
船： リバー・ダッチェス号　 
 リバー・プリンセス号

食事： B14、L12（13）、D14 食事： B11、L6、D7
ユニワールドのラグジュアリー船で、アムステルダムからブダ
ペストまで４カ国を旅します。ケルンの大聖堂を仰ぎ見、ライ
ン渓谷中流上部では斜面に広がるブドウ畑を睥睨する古城
に魅せられ、戦火を免れたバンベルクの町では木組みの家壁
の妙味に感心する。２週間で８つの世界遺産を楽々たどれる
のもリバーならでは。

ブダペストからルーマニアまで、東欧5カ国を船で旅します。
知られざるドナウ下流は、どの港も新鮮です。陸でたどるのが
難しいこのコースもラグジュアリー船で安心・悠々。さらにブ
カレストから空路イスタンブールへ、ヨーロッパとアジアの文
化が出会う国際都市を見聞します。

●アムステルダム⇄ブダペスト（14泊） ●世界遺産：8

●ブダペスト⇄ジュルジュ＝ブカレスト イスタンブール（11泊） ●世界遺産：3

珠玉のヨーロッパ
European Jewels

ハイライト、
東欧とイスタンブール
Highlights of Eastern Europe & Istanbul

日程 都　市 行　程
1 アムステルダム 乗船。

2 ケルン ケルン市内 、世界最大のゴシック建築の傑作 ケ
ルン大聖堂●。

3 リューデスハイム ゴンドラでぶどう畑一望、ニーダーヴァルト記念碑見
学。 ライン渓谷中流上部クルーズ。

4
フランクフルト
または

ハイデルベルク
① ハイデルベルク城と市内終日観光●（昼食各

自）、②フランクフルトを地元の目線で市内 。

5 ヴェルトハイム
ヴェルトハイム旧市街 。ベルリンの一流ホテルに

も卸している柔らかプレッツエルベーカリー見学、そ
の後個人経営のワイナリーを訪れ試飲。

6 ヴュルツブルク ヴュルツブルク市内観光。 ヴュルツブルク司教館●。
7 マイン川クルーズ 終日マイン川クルーズ。

8 バンベルク ① バンベルクの町 、②フランケン地方の農家
と村を見学。その後マイン川をクルーズ。

9 ニュルンベルク
① 中世の街ニュルンベルク市内観光、② 第2次

大戦歴史観光、ナチス党大会会場跡●、ニュルンベル
ク裁判所600号法廷●（注1）

10 レーゲンスブルク ① レーゲンスブルク旧市街 、② ビール工房
観光、③BMW工場見学●（注2）。

11 パッサウ
①パッサウ 、聖シュテファン大聖堂●オルガンコン

サート（注3）、②ドナウ川沿いをガイドとサイクリング。そ
の後ドナウ川クルーズ。

12

ヴァッハウ渓谷
ヴァイセンキル
ヒェン

またはメルク

ヴァッハウ渓谷クルーズ後、 ①ヴァイセンキル
ヒェン 、フルーツブランデー蒸留酒製造所●試飲、
②ぶどう畑ハイキングとワイン試飲、③メルク修道院
と図書館●。

13 ウィーン ウィーン歴史地区①市内観光と冬の宮殿●、②
美術の都ウィー観光、ウィーン美術史美術館●（注4）。

14 ブダペスト
ブダペストのドナウ河岸① ブダペスト市内観

光、②地元の目線で、グルメと庭園のブダペスト 、③
自転車ツアー。

15 ブダペスト 朝食後、下船。

日程 都　市 行　程
1 ブダペスト 乗船。

2 ブダペスト
ブダペストのドナウ川河岸① 市内観光、②地下

鉄に乗り地元住民の雰囲気を味わえるブダペスト市
内 。午後はクルーズ。夜

3 オシイェク 終日オシイェク市内観光。地元の学校を訪問（注1）

（地元の家庭で昼食）。

4 ベオグラード ① ベオグラード市内観光。カレメグダン要塞見
学、②ベオグラード市内をガイドと自転車観光。

5 鉄の門 絶景が広がるドナウ川のかつての難所「鉄の門」をク
ルーズ。

6 ヴィディン 多くの伝説の元となったベログラトチク岩、ババ・
ヴィーダ要塞●見学。

7

ルセ 
（ヴェリコ・タルノヴォと

アルバナシ、
またはイヴァノヴォと
ルセンスキー） 

① ヴェリコ・タルノヴォとアルバナシ終日観光（昼
食はレストランでブルガリア料理）、② イヴァノ
ヴォ岩窟教会群の修道院●とバサルボヴォ修道院、ル
センスキー･ロム国定公園観光。夜

8 ジュルジュ ジュルジュで下船。 ルーマニアの首都ブカレストに
移動、市内観光。その後、ホテルチェックイン。 　　

9 ブカレスト 終日自由時間。 

10 イスタンブール
ブカレストから飛行機でイスタンブールに移動。到着
後、 市内観光。数千の屋台が出るグランドバザー
ル、トプカプ宮殿●見学（注2）。

11 イスタンブール イスタンブール歴史地区市内観光。古代大競技
場、聖ソフィア大聖堂●（注3）、ブルーモスク●（注4）。 

12 イスタンブール 朝食後、ホテルチェックアウト。

●注1）：ニュルンベルク・フュルト裁判所の600号陪審法廷は裁判の公判中は見学できません。 
●注2）：BMW工場を見学できない場合は、AUDI工場を見学します。 
●注3）：5月1日以前、10月31日以降、日曜日およびカトリック今日の休日はオルガンコンサートは実施致しません。 
●注4）：ウィーン美術史美術館は月曜日休日です、その場合はアルベルティナ美術館を見学します。 

●注1）： 学校訪問は学校の休日は実施されません。    
●注2）： 注3）： 聖ソフィア大聖堂は月曜日、トプカプ宮殿は火曜日が休みとなります。イスタンブール市内観光はこれらの2箇所がオープンし
ている日に設定しておりますが、ご滞在中に見学ができない場合は、代わってトプカプ宮殿のハーレム見学となります。  
●注4）：ブルーモスクは現在も礼拝の場所となっていますので、礼拝等が行われる場合は観光客の入場を制限する場合があります。 
　入場の際は、モスクのエチケットに従って下さい。   
※イスタンブール2泊なしの9泊もあります。ただし、ブカレスト2泊は外せません。  

北海の玄関アムステルダムから黒海近くの

ジュルジュまで、堂々3000kmのヨーロッパ

大陸大横断クルーズ。ラインとドナウの２つ

の大河とそれを結ぶ大運河で９か国を越え、

さらに空路でイスタンブールを訪れます。西

欧・中欧・東欧の文化の変遷と東西文明の出

会いを一度の航海で体験できる、壮大なス

ケールのリバークルーズです。

究極のヨーロッパ大横断
Ultimate European Journey

船： リバー・ダッチェス号

●アムステルダム⇄ジュルジュ＝ブカレスト イスタンブール（25泊） ●世界遺産：10

本コースは、「珠玉のヨーロッパ」+「ハイライト、東欧とイスタンブール」の
2コースを連続乗船する、25泊のクルーズです。

「珠玉のヨーロッパ」15日目のブダペストが、「ハイライト、東欧とイスタンブール」1日目となりま
す。

船： リバー・ダッチェス号　リバー・クイーン号 
 SS マリア・テレサ号
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※日程は、天候、水位の増減などの理由で変更になる場合があります。
※寄港地で複数の観光コースがある場合は、船でどちらかをお選びいただきます。料金はクルーズ代金に含まれます。別途有料のオプショナル観光（OP）がある場合があります。

 バス観光　  徒歩観光　  世界遺産　●入場観光　  キャプテンズ・ウエルカム/フェアウエル・レセプション&ディナー

 ２つの観光からお選びください　 ３ つの観光からお選びください　  ホテル泊



ラインの古城を望む
Castles Along the Rhine 
船：  リバー・エンプレス号
 SS アントワネット号
食事： B7、L6、D7

船： リバー・クイーン号
食事： B12、L11、D12

客船が入れる最上流のスイスのバーゼルから、大型外洋船
が発着するアムステルダム港まで、４カ国をラグジュアリーな
ブティッククルーズ船で旅します。圧巻は世界遺産のライン
渓谷中流上部。次々に姿を現す20もの古城を見上げると、ま
るで中世に迷い込んだようです。

