄畑の中を進み、ワインセラーで地元ワインの試飲。音楽博物館（自動演
奏）を訪れ、古い自動演奏楽器での演奏を聴きます。徒歩にてつぐみ横町へ。

お問い合わせ
古都ハイデルベルク観光（GUIDED TOUR OF HEIDELBERG AND CASTLE)
お取り扱い旅行会社
会社案内

所要時間:4.5時間

料金：EUR50(2016)

クルーズ：AST/SEH/CSJ/STS/ABU/BUA/AMV/ASS/CQJ/SFS/RFL/SNX/FAS/SFT
バスにて船のスタッフと共に大学街ハイデルベルクへ。徒歩にて街を見下ろすハイデルブルグ城（外観のみ見学）か
らの眺めをお楽しみ下さい。精霊教会（外観観光）などネッカー川の畔にある旧市街を散策します。その後、フリー
タイム。

グーテンベルク博物館(GUIDED TOUR OF MAINTZ AND GUTENBERG MUSEUM)
所要時間:3.5時間

料金：EUR24(2016)
EUR44(2016)送 クルーズ：ABU/BUA/AMV/SBU/BUS,VNS,SNV,SNX
迎込
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迎込
2,000年以上前にローマ人により築かれ、ドイツで最も重要な宗教都市として『黄金のマインツ』として栄えたマイン
ツ観光に出発。975年に起工した壮麗な大聖堂、旧市街の街並み散策の後、近代印刷術の父・グーテンベルク博物館
へ。1455年に世界で最初の印刷出版された『グーテンベルク聖書/42行聖書』など、貴重な印刷物が展示されていま
す。ヨーロッパのみならず世界中の印刷物の歴史を学ぶことが可能です。バスにてヴォルムスで乗船。

ケルン観光(GUIDED WALKING TOUR OF COLOGNE)
所要時間:2時間

料金：EUR20(2016)

クルーズ：ADA

徒歩にてケルン観光へ。建設に500年以上もかかった世界遺産ケルン大聖堂の壮麗な眺めをお楽しみ下さい。
その後、オーデコロン・ハウス（外観のみ）などケルン旧市街を歩きます。

ケルン観光(GUIDED VISIT OF COLOGNE)
所要時間:5時間

料金：EUR41(2016)

クルーズ：ACA

徒歩にてケルン観光へ。建設に500年以上もかかった世界遺産ケルン大聖堂の壮麗な眺めをお楽しみ下さい。
その後、オーデコロン・ハウス（外観のみ）などケルン旧市街を歩きます。
バスにてケーニヒヴィンターへ。

アーヘン観光(GUIDED VISIT OF AAHEN)
所要時間:6.5時間

料金：EUR68(2016)

クルーズ：ACA

クサンテンよりバスにてアーヘンへ。ユネスコ世界遺産・アーヘン大聖堂へ。8世紀後半、フランク王国のカール大帝
により建築が始まり、歴代神聖ローマ皇帝のの戴冠式が行われました。
バスにてドュッセルドルフへ。

デュッセルドルフ観光(GUIDED VISIT OF DUSSERDORF)
所要時間:1.5時間

料金：EUR20(2016)

クルーズ：ADA

商業とアート、音楽の街デュッセルドルフを徒歩観光。大通りケーニヒスアレーや旧市街アルシュタットなどを訪れ
ます。名物アルトビールを一杯いかがですか？

神聖ローマ帝国戴冠の地アーヘン観光(GUIDED VISIT OF DUSSERDORF)
所要時間:6.5時間

料金：EUR68(2016)

クルーズ：ACB̲PP/BCA̲PP

クサンテンよりバスにてアーヘンへ。ユネスコ世界遺産に指定されているアーヘン大聖堂を訪れます。936年～1531
年の600年もの間、30名の歴代の神聖ローマ帝国の国王がこの教会で戴冠式を行いました。
バスでデュッセルドルフへ。

黒い森のレイクリゾート・テティゼー(THE BLACK FOREST AND TITISSE)
所要時間:10時間

料金：EUR52(2016)

クルーズ：ACB̲PP/BCA̲PP

ブラウザッハより黒い森地方のの古い農家や家畜小屋などを集めたグータッハの野外博物館へ。
この地域の歴史と風俗を見学し、昼食。
午後、レイクリゾート・テティゼーへ。湖にて遊覧船体験（約25分）をお楽しみください。
バスにてブライザッハに戻ります。

コッヘム観光（GUIDED WALK TOUR OF COCHEM)
所要時間:1.5時間

料金：EUR22(2016)

クルーズ：CMS/SCM

徒歩にて『モーゼルの真珠』と称されるチャーミングなコッヘム散策。コッヘムの対岸コンド地区からツアーを出
発。橋を渡るとコッヘムの街の丘の上にライヒスブルク城（コッヘム城）を望みます。木組みの建物、聖マルタン教
会、マルクト広場などが集まる旧市街をご案内。その後、フリータイム。

コッヘム城(ライヒスブルク城）観光（VISIT OF THE CASTLE OF COCHEM)
所要時間:1.5時間

料金：EUR24(2016)

クルーズ：ASS̲PP/SFS/STS̲PP/FRM̲PP/SNX̲PP

ミニバスで『モーゼルの真珠』コッヘムの街の丘の上に聳えるライヒスブルク城（コッヘム城）へ。11世紀に建てら
れ17世紀にフランス軍に破壊され再建されたこの城はネオゴシック様式の堂々とした姿を見せてくれます。観光後は
コッヘムの街でフリータイム。

トゥーラント城観光（VISIT CASTLE THURANT)
所要時間:2時間

料金：EUR35(2016)

クルーズ：CMS/SCM

アルケンからモーゼル谷で最も古い城の一つでシンボル的な存在であるトゥーラント城へ。1197年にオットー四世と
その兄弟の伯爵ハインリヒにより十字軍から帰還した時に建てられました。1245～1248年の間ケルン/トリアー大司
教区により包囲され、壁を境目に2つの部分に分けられました。1688‒1697年の王位継承戦争の間にフランス軍によ
り大部分が破壊され、20世紀に再建されました。テラスからモーゼル川の美しい眺めをお楽しみ下さい。

ローマ遺跡の街トリアー観光（GUIDED TOUR ODF TRIER)
所要時間:3時間

料金：EUR38(2016)

クルーズ：STS̲PP

神聖ローマ帝国の重要な拠点であり初期キリスト教の中心地であったトリアーの街並みを車窓観光を楽しんだ後は、
徒歩で古代の円形劇場、大浴場跡カーザーテルメン、宮殿、黒い城門ポルタ・二グラへ。
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徒歩で古代の円形劇場、大浴場跡カーザーテルメン、宮殿、黒い城門ポルタ・二グラへ。

フランクフルト観光(GUIDED TOUR OF FRANKFURT)
所要時間:3時間

料金：EUR34(2016)

クルーズ：SFS/FBF̲PP/FRM̲PP/ABU/BUA/AMV/SBU̲PP/BUS̲PP/VNS̲PP/SVN̲PP/FAS̲PP
バスにて金融都市フランクフルトの高層ビル群の眺めを車窓観光。パウルス教会で下車、旧市街レ―マ―広場付近を
散策します。

ライン滝とコンスタンツ(THE RHINE FALLS AND LAKE CONSTANCE)
所要時間:12時間

料金：EUR58(2016)

クルーズ：ACB̲PP/BCA̲PP

バスにてバーゼル出発。景勝地として古くから有名なライン滝へ。高さ23m、横幅150mもありヨーロッパ最大の水
量を誇ります。その後、ボーデン湖畔の西に位置するコンスタンツへ。昼食はボーデン湖に浮かぶ花の島マイナウ島
にてお召し上がり下さい。花と熱帯植物の楽園として人気のスポットです。

ヴュルツブルグ観光(GUIDED TOUR OF WURZBURG)
所要時間:3.5時間

料金：EUR44(2016)

クルーズ：SBU̲PP

ロマンチック街道の街ヴュルツブルグ観光にバスにて出発。豪華な王宮レジデンツ、マリエンベルク要塞などの見所
を巡ります。

ローテンブルク観光（GUIDED TOUR OF ROTHENBURG)
所要時間:5時間

料金：EUR41(2016)

