
ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



メルク修道院見学とワインテイスティング 

メルク修道院は、オーストリアのベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道院のひとつで

す。今日の印象的なバロック様式の修道院は1702年から1736年に建設されました。特に注目すべ

き場所は、修道院の教会、および無数の中世の手書き原稿やフレスコ画を所蔵したすばらしい図書

館です。ガイド付きツアーでは「皇帝の回廊」に沿って大理石のホール、バルコニーと図書館を通って、

僧院長の部屋へとご案内します。ツアーは選ばれた地域の極めて優れたワインを試飲できるヴァッハ

ウ渓谷のワイン醸造業者へと続きます。 

料金：52.00ユーロ 

時間：約4時間 

ウォーキンググレード：3  

 

夜のウィーン散策 

バスは「ウィーンの森」を抜け、ウィーン景観のベストスポット、カーレンベルクにご案内します。ここから

ブドウ畑と市街地を見渡せる景色をお楽しみください。古くからのワイン生産地であるグリンツィングに

ある ホイリゲとよばれる自家製ワインを提供するワイン酒場へお連れいたします。グラスワイン、パンと

スプレッド、ホイリゲでの音楽を楽しんでいただくことで、ウィーンのくつろいだ雰囲気、暖かさ、居心地

の良さを体感できるでしょう。この夜の締めくりには、イルミネーションに彩られたウィーン市街（リングシ

ュトラーセ）の夜景をお楽しみいただきます。このツアーは船内での夕食後に出発します。 

料金：38ユーロ 

時間：約3.5時間 

ウォーキンググレード：1 

 

サウンド・オブ・ウィーン 

かつてヨハン・シュトラウス自身が第一バイオリンの位置からオーケストラを指揮したまさにその場所で、

ウィーン・クラシック音楽の絶対的本質を今日でも聴くことができます。ウィーン・クラシック音楽の演

奏者として最も名の知れる「サロンオーケストラ・アルト・ウィーン」が、ワルツ、ポルカ、アリア、デュエッ

ト、そしてオペレッタ、ピアノ協奏曲の軽快なメロディーで魅力的なウィーンの夜をご紹介します。優れ

たオペラ・ボーカリストと魅惑的なバレエ・ソリストが伴奏すれば、ウィーンのクラシック音楽は鮮やかに

燃える花火のようにその美しさを開花させます。 

料金： カテゴリーＡ 60ユーロ （船上予約のみ可） 

カテゴリーＢ 48ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 1 

 

ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの



最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なリングシュトラーセへと

皆様をお連れし、素晴らしいオペラハウスや国会議事堂やウィーンの印象的な市庁舎など幾つかの

壮大な建築物を通り過ぎます。このバスツアーの後は中心街を通ってガイド付き観光へと続きます。

有名なホーフブルク宮殿を通り、ウィーンの象徴聖シュテファンの大聖堂で終わります。帰船前に時

間があれば中心街を散策します。 

料金： 32ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

シェーンブルン宮殿見学 

ウィーンの最も美しいモニュメントのひとつ、シェーンブルン宮殿へバスで訪れます。城はルイ14世太

陽王の住居であるヴェルサイユ形式で建てられています。オーストリアで最も重要な文化遺産のひと

つとして、城と庭園が世界文化遺産に登録されています。マリア·テレジアの治世は、シェーンブルン

にとって最も華麗な時代でした。当時は城と庭園が宮廷と政治生活の中心でした。女帝マリア・テレジ

アの指示の下、王室住居として改造と拡張がなされました。合計1,441室の部屋とホールを備えた宮

殿が作り上げられました。セレモニールームの大部分をご覧いただき、美しく設計された宮殿庭園を

散策していただけます。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2  

 

ブダペスト市内観光  

ブダペスト -"ドナウの女王"- は、ヨーロッパで最も美しい都市に位置付けられており、近年になって建

物の改修などがすすみ、独自の魅力を保持するためによく管理されています。ドナウ川は市の中心

部を流れ、町を丘陵のブダ地区と平坦なペスト地区に2つに分けています。このツアーではまずペスト

地の、グルメショップや露店が立ち並ぶ中央市場（Great Market Hall）へお連れします。ネオルネサ

ンス様式のハンガリー国立歌劇場のような素晴らしいバロック式建築物や、1904年に完成しそれ以

来この地の象徴となっている国会議事堂をご覧ください。何人ものハンガリーの王の記念碑がある英

雄広場で写真を撮る機会もあります。 

その後ブダ地区にある7つの橋の1つを渡り、王宮の丘ではマーチャーシュ教会や王有名な漁夫の砦

（一般公開している場合）も見学できます。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

 



プスタとトク観光 

港を出発し、ハンガリーの人々の生活についてのガイディングを聞きながら、ブダ地区にある幾つかの

小さな村落を通り抜けます。馬場到着後、シュナップスで歓迎され馬車で農場を案内してもらいます。

騎馬ショーではハンガリー人騎手と馬との素晴らしい関係に感嘆されることでしょう。ご希望であれば

ショーの後サドルなしで乗馬する機会もございます。 

農場にある酒場レストランにてサラミ、トマト、トウガラシ、ワインなど冷製のハンガリー特産物をお試しい

ただけます。ツアー終了後、船に戻ります。 

料金： 56ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

センテンドレとエステルゴム観光  

ブダペストを出発し、センテンドレの芸術家の村へ向かいます。このかわいらしい小さな町は、かつてト

ルコを脱出し、3世紀前にここに来たセルビア人難民によって興されました。2つの主な教会はセルビ

ア正教会の影響を受けており、市街地には明るく塗装されたバロック様式の家々があります。センテン

ドレは、1920年から1977年までここに暮らした地元の芸術家マルギット・コヴァーチ氏の影響を受け、

セラミックの中心として発展しました。その後“ドナウの膝（ドナウベント）”の見事な景色を眺めることが

できる、人目をひくヴィシェグラード要塞跡へとツアーは続きます。それからこのエクスカーションのハ

イライトのひとつでハンガリー王や大司教の邸宅のあるエステルゴムへご案内します。広大なドーム型

の聖堂、ハンガリー最大の大聖堂を訪れるでしょう。19世紀初頭に建てられ、初期の教会の時から

華やかな赤い大理石のチャペルが備わっています。 

料金： 37ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ブラチスラヴァ市内観光  

このツアーでは、若いスロバキア共和国の首都を知っていただく機会に巡り会えます。スロバキア·フィ

ルハーモニー管弦楽団のホーム、旧市街の城壁と大司教の夏の邸宅、そしてスロバキア大統領官

邸を通り過ぎると、バスは街を見下ろすブラチスラヴァ城にお客様をお連れいたします。丘の上からは、

城を望みながら美しい眺めを楽しむことができます。その後、復元された旧市街を散策するガイド付き

の徒歩観光に参加することができます。ミハエル門からは、のんびりと歴史的な市内中心部を散策し

ながら、大司教宮殿や、かつてハンガリー王の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂、15世紀にま

でさかのぼる市内最古の大学であるアカデミアオストロポリタナなどの観光スポットを楽しむことができ

ます。数々の宮殿に加えて、旧市庁舎、オペラハウスとガニメデの噴水を眺めながらメイン広場を歩

きます。 

料金： 31ユーロ  



時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3  

 

リンツ市内徒歩観光 

リンツは、街を「レンティア」と呼んだローマ人によって作られましたが、当時すでに「レントス」と呼ばれ

るケルトの居留地がありました。おそらくそれは、曲がりくねった川のことを意味していたと考えられてい

ます。この町は神聖ローマ帝国の州と地方政府の都市であり、いくつもの道をつなぐ重要な交易地に

なっていました。短期間ではありましたが、ハプスブルク皇帝フリードリヒ三世が晩年を過ごしたこの場

所は帝国で最も重要な都市でした。しかし、1493年皇帝の死によりウィーンとプラハにおけるその地

位を失いました。リンツにはたくさんの名所があります。ぜひ中央広場に通じる大通りを散歩してみてく

ださい。歴史ある旧市街の中世の広場や、モーツアルトが見たルネッサンスヴィラ、ブルックナーが演

奏したオルガンのある旧大聖堂、そして新大聖堂などがあります。（※礼拝中などの関係上、一般開

放されていない時間は入場いただけません。） 

お時間があれば、地方のお菓子で有名なものの1つであるリンゼル・トルテ(リンゼルケーキ)をご賞味

いただけます。 

料金： 18ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 
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※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。 



ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの

最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なリングシュトラーセへと

皆様をお連れし、素晴らしいオペラハウスや国会議事堂やウィーンの印象的な市庁舎など幾つかの

壮大な建築物を通り過ぎます。このバスツアーの後は中心街を通ってガイド付き観光へと続きます。

有名なホーフブルク宮殿を通り、ウィーンの象徴聖シュテファンの大聖堂で終わります。帰船前に時

間があれば中心街を散策します。 

料金： 32ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

エステルゴムとセンテンドレ観光  

ハンガリー王や大司教の邸宅のあるエステルゴムは、このエクスカーションのハイライトのひとつです。

ツアーは、広大なドーム型の聖堂、ハンガリー最大の大聖堂の見学から始まります。19世紀初頭に

建てられ、初期の教会の時から華やかな赤い大理石のチャペルが備わっています。印象的な大聖

堂を訪問した後、ヴィシェグラードの崩壊した要塞をドナウ川に沿って進み、ドナウ川の"ひざ"の形をし

た見事な景色を眺めることができます。その後、ドナウ川の土手に沿って、センテンドレの芸術家の村

に移動します。このかわいらしい小さな町は、かつてトルコを脱出し、3世紀前にここに来たセルビア人

難民によって興されました。2つの主な教会はセルビア正教会の影響を受けており、市街地には明る

く塗装されたバロック様式の家々があります。センテンドレは、1920年から1977年までここに暮らした

地元の芸術家マルギット・コヴァーチ氏の影響を受け、セラミックの中心として発展しました。センテン

ドレからは、ドナウ川の西岸の景色に沿ってブダペストに向けて南に向かいます。川沿いの街や村はブ

ダペストの住民に人気の隠れ家です。 

料金： 37ユーロ  

時間： 約5時間  

ウォーキンググレード： 3 

 

ブダペスト市内観光  

ブダペスト -"ドナウの女王"- は、ヨーロッパで最も美しい都市に位置付けられており、近年になって建

物の改修などがすすみ、独自の魅力を保持するためによく管理されています。ドナウ川は市の中心

部を流れ、町を丘陵のブダ地区と平坦なペスト地区に2つに分けています。このツアーではまずペスト

地の、グルメショップや露店が立ち並ぶ中央市場（Great Market Hall）へお連れします。ネオルネサ

ンス様式のハンガリー国立歌劇場のような素晴らしいバロック式建築物や、1904年に完成しそれ以

来この地の象徴となっている国会議事堂をご覧ください。何人ものハンガリーの王の記念碑がある英

雄広場で写真を撮る機会もあります。 

その後ブダ地区にある7つの橋の1つを渡り、王宮の丘ではマーチャーシュ教会や王有名な漁夫の砦



（一般公開している場合）も見学できます。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ヴコヴァルとオシエク観光 

オシエクは東クロアチアの行政・経済の中心で、ドラーバ川沿いにあります。聖十字架が掲げられた教

会や1712年から1722年に建造された要塞のあるオシエク旧市街を通って市内ツアーをお楽しみい

ただけます。コパチキリット自然公園に向かう前に、軽食を兼ねた休憩をします。そこではさらにクロア

チアの文化やユーモア溢れる17世紀にヨーロッパを救った漁師の言い伝えついて知っていただけま

す。コパキリット自然公園ではボートツアーに参加します。約18ヘクタールの自然公園はIBAリスト(重

要鳥類エリア)に含まれており、ユネスコの世界自然遺産に指定されています。この後、１３世紀から

漁業で知られる小さな漁村を訪ねます。ここで短く、歴史的な漁法について説明を受け、ローカルワ

インとクロアチア東部の特産物をお楽しみいただきます。ヴコヴァルに戻った後、帰船前に街を少し散

策をお楽しみいただけます。 

料金： 51ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ベオグラード市内観光  

ベオグラードはヨーロッパ最古の都市のひとつであり、ドナウ川とサヴァ川の合流地点に位置するセル

ビアの首都です。街には異時代・異文化の建造物が多数見られます。最初のツアーは、カレメグダン

要塞を訪れます。またここからは、ドナウ川とサヴァ川を見渡す感動的なパノラマビューを眺めること

ができます。その後は、国立博物館、国会議事堂、テラジエ広場やプリンセスLjubica宮殿をご覧い

ただきます。もう一つのハイライトは世界最大の正教会の教会である聖サヴァ大聖堂です。マジェステ

ィックホテルで休憩した後、多くのショップやアートギャラリーが軒を並べる歩行者専用エリアの訪問で

終了となります。 

料金： 32ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

トポラとオペルナツ観光  

ツアーはベオグラードをバスで後にし、トポラへと続く美しいスマンジャの風景の中を進みながら南部

へと向かいます。トポラは1804年にトルコ人支配に対する国民の反乱が起きた最初の地です。反乱

の指導者であったカラジョジュはこの場所に教会を備えた小さな要塞を建てました。トポラから、ポプ

ラ、カエデやカシの木々に覆われた豊かな農業地域に位置する、近郊の街オペルナツまでドライブし



ます。こちらでは、セルビア王朝の王家の廟と、白大理石で造られ、内装は美しいモザイクで装飾され

た壮大な聖ジョージ教会をご覧ください。王家の廟内には、セルビアと旧ユーゴスラビア王室一族の

20基ほどの墓があります。 

料金：32ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： ３ 

 

夜のスカダルリヤ観光 

バスにてベオグラードを通って、夜までに中心地にある民族ショーがすばらしいホテルへとお連れ致し

ます。合奏団がお客様をグラスワインへお誘いし、セルビア全国のいろいろなダンスを踊ります。衣装

はとてもカラフルで、セルビアの多種多様な民族音楽をお楽しみいただけます。その後、有名な芸術

家たちの街であり、ベオグラードのモンマルトルとしても知られているスカダルリヤへバスで移動します。

セルビア楽団の生演奏をご鑑賞いただきながらセルビア料理を召し上がっていただきます。 

料金： 46ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 1 

 

ヴェリコ・タルノヴォ観光 

快適なバスでヴェリコ・タルノヴォへと向かいます。バルカン山脈のふもとを流れるヤントラ川両岸に広

がる美しい町です。中世、街の家々は岩の急斜面に沿って、狭い高台に建てられました。また、第二

次ブルガリア帝国において、22人のロシア皇帝が歴史を刻んだツァレベツ要塞も通ります。要塞が良

く見える場所で写真撮影を予定しています。その後、１３世紀初頭から1913年の地震が起きるまで

使われていた、数少ない中世の教会である聖ペテロ聖パウロ教会も訪れます。この教会は、1204年

にローマ教皇インノケンティウス三世と協定を結んだことで知られるカロヤン皇帝の時代に建てられま

した。ツアーの終わりには、近くのショッピングストリートで地元工芸品をご覧いただく時間があります。 

料金： 42ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ブカレスト市内観光 （昼食付）  

この終日ツアーは「東洋のパリ」の名で知られるルーマニアの首都を観光します。 

まず最初に有名な議会宮殿（Romanian Palace of the Parliament ）で写真撮影をします。過去に

は「国民の館」として知られたこの宮殿は、ヨーロッパで最も大きな建物の一つであり、1983年から

1989年にかけて建造されたものです。昼食は、伝統的なルーマニア料理のレストランでお召し上がり

いただきます。その後、オペラハウス、医学部、コトロチェニ宮殿（Cotroceni Palace）を外から見学し

ながらガリア人の趣ある印象的な建物が立ち並ぶ立派な大通り沿いに市内を進みます。新しく造ら



れた歩行者専用エリアをガイドとご一緒に散策していただき、ブカレストの歴史地区を訪れてルーマニ

ア正教会や町で最も古い正教会の一つスタヴロポレオス教会（Stavropoleos Church, 1724）を訪

れます。ショッピングを楽しみにされている方には、お土産をご購入していただく十分な時間をご用意

しております。 

料金： 66ユーロ  

時間： 約8.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ノヴィ・サドとスレムスキ・カルロヴツィ観光 （ベオグラードからノヴィ・サドまで）  