●バーゼル⇄アムステルダム（7泊） ●世界遺産：4

多くの古城が見下ろすライン川、古来多くの芸術家たちが作
品に謳いあげてきました。上質なリースリング白ワインで有
名な支流のモーゼル川にはローマ遺跡を見ることができま
す。伝説の川、ライン・モーゼル流域4カ国と４つの世界遺産
をラグジュアリー船で巡る、至福のクルーズです。

伝説の
ライン/モーゼル

Legendary Rhine and Moselle 

●バーゼル⇄アムステルダム（12泊） ●世界遺産：5

日程 都　市 行　程
1 バーゼル 乗船。

2
ブライザッハ
コルマール
リクヴィール 

①アルザスの村コルマール 、
②ワインの村ケゼルスベールとリクヴィール 。

3 ストラスブール ①旧運河クルーズ、ノートルダム寺院●、② 旧市街
。午後は自由時間

4 シュパイヤー ①シュパイヤー市内 と シュパイヤー大聖堂●、
②ドクトレンホフ・ワインビネガー醸造所●と試飲。

5 リューデスハイム
ボッパルド

リューデスハイムで自動演奏式楽器●、その後自由時間。
ライン渓谷中流上部クルーズ。午後ボッパルド 。

6 コッヘム
（エディガー・エラー）

ライヒスブルク城●、コッヘム 、自由時間。午後、
エディガー・エラー 、聖マルティン教会●とワイン試
飲。

7 トリア 午後、トリア、 ルクセンブルク市内観光。

8 トリア
トリア。 トリアのローマ遺跡、ローマ時代の大浴場
跡●ポルタ・ニグラ、コンスタンティヌス皇帝の王座の
部屋●。

9 ベルンカステル ①ベルンカステル とパウリー・ベルクヴァイラー博
士家でワイン試飲●、②モーゼル川沿いをサイクリング。

10 コブレンツ ①コブレンツ と午後、自由時間、②アルケン村と
テュラント城●、リースリングブドウ畑、タベルンで休憩。

11 ケルン ケルン とローマ・ゲルマン博物館●（注1）。

12 アムステルダム アムステルダム運河地区観光、その後世界的な名画
観賞。 ①ヴァンゴッホ博物館●②国立美術館●。

13 アムステルダム 朝食後、下船。

日程 都　市 行　程
1 バーゼル 乗船。

2
ブライザッハ

コルマールまたは
リクヴィール

①アルザスの村コルマール 、②ワインの村、ケ
ゼルスベールとリクヴィール 。いずれもフラムクー
シュ試食。 アルザスワイン街道観光。

3 ケール
ストラスブール

①旧運河クルーズ、ノートルダム寺院●、② ストラ
スブール旧市街 。午後は自由時間。

4 ゲルマースハイム
シュパイヤー

①シュパイヤー 、 シュパイヤー大聖堂、②ドクト
レンホフ・ワインビネガー醸造所見学、試飲。

5 リューデスハイム
ボッパルド

リューデスハイムで自由時間。その後、有名なキャッス
ルボルラッドの白ワイン試飲。ボッパルド 。

6 コブレンツ
ライン渓谷中流上部をクルーズ。到着後、 ①コ

ブレンツ と午後、自由時間、②ロープウェイに乗り
エーレンブライトシュタイン要塞●見学。

7 ケルン ケルン と ケルン大聖堂●（注1）。
8 アムステルダム 朝食後、下船。

●注1）： 日曜日およびカトリックの休日はミサが行われるためケルン大聖堂にはガイドは同行できません(お客様は入れます）

●（注1）： 月曜日は博物館が休館のため、世界遺産ケルン大聖堂●見学となります。

船： リバー・プリンセス号
食事： B9、L6、D7

ラグジュアリー船で大河ドナウをゆき、チェコの誇りプラハを
楽しむコースです。各寄港地では２～３つの観光からお選び
いただけます。例えばプラハ国立歌劇場の舞台裏、ヴァッハ
ウ渓谷のワイン村、アクティブ派にはハイキングやサイクリン
グ、車好きにはBMW工場見学など。リピーターのお客様にも
大好評です。

●プラハ＝ニュルンベルク⇄ブダぺスト（９泊） ●世界遺産：５

ときめきの
ドナウ川とプラハ

Delightful Danube & Prague

日程 都　市 行　程
1 プラハ ホテルチェックイン。

2 プラハ プラハ歴史地区 ① プラハ市内観光、②プラハ
国立劇場の舞台裏を見学●。

3
プラハ

　　　　　　　
ニュルンベルク

朝食後、ホテルチェックアウト。 ① ニュルンベルク
市内観光、② 第２次大戦歴史観光、ナチス党大会
会場跡●、ニュルンベルク裁判所600号法廷●見学（注
1）。午後、乗船。

4 マイン/ドナウ運河
レーゲンスブル

① レーゲンスブルク市内 、2000年の歴史を1
時間で観光、②レーゲンスブルクユダヤ地区観光、③
BMW工場見学●（注2）

5 パッサウ
パッサウ市内 。その後、 ①自転車でドナウ川の川
沿いをガイドとサイクリング、②イルツ川の川沿いをガ
イドとハイキング。

6 エンゲルハート
シュツェル ドナウ川終日クルーズ。

7 シュピッツ　　
ヴァッハウ渓谷

ヴァッハウ渓谷をクルーズ。その後、♪①ワインの
村シュピッツを 、ワイン試飲、 ②メルク修道院●見
学、メルク 。

8 ウィーン ウィーン歴史地区 ① 市内観光とウィーン国立
オペラ座●、② ウィーン美術史美術館●見学（注3）

9 ブダペスト ブダペストのドナウ河岸 ①ブダペスト市内観
光、②地元住民の目線でブダペスト 。

10 ブダペスト 朝食後、下船。

●注1）： ニュルンベルク・フュルト裁判所の600号陪審法廷は裁判が開かれない時のみ見学できます。
●注2）： BMW社が見学できない場合は、アウディ社を見学します。
●注3）： 月曜日はウィーン美術史美術館が休館のため、代わってアルベルティ―ナ美術館の見学となり
ます。
※プラハ2泊なしの7泊もあります。

船： リバー・ベアトリス号
食事： B7、L5（6）、D7

ドイツのパッサウからブダペストまで、ドナウ川きっての景勝地 
ヴァッハウ渓谷を含む魅力いっぱいの８日間。メルク修道院、
絵のようなドゥルンシュタイン、そして芸術の都ウイーンでは
ゆとりの１日を過ごします。3カ国、４つの世界遺産を訪ねる魅
力あふれるドナウ川クルーズです。

●パッサウ⇄ブダペスト（7泊） ●世界遺産：4

魅惑のドナウ
Enchanting Danube

日程 都　市 行　程
1 パッサウ 乗船（最寄の空港はミュンヘン）。

2 パッサウ
①パッサウ 、聖シュテファン大聖堂●オルガンコン

サート●（注1）、②アクティブにイン川沿いをサイクリン
グ。

3 リンツ
（またはザルツブルク）

① ザルツブルク歴史地区終日観光（昼食各自）（注
2）、② リンツ市内観光とオペラハウス●、リンツ郊外
の農家を訪問●、アップル・サイダー試飲。

4

メルク
ヴァッハウ渓谷
デュルンシュタイン

　　　

900年の歴史を持つメルク修道院、図書館●、その後、
①② ヴァッハウ渓谷クルーズ、デュルンシュタイ

ン 。A）サフラン・ワークショップ、B）オーガニック・
ワイン試飲。または、③ ヴァッハウ渓谷をガイドと自
転車観光。

5 ウィーン ① ウィーン歴史地区観光と冬の宮殿●、②
ウィーンを地下鉄で移動し旧市街。

6 ウィーン                    
ブラスチラバ スロバキアの首都、ブラスチラバ市内観光。

7 ブダペスト ブダペストのドナウ河岸① 市内観光、②中央市
場からカロリー庭園までグルメ中心に市内 。

8 ブダペスト 朝食後、下船。●注1）：5月2日以前、10月31日以降、および日曜日はオルガンコンサートは実施いたしません 
●注2）：ザルツブルク歴史地区終日観光は、各自市内レストランで昼食となります。  
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※日程は、天候、水位の増減などの理由で変更になる場合があります。
※寄港地で複数の観光コースがある場合は、船でどちらかをお選びいただきます。料金はクルーズ代金に含まれます。別途有料のオプショナル観光（OP）がある場合があります。