クルーズ：SBU̲PP

中世の街並みの残るローテンブルク観光にバスにて出発。マルクト広場、市庁舎などの見所を巡ります。

ニュルンベルク観光（GUIDED TOUR OF NURNBERG)
所要時間:4時間

料金：EUR42(2016)

クルーズ：SBU̲PP

バイエルン州の工業都市ローテンブルク観光にバスにて出発。カイザーブルク、15世紀の城塞などの見所を巡りま
す。

レーゲンスブルグ観光（GUIDED TOUR OF REGENSBURG)
所要時間:4時間

料金：EUR38(2016)

クルーズ：SBU̲PP

世界遺産レーゲンスブルク観光にバスにて出発。ヴァルハラ神殿を見学した後は、徒歩にてポルタプレトリア、市庁
舎などを巡ります。

プライバシーポリシー | サイトマップ

ログイン
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クロワジー・ヨーロッパ

ホーム
クロワジー・ヨーロッパとは？
クルーズの種類
リバー・クルーズ(コース紹介）

ドナウ川
ドナウ川は、2,000年以上に渡りヨーロッパにおける国境、防衛線、交易の道など様々な役割を果たしてきました。
ウィーン、ブダペスト、ベオグラード、ソフィアなど各国の首都は、
重要な基地として築かれた事からその歴史は始まっています。
ローマ時代、中世、オスマン帝国、ハプスブルグ家、世界大戦、冷戦時代、そして現代。
ヨーロッパの歴史と共に歩んできたこの地域には多彩で豊かな文化が息づいています。
ハプスブルグ家の栄華を感じる歴史ある街や修道院、ハンガリーの大平原プスタデなど独特の文化、下流デルタ地帯の豊
かな自然中世の面影を残す街など、それぞれの地方の独特な文化や歴史に出会う事が出来ます。

コースタル・クルーズ（コース紹介）
運河・クルーズ（コース紹介）
テーマ・クルーズ（コース紹介）
アジア・クルーズ(コース紹介）
エクスカーション（オプショナルツア
ー）
セーヌ川
ローヌ川
ボルドー地方(ガロンヌ川）
ロワール川
ライン川/モーゼル川/マイン川
オランダ/ベルギー
ドナウ川
アンダルシア（グアダルキビル川）

メルク修道院（MELK ABBEY)
所要時間:1.5時間

料金：EUR36(2016)

クルーズ：BUC̲PP/LIT̲PP/PAC̲PP/PAV̲PP/PUC̲PP/SBU̲PP/BUS̲PP/TUL̲PP/WBB/ABU/BUA
ドナウ川に佇むバロックの至宝・メルク修道院を訪れます。ヴァッハウ渓谷の文化的景観のひとつとしてユネスコ世
界遺産に指定されています。大理石の間、10万書以上の蔵書を誇る図書室、壮大な協会などを見学します。

ドュルンシュタイン観光(DURNSTEIN AND VISIT OF THE VILLAGE WITH THE COURIER)
所要時間:2時間

料金：EUR22(2016)

クルーズ：BUC̲PP/BUS̲PP/PUC̲PP/WBB
船のスタッフと共に、バスにてヴァッハウ渓谷のパステルブルーのバロック教会が美しいドュルンシュタインへ。第
三次十字軍でリチャード獅子王が幽閉された砦が残されています。
村でフリータイム。有名なオーストリア・ワインやアプリコット酒の試飲にトライしてみては？

ドウロ川
クロアチア（アドリア海）

ブラチスラヴァ観光（GUIDED TOUR OF BRATISLAVA)
所要時間:3時間

料金：EUR28(2016)

シップ情報

対象ツアー：BUC̲PP/LIT̲PP/PAC̲PP/PAV̲PP/PUC̲PP/TUL̲PP/VBV̲PP/WBB

お問い合わせ

ブラチスラヴァの街を車窓観光しながらブラチスラヴァ城へ。ここから街並みを一望した後、
旧市街へ。ミハエル門からアールヌーボースタイルの建物が美しいフラヴネー広場など旧市街を散策します。
その後、フリータイム。

お取り扱い旅行会社
会社案内

ウィーンの夜（GUIDED TOUR OF VIENNA BY NIGHT)
所要時間:2時間

料金：EUR26(2016)

クルーズ：BUC̲PP/PAV̲PP/PAC̲PP/PUC̲PP/ABU/BUA
バスにてオーストリア・ハンガリー帝国の都へご案内。オペラ座、市庁舎、王宮などの建物を車窓観光。
ヨハン・シュトラウスの像が建つ市立公園で下車、徒歩にてアルベルティーナ地区にある王宮へ。

ウィーン観光（GUIDED TOUR OF VIENNA)
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所要時間:3.5時間

料金：EUR26(2016)

クルーズ：VBV̲PP
バスにてオーストリア・ハンガリー帝国の都ウィーンを囲む環状道路・リンクへご案内。
オペラ座、市庁舎、王宮などの建物を車窓観光します。

ウィーンとシェーブルン宮殿（GUIDED TOUR OF VIENNA AND THE SCHOENBRUBB PALACE)
所要時間:4時間

料金：EUR48(2016)

クルーズ：BUC̲PP/BUS̲PP/LIT̲PP/PAC̲PP/PAV̲PP/PUC̲PP/SBU̲PP/TUL̲PP/ABU/BUA/WBB
旧市街のオペラ座、王宮、自然史博物館、市庁舎、ブルグ劇場などを車窓観光しながら環状道路リングを通り、シェ
ーンブルン宮殿へ。ハプスブルグ家の夏の王宮をガイドがご案内。バスにて旧市街へ戻り。シュテファン寺院近辺で
フリータイム。

王宮観光とシシィ博物館(GUIDED TOUR OF HOFBURG,SISSI MUSEUM)
所要時間:3時間

料金：EUR44(2015)

クルーズ：BUC̲PP/PAV̲PP
バスにてハプスブルグ家の冬の王宮へ。皇帝の部屋とシシィ博物館を訪れ、フランツ・ヨーゼフ1世やシシィ（皇妃エ
リザベート）が過ごした時代を再現した部屋を見学します。

音楽の都・ウィーン・コンサート(VIENNESE MUSIC CONCERT)
所要時間:1.5時間

料金：EUR72(2016)

クルーズ：BUC̲PP/LIT̲PP/PUC̲PP/BUS̲PP/TUL̲PP/WBB
バスにてアウエルスペルグ宮殿へ。モーツァルト、シュトラウスなどの音楽をお楽しみ下さい。幕間にはオレンジジ
ュースまたはスパークリングワインが提供されます。（要事前予約・船上ではお申込み出来ません）

ブダペスト観光(GUIDED TOUR OF BUDAPEST)
所要時間:4時間

料金：EUR25(2016)

クルーズ：
BTU̲PP/BUC̲PP/BUT/TBU/LIT̲PP/PAC̲PP/PAV̲PP/PUC̲PP/BUS̲PP/SBU̲PP/TUL̲PP/VBV̲PP/WBB/ABU/BUA
バスにてブダ地区へ。漁夫の砦、マーチャーシュ教会など王宮の丘地区を徒歩観光。バスにてペスト地区へ。英雄広場、
セーチェニ温泉、動物園、聖イシュトヴァーン大聖堂など車窓観光をお楽しみ下さい。川沿いを進みドナウ川の風景を満
喫します。

夜のブダペスト観光(BUDAPEST BY BIGHT)
所要時間:2時間

料金：EUR25(2016)

クルーズ：BTU̲PP/BUT/TBU/PAC̲PP/PUC̲PP/BUT/ABU/BUA/SBU̲PP/BUS̲PP
バスにてブダペストの夜景観光へ。

ハンガリアン・ダンスショー(TRADITIONAL EVENING IN BUDAPEST)
所要時間:2時間

料金：EUR36(2016)

対象ツアー：BUC̲PP/BUS̲PP/LIT̲PP/ABU/BUA/PAC̲PP/PUC̲PP/SBU̲PP/WBB
バスにて劇場へ。すべてハンガリーの日常生活をテーマにした伝統的なハンガリー民族舞踊を見学します。
華やかな衣装を来たダンサーが民族/ジプシー音楽に合わせて踊ります。