快適なドライブでまずはクルシェドール修道院（Monastery Krusedol）まで行き、その後セルビアで二

番目に大きい都市ノヴィ・サドに到着します。街を散歩するとオーストリア·ハンガリー君主国時代のこ

とを思い起こさせます。ツアーではカトリックの聖マリア教会、聖ジョージ正教会とアルバート·アインシ

ュタインの家を見ることができます。スレムスキ・カルロヴツィへの途中には、18世紀にフランスの建築

家ヴォーバンによって造られたヨーロッパ最大級の防衛施設である要塞ペテルワルデンを通り過ぎま

す。スレムスキ・カルロヴツィでは、脈々と続く文化と歴史的建造物がお待ちしております。バロック様

式の旧市街ツアーでは、大聖堂や総大司教の宮殿（Patriarch’s Palace）、神学校（theological 

school）をご覧ください。軽食と休憩の後、バスでお客様を船までお送りいたします。 

料金： 32ユーロ  

時間： 約6時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

プスタ観光 

どのようにパプリカがカロチャ地方の"赤い金"になったかを探る歴史ツアーへご案内します。“パプリカ

ハウス”を訪れ、パプリカで作られたケーキの試食やその他のパプリカで作られた製品をご覧いただき

ます。その後、19世紀の地方上流階級の農家の様子を垣間見ることができる散策に皆様をお連れし

ます。そこではフォークダンスや伝統衣装を着た地元女性たちによる刺繍や卵ペイントのデモンストレ

ーションをお楽しみください。その後、どこまでも広がる大平原の景色をお楽しみいただけるハンガリー

のプスタに向かいます。そこでは地平線で空と大地が交わり、無限の解放感を味わえます。伝統ある

本格的衣装を着たスタッフと騎手のもてなしを受け、冷たい赤や白ワインそしてリンゴジュースで喉を

潤し、ハンガリー農家の朝食を味わい、美しいハンガリー半血種馬が走る姿をご堪能ください。何より

馬車に乗っていただく体験は見逃せません。ツアーをもっと素敵なものにしてくれることでしょう。 

料金： 57ユーロ  

時間：約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

 



ブラチスラヴァ市内観光  

このツアーでは、若いスロバキア共和国の首都を知っていただく機会に巡り会えます。スロバキア·フィ

ルハーモニー管弦楽団のホーム、旧市街の城壁と大司教の夏の邸宅、そしてスロバキア大統領官

邸を通り過ぎると、バスは街を見下ろすブラチスラヴァ城にお客様をお連れいたします。丘の上からは、

城を望みながら美しい眺めを楽しむことができます。その後、復元された旧市街を散策するガイド付き

の徒歩観光に参加することができます。ミハエル門からは、のんびりと歴史的な市内中心部を散策し

ながら、大司教宮殿や、かつてハンガリー王の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂、15世紀にま

でさかのぼる市内最古の大学であるアカデミアオストロポリタナなどの観光スポットを楽しむことができ

ます。数々の宮殿に加えて、旧市庁舎、オペラハウスとガニメデの噴水を眺めながらメイン広場を歩

きます。 

料金： 31ユーロ  

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ヴァッハウ観光とメルク修道院見学とワインテイスティング 

メルク修道院は、オーストリアのベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道院のひとつで

す。今日の印象的なバロック様式の修道院は1702年から1736年に建設されました。特に注目すべ

き場所は、修道院の教会、および無数の中世の手書き原稿やフレスコ画を所蔵したすばらしい図書

館です。ガイド付きツアーでは「皇帝の回廊」に沿って大理石のホール、バルコニーと図書館を通って、

僧院長の部屋へとご案内いたします。タイミングが良ければ、僧院教会のオルガン演奏を聴く機会に

出会えるかもしれません。 

デュルンシュタインというヴァッハウ渓谷で最もよく知られているワイン村へとツアーは続きます。力強

いドナウ川の岸辺にある美しい町は、壮大な谷の中心に位置しています。そこへ伝統的な建造物、歴

史深い観光スポットが組み合わされ、まさに息をのむような絶景です。歩くだけでもその壮麗さを感じ

て頂けるでしょう。ツアーの終わりには、地元のレストランでグラスワインを召し上がっていただきます。 

料金： 52ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



レーゲンスブルク徒歩観光 

レーゲンスブルクは、ドイツで最も良い状態で残る中世の都市の一つであり、その歴史的な建物（約

1,400個）がとても印象的です。裕福な貴族の城のように高い塔を備えた邸宅は、今日もその地位を

誇っています。この建築遺産の中には教会、修道院、市庁舎、12世紀以来ドナウ川にかかるヨーロッ

パ最古の橋があります。街を歩けば、かつて東洋の交易ルートを支配したこの街の権力と富を感じる

ことができます。聖ペテロに捧げたレーゲンスブルク大聖堂に立ち寄り、南ドイツのゴシック建築の象

徴を鑑賞することができます。（大聖堂の開館時間はミサの有無により異なります） 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ウェルテンブルク修道院見学 

バスは"解放の殿堂"をしばらく迂回し、ヴェルテンブルクに向かいます。それはケールハイムのさらに

上、ミシェルスバーグ山にある歴史的で古典的な記念碑です。アテネのパルテノン神殿の後に建造

された美しい大理石の建物です。ドナウ川の上に高くそびえ、遠くの平野からもご覧いただけます。 

その後、自然保護区"ヴェルテンブルグエンゲ"やヴェルテンブルグのベネディクト会修道院を通り、ウ

ィテルスバッハを過ぎ、ボートに乗ります。620年にアイルランドやスコットランドの修道士によって設立

された修道院は、バイエルン州で最も古い修道院です。修道院教会の短いツアーの後、世界最古の

修道院醸造所で醸造されたヴェルテンブルクの有名な黒ビールをお試しいただけます。 

料金： 54ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

パッサウ徒歩観光 

パッサウの古い地区を散策し、知識の豊富なガイドが、「3つの川の街」といわれるパッサウの歴史的

重要性を物語る多くの建物についてご説明します。絵のように美しい小道、遊歩道や広場に驚き、司

教管轄区について新しい発見ができます。特に世界最大のオルガン（17,974のパイプと233のレジス

タ）、新司教の住居と市庁舎のあるバロック様式の聖シュテファン大聖堂が印象的です。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 5 

 

ザルツブルク市内観光とザルツカンマーグート観光 昼食付き 

バスに２時間ご乗車いただき、音楽の都ザルツブルクを訪れます。世界的に有名なバロック建築があ

る旧市街は、アルプス北部で最もよく保存されている街のひとつで、1997年にユネスコに世界文化遺

産のリストに登録されました。また、サルツブルクはヴォルフガンク・アマデウス・モーツァルトの生まれ



故郷です。旧市街のガイド付きツアーでは、ゲトライデなど他にも著名な音楽家の生家を見ることがで

きます。長く狭い商店街は川と平行に町の中心を通っています。この通りは、各店が店先に飾ってい

る昔ながらの職業を示す標識で有名です。続いてミラベル宮殿をご覧いただきます。宮殿は庭園を

備えた美しい城で、大司教が最愛の愛人のために建てました。「小人の庭」や「バラの庭」をぜひご覧

ください。 

昼食（料金に含む）の後は、有名な映画「サウンド・オブ・ミュージック」のロケーション地である村モン

シーに向かいます。帰船時に、美しい景色をお楽しみください。 

料金： 88ユーロ 

時間： 約9.5時間 

ウォーキンググレード：3 

 

リンツ市内徒歩観光 

リンツは、街を「レンティア」と呼んだローマ人によって作られましたが、当時すでに「レントス」と呼ばれ

るケルトの居留地がありました。おそらくそれは、曲がりくねった川のことを意味していたと考えられてい

ます。この町は神聖ローマ帝国の州と地方政府の都市であり、いくつもの道をつなぐ重要な交易地に

なっていました。短期間ではありましたが、ハプスブルク皇帝フリードリヒ三世が晩年を過ごしたこの場

所は帝国で最も重要な都市でした。しかし、1493年皇帝の死によりウィーンとプラハにおけるその地

位を失いました。リンツにはたくさんの名所があります。ぜひ中央広場に通じる大通りを散歩してみてく

ださい。歴史ある旧市街の中世の広場や、モーツアルトが見たルネッサンスヴィラ、ブルックナーが演

奏したオルガンのある旧大聖堂、そして新大聖堂などがあります。（※礼拝中などの関係上、一般開

放されていない時間は入場いただけません。） 

お時間があれば、地方のお菓子で有名なものの1つであるリンゼル・トルテ(リンゼルケーキ)をご賞味

いただけます。 

料金： 18ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ヴァッハウ観光とメルク修道院見学とワインテイスティング 