 バス観光　  徒歩観光　  世界遺産　●入場観光　  キャプテンズ・ウエルカム/フェアウエル・レセプション&ディナー

 ２つの観光からお選びください　 ３ つの観光からお選びください　  ホテル泊



ライン発見とプラハ
Rhine Discovery & Prague
船： リバー・アンバサダー号
食事： B9、L5（6）、D7

●プラハ＝ニュルンベルク⇄バーゼル（9泊） ●世界遺産：4

ドナウ発見とプラハ
Danube Discovery & Prague
船： リバー・アンバサダー号
食事： B9、L6、D7

ドナウで最も人気のルートでありながら、下船観光で一ひねり
も二ひねりもしたこだわりのコース。4つの世界遺産を含んだ
町々では、通常の観光はもちろん、川沿いの小さな村を訪れ
たり、ブドウ畑をハイキングしたり、ドナウ川沿いをサイクリン
グしたり、ナチス党大会跡地と彼らが裁かれた法廷を訪れた
りと選択肢があります。2度目のドナウにもお勧めです。

●ウィーン⇄ニュルンベルク＝プラハ（9泊） ●世界遺産：4

日程 都　市 行　程
1 ウィーン 乗船。

2 ウィーン ウィーン歴史地区市内観光 ① ウィーン国立オ
ペラ座●、② ウィーン美術史美術館● （注１）。

3
ヴァッハウ渓谷
ヴァイセンキルヒェン
またはメルク

①ヴァイセンキルヒェンの村 、a）村で自由時
間、お買い物など、b）ブドウ畑をハイキングとワイン
の試飲、②メルク修道院●見学。その後、 ヴァッハ
ウ渓谷クルーズ。

4
エンゲルハート
シュツェル
パッサウ

① パッサウ市内 とシュテファン大聖堂でヨー
ロッパ最大のオルガンコンサート鑑賞（注2）、②ドナウ
川沿いを自転車観光。

5 デッケンドルフ
（テレジエンタール）

自然保護地区の森で伝統的な馬車と 、世界的
に有名なテレジアンタールガラス博物館観光。ガラ
ス工房見学とワークショップ参加。午後、自由時間。

6 レーゲンスブルク
① 2000年の歴史を1時間で、 レーゲンスブル

ク旧市街 、② ユダヤのレーゲンスブルク、③
BMW工場見学●（注3）。

7 マイン/ドナウ運河
ニュルンベルク

マイン/ドナウ運河クルーズ、その後、 ①ニュル
ンベルク市内観光、②第2次世界大戦歴史観光、ナ
チ党大会会場跡●、ニュルンベルク裁判所600法廷
●（注4）見学。

8 ニュルンベルク
プラハ 朝食後、下船。 プラハへ移動。

9 プラハ プラハ歴史地区 ①プラハ市内観光、②ユダ
ヤのプラハ（注5）。

10 プラハ 朝食後、ホテルチェックアウト。

日程 都　市 行　程
1 プラハ ホテルチェックイン。

2 プラハ プラハ歴史地区① プラハ市内観光、② ユダ
ヤのプラハ観光（注１）。

3 ニュルンベルク 朝食後、ニュルンベルクの船乗り場まで移動。夕方、乗
船。

4 バンベルク バンベルクの町 。

5 ヴュルツブルク
（ローテンブルク）

中世の街ローテンブルク市内観光、自由時間。夕食
後、ヴュルツブルク自由散策。

6 ヴュルツブルク ① ヴュルツブルク市内観光、 ヴュルツブルク司
教館●、②フランケン地方の村を 。

7 ミルテンベルク
木組みの家々が美しいミルテンベルクの村 。城跡ま
でハイキング、ビール試飲、芸術家と交流など、村で
様々な体験を７つのコースからお選びください。

8 ニーアシュタイン
ハイデルベルク

① ニーアシュタインの村終日観光、村を散策、リー
スリングワイン試飲、ぶどう畑ハイキング(昼食付）、②
ハイデルベルク城と市内 （昼食各自）。

9 ストラスブール ストラスブール旧市街 ①旧運河クルーズ、ノート
ルダム寺院●、②旧市街 。午後は自由時間。

10 バーゼル 朝食後、下船。
●注1）： シナゴーグ及び墓地は土曜日は閉まっているため、代わってフランツ・カフカ（作家）に因んだジ
シュコフ地区散策となります。
※プラハ2泊なしの7泊もあります。

●注1）：月曜日はウィーン美術史美術館が休館のため、代わってアルベルティ―ナ美術館の見学となりま
す。
●注2）：5月1日以前と10月31日以降、及び日曜日とカトリックの休日はオルガンコンサートは実施しませ
ん。代わりに別の目的地を設定致します。 
●注3）：BMW工場を見学できない場合は、AUDI工場を見学します。  
●注4）：ニュルンベルク・フュルト裁判所の600号陪審法廷は裁判が開かれない時のみ見学できます。 
●注5）：シナゴーグ及び墓地は土曜日は閉まっているため、代わってフランツ・カフカ（作家）に因んだジ
シュコフ地区散策となります。
※プラハ2泊なしの7泊もあります。

百塔の町プラハを堪能してから、中世の城塞都市ニュルンベ
ルクで乗船、分水嶺の大運河を下り、ライン上流とマイン川
の山迫り風光明媚な峡谷を航行します。船はラグジュアリー
な小型船リバーアンバサダー、アットホームな雰囲気にお客
様どうしすぐに親しくなります。

ラグジュアリーな小型客船で、父なるライン、支流マイ
ン、そして魅惑のドナウと３つの大河で４カ国を巡る旅。ス
トラスブール、ハイデルベルク、バンベルクそしてハプス
ブルグ帝国の首都
ウイーンなど、歴史
に彩られた町を訪
れます。中流域の本
コースには丘や山
が多く、雄大な風景
が楽しめます。

古都プラハ、芸術の都ウイーン、ドナウの真珠ブ
ダペスト、東欧の巴里ブカレスト、そしてアジアと
欧州の出会う都イスタンブールと、ドナウ川と空
路で中欧・東欧６ヶ国の帝都を訪れます。陸でた
どるのは難しいコースも、ラグジュアリー船なら
楽々安心です。寄港地観光は複数から選べるの
で、リピーターのお客様にも大好評です。

大ヨーロッパ発見
Grand European Discovery

東欧の肖像
Portrait of Eastern Europe

船： リバー・アンバサダー号

船： リバー・プリンセス号

食事： B14、L12（13）、D14

食事： B20、L14、D14

●ウィーン⇄バーゼル（14泊） ●世界遺産：6

●プラハ＝ニュルンベルク⇄ブダペスト⇔ジュルジュ イスタンブール（20泊） ●世界遺産：7

「ドナウ発見とプラハ」+「ライン発見とプラハ」の連続コースで
プラハを除く14泊。

「ドナウ発見とプラハ」8日目が「ライン発見とプラハ」3日目でニュルンベルク自由行動となります。

「ときめきのドナウとプラハ」+「ハイライト、東欧とイスタンブール」連続乗船  20泊
「ときめきのドナウとプラハ」10日目のブダペストが、「ハイライト、東欧とイスタンブール」1日目となります。

船： リバー・ビクトリア号
食事： B12、L11、D12

モスクワとサンクトペテルブルグ、２つの帝都とそれを結ぶ大
水路沿いには、ロシア建国の父ピョートル大帝、女帝エカテ
リーナを始めとする皇帝たちの歴史のドラマがあります。ユ
ニワールドは、栄光のロシア帝国や宮殿をたどるにふさわしい
「ラグジュアリーなボルガクルーズ」をご提供します。徹底し
た改装で広くなったキャビンの多くはバルコニー付き。船内、
サービス、お料理は自慢の西欧水準です。

●モスクワ⇄サンクトペテルブルグ（12泊） ●世界遺産：4

日程 都　市 行　程
1 モスクワ 乗船。

2 モスクワ
モスクワ市内観光。 赤の広場など名所を観光。市
内で昼食後、モスクワの地下鉄を体験。アルバート通
り 。その後、自由時間。

3 モスクワ 市内観光。 クレムリン●大聖堂、中世時代の要塞、
クレムリン内の武器庫博物館見学。

4 モスクワ 終日自由時間。船から市の中心を運行する無料送迎
バスをご利用下さい。

5 ウグリチ モスクワ運河とボルガ川をクルーズしてウグリチへ。
血のドミトリー教会●見学。地元の市場で自由時間。

6 ヤロスラブリ
ルイビンスク湖

ヤロスラブリ歴史地区観光。イリヤ教会●見学後、市
場で地元の食材を試食。午後、ルイビンスク湖クルーズ。

7 ゴリツィ 子供芸術工芸の家で、伝統木工やロシア舞踊練習
●見学。聖キリロ・ベロゼルスキー修道院●観光。

8 オネガ湖クルーズ
キジ島

釘を一本も使わないキジ島の木造教会 。 プレオブ
ラジェンスカヤ教会 。

9 スヴィール川クルーズ
マンドロギ

スヴィール川クルーズ。美術工芸品で有名なマンドロギ
、昼食はロシア流バーベキューのシャシリック。

10 サンクトペテルブ
ルグ

サンクトペテルブルグ歴史地区観光、ネフスキー
大通り、冬の宮殿、宮殿広場、血の上の救世主教会、
イサク大聖堂、運河クルーズ。夜、アレクサンドリンス
キー劇場でロシア・バレエ鑑賞。