バロックの城ゲデレー城観光(GUIDED TOUR OF GODOLLO CATSTLE)
所要時間:4時間

料金：EUR40(2016)

クルーズ：BTU̲PP/BUT/TBU
ブダペストの北東にあるハンガリー・バロック様式の宮殿ゲデレー城へ。王妃エリザベート（シシィ）が愛した城と
しても有名です。エリザベート好みのスミレ色で統一されたサロンには美しい家具や絵画が可成られています。

ハンガリー大平原プスタ観光/終日(PUSZTA/FULL DAY)
所要時間:7.5時間

料金：EUR72(2016)

クルーズ：PAV̲PP/PUC̲PP
ハンガリー大平原へバスにて出発。自在に馬を操る馬術ショーを見学し、馬車の乗車体験も。パリンカ（ハンガリー
の蒸留酒）やポガチャ（ハンガリー風ビスケット）を試食。昼食は民族衣装を着た踊り子やミュージシャンが演奏す
るチャルダーシュをお楽しみ下さい。ケチケメート村を徒歩観光し、船へ戻ります。

ハンガリー大平原プスタ観光/半日(PUSZTA/HALF DAY)
所要時間:4時間

料金：EUR40(2016)

クルーズ：BTU̲PP/LIT̲PP/TUL̲PP/WBB

ハンガリー大平原へバスにて出発。自在に馬を操る馬術ショーを見学し、馬車の乗車体験も。パリンカ（ハンガリー
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ハンガリー大平原へバスにて出発。自在に馬を操る馬術ショーを見学し、馬車の乗車体験も。パリンカ（ハンガリー
の蒸留酒）やポガチャ（ハンガリー風ビスケット）を試食。

ペーチ観光(GUIDED TOUR OF PECS)
所要時間:4.5時間

料金：EUR40(2016)

クルーズ：BTU̲PP/BUT/TBU
初期キリスト教の中心地のひとつだったハンガリーの南西部の街ペーチへ。(ローマ時代にはソピアネと呼ばれた）
『初期キリスト教墓所』としてユネスコ世界遺産に登録されている礼拝堂跡、墓所を訪れ、現在はカトリック教会と
して使用されている旧ガーズィ・カスィム・パシャ・モスクへ。

コパチュキリト自然公園とオシイェク観光(KOPACKI RIT NATURE PARK AND THE TOWN OF OSIJEK)
所要時間:2時間

料金：EUR28(2016)

クルーズ：BTU̲PP/BUE̲PP/TBD̲PP
クロアチア東部スラヴォニア地方の中心地オシイェク観光へ。高台から聖ペテロ・パウロ教会を見下ろした後は、旧
市街トゥヴルジャ地区へ。ドナウ川とドラヴァ川が合流する地点に拡がる湿地コパチュキ・リト自然公園へ。260種
類もの水鳥が生息する鳥たちの楽園では、アカシカ、野がも、クマゲラなどを見学する事が出来ます。

中世の街イロクとヴゥコバル(ILOK AND VUKOVAR)
所要時間:5時間

料金：EUR54(2016)

クルーズ：BTU̲PP/BUE̲PP/TBD̲PP
クロアチアの東部の街・葡萄畑が続くイロクへ。ローマ時代の遺跡、中世時代の城塞や教会跡などを観光。
地元の食材を試食。バスにてクロアチア紛争でセルビア軍が攻撃を行った街ヴゥコバルへ。

ベオグラード観光(GUIDED TOUR OF BELGRADE)
所要時間:4時間

料金：EUR31(2016)

クルーズ：BTU̲PP/BUE̲EE/TBD̲PP

バスにてセルビアの首都ベオグラード観光へ。国立劇場、国立博物館などベオグラードの見所を車窓観光。聖サヴァ
教会を見学します。市内でフリータイムの後はドナウ川とサヴァ川が合流する地にあるカレメグダン公園へ。

クルシェドール修道院とスレムスキ・カルロヴツィ(NOVI SAD, KRUSEDOL AND SREMSKI KARLOVCI)
所要時間:5.5時間

料金：EUR34(2016)

クルーズ：BTU̲PP/BUE̲PP/TBD̲PP
バスにてフルシュカ・ゴーラの山にある美しいフレスコ画で有名なクルシェドール修道院(セルビア正教）へ。
その後、ドナウ川沿いの小さな街スレムスキ・カルロヴツィにて散策を楽しみます。ヴォイヴォディナ自治州の州
都・ノヴィ・サドを徒歩観光。

ノヴィ・サドとスレムスキ・カルロヴツィ(NOVI SAD
所要時間:3.5時間

AND SREMSKI KARLOVCI)

料金：EUR34(2016)

クルーズ：BTU̲PP/BUE̲PP/TBD̲PP
バスにてドナウ川沿いの小さな街スレムスキ・カルロヴツィにて散策を楽しみます。
ヴォイヴォディナ自治州の州都・ノヴィ・サドを徒歩観光。

ヴォイヴォディナ観光(THROUGH VOJVODINA)
所要時間:4時間

料金：EUR38(2016)

クルーズ：DSA/SDA
バスにてスレムスカ・ミトロヴィツァを出発し、ヴォイヴォディナ地方へ。
フルシュカ・ゴーラの山にある美しいフレスコ画で有名なクルシェドール修道院(セルビア正教）へ。
ドナウ川沿いの小さな街スレムスキ・カルロヴツィにて散策を楽しみます。

ザグレブ観光(FULL DAY EXCURSION TO ZAGREB)
所要時間:9時間

料金：EUR71(2016)

クルーズ：DSA/SDA

バスにてシサクを出発し、クロアチアの首都ザグレブ観光へ。国立劇場、大学図書館などザグレブの見所を車窓観
光。昼食は市内のレストランで名物料理をご賞味ください。

ヘラクレス・スパとオルショヴァ(HERCULES SPA AND ORSOVA)
所要時間:4時間

料金：EUR36(2015)

クルーズ：BTU̲PP/BUE̲PP/TBD̲PP

バスにてギリシャ神話の英雄ヘラクレスがこの地の温泉に入り、活力を得たと伝えられている温泉の街バイレ・ヘラ
クレネ（ヘラクレス・スパ）を訪れます。そのあと、ローマ時代にまで歴史を遡る古い街・オルショヴァのカトリッ
ク教会を見学します。

世界遺産・ドナウ・デルタ観光(DANUBE DELTA)
所要時間:4時間

料金：EUR36(2016)
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所要時間:4時間

料金：EUR36(2016)

クルーズ：LIT̲PP/TUL̲PP/BUE̲PP/TBD̲PP
500mほど歩いてレジャーボート乗り場へ。50人乗りの小さなボートでドナウ・デルタ観光へ出発です。
ユネスコ世界遺産に指定されている湿地帯には、1200種の植物、300種の水鳥、45種の魚など多くの動植物が生息し
ています。

ブカレスト観光(DAY EXCURSION TO BUCHAREST)
所要時間:9時間

料金：EUR47(2016)

クルーズ：TBD̲PP
バスにてルーマニアの首都ブカレストへの終日観光へ。市内の見どころを車窓観光。昼食は民族音楽とダンスのショ
ーを楽しみながらルーマニア料理をお召し上がりください。ルーマニア各地の民族文化が紹介されている野外博物
館・国立農村博物館で18‒19世紀の暮らしに触れます。国民の舘で写真ストップ、大主教教会を訪れます。

ルセ観光(GUIDED TOUR OF RUSE)
所要時間:3時間

料金：EUR42(2016)

クルーズ：TBD̲PP
ドナウ川ぞいに位置するブルガリアの都市『小さなウィーン』ルセ観光へ。対岸はルーマニアで、両国の文化が混在
する文化を感じる事が出来ます。スヴォボダ広場、カトリック教会などを観光。地元産のワインとケーキを試食しま
す。

プライバシーポリシー | サイトマップ

ログイン
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クロワジー・ヨーロッパ

ホーム
クロワジー・ヨーロッパとは？
クルーズの種類
リバー・クルーズ(コース紹介）

ローヌ川
ローヌ渓谷とプロヴァンス地方は大自然の宝庫です。
コート・ド・ローヌの葡萄畑やアルデーシュ渓谷の雄大な風景、カマルグの広大な湿原など、
ローヌ川沿いにはフランス第二の都市で美食の街リヨン、ローマ法王庁がおかれたアヴィニョン、ゴッホが愛したアルル
などの歴史ある美しい街が点在しています。
太陽の光に誘われて、大自然へ出かけてみませんか?