メルク修道院は、オーストリアのベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道院のひとつで

す。今日の印象的なバロック様式の修道院は1702年から1736年に建設されました。特に注目すべ

き場所は、修道院の教会、および無数の中世の手書き原稿やフレスコ画を所蔵したすばらしい図書

館です。ガイド付きツアーでは「皇帝の回廊」に沿って大理石のホール、バルコニーと図書館を通って、

僧院長の部屋へとご案内いたします。タイミングが良ければ、僧院教会のオルガン演奏を聴く機会に

出会えるかもしれません。 

デュルンシュタインというヴァッハウ渓谷で最もよく知られているワイン村へとツアーは続きます。力強

いドナウ川の岸辺にある美しい町は、壮大な谷の中心に位置しています。そこへ伝統的な建造物、歴



史深い観光スポットが組み合わされ、まさに息をのむような絶景です。歩くだけでもその壮麗さを感じ

て頂けるでしょう。ツアーの終わりには、地元のレストランでグラスワインを召し上がっていただきます。 

料金： 52ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

夜のウィーン散策 

バスは「ウィーンの森」を抜け、ウィーン景観のベストスポット、カーレンベルクにご案内します。ここから

ブドウ畑と市街地を見渡せる景色をお楽しみください。古くからのワイン生産地であるグリンツィングに

ある ホイリゲとよばれる自家製ワインを提供するワイン酒場へお連れいたします。グラスワイン、パンと

スプレッド、ホイリゲでの音楽を楽しんでいただくことで、ウィーンのくつろいだ雰囲気、暖かさ、居心地

の良さを体感できるでしょう。この夜の締めくりには、イルミネーションに彩られたウィーン市街（リングシ

ュトラーセ）の夜景をお楽しみいただきます。このツアーは船内での夕食後に出発します。 

料金：38ユーロ 

時間：約3.5時間 

ウォーキンググレード：1 

 

ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの

最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なリングシュトラーセへと

皆様をお連れし、素晴らしいオペラハウスや国会議事堂やウィーンの印象的な市庁舎など幾つかの

壮大な建築物を通り過ぎます。このバスツアーの後は中心街を通ってガイド付き観光へと続きます。

有名なホーフブルク宮殿を通り、ウィーンの象徴聖シュテファンの大聖堂で終わります。帰船前に時

間があれば中心街を散策します。 

料金： 32ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

シェーンブルン宮殿見学 

ウィーンの最も美しいモニュメントのひとつ、シェーンブルン宮殿へバスで訪れます。城はルイ14世太

陽王の住居であるヴェルサイユ形式で建てられています。オーストリアで最も重要な文化遺産のひと

つとして、城と庭園が世界文化遺産に登録されています。マリア·テレジアの治世は、シェーンブルン

にとって最も華麗な時代でした。当時は城と庭園が宮廷と政治生活の中心でした。女帝マリア・テレジ

アの指示の下、王室住居として改造と拡張がなされました。合計1,441室の部屋とホールを備えた宮

殿が作り上げられました。セレモニールームの大部分をご覧いただき、美しく設計された宮殿庭園を

散策していただけます。 



料金： 43ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2  

 

サウンド・オブ・ウィーン 

かつてヨハン・シュトラウス自身が第一バイオリンの位置からオーケストラを指揮したまさにその場所で、

ウィーン・クラシック音楽の絶対的本質を今日でも聴くことができます。ウィーン・クラシック音楽の演

奏者として最も名の知れる「サロンオーケストラ・アルト・ウィーン」が、ワルツ、ポルカ、アリア、デュエッ

ト、そしてオペレッタ、ピアノ協奏曲の軽快なメロディーで魅力的なウィーンの夜をご紹介します。優れ

たオペラ・ボーカリストと魅惑的なバレエ・ソリストが伴奏すれば、ウィーンのクラシック音楽は鮮やかに

燃える花火のようにその美しさを開花させます。 

料金： カテゴリーＡ 60ユーロ （船上予約のみ可） 

カテゴリーＢ 48ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 1 

 

ブラチスラヴァ市内観光  

このツアーでは、若いスロバキア共和国の首都を知っていただく機会に巡り会えます。スロバキア·フィ

ルハーモニー管弦楽団のホーム、旧市街の城壁と大司教の夏の邸宅、そしてスロバキア大統領官

邸を通り過ぎると、バスは街を見下ろすブラチスラヴァ城にお客様をお連れいたします。丘の上からは、

城を望みながら美しい眺めを楽しむことができます。その後、復元された旧市街を散策するガイド付き

の徒歩観光に参加することができます。ミハエル門からは、のんびりと歴史的な市内中心部を散策し

ながら、大司教宮殿や、かつてハンガリー王の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂、15世紀にま

でさかのぼる市内最古の大学であるアカデミアオストロポリタナなどの観光スポットを楽しむことができ

ます。数々の宮殿に加えて、旧市庁舎、オペラハウスとガニメデの噴水を眺めながらメイン広場を歩

きます。 

料金： 31ユーロ  

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

インペリアル・フェスティバル・パレス  ホーフ城見学  

ブラチスラヴァからバスで、オーストリアのシュロス・ホーフ城に向かいます。壮大な建築物は、オース

トリアのバロック時代の最も重要な二人の人物の尽力よって 18世紀初頭に建てられました。サボイの

フィールドマーシャルオイゲン公は生きながらにして伝説的な人物でした。芸術に熱心であった彼は、

才能豊かな建築家である巨匠ルーカス·フォン·ヒルデブラントの構想する、壮大な宮殿、美しくデザイ

ンされたテラスガーデンそして素晴らしい田園風景という他に類を見ないような建築集合体を実現す



るために莫大な資金を惜しみなく投じました。後の所有者である女帝マリア·テレジアの手により、その

時代に好まれたフランスの古典主義様式に改築された宮殿風の階が増築されました。文化と自然を

探し求め、バロック様式の歴史的背にある確実性と多様性という魅力的な世界への探検を楽しみた

い人々にとって、最高の地としてあり続けているヨーロッパ随一の名所です。城内の見学を終えた後に

は、動物や美しい庭を楽しむ時間もおとりします。 

料金： 44ユーロ 

時間： 約 5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

エステルゴムとセンテンドレ観光  

ハンガリー王や大司教の邸宅のあるエステルゴムは、このエクスカーションのハイライトのひとつです。

ツアーは、広大なドーム型の聖堂、ハンガリー最大の大聖堂の見学から始まります。19世紀初頭に

建てられ、初期の教会の時から華やかな赤い大理石のチャペルが備わっています。印象的な大聖

堂を訪問した後、ヴィシェグラードの崩壊した要塞をドナウ川に沿って進み、ドナウ川の"ひざ"の形をし

た見事な景色を眺めることができます。その後、ドナウ川の土手に沿って、センテンドレの芸術家の村

に移動します。このかわいらしい小さな町は、かつてトルコを脱出し、3世紀前にここに来たセルビア人

難民によって興されました。2つの主な教会はセルビア正教会の影響を受けており、市街地には明る

く塗装されたバロック様式の家々があります。センテンドレは、1920年から1977年までここに暮らした

地元の芸術家マルギット・コヴァーチ氏の影響を受け、セラミックの中心として発展しました。センテン

ドレからは、ドナウ川の西岸の景色に沿ってブダペストに向けて南に向かいます。川沿いの街や村はブ

ダペストの住民に人気の隠れ家です。 

料金： 37ユーロ  

時間： 約5時間  

ウォーキンググレード： 3 

 