11 サンクトペテルブルグ サンクトペテルブルグ歴史地区の エカテリーナ宮
殿（琥珀の部屋）●と庭園を観光。。

12 サンクトペテルブルグ サンクトペテルブルグ歴史地区の冬の宮殿エミル
タージュ美術館●見学。

13 サンクトペテルブルグ 朝食後、下船。

ロシア帝国の大水路
Imperial Waterways of Russia

（注：ユニワールドのロシア船は自社所有、運行でないため、
  ヨーロッパ船と仕様・サービス内容が異なります、ご了承ください）

12 13UNIWORLD 2015 www.uniworld-japan.jp
⇄：船　＝：バス　 ：航空機
※日程は、天候、水位の増減などの理由で変更になる場合があります。
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船： SS キャサリン号
食事： B7、L5、D7

南フランスに位置するフランスワイン第2の生産地、コート・
デュ・ローヌ地方をめぐるクルーズです。
ゴッホやセザンヌ、ゴーギャンが愛した世界遺産のアルル、ア
ヴィニヨン歴史地区、リヨン歴史地区などの名所を観光し、
ヴィヴィエでは荘厳な教会で音楽を鑑賞します。
光きらめく美しい田園地方のクルーズをユニワールドが誇る
ラグジュアリー船SS キャサリン号でお楽しみください。

●リヨン⇄アヴィニョン（7泊） ●世界遺産：3

ブルゴーニュとプロバンス
Burgundy & Provence

日程 都　市 行　程
1 リヨン 乗船。

2 マコン
（ボーヌ）

シャロンからボーヌへ。慈善施療院ホスピス・ド・
ボーヌ●と屋外市場見学。市内レストランで昼食各自。

3 リヨン
① リヨンの歴史地区の有名なリヨン市場、リヨ

ングルメ観光、②中世とルネッサンスの建物見学と絹
織物ジャカール織機●見学、③ガイドと共にローヌ川
岸を自転車でサイクリング。

4 トゥルノン
タン・エルミタージュ

①トゥルノン市内 、トゥルノン城●とタン・エミル
タージュワイン試飲、② エルミタージュぶどう畑見
学●、ワイン試飲。

5 ヴィヴィエ
アヴィニョン  

ヴィヴィエ市内 と聖ヴィンセント教会でプッチーニ、
バッハ、ヘンデル楽曲のコンサート鑑賞。

6 アヴィニョン
① アヴィニョン歴史地区 法王庁宮殿●、②ア

ヴィニョンの裏通りを 、噴水、花市場、お店、カフェ
など、③ガルドン川で、 ポン・デュ・ガール水道橋を
見ながらカヤッキング（注1）。

7 タラスコン
（またはアルル）

① アルル、ローマ遺跡とロマネスク様式建造物
群とゴッホゆかりの街 、円形劇場、コンスタンチヌス
共同浴場跡、屋外市場観光（注2）、②ローマ帝国からの
街タラスコン 。 

8 アヴィニョン 朝食後、下船。●注1）：カヤックは5月～9月の間のみ催行します。 
●注2）：アヴィニョン→リヨンのコースは、アルルの屋外市場には行きません。

リバーでゆく
究極のフランス
Ultimate France

フランス縦断
Grand France

セーヌの流れとワインの里
ボルドーを訪ねて
A Portrait of Majestic France

食事： B21、L18、D21

食事： B14、L11、D14

食事： B14、L11、D14

●パリ→パリ+ボルドー→ボルドー+リヨン→アヴィニョン（21泊） ●世界遺産：7

●パリ→パリ＝リヨン→アヴィニョン（14泊） ●世界遺産：4

●パリ⇄パリ＝ボルドー⇄ボルドー（14泊） ●世界遺産：4

船： リバー・バロネス号

船： リバー・ロイヤル号

食事： B7、L5、D7

食事： B7、L5、D7

華の都パリと印象派が愛した知られざるセーヌ川を堪能する
クルーズです。巨匠モネのアトリエと睡蓮の池、連作で名高
いルーアンの大聖堂、リチャード獅子心王の城跡、河口では
絵から抜け出したようなオンフルール旧港。小さな宝石のよ
うな船で旅します。

フランス南西部ボルドーを中心に、３つの川で、ワイン愛好家
憧れのぶどう畑と華麗なシャトーを訪れます。そして３つの世
界遺産サン・テミリオン地区、ヴォーバンの要塞群、ボルドー
のリューヌ港も観光。瀟洒な浮かぶホテルで満喫する、とって
おきの船旅です。

●パリ→パリ（7泊） ●世界遺産：1

●ボルドー→ボルドー（7泊） ●世界遺産：3

パリとノルマンディー
Paris & Normandy

ボルドーぶどう畑とシャトー
Bordeaux,Vineyards & Chateaux

日程 都　市 行　程
1 パリ 乗船。

2
ヴェルノン

（ジベルニー）
レザンドリー

モネゆかりの地ジベルニー、モネの家●（注１）、その
後、ガイヤール城址をハイキング。

3 ルーアン
ノルマンディ海岸　

ノルマンディ海岸終日観光。①アロマンシュ上陸
博物館●、②ジュノビーチとカナダセンター（博物館）
●、③バイユータペストリー美術館●観光。

4 ルーアン ①ジャンヌ・ダルクが火刑に処されたルーアン市内
散策、②ガイドと共に自転車でセーヌ川沿いを観光。

5
コドゥベック・
アン・コー

（オンフルール）
モネやクールベなど多くの画家が描いたフランスの
港町オンフルール 。

6

コンフラン・
サントノリーヌ

（オーヴェル・シュ
ル・オワーズ）

オーヴェル・シュル・オワーズ村で、印象派の画家
ゴッホの足跡をたどりながら 。

7 パリ
パリのセーヌ河岸 ① 華の都、パリ市内観光、②

シテ島とカルチェ・ラタン 、青空市場観光、パンや
チーズの日常食材のお買い物など。

8 パリ 朝食後、下船。

日程 都　市 行　程
1 ボルドー 乗船。

2 カディヤック
ボルドー

カディヤック近郊のシャトーとソーテルヌのぶどう畑
を観光。シャトーダルシュ●で貴腐ワインと地元の料理
でワインペアリングランチ

3
ガロンヌ川                  

ジロンド川三角江      
　ポーイヤック

ガロンヌ川クルーズ。 ① AOCワイン生産地にあ
る有名ワイナリー訪問＆試飲●メドック観光、②ガイド
と共に自転車でワイナリー巡りとワイン試飲。

4
ブライ、

ドルドーニュ川
リブルヌ

ヴォーバンの要塞群のひとつであるブライ要塞
●とドルドーニュ川沿いの石灰岩の崖を観光。（昼食各
自）

5 リブルヌ
（サン・テミリオン）

サン・テミリオン地域の市内 、12世紀のモノリス
教会を見学●、プレミエ・グラン・クッリュワイン試飲●。

6
リブルヌ、
ガロンヌ川
ボルドー

リブルヌ市内観光。17世紀の街並みとファーマズ
マーケットで地元の農産物や工芸品をショッピング。
夜のボルドー観光。

7 ボルドー
① ボルドー、リューヌ港内の中心街「黄金の三

角地帯」 、②ガイドと自転車でガロンヌ川岸を観光、
自由時間

8 ボルドー 朝食後、下船。

●注1）：ジベルニーのモネの家観光は3月31日以前、11月1日以降は閉館のため含まれません。閉館の日
は世界遺産ベルサイユ宮殿と庭園観光となります

船：リバー・バロネス号／リバー・ロイヤル号／SS キャサリン号

船： リバー・バロネス号／SS キャサリン号

船： リバー・バロネス号／リバー・ロイヤル号

「パリとノルマンディ」+「ボルドーぶどう畑と
シャトー」連続乗船 14泊。
「パリとノルマンディ」8日目にパリで下船、ＴＧＶで
ボルドーへ移動し乗船、「ボルドーぶどう畑とシャ
トー」の1日目に乗り継ぎます。