コースタル・クルーズ（コース紹介）
運河・クルーズ（コース紹介）
テーマ・クルーズ（コース紹介）
アジア・クルーズ(コース紹介）
エクスカーション（オプショナルツア
ー）
セーヌ川

世界遺産アヴィニョン観光(AVIGNON AND THE POPE's PALACE)
所要時間:3時間

料金：EUR26(2016)

ローヌ川

クルーズ：LMA̲PP/LYL/LSR/CHA̲PP/ROD̲PP/ACA/LON/LMO

ボルドー地方(ガロンヌ川）

7つの門を持つ城壁に囲まれたアヴィニョンの街を徒歩観光します。ユネスコ・世界遺産に指定されている14世紀の
フレスコ画が残されたゴシック様式の法王庁宮殿、ロシェ・デ・ドン公園、ノートルダム大聖堂を訪れます。

ロワール川
ライン川/モーゼル川/マイン川
オランダ/ベルギー

自然と野鳥の楽園カマルグ湿原（AMSTERDAM AND ITS DIAMOND MERCHANTS)
所要時間:4時間

料金：EUR43(2016)

クルーズ：LMA̲PP/ANT̲PP/LYL/LMO/LSR/CHA̲PP

バスにて野生の白馬やフラミンゴなどが生息する野生の楽園カマルグ湿原へ。
地中海に面する巡礼の街で、毎年ジプシーが集まるサント・マリー・ド・ラ・メールでフリータイム。

ドナウ川
アンダルシア（グアダルキビル川）

雄大な自然美アルデーシュ渓谷(THE ARDECHE GORGES)
所要時間:4時間

ドウロ川
クロアチア（アドリア海）

料金：EUR58(2016)

クルーズ：LYL/CHA̲PP/ANT̲PP/ROD̲PP/LMO/CMM̲PP
アルデーシュ川沿いのダイナミックな渓谷美を堪能しながらドライブ。
川の浸食で出来た岩の橋ポンダルクで写真ストップの後、マデレーヌ洞窟へ。

シップ情報
お問い合わせ
お取り扱い旅行会社
会社案内

ヴェルコールとディ村ワインセラー(THE EXCURSION INTO VERCORS)
所要時間:3.5時間

料金：EUR48(2016)

クルーズ：LYL

ラ・ヴルトからバスにてディ村へ。発泡ワインで有名なクレレット・ドゥ・ディー地区のワインセラーであるジャイ
アンス社を訪れ、試飲を楽しみます。フレンチ・アルプスの麓ヴェルコール自然公園へ。ヴァシュー・アン・ヴェル
コール、ラシャペル・エン・ヴェルコールを通り、断崖にへばりつくようい家屋が並ぶポン・アン・ロワイヤンへ。
タン・エルミタージュで再び乗船。

ローマ都市ヴィエンヌ観光(GUIDED TOUR OF VIENNE)
所要時間:3時間

料金：EUR18(2016)

クルーズ：LSR/CHA̲PP/ROD̲PP/LLY/LMO/LON

ローマ時代、交通の要所として栄えた街ヴィエンヌを徒歩観光します。1世紀に建てられたローマ劇場、紀元前1世紀
頃建てられたアウグステゥスとリウィア神殿、(外観）、サンモーリス教会（外観）などを見学します。
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中世の街ヴィヴィエ観光(GUIDED TOUR OF VIVIERS)
所要時間:2時間

料金：EUR22(2016)

クルーズ：LSR/CHA̲PP/LON

中世の面影を残すヴィヴィエを徒歩観光。5世紀に司教が住居を構えた街は、小さな教会、ルネッサンス様式の外観を
持つ騎士の家、聖ミシェルの塔、神学校など多くの宗教建築が残され、歴史保護地区に指定されています。

アルル観光(GUIDED WALKING TOUR OF ARLES)
所要時間:2時間

料金：EUR20(2016)

クルーズ：LYL/CHA̲PP/ACA

ローマ時代の遺跡が残る街アルルを徒歩観光します。
円形闘技場、古代劇場、サン・トロフィーム教会、古代フォーロム地下回廊、コンスタンティヌス共同浴場を訪れま
す。

アルルとオリーブ農場(GUIDED TOUR OF ARLES AND VISIT A TRADITIONAL OF OLIVE FARM )
所要時間:4時間

料金：EUR34(2016)

クルーズ：LSR

ローマ時代の遺跡が残る街アルルを徒歩観光します。
円形闘技場、古代劇場、サン・トロフィーム教会、古代フォーロム地下回廊、コンスタンティヌス共同浴場を訪れま
す。バスにてタラスコンにある伝統的なオリーブ農場へ。18世紀にはじまり150,000本もの木が育つオリーブ農場で
はオリーブ畑の栽培方法やオリーブオイルの製造方法を学ぶことが出来ます。オリーブ製品の試食をお楽しみくださ
い。

レ・ボー・プロヴァンス観光(GUIDED TOUR OF LES BAUX DE PROVENCE)
所要時間:4時間

料金：EUR40(2016)

クルーズ：LMO

『フランスでの美しい村』に選ばれているレボー・プロヴァンスへ。石灰岩の岩山に張り付くように家々が並んでい
る小さな村からは、石灰岩の山々、オリーブ畑を見渡すことが出来ます。作家アルフォンス・ドーデの『風車小屋だ
より』で有名なフォンヴィエイユへ。

絹の街・リヨン観光(GUIDED TOUR OF LYON)
所要時間:3時間

料金：EUR32(2016)

クルーズ：ANT̲PP/LSR/CHA̲PP/LLY/ACA

ローマ時代から栄えるフランス第二の都市・リヨン観光へバスで出発。フルヴィエールの丘に建つノートルダム聖
堂、サン・ジャン地区にある旧市街などを訪れます。

トゥルノン観光(GUIDED TOUR OF TOURNON)
所要時間:3時間

料金：EUR37(2016)

クルーズ：LSR/ACA

コート・デュ・ローヌの中心地トゥルノン・シュル・ローヌ観光へ。岩に建つトゥルノン城博物館では、この地域の
歴史について学ぶことが出来ます。対岸の街タン・エルミタージュやローヌ川の眺めを堪能する事が出来ます。
徒歩にて中世の面影が残る街を散策。コート・デュ・ローヌ地域の生産物やワインを試食します。

エルミタージュ観光(TAIN L'HERMITAGE,WINE TASTING)
所要時間:3時間

料金：EUR16(2016)

クルーズ：CMM/LLY

徒歩にて中世の面影が残るタン・エルミタージュ。コート・デュ・ローヌ地域の生産物やワインを試食します。

ボジョレー葡萄畑とワイン博物館(EXCURSION INTO THE BEAUJOLAIS VINEYARDS)
所要時間:4時間

料金：EUR46(2016)

クルーズ：ANT̲PP/CMM̲PP/LLY

バスにて22,500ヘクタールもあるボジョレー地区へ。ロマネシュトラン村にあるワイン博物館HAMEAU DU VINを訪
れます。ここでワインの歴史や製造方法を学び、ワインセラーでワインの試飲をお楽しみください。

ブルゴーニュ・ボーヌの葡萄畑(EXCURSION TO THE BURGUNDY VINEYARD AND HOTEL DIEU)
所要時間:4時間

料金：EUR48(2016)

クルーズ：AWA

バスにて世界的に有名なワイン産地ブルゴーニュ地方のコート・ドゥ・ボーヌ地区へ。
ポマール・ピュリニイ、モンラッシェなどの村を車窓観光。
ボーヌにある美しい建築で有名なオテル・デュー（神の舘の意味）を見学します。
15世紀に貧しい人々のために建てられた病院で、ロジェ・ヴァイデン作の『最後の審判』の絵などが展示されていま
す。運営費を賄うためグランクリュワインを製造する葡萄畑があります。ワインの試飲をお楽しみください。