ブダペスト市内観光  

ブダペスト -"ドナウの女王"- は、ヨーロッパで最も美しい都市に位置付けられており、近年になって建

物の改修などがすすみ、独自の魅力を保持するためによく管理されています。ドナウ川は市の中心

部を流れ、町を丘陵のブダ地区と平坦なペスト地区に2つに分けています。このツアーではまずペスト

地の、グルメショップや露店が立ち並ぶ中央市場（Great Market Hall）へお連れします。ネオルネサ

ンス様式のハンガリー国立歌劇場のような素晴らしいバロック式建築物や、1904年に完成しそれ以

来この地の象徴となっている国会議事堂をご覧ください。何人ものハンガリーの王の記念碑がある英

雄広場で写真を撮る機会もあります。 

その後ブダ地区にある7つの橋の1つを渡り、王宮の丘ではマーチャーシュ教会や王有名な漁夫の砦

（一般公開している場合）も見学できます。 

料金： 31ユーロ 



時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



ブダペスト市内観光  

ブダペスト -"ドナウの女王"- は、ヨーロッパで最も美しい都市に位置付けられており、近年になって建

物の改修などがすすみ、独自の魅力を保持するためによく管理されています。ドナウ川は市の中心

部を流れ、町を丘陵のブダ地区と平坦なペスト地区に2つに分けています。このツアーではまずペスト

地の、グルメショップや露店が立ち並ぶ中央市場（Great Market Hall）へお連れします。ネオルネサ

ンス様式のハンガリー国立歌劇場のような素晴らしいバロック式建築物や、1904年に完成しそれ以

来この地の象徴となっている国会議事堂をご覧ください。何人ものハンガリーの王の記念碑がある英

雄広場で写真を撮る機会もあります。 

その後ブダ地区にある7つの橋の1つを渡り、王宮の丘ではマーチャーシュ教会や王有名な漁夫の砦

（一般公開している場合）も見学できます。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

エステルゴムとセンテンドレ観光  

ハンガリー王や大司教の邸宅のあるエステルゴムは、このエクスカーションのハイライトのひとつです。

ツアーは、広大なドーム型の聖堂、ハンガリー最大の大聖堂の見学から始まります。19世紀初頭に

建てられ、初期の教会の時から華やかな赤い大理石のチャペルが備わっています。印象的な大聖

堂を訪問した後、ヴィシェグラードの崩壊した要塞をドナウ川に沿って進み、ドナウ川の"ひざ"の形をし

た見事な景色を眺めることができます。その後、ドナウ川の土手に沿って、センテンドレの芸術家の村

に移動します。このかわいらしい小さな町は、かつてトルコを脱出し、3世紀前にここに来たセルビア人

難民によって興されました。2つの主な教会はセルビア正教会の影響を受けており、市街地には明る

く塗装されたバロック様式の家々があります。センテンドレは、1920年から1977年までここに暮らした

地元の芸術家マルギット・コヴァーチ氏の影響を受け、セラミックの中心として発展しました。センテン

ドレからは、ドナウ川の西岸の景色に沿ってブダペストに向けて南に向かいます。川沿いの街や村はブ

ダペストの住民に人気の隠れ家です。 

料金： 37ユーロ  

時間： 約5時間  

ウォーキンググレード： 3 

 

ブラチスラヴァ市内観光  

このツアーでは、若いスロバキア共和国の首都を知っていただく機会に巡り会えます。スロバキア·フィ

ルハーモニー管弦楽団のホーム、旧市街の城壁と大司教の夏の邸宅、そしてスロバキア大統領官

邸を通り過ぎると、バスは街を見下ろすブラチスラヴァ城にお客様をお連れいたします。丘の上からは、

城を望みながら美しい眺めを楽しむことができます。その後、復元された旧市街を散策するガイド付き

の徒歩観光に参加することができます。ミハエル門からは、のんびりと歴史的な市内中心部を散策し



ながら、大司教宮殿や、かつてハンガリー王の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂、15世紀にま

でさかのぼる市内最古の大学であるアカデミアオストロポリタナなどの観光スポットを楽しむことができ

ます。数々の宮殿に加えて、旧市庁舎、オペラハウスとガニメデの噴水を眺めながらメイン広場を歩

きます。 

料金： 31ユーロ  

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

夜のウィーン散策 

バスは「ウィーンの森」を抜け、ウィーン景観のベストスポット、カーレンベルクにご案内します。ここから

ブドウ畑と市街地を見渡せる景色をお楽しみください。古くからのワイン生産地であるグリンツィングに

ある ホイリゲとよばれる自家製ワインを提供するワイン酒場へお連れいたします。グラスワイン、パンと

スプレッド、ホイリゲでの音楽を楽しんでいただくことで、ウィーンのくつろいだ雰囲気、暖かさ、居心地

の良さを体感できるでしょう。この夜の締めくりには、イルミネーションに彩られたウィーン市街（リングシ

ュトラーセ）の夜景をお楽しみいただきます。このツアーは船内での夕食後に出発します。 

料金：38ユーロ 

時間：約3.5時間 

ウォーキンググレード：1 

 

ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの

最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なリングシュトラーセへと

皆様をお連れし、素晴らしいオペラハウスや国会議事堂やウィーンの印象的な市庁舎など幾つかの

壮大な建築物を通り過ぎます。このバスツアーの後は中心街を通ってガイド付き観光へと続きます。

有名なホーフブルク宮殿を通り、ウィーンの象徴聖シュテファンの大聖堂で終わります。帰船前に時

間があれば中心街を散策します。 

料金： 32ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

シェーンブルン宮殿見学 

ウィーンの最も美しいモニュメントのひとつ、シェーンブルン宮殿へバスで訪れます。城はルイ14世太

陽王の住居であるヴェルサイユ形式で建てられています。オーストリアで最も重要な文化遺産のひと

つとして、城と庭園が世界文化遺産に登録されています。マリア·テレジアの治世は、シェーンブルン

にとって最も華麗な時代でした。当時は城と庭園が宮廷と政治生活の中心でした。女帝マリア・テレジ

アの指示の下、王室住居として改造と拡張がなされました。合計1,441室の部屋とホールを備えた宮



殿が作り上げられました。セレモニールームの大部分をご覧いただき、美しく設計された宮殿庭園を

散策していただけます。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2  

 

サウンド・オブ・ウィーン 

かつてヨハン・シュトラウス自身が第一バイオリンの位置からオーケストラを指揮したまさにその場所で、

ウィーン・クラシック音楽の絶対的本質を今日でも聴くことができます。ウィーン・クラシック音楽の演

奏者として最も名の知れる「サロンオーケストラ・アルト・ウィーン」が、ワルツ、ポルカ、アリア、デュエッ

ト、そしてオペレッタ、ピアノ協奏曲の軽快なメロディーで魅力的なウィーンの夜をご紹介します。優れ

たオペラ・ボーカリストと魅惑的なバレエ・ソリストが伴奏すれば、ウィーンのクラシック音楽は鮮やかに

燃える花火のようにその美しさを開花させます。 

料金： カテゴリーＡ 60ユーロ （オンボードのみ予約可） 

カテゴリーＢ 48ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 1 

 

デュルンシュタイン市内徒歩観光とワインテイスティング 

最初にヴァッハウで最もよく知られているワインの村、デュルンシュタインを訪れます。力強いドナウ川

の岸辺にある美しい町は、壮大な谷の中心に位置しています。そこへ伝統的な建造物、歴史深い観

光スポットが組み合わされ、まさに息をのむような絶景です。歩くだけでもその壮麗さを感じていただ

けるでしょう。ツアーの終わりには、地元のレストランでグラスワインを召し上がっていただきます。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

メルク修道院観光 

メルク修道院は、オーストリアのベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道院のひとつで

す。今日の印象的なバロック様式の修道院は1702年から1736年に建設されました。特に注目すべ

き場所は、修道院の教会、および無数の中世の手書き原稿やフレスコ画を所蔵したすばらしい図書

館です。ガイド付きツアーでは「皇帝の回廊」に沿って大理石のホール、バルコニーと図書館を通って、

僧院長の部屋へとご案内します。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約2時間  

ウォーキンググレード：3 



リンツ市内徒歩観光 アッシャッハへ移動  

リンツは、街を「レンティア」と呼んだローマ人によって作られましたが、当時すでに「レントス」と呼ばれ

るケルトの居留地がありました。おそらくそれは、曲がりくねった川のことを意味していたと考えられてい

ます。この町は神聖ローマ帝国の州と地方政府の都市であり、いくつもの道をつなぐ重要な交易地に

なっていました。短期間ではありましたが、ハプスブルク皇帝フリードリヒ三世が晩年を過ごしたこの場

所は帝国で最も重要な都市でした。しかし、1493年皇帝の死によりウィーンとプラハにおけるその地

位を失いました。リンツにはたくさんの名所があります。ぜひ中央広場に通じる大通りを散歩してみてく

ださい。歴史ある旧市街の中世の広場や、モーツアルトが見たルネッサンスヴィラ、ブルックナーが演

奏したオルガンのある旧大聖堂、そして新大聖堂などがあります。（※礼拝中などの関係上、一般開

放されていない時間は入場いただけません。） 

バスでアッシャッハの船に戻る前にお時間があれば、地方のお菓子で有名なものの1つであるリンゼ

ル・トルテ(リンゼルケーキ)をご賞味いただけます。 

料金： 28ユーロ 

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ザルツブルク市内観光とザルツカンマーグート観光 昼食付き 