「パリとノルマンディ」+「ブルゴーニュとプロバンス」
連続乗船 14泊。

「パリとノルマンディ」８日目にパリで下船、ＴＧＶでリヨンへ移動し
乗船、「ブルゴーニュとプロバンス」の1日目に乗り継ぎます。

「パリとノルマンディ」+「ボルドーぶどう畑とシャトー」+
「ブルゴーニュとプロバス」連続乗船 21泊。
「パリとノルマンディ」8日目のパリで下船、ＴＧＶでボルドーに移動・乗船、「ボルドーぶどう
畑とシャトー」の1日目に乗り継ぎ8日目にボルドーで下船、飛行機でマルセイユへ飛び、空
港からアヴィニョンにお連れし乗船、「ブルゴーニュとプロバンス」の1日目に乗継ぎます。
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チューリップと風車
Tulips & Windmills
船：  SS マリア・テレサ号
  リバー・クィーン号
　 リバー・ダッチェス号
食事： B9、L6（7）、D9

●アムステルダム⇄アントワープ（9泊） ●世界遺産：4

チューリップの季節に行く
オランダとベルギー
Holland & Belgium at Tulip Time
船： リバー・アンバサダー号
食事： B7、5L（6）、D7

春のオランダ、ベルギーの２つめのコース。主な寄港地観光
では、２つのコースからお選びいただけます。アムステルダム
ではキューケンホフ公園か旧運河地区散策を、また別の日に
は世界遺産の風車群か銀細工の町スコーンホーフェンをと
いったぐあいです。7泊の日程で長いお休みが取れない方に
もお勧めです。

●ブリュッセル⇄アムステルダム（7泊） ●世界遺産：3

日程 都　市 行　程
1 ブリュッセル 乗船

2 ブリュッセル
ブリュッセルと ①プラネットチョコレート●でデモ

ンストレーション、試食、②グロート・ベイハールデン
城の庭園で「フロラリア・ブリュッセル」 。

3 アントワープ
①アントワープ 。 ベルギーとフランスの鐘楼

群の１つ聖母大聖堂●、ベルギービール醸造所で試
飲、② アントワープ、ルーベンスの家●見学。

4 マーストリヒト マーストリヒトまでクルーズ。到着後、 ①マーストリ
ヒト 、②オランダの米軍墓地と記念館●見学。

5 クアイク（ヌエネン）
フースデン

ヌエネンへ行きゴッホの生活をたどり、田舎で昼
食。 ①ヒエロニムス・ボス作品展観賞、②フースデ
ン、星形の外壁と中世の港 。

6 スコーンホーフェン
キンデルダイク

①歴史ある銀細工の町スコーンホーフェン 、②
キンデルダイク風車群見学（注1）。

7 アムステルダム
① 終日キューケンホフ公園●（昼食各自）、②地

元の目線で アムステルダム運河地区をファンロー
ン博物館まで 。

8 アムステルダム 朝食後、下船。

日程 都　市 行　程
1 アムステルダム 乗船。

2 アムステルダム
アムステルダム運河地区を市内観光、運河クルー

ズ。その後、 ①国立美術館●、②ヴァンゴッホ博物館
●、③ファンローン博物館まで運河地区散策。

3 アムステルダム
（ハールレム）

① で終日キューケンホフ公園●（ キューケンホフ公園
で昼食各自）、②ハールレム 、タイラース美術館。

4 ホールン
エンクハイゼン

ホールン 。エンクハイゼン 、ザイデルゼー屋外博
物館●。または、船の自転車で町をサイクリング（注１）。

5
ナイメーヘン

（グルースベーク
またはヌエネン）

① グルースベーク近郊の自由解放博物館観光、
② ヌエネン村へ行きヴァンゴッホの生活をたどる。

6 ロッテルダム
キンデルダイク

ロッテルダム自由散策。 キンデルダイク風車群観光
（注2）。

7 フェーレ 世界最大級の治水構造物デルタ・ワークスを見学。
その後、芸術家の町フェーレで自由時間。

8 ブルージュ
またはゲント

①終日 ブルージュ歴史地区 と運河クルーズ、②
ベルギーの古都ゲント散策、（いずれも市内レストラン
で昼食各自）。

9 アントワープ
①アントワープ  と ベルギーとフランスの鐘楼

群の１つ聖母大聖堂●、②地下鉄で市内移動、名産物
のショッピングやグルメ中心に 。

10 アントワープ 朝食後、下船。
●注１）： 船に無料のレンタル自転車があります（数には限りがあります）
●注２）： 港湾当局の指示により、キンデルダイクは隣接する桟橋ではなくドルトレヒトからバスで行く場合
があります。

●注1）： 港湾当局の指示により、キンデルダイクは隣接する桟橋ではなくドルトレヒトからバスで行く場合があります。

花の春、オランダでは運河をたどりヨーロッパ随一の生産量
を誇るチューリップや球根花を愛で、ベルギーでは運河を中
心に発展した文化の薫り高い３つの古都を巡る１０日間。少
人数のラグジュアリー船ならではの贅沢な船旅です。

船： リバー・カウンテス号

船： リバー・カウンテス号

食事： B9、L6、D7

食事： B14、L8、D9

ベネチアと北イタリアの隠れた魅力を探訪する旅へ、あなた
をお連れします。ミラノのダ・ヴィンチの「最後の晩餐」で始ま
り、「ロミオとジュリエット」のヴェローナ、城郭都市パドヴァ、
美食のボローニャ、ルネッサンス文化のフェラーラとキラ星
のような街を訪れ、“アドリア海の女王”ベネチアで旅の最後
を飾ります。

芸術や建築、音楽や詩など見事な遺産を世界に残したルネッ
サンス文化探訪の旅。ベネチア周辺とポー川のクルーズにミ
ラノ、ベローナ、フィレンツェ、さらにローマが加わりイタリア
の魅力が凝縮されています。ベネチアでは2日間、素晴らしい
町並みやロマンチックな運河など、その魅力を心ゆくまで満
喫します。北イタリアの至宝の街々を訪れる充実の旅をお楽
しみください。

●ミラノ→ベネチア（9泊） ●世界遺産：4

●ミラノ＝ベネチア→ベネチア＝フィレンツェ＝ローマ（14泊） ●世界遺産：6

日程 都　市 行　程
1 ミラノ ホテルチェックイン。

2 ミラノ
ミラノ観光。ゴシック建築のドゥオーモや ダ・ヴィ
ンチの「最後の晩餐」があるサンタ・マリア・デッレ・グ
ラツィエ教会など。

3
ミラノ
ヴェローナ
ベネチア

「ロミオとジュリエット」の舞台 ヴェローナ終日観
光。ヴァルポリチェッラのワイナリーでランチとワイン
の試飲。その後、ベネチアで乗船。

4 ベネチア
ベネチアとその潟、ベネチア市内 、ガラス工房●

見学。午後は自由時間。夜、ユニワールド限定のサン・
マルコ寺院●プライベートツアー（注1）。

5 キオッジャ
(パドヴァ)

ベネチアを出港。城郭都市パドヴァ 、古代アーケー
ドやラジョーネ宮。

6 ポレゼッラ
（ボローニャ/フェラーラ）

①終日ボローニャ観光。パスタのワークショップ（昼
食付）、②芸術の都 フェラーラ半日観光。

7
ターリオ・ディ・ポー
キオッジャ、
ベネチア　

① キオッジャ半日観光とシーフードランチ、②漁
師とムール貝の収穫体験、その場で調理しお召し上が
りいただけます。ベネチアのラグーンをクルーズ。

8
ベネチアの島々
（ブラーノ島と
マッヅォルボ島）

ベネチアの島々終日観光。カラフルな家が立ち並ぶブ
ラーノ島で16世紀からのレース作りを見学、マッヅォ
ルボ島では黄金のぶどうドローナで作られたワインを
試飲。（昼食各自）