クリュニー修道院(CLUNNY ABBEY)
所要時間:3時間

料金：EUR41(2016)

クルーズ：LSR

バスにてベネディクト修道院クリュニー修道院へ。中世時代ヨーロッパで大きな影響力を持っていた12世紀ロマネス
ク様式の最高峰の建築を見学します。

http://www.croisieuropejp.com/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%8…

2/3

2016/5/23

ロ ワール川  クロ ワジー・ヨーロ ッパのホーム ページ

クロワジー・ヨーロッパ

ホーム
クロワジー・ヨーロッパとは？
クルーズの種類

ロワール川
『フランスの庭』と謳われ、田園風景やなだらかな丘、森の中に佇む古城など、お伽の中の世界のような
風景が広がっています。
華やかな宮廷文化が栄えたロワール川流域にはいくつもの古城が点在しています。
最もフランスらしいと言われるロワール川の魅力をご堪能下さい。

リバー・クルーズ(コース紹介）
コースタル・クルーズ（コース紹介）
運河・クルーズ（コース紹介）
テーマ・クルーズ（コース紹介）
アジア・クルーズ(コース紹介）
エクスカーション（オプショナルツア
ー）
セーヌ川
ローヌ川

エルドル川・古城クルーズ(TOURIST CRUISE ON THE ERDRE RIVER)
所要時間:2.5時間

料金：EUR37(2016)

クルーズ：NSN̲PP/NHN̲PP

フランソワ一世が『フランスで最も美しい川』と呼んだエルドル川のナイトクルーズを楽しみます。
川沿いに建ついくつもの古城の眺めをご堪能下さい。

ボルドー地方(ガロンヌ川）
ロワール川
ライン川/モーゼル川/マイン川

ナント観光(GUIDED TOUR OF NANTES)
所要時間:4.5時間

料金：EUR50(2016)

クルーズ：NSN̲PP/NHN̲PP

後期ゴシック様式のサンピエール・サンポール大聖堂、18世紀の豪商のアパルトマンが立ち並ぶフェイドー島地区、
グラスラン劇場、パッサージュポムレ、ブルターニュ大公城などを訪れます。

オランダ/ベルギー
ドナウ川
アンダルシア（グアダルキビル川）

船の博物館エスカラトランテック(GUIDED VISIT OF SAINT NAZAIRE)
所要時間:5時間

料金：EUR71(2016)

クルーズ：NSN̲PP

バスにてサン・ナゼールにある船の博物館エスカラトランテックへ。大航海時代の船旅について学ぶことが出来ま
す。ヨーロッパ最大級のサン・ナゼールの造船所を訪れます。

ドウロ川
クロアチア（アドリア海）
シップ情報
お問い合わせ

ミュスカデ・ワイン街道(THE MUSCADET REGION)
所要時間:5時間

料金：EUR50(2016)

クルーズ：NSN̲PP

古くからのワインの産地であるミュスカデ地区の村々を車窓観光。ラ・シャペル・ウランにあるシャトー・カスミシ
ェール（または近くのシャトー）を訪れます。歴史的なワイン畑に囲まれたワインセラーで辛口でフルーティーなミ
ュスカデワインの試飲をお楽しみください。その後、中世の雰囲気を残すクリッソンへ。

お取り扱い旅行会社
会社案内

アンジェ観光(GUIDED VISIT OF ANGERS)
所要時間:4時間

料金：EUR47(2016)

クルーズ：NSN̲PP/NHN̲PP

イングランドではプランタジネット家の公租として知られるアンジュー家の都として栄えたアンジェ観光へ。
厚い壁に囲まれたアンジェ城（13世紀建造）で、有名な『ヨハネ黙示録のタペストリー』を見学します。

ゲラント塩田見学(GERANDE AND SALTED MERSHES)
所要時間:4時間

料金：EUR42(2016)

クルーズ：NHN̲PP

バスにて城壁に囲まれた中世の街ゲランドへ。天日自然塩を生産するゲランドの塩田を訪れます。
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バスにて城壁に囲まれた中世の街ゲランドへ。天日自然塩を生産するゲランドの塩田を訪れます。

ソミュールの国立馬術学校(GUIDED VISIT OF SAUMUR AND THE CADRE NOIR)
所要時間:5時間

料金：EUR56(2016)

クルーズ：NHN̲PP

19世紀に設立された国立馬術学校カードルノワール・ド・ソミュールを訪れます。人間と馬のハーモニーを作り出す
伝統的な馬術を教え、フランスのエリート騎馬集団を養成しています。その後、ソミュールの街へ。

ロワール川バスツアー(THE CORNICHE ANGEVINE)
所要時間:4時間

料金：EUR50(2016)

クルーズ：NHN̲PP

ロワール川沿いをバスでドライブ。美しい庭と葡萄畑に囲まれたシャトー・ド・ヴォルト（または近くのシャトー）
を訪れ、試飲をお楽しみください。かわいらしい村やロワール川の眺めを車窓観光。

プライバシーポリシー | サイトマップ
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クロワジー・ヨーロッパ

ホーム
クロワジー・ヨーロッパとは？
クルーズの種類
リバー・クルーズ(コース紹介）

セーヌ川
セーヌ川沿いには、フランスの歴史を物語る数々の観光スポットがあります。
フランスの歴史の舞台となったヴェルサイユ宮殿やマルメゾン城、
ノルマンディー公国として栄えたルーアンや、芸術家に愛され続けるオンフルールなどの魅力的な街、
モネの庭園があるジヴェルニー、モネやクールベに描かれたエトルタの海岸など、
独特の変わりやすい気候と光と自然、かわいらしい木組みの家々など、ノルマンディー地方の文化や歴史に出会う事が出
来ます。

コースタル・クルーズ（コース紹介）
運河・クルーズ（コース紹介）
テーマ・クルーズ（コース紹介）
アジア・クルーズ(コース紹介）
エクスカーション（オプショナルツア
ー）
セーヌ川
ローヌ川
ボルドー地方(ガロンヌ川）
ロワール川
ライン川/モーゼル川/マイン川
オランダ/ベルギー
ドナウ川

マルタンヴィル城でノルマンディーを知る（CHATEAU DE MARTAINVILLE )
所要時間:5時間

料金：EUR43(2016)

クルーズ：SEN/PCN/SIP

レザンドリで下船後、バスにてリチャード獅子王が建てたガイヤール城とレザンドリとセーヌ川を見下ろす丘へご案
内。素晴らしい眺めをお楽しみ下さい。15世紀に 建てられたマルテンヴィル城へ。ノルマンディー地方の伝統的な衣
装、アクセサリー、家具や食器などの生活用品など、500年続くこの地方の歴史と伝統文化 についてを学ぶことが出
来ます。ルーアンにて再び乗船。

オンフルール観光（GUIDED TOUR ON FOOT OF HONFLEUR)
所要時間:1.5時間

料金：EUR19(2016)

クルーズ：SEN/PAF/HOP/PAR/HON/PCN/RSE

11世紀には文献に登場するオンフルール。カラフルな木組みの家が並ぶチャーミングでのどかな街。
絵のように美しい旧港からツアーはスタート。フランス最大の木造教会・サントカトリーヌ教会と鐘塔、17世紀に建
てられ塩の貯蔵所や税務署として使われた塩倉庫、15世紀末頃建てられたサント・レオナール教会を訪れます。

アンダルシア（グアダルキビル川）
ドウロ川
クロアチア（アドリア海）
シップ情報
お問い合わせ
お取り扱い旅行会社
会社案内

カルヴァドス醸造所とドーヴィル（COTE FLEURIE)
所要時間:4時間

料金：EUR46(2016)

クルーズ：SEN/PAF/HOP/PAR/HON/PCN/RSE

オンフルールからバスにてシャトー・ド・ブルイユへ。16世紀に建てられた由緒あるシャトーにて、カルヴァドス
（リンゴの蒸留酒）醸造所見学とテイスティング。その後、社交界の中心地のドーヴィルへ。
ドーヴィルにてフリータイム。バスにて船へ戻ります。