バスに２時間ご乗車いただき、音楽の都ザルツブルクを訪れます。世界的に有名なバロック建築があ

る旧市街は、アルプス北部で最もよく保存されている街のひとつで、1997年にユネスコに世界文化遺

産のリストに登録されました。また、サルツブルクはヴォルフガンク・アマデウス・モーツァルトの生まれ

故郷です。旧市街のガイド付きツアーでは、ゲトライデなど他にも著名な音楽家の生家を見ることがで

きます。長く狭い商店街は川と平行に町の中心を通っています。この通りは、各店が店先に飾ってい

る昔ながらの職業を示す標識で有名です。続いてミラベル宮殿をご覧いただきます。宮殿は庭園を

備えた美しい城で、大司教が最愛の愛人のために建てました。「小人の庭」や「バラの庭」をぜひご覧

ください。 

昼食（料金に含む）の後は、有名な映画「サウンド・オブ・ミュージック」のロケーション地である村モン

シーに向かいます。帰船時に、美しい景色をお楽しみください。 

料金： 88ユーロ 

時間： 約9.5時間 

ウォーキンググレード：3 

 

パッサウ徒歩観光 

パッサウの古い地区を散策し、知識の豊富なガイドが、「3つの川の街」といわれるパッサウの歴史的

重要性を物語る多くの建物についてご説明します。絵のように美しい小道、遊歩道や広場に驚き、司

教管轄区について新しい発見ができます。特に世界最大のオルガン（17,974のパイプと233のレジス

タ）、新司教の住居と市庁舎のあるバロック様式の聖シュテファン大聖堂が印象的です。 



料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 5 

 

レーゲンスブルク徒歩観光 

レーゲンスブルクは、ドイツで最も良い状態で残る中世の都市の一つであり、その歴史的な建物（約

1,400個）がとても印象的です。裕福な貴族の城のように高い塔を備えた邸宅は、今日もその地位を

誇っています。この建築遺産の中には教会、修道院、市庁舎、12世紀以来ドナウ川にかかるヨーロッ

パ最古の橋があります。街を歩けば、かつて東洋の交易ルートを支配したこの街の権力と富を感じる

ことができます。聖ペテロに捧げたレーゲンスブルク大聖堂に立ち寄り、南ドイツのゴシック建築の象

徴を鑑賞することができます。（大聖堂の開館時間はミサの有無により異なります） 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ウェルテンブルク修道院見学 

バスは"解放の殿堂"をしばらく迂回し、ヴェルテンブルクに向かいます。それはケールハイムのさらに

上、ミシェルスバーグ山にある歴史的で古典的な記念碑です。アテネのパルテノン神殿の後に建造

された美しい大理石の建物です。ドナウ川の上に高くそびえ、遠くの平野からもご覧いただけます。 

その後、自然保護区"ヴェルテンブルグエンゲ"やヴェルテンブルグのベネディクト会修道院を通り、ウ

ィテルスバッハを過ぎ、ボートに乗ります。620年にアイルランドやスコットランドの修道士によって設立

された修道院は、バイエルン州で最も古い修道院です。修道院教会の短いツアーの後、世界最古の

修道院醸造所で醸造されたヴェルテンブルクの有名な黒ビールをお試しいただけます。 

料金： 54ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

 

 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



オランダのウォーターランド観光とアムステルダム市内観光、運河クルーズ  

オランダの干拓地の風景を見ながらドライブし、古い漁村フォーレンダムを訪れます。旧ズイダルジー

の岸に建てられたフォーレンダムの家々は、この地域らしい特有の街並みで、互いにとても近接して

建てられています。村をそぞろ歩きすれば、人々が今でも伝統的な衣装を身にまとって暮らしている

のをご覧いただけるでしょう。 

大型バスでフォーレンダムを離れ、郊外にある地元のチーズ農場を訪れます。ここでは、オランダチ

ーズの作り方をご覧いただきます。ご試食や、ご希望の場合はご購入していただく時間もございます。 

その後、オランダの首都であるアムステルダムへ移動します。アムステルダムはオランダが栄えた黄

金時代、貿易の革新的な発展により、世界で最も重要な港のひとつとなりました。当時、街は財政と

ダイヤモンド取引を先導する中心地でした。今日では、この地域の約7,000もの建物が歴史的建造

物として登録され、ヨーロッパでも最大級の歴史的な街となっています。19世紀以来、街の通りの様

式はほとんど変わっていません。中心街は400本の橋で連結された90の島々から構成されています。

街の最も顕著な特徴は、17世紀に始まった同心円状の運河環です。ツアーの最後には、運河ボート

から美しい街をご覧ください。 

料金： 54ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ケルン市内徒歩観光 

街を散策し、有名な大聖堂や旧市街の周辺をご覧いただけます。市庁舎や大きなロマネスク様式の

聖マルティン教会がある旧市街など多くの観光スポットが大聖堂の周囲1平方キロメートルに集中して

おり、ローマのディオニュソスモザイクをご覧いただけます。旧市街の狭い、石畳の通りがあり、ロンカリ

広場のような多くの人が行きかう場所、また旧市街や繁華街では、昨今の生活を感じることができま

す。もちろん、ガイド同行かご自身のどちらかでケルン大聖堂（開館時間はミサの有無によります）の

内部を見ることもできます。ケルン大聖堂はドイツで最も訪問者の多い観光スポットです。 

料金： 17ユーロ 

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

コッヘム市内徒歩観光とワインテイスティング 

ユニークなモーゼルの景色と、何千年も続くワインの成長と文化でコッヘムは有名です。街の散策で

は、スレート屋根の狭い曲がりくねった通りと、美しく再建された半木造の家と街をご覧ください。このツ

アーでは、ライヒスブルク城も見学します。壮大な城は、その大きさと高い景観を見渡す、街の険しい

岩の上にあります。同様に印象的なのは、城からお楽しみいただける景色です。その夢のような森、

牧草地、ブドウ畑、旧市街のあるモーゼル渓谷をご覧いただけます。地元モーゼルワインをテイスティ

ングし、コッヘムのツアーは終了となります。 



料金： 37ユーロ 

時間： 3.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

コブレンツ市内徒歩観光 

ドイツで最も美しく、古い町のひとつであり、2000年以上の歴史があるコブレンツをご覧ください。ガイド

付きの散策では、第二次世界大戦中に破壊され、その後再建された街の旧市街を一望することがで

きます。セントキャスター聖堂と最愛の聖母教会の間にあるロマンティックな通りは、今人気のナンバ

ーワン観光スポットです。そして、ドイツの地方では有名な皇帝ヴィルヘルムメモリアル訪問と街のラン

ドマーク、市庁舎にあるシェンゲルの泉は必見です。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約1.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

リューデスハイム徒歩観光と自動演奏楽器博物館  

ユニークなワインメーカーズ・エクスプレスは船着き場から"ジークフリート・メカニカル・ミュージック・キ

ャビネット"までお連れします。そこでは、歴史的な自動演奏楽器に触れて、音楽のアドベンチャーを

体験できます。その後、ガイドが絵画のように美しい街をご案内します。リューデスハイム旧市街の中

心ドロッセルガッセを散策します。ドロッセルガッセのワインハウスや屋外居酒屋にはいつまでも居たい

気持ちになります。街の歴史に浸って、鷲の塔、城壁など15世紀の要塞の一部をぜひ訪れてみてく

ださい。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ハイデルベルク市内観光 

このエクスカーションでは、ネッカー川沿いにある世界的に有名な大学の街、ハイデルベルクを訪れ

ます。ツアーは、城の見学から始まります。赤砂岩で作られ、以前はドイツで最も美しかったものです

が、17世紀にフランスによって破壊されてしまったため、廃墟となっています。ツアーでは中庭、城の

庭園へお連れします。グランドテラスからは、市内への素晴らしい眺めとネッカー川をご覧いただけま

す。そして魅惑的な旧市街地から2つの門のあるカールテオドール橋、後期ゴシック様式の聖霊教会、

1693年の火災で焼失を免れたルネッサンス建築 "ツムリッター"を散策します。 

料金： 46ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 



シュパイヤー市内徒歩観光 

シュパイヤーは、ライン川沿いの由緒ある皇帝の街で、豊かながらも紆余曲折の歴史があります。宗

教建築には歴史が染み込んでいます。様々なスタイルの印象的なファサード、曲がりくねった路地、

ロマンティックな広場は、街の特徴です。散策では、旧市街の門とユダヤ人の水浴場を訪問します。 

料金： 15ユーロ  

時間： 約2時間 

ウォーキングレード： 4 

 