9 ベネチア ①市内を地元目線で 、リアルト市場など、②美術
史ガイド付きでアカデミア美術館見学●。

10 ベネチア 朝食後、下船。

日程 都　市 行　程
1～9 ミラノ～ベネチア 「イタリア北部の魅力」コースと同じ。

10 ベネチア
フィレンツェ

朝食後、ベネチアで下船。 フィレンツェに移動。アカ
デミア美術館でミケランジェロのダビデ像見学●、市内
レストランで昼食。（夕食各自）。

11 フィレンツェ
フィレンツェ歴史地区 、サンタ・マリア・デル・フィ
オーレ大聖堂、アルノ川沿いのピッティ宮殿など（昼
食各自）、（夜はレストランで夕食）。

12 フィレンツェ
ローマに移動。途中、カステロディバラツアーノで、
家庭料理風の昼食とキャンティ・ワインの試飲。（夕食
各自）。

13 ローマ
ローマ歴史地区① ティト凱旋門、ボルケーゼ公

園、コロッセオなど市内観光、②パンテオン、トレビの
泉、スペイン広場など地元の雰囲気を味わう （市内
レストランで昼食各自）、夜、全員で夕食。

14 ローマ
ローマ歴史地区 、バチカン博物館観光●、サンピ
エトロ大聖堂●、フレスコ画で有名なシスティーナ礼
拝堂●、市内レストランで昼食、（夕食各自）。

15 ローマ 朝食後、ホテルチェックアウト。

●ポー川の水位は現地の天候によって変化します。そのため日程の順番や観光に含まれる場所を変更せ
ざるをえない場合があります。予めご了承下さい。 
●注１）： サン・マルコ寺院でイベント、行事、ミサなどが行われている場合、プライベートツアーは実行で
きません。その場合は夜ではなく通常の時間でご案内します。
※ミラノ2泊なしの7泊もあります。

※ミラノ2泊なしの12泊もあります。フィレンツェとローマは外せません。

イタリア北部の魅力
The Gems of Northern Italy

輝くイタリア
Splendors Italy
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ユニワールドのクリスマス&ニューイヤークルーズ
＊クリスマスマーケット期間：ほとんどの町は11月末の週末～12月23日に開かれます。町によって若干早く開いたり、遅くまでやるところもあります。詳しくは観光局などでご確認ください。

船： クイーン・イザベル号

船： クイーン・イザベル号

食事： B10、L7、D7

食事： B12、L8、D8

食、文化、音楽への情熱を満足させる、ポルトガルとスペイン
の川旅です。大航海時代の一大拠点リスボンから、ワイン貿
易で栄えたポルトへ。天まで届くブドウ畑が続くドウロ川を遡
り、さらに中世スペインの学園都市へ。太陽がふりそそぐ南
欧の町を、ラグジュアリー船で悠々と楽しみます。

リスボンの大航海時代の旧跡や中世の町コインブラ、何世紀
も耕して天まで届くブドウ畑のドウロ渓谷、マドリッドの美術
館や王宮、西洋の歴史にその名を刻むトレド、黄金の都市の
サマランカなど。ポルトガルとスペインのキラ星のような都市
を、ラグジュアリーな船と組み合わせてご案内します。

●リスボン＝ポルト→ポルト（10泊） ●世界遺産：6

●リスボン＝ポルト→ヴェガ・デ・テロン＝マドリッド（12泊） ●世界遺産：7

日程 都　市 行　程
1 リスボン ホテルチェックイン。

2 リスボン
リスボン市内観光。大航海時代の記念碑「発見のモ
ニュメント」、 ジェロニモス修道院とベレンの塔●観
光。（昼・夕食各自）

3 リスボン 終日自由時間。（昼・夕食各自）

4 コインブラ
ポルト

コインブラ大学-アルタとソフィアなど市内観光。18
世紀のジョアニナ図書館●見学。地元のレストラン昼
食。 ポルトで乗船。

5
エントレ・オス・リオス
レーグア
ピニョン

アルト・ドウロ・ワイン生産地域にあるドウロ博物館●

（川とワインのレクチャー）。ロゼワインで有名なマテウ
スの館と庭園観光。夜、上質モスカテルワインで有名
なキンタ・ダ・アヴェサダで伝統音楽を聴きながら夕食。

6 ヴェガ・デ・テロン
（カステロ・ロドリゴ）

１２世紀から続き、外壁に守られた、カステロ・デ・ロド
リゴ（城）を観光とワイン試飲。

7
サマランカ

バルカ・ディアル
ヴァ

ヴェガ・デ・テロンより 。 サマランカ旧市街終日観
光。昼食はレストランで伝統的なスペイン料理とフラ
メンコショー鑑賞。

8 ピニョン ポートワインの故郷ピニョンでキンタ（荘園）観光、
ワイン試飲。素晴らしい景色のドウロ渓谷をクルーズ。

9 ポルト ① ポルト歴史地区観光、②ポルト市内 。午後は
有名なポートワイン醸造所を訪問。

10 ポルト
ギマランイス

①ポルトガル発祥の地、 ギマランイス歴史地区観
光、② ポルト歴史地区（リベイラ地区）散策。夜、ガ
ラ・ディナー。

11 ポルト 朝食後、下船。

日程 都　市 行　程
1 リスボン ホテルチェックイン。

2 リスボン
リスボン市内観光。大航海時代の記念碑「発見のモ
ニュメント」、 ジェロニモス修道院とベレンの塔●（注1）

観光。（昼・夕食各自）。

3
オービドス
コインブラ
ポルト

中世の町オービドス。 コインブラ大学があるコイ
ンブラ観光。18世紀のジョアニナ図書館●見学。レス
トランでポルトガル料理の昼食。ポルトで乗船。

4 ポルト
ポルト歴史地区 ① 観光、②ポルト 、世界一行き

たい本本屋さん「レトロ書店」見学。午後、市内ポートワ
インセラー訪問。

5 ギマランイス ポルトガル発祥の地、 ギマランイス市内観光。

6 エントレ・オス・リオス
　（アマランテ） 

タメガ川沿いの山に囲まれた自然豊かな町へ、アマ
ランテ 、キンタ・アヴェレダでワイン試飲。

7 レーグア（ラメゴ）
ピニョン

アルト・ドウロ・ワイン生産地域にあるドウロ博物館
●。ラメゴ観光、ワイン試飲。マテウスの館と庭園観光
（注2）。夜、モスカテルワインで有名なキンタ・ダ・アヴェ
サダで伝統音楽を聴きながら夕食

8 ピニョン
ポシーニョ

ピニョンはポートワイン生産の中心地、 キンタ・ド・セ
イショでポートワイン試飲。

9 バルカ・ディアルヴァ
（カステロ・ロドリゴ）

バルカ・ディアルヴァから ポルトガルの歴史的12都
市の一つ、中世の城壁に守られた街、カステロ・ロドリ
コ観光とワイン試飲。夜、ガラ・デイナー。

10 ヴェガ・デ・テロン
サラマンカ/マドリッド

朝食後、下船。 サマランカ旧市街終日観光、（レス
トランで昼食各自）。 マドリッドでホテルチェックイ
ン。

11 マドリッド スペインの首都、マドリッド半日観光。プラド美術館
●見学。夜、フラメンコディナーショー。

12 マドリッド
（トレド）

トレド市内観光。エル・グレコの最高傑作があるサ
ント・トメ教会●、（昼・夕食各自）。

13 マドリッド 朝食後、ホテルチェックアウト。

●注1）： ジェロニモス修道院では回廊には参りません。  
●注2）： マテウスの館は一回の見学人数に制限があるため、お待たせすることがあります。 
  9～10月はマテウスの館の代わりに葡萄の収穫にご案内します。
※リスボン2泊なしの10泊もあります。ただし、マドリッド3泊は外せません。

ポルトガル、スペインと
ドウロ渓谷

Portugal, Spain, & the Douro River Valley 

珠玉のスペイン、ポルトガルと
ドウロ川

Jewels of Spain,Portugal & the Douro River

船：  リバー・ダッチェス号
食事： B7、L5、D7

お気に入りのクリスマスオーナメントでお部屋を飾りながら旅
ができるのはクルーズならでは。ニューイヤーコースではハ
プスブルグ家の居城でのパーティーやガラディナーもお楽し
みいただけます。