ノルマンディー上陸作戦（THE NORMANDY LANDING)
所要時間:11時間

料金：EUR115(2016)

クルーズ：PAF/SIP/PAR/HON/PCN

オンフルールからバスにて終日観光に出発。ナチス・ドイツ占領下にあった北西ヨーロッパを侵攻するため連合軍に
より行われた作戦。1944年6月6日（D‒Day)に上陸を開始したオック岬を訪れます。オマハ・ビーチを通り、コルヴ
ィル・シュルメールのアメリカ兵士墓地へ。昼食後、拠点のひとつ人口の港・アロマンシュで戦争に関するフィルム
を見ます。ゴールド・ビーチ、ジュノー・ビーチ、ソード・ビーチを通過し、オンフルールへ戻ります。

ルーアン観光（GUIDED WALKING TOUR OF ROUEN)
所要時間:2時間

料金：EUR22(2016)

クルーズ：SEN/PAF/HOP/PAR/HON/PCN/SIP

ノルマンディー公国の首都であったルーアン、ガイドがモネに描かれたルーアン大聖堂から続く旧市街、ジャンヌ・
ダルクが処刑された旧市場広場へご案内。ツアー終了後はフリータイム。
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ダルクが処刑された旧市場広場へご案内。ツアー終了後はフリータイム。

ジュミエージュ修道院（ON THE ABBEYS ROAD)
所要時間:3.5時間

料金：EUR42(2016)

クルーズ：HOP/PAR/HON/PCN/SIP/RSE

コートベック・アン・コー（デュクレール）からバスにてジュミエージュ修道院へ。高い塔や回廊が残された廃墟
は、壮大さをたたえています。1931年にベネディク派の修道士が集まり、現在でも40名の修道士がこの地で暮らして
います。バスでコートベック・アン・コー（デュクレール）に戻ります。

ヴェルサイユ宮殿（GUIDED TOUR OF CHATEAU DE VERSAILLES)
所要時間:3.5時間

料金：EUR72(2016)

クルーズ：PAF/HOP/PAR/HON

バスにて世界遺産・ヴェルサイユ宮殿へ。17世紀のフランスの黄金時代、太陽王ルイ14世によりバロック様式の壮大
な宮殿が建てられました。フランス革命までの間、フランス国王は貴族を招いて毎晩のように豪華なパーティーが開
催されました。王の大居室、王妃の大居室、鏡の回廊を訪れ、天才造園家/ル・ノートルにより設計された庭園でフリ
ータイム。バスにて船へ戻ります。
＊要事前予約（出発までにご予約下さい）
＊火～金まで催行（月休み）

マルメゾン城（GUIDED TOUR OF MALMAIZON CASTLE)
所要時間:3時間

料金：EUR54(2016)

クルーズ：PAF/HOP/PAR/HON/RSE

バスにてマルメゾン宮殿へ。17世紀に建築された宮殿を1779年にナポレオンの妻ジョセフィーヌがこの城を購入、自
分好みに改装して亡くなるまでのこの地で過ごしました。執政政府時代の政治の中心地となり、議会やレセプショ
ン・パーティーが開催されました。今でも当時の内装のまま残されており、書斎はナポレオンが戦争やナポレオン法
典など執政について考えた舞台でした。バスにて船へ戻ります。
＊要事前予約（出発までにご予約下さい）
＊月催行（火～金休み）

モネの庭・ジヴェルニー（CLAUDE MONET IN GIVERNY)
所要時間:4.5時間

料金：EUR32(2016)

クルーズ：PCN

ヴェルノンで下船後、バスにて印象派のクロード・モネの家と庭園があるジヴェルニーへ。モネは人生の後半をこの
地で過ごし、『水連』の連作を誕生させました。フリータイムにはモネの家の膨大な日本の浮世絵コレクション鑑賞
や色とりどりの花が咲く庭でのご散策等お楽しみ下さい。バスにて船に戻ります。

印象派の愛したエトルタ（THE COTE D'ALBATRE)
所要時間:4.5時間

料金：EUR46(2016)

クルーズ：SIP/RSE

オンフルールからバスにてアラバスター海岸へ。白亜の断崖が青い海に続き、移ろいゆく光が様々な表情を見せる景
観は世界的に有名です。ノルマンディー大橋、エトルタ、イポール、フェカンへ。エトルタのアヴァルの崖はモネや
クールベによって描かれ、19世紀にはオペラ作曲家や歌手がこの地で休日を過ごしました。怪盗アルセーヌ・ルパン
を生んだモーリス・ルブランの家があります。フェカンはベネディクト派の教会が残されています。

オーベル・シュル・オワーズ（AUVER SUR OISE)
所要時間:4時間

料金：EUR47(2016)

クルーズ：HON̲SAIMPP,PAR̲SAIMPP

セザンヌ、コロー、ピサロ、ゴッホなど印象派の画家たち描いた小さな村オーベル・シュルオワーズ。ゴッホは晩年
『カラスのいる麦畑』『オ―ヴェルの教会』などの傑作を含め、この村の風景を描きました。今でもゴッホの描いた
風景が残っています。

パリ観光（PANORAMIC GUIDED TOUR OF PARIS)
所要時間:3.5時間

料金：EUR40(2016)

クルーズ：PAR/HON/PCN/SIP/PAB/RSE

バスにてフランスの首都パリ観光へ出発。ベルシー地区、ミッテラン国立図書館、バスティーユ広場、マレ地区、カ
ルチェ・ラタン、サンジェルマン・デ・プレ、ルーヴル、オペラ・ガルニエ、ヴァンドーム広場、コンコルド広場、
シャンゼリゼ大通り、凱旋門、アンヴァリッド、トロカデロ広場、エッフェル塔などパリの名所を車窓観光。

フレンチ・カンカン・ショーの夕べ（CABAERT EVENING SHOW IN PARIS)
所要時間:3時間

料金：EUR132(2016)

クルーズ：PAR/HON/PCN/SIP/PAB/RSE

バスにてパリ/モンマルトルの麓にある1898年オープンした老舗のキャバレー『ヌーヴェル・イヴ』へ。
有名なフレンチ・カンカンやコメディー・ショーなどのパフォーマンスをお楽しみください。
シャンパン（1/2本）つき。

プライバシーポリシー | サイトマップ
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クロワジー・ヨーロッパ

ホーム
クロワジー・ヨーロッパとは？
クルーズの種類

ボルドー地方（ガロンヌ川）
ボルドー地域は世界最大のワインの生産地であり、最高の品質を誇る有名なワイナリーが数多くあります。
葡萄畑の総面積は15万ヘクタール、4,000以上のシャトーがあると言われています。
大西洋と川、自然の恵みが作り出す葡萄畑を訪れ、美味しいワインを試飲してみませんか？
中世の面影を残すブライやサンテミリオンなど魅力的な街も訪れます。

リバー・クルーズ(コース紹介）
コースタル・クルーズ（コース紹介）
運河・クルーズ（コース紹介）
テーマ・クルーズ（コース紹介）
アジア・クルーズ(コース紹介）
エクスカーション（オプショナルツア
ー）
セーヌ川
ローヌ川
ボルドー地方(ガロンヌ川）
ロワール川
ライン川/モーゼル川/マイン川
オランダ/ベルギー

メドックのワイン街道巡り(EXCURSION TO PAULLIAC AND THE CHATEAUX DU MEDOC ROAD)
所要時間:4時間

料金：EUR56(2016)

クルーズ：BOA/BOP/BOQ/BOS/GBO

世界のワインの中でも最も名声あるボルドー地方。大西洋とガロンヌ・ドルドーニュ・ジロンヌの河口が作り出す自
然が生み出す葡萄畑が広がっています。サンジュリアン、マルゴーなどオーメドック地区のシャトー街道をバスで巡
ります。ラフィット・ロートシルト、ラチゥール、ムートン・ロートシルトなど著名なシャトーも車窓から見学。シ
ャトーをにて試飲をお楽しみ下さい。