ストラスブール市内観光 

ストラスブールの美しい都市を通して、新たな発見をお楽しみください。少しバスにご乗車頂き、歴史

的で魅力的な町の旧市街を歩いて散策し、有名な大聖堂を訪れます（日曜・祭日はご覧になれませ

ん）。川のボートクルーズでは有名なプティット·フランス地区が見られます。旧製粉工場となめし革職

人地区は今でも中世の魅力を残しています。川の土手の上に美しく建ち並ぶ木組みの家々は、500

年もの月日を重ねています。木組みの家々、クヴェール橋、ロアン宮、欧州評議会、その他にもストラ

スブールの魅力をお楽しみいただけます。（川でのボートクルーズは、冬シーズンにはご利用になれま

せん） 

料金： 51ユーロ  

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



ストラスブール市内観光 

ストラスブールの美しい都市を通して、新たな発見をお楽しみください。少しバスにご乗車頂き、歴史

的で魅力的な町の旧市街を歩いて散策し、有名な大聖堂を訪れます（日曜・祭日はご覧になれませ

ん）。川のボートクルーズでは有名なプティット·フランス地区が見られます。旧製粉工場となめし革職

人地区は今でも中世の魅力を残しています。川の土手の上に美しく建ち並ぶ木組みの家々は、500

年もの月日を重ねています。木組みの家々、クヴェール橋、ロアン宮、欧州評議会、その他にもストラ

スブールの魅力をお楽しみいただけます。（川でのボートクルーズは、冬シーズンにはご利用になれま

せん） 

料金： 51ユーロ  

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

アルザス観光とワイン  

この寄港地観光ではアルザスをたっぷりご覧いただきます。絵画のような景色、ロマンティックなワイン

村、有名なワイン街道をドライブします。最初はワインテイスティングの間いくつかのワインの試飲がで

きる地元のワイナリーへ向かいます。その後、美しいオベルネの村をドライブします。この田園風な町

を散策する間、城壁の上に建てられた伝統的な木骨造りの家、鐘楼や中心街といったアルザスの町

の魅力は歴史を感じさせます。 

料金： 53ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード：2 

 

シュパイヤー市内徒歩観光 

シュパイヤーは、ライン川沿いの由緒ある皇帝の街で、豊かながらも紆余曲折の歴史があります。宗

教建築には歴史が染み込んでいます。様々なスタイルの印象的なファサード、曲がりくねった路地、

ロマンティックな広場は、街の特徴です。散策では、旧市街の門とユダヤ人の水浴場を訪問します。 

料金： 15ユーロ  

時間： 約2時間 

ウォーキングレード： 4 

 

ハイデルベルク市内観光 

このエクスカーションでは、ネッカー川沿いにある世界的に有名な大学の街、ハイデルベルクを訪れ

ます。ツアーは、城の見学から始まります。赤砂岩で作られ、以前はドイツで最も美しかったものです

が、17世紀にフランスによって破壊されてしまったため、廃墟となっています。ツアーでは中庭、城の

庭園へお連れします。グランドテラスからは、市内への素晴らしい眺めとネッカー川をご覧いただけま

す。そして魅惑的な旧市街地から2つの門のあるカールテオドール橋、後期ゴシック様式の聖霊教会、



1693年の火災で焼失を免れたルネッサンス建築 "ツムリッター"を散策します。 

料金： 46ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

リューデスハイム徒歩観光と自動演奏楽器博物館  

ユニークなワインメーカーズ・エクスプレスは船着き場から"ジークフリート・メカニカル・ミュージック・キ

ャビネット"までお連れします。そこでは、歴史的な自動演奏楽器に触れて、音楽のアドベンチャーを

体験できます。その後、ガイドが絵画のように美しい街をご案内します。リューデスハイム旧市街の中

心ドロッセルガッセを散策します。ドロッセルガッセのワインハウスや屋外居酒屋にはいつまでも居たい

気持ちになります。街の歴史に浸って、鷲の塔、城壁など15世紀の要塞の一部をぜひ訪れてみてく

ださい。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

コブレンツ市内徒歩観光 

ドイツで最も美しく、古い町のひとつであり、2000年以上の歴史があるコブレンツをご覧ください。ガイド

付きの散策では、第二次世界大戦中に破壊され、その後再建された街の旧市街を一望することがで

きます。セントキャスター聖堂と最愛の聖母教会の間にあるロマンティックな通りは、今人気のナンバ

ーワン観光スポットです。そして、ドイツの地方では有名な皇帝ヴィルヘルムメモリアル訪問と街のラン

ドマーク、市庁舎にあるシェンゲルの泉は必見です。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約1.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

コッヘム市内徒歩観光とワインテイスティング 

ユニークなモーゼルの景色と、何千年も続くワインの成長と文化でコッヘムは有名です。街の散策で

は、スレート屋根の狭い曲がりくねった通りと、美しく再建された半木造の家と街をご覧ください。このツ

アーでは、ライヒスブルク城も見学します。壮大な城は、その大きさと高い景観を見渡す、街の険しい

岩の上にあります。同様に印象的なのは、城からお楽しみいただける景色です。その夢のような森、

牧草地、ブドウ畑、旧市街のあるモーゼル渓谷をご覧いただけます。地元モーゼルワインをテイスティ

ングし、コッヘムのツアーは終了となります。 

料金： 37ユーロ 

時間： 3.5時間 

ウォーキンググレード： 4 



ケルン市内徒歩観光 

街を散策し、有名な大聖堂や旧市街の周辺をご覧いただけます。市庁舎や大きなロマネスク様式の

聖マルティン教会がある旧市街など多くの観光スポットが大聖堂の周囲1平方キロメートルに集中して

おり、ローマのディオニュソスモザイクをご覧いただけます。旧市街の狭い、石畳の通りがあり、ロンカリ

広場のような多くの人が行きかう場所、また旧市街や繁華街では、昨今の生活を感じることができま

す。もちろん、ガイド同行かご自身のどちらかでケルン大聖堂（開館時間はミサの有無によります）の

内部を見ることもできます。ケルン大聖堂はドイツで最も訪問者の多い観光スポットです。 

料金： 17ユーロ 

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

オランダのウォーターランド観光とアムステルダム市内観光、運河クルーズ  

オランダの干拓地の風景を見ながらドライブし、古い漁村フォーレンダムを訪れます。旧ズイダルジー

の岸に建てられたフォーレンダムの家々は、この地域らしい特有の街並みで、互いにとても近接して

建てられています。村をそぞろ歩きすれば、人々が今でも伝統的な衣装を身にまとって暮らしている

のをご覧いただけるでしょう。 

大型バスでフォーレンダムを離れ、郊外にある地元のチーズ農場を訪れます。ここでは、オランダチ

ーズの作り方をご覧いただきます。ご試食や、ご希望の場合はご購入していただく時間もございます。 

その後、オランダの首都であるアムステルダムへ移動します。アムステルダムはオランダが栄えた黄

金時代、貿易の革新的な発展により、世界で最も重要な港のひとつとなりました。当時、街は財政と

ダイヤモンド取引を先導する中心地でした。今日では、この地域の約7,000もの建物が歴史的建造

物として登録され、ヨーロッパでも最大級の歴史的な街となっています。19世紀以来、街の通りの様

式はほとんど変わっていません。中心街は400本の橋で連結された90の島々から構成されています。

街の最も顕著な特徴は、17世紀に始まった同心円状の運河環です。ツアーの最後には、運河ボート

から美しい街をご覧ください。 

料金： 54ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



マコネとワイン博物館 

パステルカラーの建物と瓦屋根のマコネの町は、地中海の魅力があります。ここからは、ワイン産地の

ボジョレーとマコネを見学します。バスはこの地域に広がるブドウ畑を通り、そこに見える城や邸宅は地

域の豊かさを象徴しています。この寄港地観光のハイライトは、ジョルジュデュブフのハモーデュバン

の訪問です。ここでボジョレーの全てがご覧いただけます。19世紀の鉄道駅の設定で、驚くべきワイン

造りの過程をご覧ください。ブドウやワインの輸送、ワインメーカーの道具や仕事、ワインセラー、ワイン

醸造過程、瓶詰め、コルク栓付けと驚きの連続です。"ブテイユフォーン"と呼ばれる手回しオルガン

のある部屋でボジョレーワインの試飲をしていただいてツアーは終了となります。 

料金： 63ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード: 2 

 