●フランクフルト→ニュルンベルク（7泊） ●世界遺産：2

クラシック
クリスマスマーケット

Classic Christmas Markets

日程 都　市 行　程
1 フランクフルト 乗船。

2 フランクフルト
① フランクフルト市内観光とクリスマスマーケッ

ト、②10階建てのゼイル・ショッピング・モール●の食
べ歩きツアー。 

3 ヴェルトハイム ヴェルトハイム市内 、クリスマスマーケットグリュー
ワイン試飲、シュト―レン作りのデモンストレーション。

4 ヴュルツブルク
ヴュルツブルク宮殿●観光と200年の歴史を誇る

クリスマスマーケット。午後、フランケン地方の村の
お宅でコーヒーとクッキーを楽しみながら、ドイツの地
元文化に触れます。

5 キッツィンゲン　
（ローテンブルク）

終日ローテンブルク市内観光とクリスマスマーケッ
ト。クリスマス専門店のケーテ・ヴォールファールト、
17世紀のおもちゃがある博物館●（昼食各自）。

6 バンベルク バンベルクの町観光とクリスマスマーケット。

7 ニュルンベルク　 ニュルンベルク市内観光とドイツ最大級のクリスマ
スマーケット。

8 ニュルンベルク 朝食後、下船。

船：  リバー・バロネス号
食事： B7、L5、D7

パリがさらに輝くクリスマスとセーヌ川沿いの街を楽しみま
す。モネが描いたルーアン大聖堂では聖歌隊の歌とクリスマ
スマーケット。ベルサイユ宮殿をじっくり観光。パリに戻って３
日間、クリスマスマーケット、印象派のオルセー美術館、有名
デパートでのショッピングを楽しむ女性に人気のクルーズで
す。

●パリ→パリ（7泊） ●世界遺産：2

●注1）：ホリデイ・ガラディナーは12月7日～14日出発のみになります。
 　　 12月21日出発はクリスマスディナー、28日出発はニューイヤーディナーとなります。

日程 都　市 行　程
1 パリ 乗船。

2 ベルノン
レザンドリー

ベルノン オルガンコンサート付き。レザンドリー 。
800年前、リチャード獅子心王が建造したガイヤール
城址●見学。

3 ルーアン
かつてのノルマンディ公国の首都ルーアン市内 と
ルーアン大聖堂で聖歌隊によるコンサートを鑑賞。ク
リスマスマーケット 。グルメやショッピングをお楽し
みください。

4
マント・ラ・ジョリー
（ベルサイユ）
コンフラン・サントリーヌ

ベルサイユ宮殿●と庭園をガイド付きでユニワールド特別
終日観光（各自昼食）。夜、ホリディ・ガラディナー（注1）。

5 パリ
セーヌ川中州のシテ島 、ノートルダム大聖堂●、ラ
テン・クォーター、グルメショップ散策。夜、イルミネー
ションツアー。

6 パリ
世界的な印象派コレクションを誇るオルセー美術館●

で冬景色の作品を中心に見学。夕方、クリスマスマー
ケット散策（シャトルバスが船から市内を往復）。

7 パリ
パリオペラ座●と豪華なクリスマス飾りのパリ有数のデ
パート、プランタン、ギャラリーラファイエットでショッピ
ング。ラファイエット屋上からの眺めは必見です。

8 パリ 朝食後、下船。

パリジャンのクリスマス
Parisian Holiday

※リスボン3泊なしの7泊もあります。

※リスボン3泊なしの7泊もあります。
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船： SS アントワネット号

船：  リバー・ベアトリス号

食事： B7、L5（6）、D7

食事： B7、L5、D7

1年で最も華やかなクリスマス。伝説のライン川でドイツ、フ
ランス、スイスと3カ国のクリスマスマーケットを巡ります。こ
の時期ドイツと近隣諸国では教会前に市が立ち、家族連れで
にぎわいます。ライン川沿いは大都市が多くマーケットも大
規模。ラグジュアリー船のお部屋をクリスマス飾りをしながら
のクルーズは、忘れられないクリスマスになるでしょう！

ラグジュアリーリバーの雄、ユニワールドでゆく、ゴージャス
なクリスマスマーケットの旅。ドイツ、オーストリア、スロバキ
ア、そしてハンガリー。一度のクルーズで４つの国のクリスマ
スを体験できる贅沢な１週間です。マーケットだけではありま
せん。山上のベネディクト派の修道院でのオルガン演奏は、
あなたのクリスマスを特別のものにするでしょう。

●ケルン⇄バーゼル（7泊） ●世界遺産：3

●ブダペスト⇄パッサウ（7泊） ●世界遺産：4

●注1）：日曜日およびカトリックの休日はミサが行われるためケルン大聖堂にはガイドは同行できません（お客様は入れます）。

●注1）：ゲットヴァイク修道院のオルガンコンサートはカトリックの休日は、別の場所にご案内します。

ライン川の
クリスマスマーケット

Rhine Holiday Markets

ドナウ４カ国の
クリスマスマーケット

Danube Holiday Markets

日程 都　市 行　程
1 ケルン 乗船。

2 ケルン
ケルン市内 と ケルン大聖堂見学（注1）。その後、ク
リスマスマーケット。ケルン大聖堂のクリスマスマー
ケットは必見です。

3 コブレンツ
リューデスハイム

コブレンツ市内 とクリスマスマーケット。 ライン渓
谷中流上部クルーズ。夕方、リューデスハイム着。

4 リューデスハイム
マインツ

午前、自動演奏楽器博物館●見学。マインツで自由時
間。グーテンベルク博物館●見学や聖ニコラス堂のク
リスマスマーケットをお楽しみ下さい。

5 ゲルマースハイム
（ハイデルベルク）

① ハイデルベルク終日観光。ハイデルベルク城●

とクリスマスマーケット（昼食各自）、②ドクトレンホッ
フ・ビネガー醸造所見学と試飲。。

6 ケール
ストラスブール

① ストラスブール旧市街運河クルーズとゴシック大
聖堂前のクリスマスマーケット 、②ストラスブールの
プチフランスを 、クリスマスシーズンのグルメを試食。

7 バーゼル バーゼル市内 と旧市街のクリスマスマーケット。

8 バーゼル 朝食後、下船。

日程 都　市 行　程
1 ブダペスト 乗船。

2 ブダペスト ブダペストのドナウ川河岸市内観光、クリスマス
マーケット。

3 ブラチスラバ ブラチスラバ市内 、クリスマスマーケット。

4 ウィーン
① ウィーン歴史地区市内観光と冬の宮殿●、②

ウィーンのクリスマスの味 。いずれのコースも魅
力的なクリスマスマーケットを散策。夜、宮殿でモー
ツァルトとシュトラウスのコンサート鑑賞。

クレムス
ヴァッハウ渓谷

ヴァッハウ渓谷東端のゲットヴァイク修道院●観
光。院内でオルガンリサイタル鑑賞（注1）。昼食後、
ヴァッハウ渓谷クルーズ。

6

リンツ
（ザルツブルク　
もしくはリンツ/
シュタイヤー）

① ザルツブルク歴史地区観光とクリスマス
マーケット、② リンツとシュタイヤー市内観光とクリ
スマスマーケット（いずれも昼食各自）。

7 パッサウ パッサウ市内 とクリスマスマーケット、ジンジャーブ
レッド作りと花飾り作り見学。

8 パッサウ 朝食後、下船。

船： SS マリア・テレサ号
食事： B7、L6、D7

寒い冬も一気に華やぐ１ヶ月、それがドイツとオーストリアの
アドヴェント（ドイツ語で降臨節）、ドナウ川きってのラグジュ
アリー船で巡ります。クルーズの最初と最後に２つの国を代
表する最大級のマーケット、その間に小規模でアットホーム
なマーケットを訪れます。さらに、クリスマス花飾り作りを体
験します。自分のキャビンを本場のクリスマス飾りでデコレー
ションして旅する、そんな贅沢なクリスマスをあなたに。

●ウィーン⇄ニュルンベルク（7泊） ●世界遺産：3

船： リバー・ベアトリス号
食事： B10、L9、D10

ラグジュアリーな船でクリスマスと新年を迎える、特別なクルーズです。
クリスマスイブはディナーの後パッサウの教会で世界最大のオルガンと
聖歌隊でのミサに参加。ザルツブルクでは修道院で昼餐後、「きよしこ
の夜」が初演された村の教会へ。ハプスブルク家の城では公爵女主催
のカクテルパーティ。大晦日は年越しの晩餐会&ダンスも。元日は静か
な芸術家の村で過ごし、夜は新年晩餐会と楽しみ一杯の１０日間です。