ドルドーニュ断崖ルート(EXCURSION ON THE CORNICHE ROAD AND GUIDED TOUR OF BOURG)
所要時間:4時間

料金：EUR36(2016)

クルーズ：BOA/BOP/BOQ/BOS/GBO

バスにてドルドーニュ川沿いの狭い断崖ルートを進み、ジロンド河口に建つ水上漁師小屋、葡萄畑などこの地域独特
の風景と出会う事が出来ます。中世時代の城塞に囲まれたブールで写真ストップし、ブライユの城塞を訪れます。ジ
ロンド川の素晴らしい風景を眼下に見下ろす事が出来ます、

ドナウ川
アンダルシア（グアダルキビル川）
ドウロ川
クロアチア（アドリア海）

サンテミリオンとワイン試飲(GUIDED TOUR OF ST EMILION AND WINE TASTING)
所要時間:3時間

料金：EUR54(2016)

クルーズ：BOA/BOP/BOQ/BOS/GBO

バスにて丘の上に建つ小さな城壁村・世界遺産に指定されているサンテミリオンへ。この地の名前は修道僧エミリオ
ンが隠遁生活を送るために洞窟に住み着いた事に端を発しています。聖エミリオンの洞窟、三位一体教会、石灰岩を
切りだして作られたモノリス（一枚岩）教会などを見学。家族経営の葡萄農家を訪れ、サンテミリオン・ワインの試
飲をお楽しみください。

シップ情報
お問い合わせ
お取り扱い旅行会社
会社案内

ボルドー・ナイトツアー(GUIDED TOUR OF BORDEAUX
所要時間:2時間

料金：EUR41(2016)

BY NIGHT)

クルーズ：BOQ/GBO

ユネスコ世界遺産にされている月の都ボルドー観光へバスで出発。ガロンヌ川沿いの街並みの車窓観光を楽しんだ
後、大劇場のあるカンコンス地区、サンピエ－ル地区の狭い通りなど旧市街を徒歩観光します。

ボルドー観光(GUIDED TOUR OF BORDEAUX)
所要時間:2時間

料金：EUR44(2016)

クルーズ：BOA/BOP/BOS

ユネスコ世界遺産にされている月の都ボルドー観光へバスで出発。ガロンヌ川沿いの街並みの車窓観光を楽しんだ
後、大劇場のあるカンコンス地区、サンピエ－ル地区の狭い通りなど旧市街を徒歩観光します。

ロックタイヤード城とカディヤック(GUIDED TOUR OF CHATEAUX DE ROCQUETAILLADE AND CADILLAC)
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ロックタイヤード城とカディヤック(GUIDED TOUR OF CHATEAUX DE ROCQUETAILLADE AND CADILLAC)
所要時間:3時間

料金：EUR54(2016)

クルーズ：LSR/ACA

バスにて中世の城ロックタイヤード城へ向け出発ボルドー周辺で訪れたいスポットのひとつです。歴史的建造物に指
定されているこの城には19世紀の建築家ビオレ・ル・デュックによりデザインされた室内が見事に残されています。
ソーテルヌの葡萄畑にてワインの試飲をお楽しみ下さい。その後、ガロンヌ川の右岸にある要塞に囲まれたカディヤ
ックへ。

アルカション・砂丘ツアー(DAY TRIP IN THE ARCACHON BASIN)
所要時間:9時間

料金：EUR119(2016)

クルーズ：BOA

バスにて大西洋に面する牡蠣の産地として有名なリゾート・アルカションへ。牡蠣博物館を訪れ、養殖の歴史につい
て学びます。昼食は地元のレストランにて。アルカション湾クルーズを楽しみます。ヨーロッパで最も高い107mもの
高さを持つピラ砂丘へ。

銘酒コニャックの故郷を訪ねる(FULL DAY EXCURSION AT COGNAC)
所要時間:12時間

料金：EUR144(2016)

クルーズ：BOA

ヘネシーやレミーマルタンやなどの銘柄で世界的に有名な蒸留酒の街コニャックへバスで出発。コニャックメーカー
を訪れ、試飲をお楽しみ下さい。昼食は地元のレストランにて。午後はコニャック美術館で製造方法や樽作りなどに
ついて学びます（月休み）、月曜日はコニャック城を見学。
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クロワジー・ヨーロッパ

ホーム
クロワジー・ヨーロッパとは？
クルーズの種類
リバー・クルーズ(コース紹介）

オランダ/ベルギー
水車が聳え、運河沿いの干拓地には牛が草を食む姿が印象的な酪農の国オランダ。
春には一面の花のじゅうたん広がり、訪れる人の心を魅了しています。
瀟洒な建物からは当時の商業・金融で莫大な富を得た商人たちの豊かさが感じられます。
ルーベンス、フェルメールなどの素晴らしい美術作品が残されています。
花の庭園キューケンホフ、ゴッホ作品を堪能できる博物館、伝統的な暮らしに触れるザーンセスカンスなど、
この地の自然と人々が作り出した風俗に触れてみたいスポットがいっぱい。

コースタル・クルーズ（コース紹介）
運河・クルーズ（コース紹介）
テーマ・クルーズ（コース紹介）
アジア・クルーズ(コース紹介）
エクスカーション（オプショナルツア
ー）
セーヌ川
ローヌ川
ボルドー地方(ガロンヌ川）

小型ボートで巡る夜のアムステルダム(AMSTERDAM BY NIGHT)
所要時間:1.5時間

料金：EUR19(2016)

クルーズ：AMB/BMA/ADA/AVS/AMV/AAV/ABU/BUA/AMV/AWA/AST
小型ボートで夜のアムステルダムをクルーズ。ライトアップされた運河の街並みの眺めを楽しみます。

ロワール川
ライン川/モーゼル川/マイン川

アムステルダムとダイヤモンド(AMSTERDAM AND ITS DIAMOND MERCHANTS)
所要時間:4時間

料金：EUR36(2016)

オランダ/ベルギー

クルーズ：ACB/BCA/AAV/ABU/BUA/AMV/ADA/ANV/AWA/AST/ABR/BAM/ACA/AAA/HSA

ドナウ川

バスにてアムステルダム観光に出発。運河沿いに美しい建物が並ぶ眺めやデゴーヤー風車を車窓からお楽しみ下さ
い。ダイヤモンドの店を訪れた後は、花市場へ。

アンダルシア（グアダルキビル川）
キューケンホフ(KEUKENHOF PARK)
ドウロ川
クロアチア（アドリア海）
シップ情報
お問い合わせ
お取り扱い旅行会社
会社案内

所要時間:4時間

料金：EUR38(2016)

クルーズ：ABU/BUA/AMV/AVS/AMS/AAV/ANV/AWA/HSA/AIJ/AST
バスにて花の庭園キューケンホフ公園へ。チューリップ、ヒヤシンス、ラッパ水仙など700万株以上の色とりどりの
花が咲き乱れる春の風物詩をご堪能下さい。公園内ではフリータイム。

クレーラー・ミューラー博物館(KROLLER MULLAR MUSEUM)
所要時間:3.5時間

料金：EUR52(2016)

クルーズ：AST

ナイメーヘンから世界最大級のゴッホ・コレクションで有名なクレーラー・ミューラー博物館へ。ゴッホの森として
知られる国立公園の庭園も見どころです。

ザーンセ・スカンセとフォーレンダム(EXCURSION TO VOLENDAM AND ZAANSE SCHANS)
所要時間:4時間

料金：EUR38(2016)

クルーズ：AAV/ABU/AMV/ANV/AIJ/AST

アイセル湖沿いの伝統的な小さな漁村フォーレンダムは、カラフルな家が並ぶ可愛らしい街。民族衣装を着た村人と
出会う事も出来ます。ザーンセスカンスは風車がや伝統的な民家が並び村全体が野外博物館。チーズや木靴なども販
売されています。
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キンデルダイクの風車観光(EXCURSION TO KINDERDIJK)
所要時間:3時間

料金：EUR23(2016)
EUR47(2016)送
迎込

クルーズ：ADA

オランダを代表する風景・キンデルダイクの風車群へ。19もの風車が並びユネスコ世界遺産に指定されています。風
車を訪れ、粉を挽いたりや油を絞る以外にも干拓地の排水という役目を果たしてきた歴史に触れます。