●パッサウ→ブダペスト（10泊） ●世界遺産：4

魅惑のクリスマス＆
ニューイヤークルーズ
Enchanting Christmas & New Year's Cruise

日程 都　市 行　程
1 ウィーン 乗船。

2 ウィーン
① ウィーン歴史地区市内観光と冬の宮殿●、②グ

ラーベンとコールマルクト通りを中心に市内 。いず
れのコースもクリスマスマーケット 。 

3 デュルンシュタイン
ヴァッハウ渓谷

ヴァッハウ渓谷クルーズ。その後、温かいグリューワ
インを楽しみながら、デュルンシュタイン市内 。

4 リンツ リンツ市内 とクリスマスマーケット 、自由時間で
オーナメントや飾り、有名なリンツァートルテなどを味見。

5
パッサウ

フィルスフォーフェン
（テレジエンタール）

パッサウ市内 と世界最大のパイプオルガンがある
大聖堂前のクリスマスマーケット 。ジンジャーブレッ
ド作りと花飾りづくりを見学。その後、 バイエルンの
森で伝統的な馬車に乗車。世界的に有名なテレジア
ンタールガラス博物館●観光。

6 レーゲンスブルク レーゲンスブルク旧市街「2000年の歴史を1時間
で」 トゥルン&タクシス城のクリスマスマーケット 。

7 ロート
ニュルンベルク

ニュルンベルク終日市内観光とドイツ最大で最古
のクリスマスマーケット観光。その後自由時間。

8 ニュルンベルク 朝食後、下船。

日程 都　市 行　程
12/23 パッサウ 乗船。

12/24 パッサウ
パッサウ旧市街 と花の装飾のワークショップ参加　
クリスマスディナー。　その後、シュテファン大聖

堂クリスマス・ミサとオルガン演奏鑑賞。

12/25
リンツ

（ザルツブルク、
オーヴェルンドルフ）

モーツアルト生誕の地 ザルツブルクとオーベンド
ルフ終日観光。「きよしこの夜」発祥の地として知られ
るオーベンドルフの教会内の小さな博物館●見学。

12/26 グライン
グライン市内観光。オーストリアで最も古い劇場●。
夕方、アルトシュテッテン城にて、ハプスブルグ家子
孫のホーエンベルク公爵女アニタ閣下主催のカクテ
ルパーティーにご招待。

12/27
メルク

ヴァッハウ渓谷
デュルンシュタイン

メルク修道院●見学、教会でオルガンコンサート鑑
賞。その後、 ヴァッハウ渓谷クルーズ。デュルンシュ
タイン 、熱々のグリューワインを試飲。

12/28 ウィーン
① 美術の都市ウィーン観光、②クリスマスシー

ズンのグルメやショッピングを楽しむ 。夜、宮殿で
モーツアルト＆シュトラウスコンサート観賞。

12/29 ウィーン ① ベルヴェデーレ宮殿●見学、② ウィーン歴
史地区観光と冬の宮殿●見学。

12/30 ブラチスラバ スロバキアの首都ブラチスラバ市内 、自由時間

12/31 ブダペスト
ブダペストドナウ川河岸①ブダペスト市内観光、

②オペラハウス●見学。大晦日の夜、豪華なダンス
ホールでガラ・ディナー＆ダンスで新年を迎えます。

1/1 ブダペスト
元旦は、船上のオペレッタ・ブランチで新年を祝いま
す。 芸術家が集まるセンテンドレの村 。通常元旦
はお休みのところ、ユニワールドのお客様のために特
別にお店を開けます。

1/2 ブダペスト 朝食後、下船。

ドナウ川ドイツ・オーストリアの
クリスマスマーケット

European Holiday Markets
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船： SS マリア・テレサ号
食事： B12、L10、D12

●ニュルンベルク→ブダペスト（12泊） ●世界遺産：6

グランド・クリスマス&
ニューイヤークルーズ
Grand Christmas & New Year's Cruise

日程 都　市 行　程
12/22 ニュルンベルク 乗船

12/23 ニュルンベルク ニュルンベルク市内観光とドイツ最大級のクリス
マスマーケット 。

12/24 マイン/ドナウ運河
レーゲンスブルク

1992年に完成したマイン/ドナウ運河をクルーズ。
深夜に レーゲンスブルク旧市街のゴシック大聖堂
クリスマスミサに参加。

12/25 レーゲンスブルク ① レーゲンスブルク旧市街 、②ユダヤのレーゲ
ンスブルク 。船で、豪華なクリスマスのお食事。

12/26 デッゲンドルフ
（テレジアンタール）

自然保護地区バイエルンの森で、伝統的な馬車
に乗車。世界的に有名なテレジアンタールガラス博
物館●観光。

12/27 パッサウ 東方へのキリスト教布教の要として栄え、3つの川の
合流点パッサウ市内

12/28 リンツ
（ザルツブルク）

モーツアルトの生地 ザルツブルク歴史地区終日
観光。自由時間（昼食各自）。

12/29 デュルンスタイン
午前中、 ヴァッハウ渓谷の魅力的なデュルンシュ
タイン 。夕方、アルトシュテッテン城にて、ハプス
ブルグ家子孫のホーエンベルク公爵女アニタ閣下
主催のカクテルパーティーにご招待。

12/30 ウィーン
① ウィーン市内観光＆オイゲン公の冬の宮

殿、②クリスマスシーズンのグルメやショッピングを
楽しむ 。夜、宮殿でモーツアルト＆シュトラウスコン
サート観賞。

12/31 ウィーン
ハプスブルク家の夏の宮殿、 シェーンブルン宮

殿観光。夜はウィーンの宮殿で豪華なディナー、プラ
イベート・コンサートを鑑賞しながら大晦日を迎えま
す。夕食後、ウインナワルツに合わせて踊れます。

1/1 ウィーン ウイーン自由時間。ドナウ川クルーズ。
1/2 ブダペスト ブダペストのドナウ川河岸市内観光。
1/3 ブダペスト 朝食後、下船。

ラグジュアリーなリバー客船でクリスマスと新年を迎える、
ちょっと贅沢でお洒落なクルーズです。ドイツ最大級のクリ
スマスマーケット、世界遺産の町の大聖堂でクリスマスミサ、
クリスマスディナー、ハプスブルク家の城で子孫主催のパー
ティ、ウイーンの宮殿で年越しの祝賀会。元日はすべるように
ドナウ川をクルーズ、最後はブダペストの観光で締めくくりま
す。ユニワールドは、あなたの人生に忘れられない１ページを
加えます。

パーソナルでスペシャルな体験は、船でも陸でも

　ユニワールドの質の高いサービスは、船を下りての観光でも同様です。寄港地での
観光は、一生に一度の特別なものであるべきだと私どもは考えます。
　例えばいくつかのコースでは、ハプスブルグ家の末裔であるプリンセス・アニタ・フォン・
ホーエンベルク閣下が、自らの居城であるハプスブルグ家ゆかりのアルトシュテッテン城
でユニワールドのお客様だけをカクテルパーティにご招待します。プリンセス・アニタ閣
下は、フランツ・フェルディナンド公爵とホーエンベルク公爵夫人ゾフィーの曾孫、数百年
にわたり中欧を治めた名門貴族の生活の一端を体験することができます。
　ユニワールドならではのパーソナルでスペシャルな体験、すべてクルーズ費用に含ま
れております。

アルトシュテッテン城

S.S. Maria Theresa
SS マリア・テレサ

RS S 1 2 3 4 5

●2015年建造 ●全長：135m／幅：11.4m ●客室数：75 ●乗客：150名 ●クルー数：57名  ●運航河川 ： ライン川、マイン川、ドナウ川

ユニワールドが誇る最新鋭ラグジュアリー客船マリア・テレサ号。
デザインのコンセプトは、お客様を18世紀のバロック様式の城で暮らしているような世界にお連れすること。上陸する町の歴史や建築物と、

インテリアが融合したような雰囲気でありながら、最新設備でラグジュアリーに、快適にお過ごしいただけます。

RS

S

1

2

3

5

4 5

ロイヤルスイート  / 38㎡
（フレンチバルコニー、バスタブ付）

スイート S / 28㎡
（バルコニー、シャワー付）
*403～407号室はトリプル使用可

カテゴリー  1 / 18㎡
（バルコニー・シャワー付）

カテゴリー  2 / 18㎡
（フレンチバルコニー・シャワー付）
カテゴリー  3 / 18㎡

（フレンチバルコニー・シャワー付）

カテゴリー  4 ・ 5 / 15㎡
（小窓1つ・シャワー）

カテゴリー  5 / 15㎡
（小窓1つ・シャワー）

スイート カテゴリー 1 レオパードラウンジ

BOUTIQUE SHIPS
シップデータ
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