古都ハーレム観光(EXCURSION TO KINDERDIJK)
所要時間:3時間

料金：EUR34(2016)

クルーズ：ACB̲PP/BCA̲PP

バスにてレンガ造りの切り妻屋根の家並みが美しい古都ハーレムへ。チューリップ球根栽培が盛んで『花の街』とし
て世界的にの街として有名です。1400年に作られたアムステルダム門、マーケット広場グローテマルクト、第二次世
界大戦時のユダヤ人の隠れ家コリーテンボーム博物館、聖バフォ教会などを観光します。

ロッテルダムとデルフト(VISITING DELFT AND ITS POTTERY FACTORY AND ROTTERDAM)
所要時間:4時間

料金：EUR42(2016)

クルーズ：AWA

バスにてデルフト焼きで有名なデルフトへ。旧教会、新教会、プリンセンホフ博物館など画家フェルメールの描いた
世界が今でも残る運河沿いを歩きます。青と白のコントラストが美しいデルフト陶器工場を訪れます。大都市・ロッ
テルダムへ戻り、近代建築が並ぶ街並みを車窓観光。

オランダ野外博物館(VISIT OF THE DUTCH OPEN AIR MUSEUM‒ARNHEM)
所要時間:4時間

料金：EUR52(2016)

クルーズ：AAA

ナイメーヘンよりバスにてドイツ国境近くの街アーネムへ。44ヘクタールの広さを持つオランダ野外博物館へ。
オランダ各地方の農家・民家、水車、教会などが再現され、昔のオランダの人々の暮らしに触れる事が出来ます。
手工芸の実演も行われ、のんびりとした時間を過ごすことが出来ます。バスでナイメーヘンに戻ります。

アントワープ観光(GUIDED TOUR OF ANTWERP)
所要時間:2時間

料金：EUR28(2016)

クルーズ：AAA

バスにてアントワープの中心部へ。シュヘルド川沿いのステーン広場から徒歩観光をスタート。
旧市街に入り、肉屋のギルドハウス、グローテ・マルクト広場、市庁舎へと進みます。ルーベンスの『聖母被昇天』
などで有名なノートルダム大寺院へ。

水の都ブルージュ観光(GUIDED TOUR OF BRUGES)
所要時間:2時間

料金：EUR29(2016)

クルーズ：OBU

徒歩にてユネスコ世界遺産・ブルージュ観光へ出発。『愛の湖』、ベギン会修道院、四方を美しい建物に囲まれたマ
ルクト広場、鐘楼などを眺めながらエルサレム教会、レースセンターを運河沿いに進みます。

フランドルの中心ゲント観光(GUIDED TOUR OF GHENT)
所要時間:3時間

料金：EUR41(2016)

クルーズ：OBU

バスにてゲントへ。徒歩にて14世紀～15世紀に栄華を極めたフランドルの中心地ゲント観光へ出発。
聖バーフ大聖堂にて15世紀フランドル絵画の最高傑作と言われるヤン・ファン・アイク作『神秘の子羊』を鑑賞。鐘
楼、繊維ホール、レイ川沿いに並ぶギルドハウスを眺めフランドル伯居城へ。

ブリュッセル観光(GUIDED TOUR OF BRUSSELS)
所要時間:4時間

料金：EUR36(2016)

クルーズ：OBU

バスにてベルギーの首都ブリュッセルへ。車窓から現国王の居城・ラーケン王宮周辺の中国館、日本館、モニュメン
ト・アトミウムを見学した後、中心部へ。王宮、アールヌーボー様式の建築物、欧州議会、サブロン広場などを車窓
観光した後、徒歩にてユネスコ世界遺産に指定されているグラン・プラスへ。世界的に有名な小便小僧の像も近くに
あります。

マドローダム観光(GUIDED TOUR OF MADURODAM PARK)
所要時間:4時間

料金：EUR38(2016)

クルーズ：ABR

バスにてミニチュアパーク・マドローダムへ。オランダの街をミニチュアで再現している野外博物館を訪れます。
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クロワジー・ヨーロッパ

ホーム
クロワジー・ヨーロッパとは？
クルーズの種類

アンダルシア地方（グアダルキビル川）
アンダルシア地方は、長い間イスラム教徒の支配下にあり、豊かなスペインーイスラム文明を育んできました。
イスラム文化が色濃く残り、異国情緒漂う街並みが残されています。
フラメンコ、闘牛などこの地方独特の文化を強く感じることが出来るエクスカーションをご用意しました。

リバー・クルーズ(コース紹介）
コースタル・クルーズ（コース紹介）
運河・クルーズ（コース紹介）
テーマ・クルーズ（コース紹介）
アジア・クルーズ(コース紹介）
エクスカーション（オプショナルツア
ー）
セーヌ川
ローヌ川

セビリヤ観光(SEVILLA AND THE ALCAZAR PALACE)
所要時間:4時間

料金：EUR49(2015)

クルーズ：SXS̲PP

バスでタイルが美しいセビリヤ広場などの車窓観光を楽しんだ後、入り組んだ細い道に白壁の家々が並ぶサンタクル
ス街歩き、イスラム風の宮殿アルカサルへ。グラナダのアルハンブラ宮殿を彷彿させる建物はイスラム建築の傑作で
す。カテドラル、コロンブスの墓を見学。

ボルドー地方(ガロンヌ川）
ロワール川
ライン川/モーゼル川/マイン川
オランダ/ベルギー
ドナウ川
アンダルシア（グアダルキビル川）

フラメンコショー(FLAMENCO EVENING IN CADIX)
所要時間:2.5時間

料金：EUR38(2015)

クルーズ：SXS̲PP

アンダルシア地方を訪れたのであれば、必ず鑑賞したいフラメンコショーをお楽しみください。ドリンク付き。

ヘレス観光と牛農家訪問(GUIDED TOUR OF JEREZ AND GANADERIA)
所要時間:4時間

料金：EUR53(2015)

クルーズ：SXS̲PP

バスにてフラメンコの盛んな街ヘレスへ。イスラム時代の王宮アルカサル、カテドラル、サルヴァドル教会などを車
窓観光。その後、牛農家ガナデリアを訪れ、スペインを代表する文化について学びます。闘牛用の牛がいる場所まで
干し草を運ぶ様子を見学します。

ドウロ川
クロアチア（アドリア海）
シップ情報
お問い合わせ

カディス観光と酒蔵ボデガ(CADIX AND BODEGA)
所要時間:4.5時間

料金：EUR56(2015)

クルーズ：SXS̲PP

コスタ・デラルス（光の海岸）の中心地カディスの徒歩観光へ。バロック様式のサン・フェリペ・ネリー礼拝堂、カ
テドラルなどを見学。フラメンコの盛んな街ヘレスへ。シェリー酒の酒蔵ボデガ・ティオペペで試飲をお楽しみくだ
さい。

お取り扱い旅行会社
会社案内

イスラム終焉の地ファーロ(GUIDED TOUR OF FARO)
所要時間:4時間

料金：EUR34(2015)

クルーズ：SXS̲PP

ポルトガルにおけるイスラム終焉の地となったアルガルヴェ地方の中心地ファーロの徒歩観光へ。旧市街に聳えるカ
テドラルなどを見学後旧市街へ。この地域で最大の漁港オルハオへバスで移動し、フリータイム。

世界遺産コルドバ観光(DAY TRIP TO CORDOBA)
所要時間:10時間

料金：EUR88(2015)

クルーズ：SXS̲PP

バスにてイスラム世界の中心の街だったコルドバへ。巨大モスク・メスキータ、迷路のように入り組んだ細い小道に

http://www.croisieuropejp.com/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%8…

1/2

2016/5/23

アン ダルシア（グアダルキビ ル川）  クロ ワジー・ヨーロ ッパのホーム ページ
バスにてイスラム世界の中心の街だったコルドバへ。巨大モスク・メスキータ、迷路のように入り組んだ細い小道に
白壁の家々が並ぶユダヤ人街などを訪れます。レストランにて昼食後、フリータイム。
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