クリュニー修道院見学 

ブルゴーニュのクリュニー修道院は、中世の修道会改革運動の中心地でした。その聖堂はサン・ピエ

トロ大聖堂が16世紀にローマで建設されるまで、世界最大のキリスト教の建物でした。クリュニーの他

の名のある修道院はほとんどが廃墟となってしまいましたが、現在でもその絶頂期の規模と修道院の

壮麗さが感じられ、かつての栄光を思わせます。現在は12世紀の修道院教会の翼廊の一部のみが、

15世紀の修道院長の住居や18世紀の修道院の建物と共に残されています。こちらには、美しい庭

園とロマネスク様式の芸術品が所蔵されている美術館があります。ガイドは、古代のベネディクト会修

道院にご案内いたします。ロマネスク美術でも珍しいスタイルのこの教会は、大修道院長ピエール師

の下に完成し、1130年に奉献されました。その主任設計士がリエージュのヘゼロンでした。僧侶の見

た夢が起源となって建設されたと言い伝えられています。 

料金： 48ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ボーヌとブルゴーニュ観光 

朝食後、ポマール、ヴォルネイ、ムルソーといったフランスのブルゴーニュワイン街道沿いの風光明媚

な地域をドライブします。ボーヌというブルゴーニュワインの中心となる町に到着すると、1443年にホ

スピスとして設立された美しいオテル・デュー（施療院）のガイド付きツアーに参加します。今日では、

博物館、3つの中庭、付属建築物、15世紀の要塞、何百メートルもあるホスピス所有のワインセラー

が町の大きな部分を占めています。「名誉の中庭」を取り囲む4つの建物は一般公開されており、旧

オテル・デューです。世界でも珍しい色とりどりの光で装飾された「貧しき者の広間」では、誰もが心動

かされ、静寂で満たされます。彫像、家具、陶器、絵画、タペストリーなど各部屋は至宝であふれ、

調理場は19世紀当時のまま正確に復元されています。フランドル派の画家ロヒール·ファン·デル·ウェ

イデンによる最高傑作、最後の審判を描いた多翼祭壇画は、特別にエアコン設備のある部屋で展示



されています。最後に、ボーヌの有名セラーでワインの試飲をお楽しみいただけます。 

料金： 63ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

中世のブランシオンとコルマタン観光 

シャロン·シュル·ソーヌから短時間の写真撮影のためにブランシオンに車を走らせます。その後コルマ

タンの城へと向かいます。控えめな外観からは想像もつかないほどの美しさを秘めています。城は間

違いなくブルゴーニュの中で最も豪華な城のひとつです。そこへさらにルネッサンス様式の庭園が増

設され、景色を一層美しいものにしています。堀に囲まれた城に入ると、イチイ材の彫刻があり左右対

称ではなくなります。内部の豊かでカラフルなインテリアの様式は、ルイ13世の統治時代におけるフラ

ンスはパリの最先端の流行スタイルです。ブレ一家によって1605年から1629年の間に建てられ、この

時代のフランス芸術の歴史を記録にとどめています。このルネッサンスの庭園は、中央に命の泉があ

ります。その向こうには美しい鉄の鳥かごが建てられた迷路があります。鳥かごの上からは公園の全

体を見渡すことができます。 

料金: 53ユーロ  

時間：約4時間 

ウォーキンググレード: 2 

 

リヨン市内観光 

リヨンはソーヌ川とローヌ川が合流する点に位置するだけでなく、フランスの美食の中心地でもありま

す。リヨンの豊かな古代史にはローマ時代の遺跡と初期キリスト教にゆかりある土地があります。このツ

アーでは巡礼教会として知られ、丘の上に建つ聖ノートルダム·ド·フルヴィエールから忘れられない景

色をご覧いただけます。ご自身で大聖堂を見学した後、また、石畳の通りが続くリヨン旧市街のルネサ

ンスの魅力をご堪能いただけます。 

料金： 35ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： ２ 

 

アヴィニョン徒歩観光と教皇宮殿見学 

「ローマ法王の町」として知られるアヴィニョンへガイドがお連れいたします。ローマ法王がローマを放棄

してここに逃れたという、14世紀の「アヴィニョン捕因」の歴史的背景からそう呼ばれています。 豪華

なローマ教皇庁、要塞、教会、宮殿は、14世紀の間キリスト教界の中心と考えられていました。1309

年から1377年の間に7人のローマ教皇が、世界のゴシック建築の中でも最も美しいと言われるこの建

物に居住しました。そのほかにも、ローヌ川にかかる12世紀の古い橋で、フォークソングの不朽の名作

「ダンシングオンザブリッジ」の舞台にもなったアヴィニョン橋は必見です。 



料金： 35ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキングレベル： 4 

 

ローマ時代水道橋ポン・デュ・ガールとユゼス観光 

ポン・デュ・ガール橋は50キロメートルもの長さがあり、現存しているものでは最大の伸縮性を備えた

水道橋です。ニームの街に新鮮な水を供給するため、1世紀半ばにローマ人によって建造されました。

始点と終点間の高低差はわずか17メートルでしたが、水道橋はうまく機能していました。 

ユゼスは水道橋の始点を数キロメートル行ったところにあります。この素敵な旧市街はアルゾン川を

見下ろす丘の上にあります。中世の塔の中で最も人気なのは、大聖堂に取り付けられたピサのような

窓付きのフレネステルタワーです。タワーは瓦屋根とルネッサンスと新古典主義の家々が立ち並ぶ狭

い路地にそびえ、17~18世紀の繊維産業で利益を得た地元ブルジョアの住居でした。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

自然保護区カマルグ 

カマルグは、小さなひとつの国のような町です。アルル南部を少し行けば、湿地帯と農地を十字に横

切る平坦で長い道が続く、この地の雰囲気を満喫できます。地域特有の動植物を保護するため、は

じめにカマルグの一部が1927年に自然保護区リストに登録されました。後にカマルグ島（ローヌ川の

デルタ）全域が1970年にカマルグ自然地公園として登録されました。有名なカマルグ雄牛、半野生

の馬、数百種の鳥など、驚くほど多くの野生生物の生息地になっています。ローヌ川が海に合流する

ところに位置する、地中海の町サントマリードラメールを訪問します。歴史が深く、地中海の青い海と

美しいビーチに恵まれた村です。 

料金： 42ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

アルル徒歩観光 

ガリア人が作った都市アルルは、豊かな歴史を誇っています。数世紀の間、アルルは大司教の居住

地でした。フランク王国の一部となり、後にブルゴーニュ王国の首都となりました。数多くの古代ローマ

時代ゆかりの地やモニュメントを２時間も散策すると、アルルがユネスコ世界遺産に選ばれた理由が

おのずと見えてきます。アルルを観光するならばローマ闘技場は必ず見たい名所です。 

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ画“カフェテラスの夜”のモデルとなったカフェで休憩をしましょう。街を散歩

していると、フランス巡礼をアルルの聖ジェームズ通りから始める巡礼者を見ることができるかもしれま

せん。 



料金： 26ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

アルデシュの峡谷観光 

アルデシュ峡谷は、千フィートの高さにそびえる壮大な石灰岩の崖で、その下には曲がりくねった川が

あり、ヨーロッパのグランドキャニオンと呼ばれています。峡谷の入口のバロンには192フィートもあるア

ルク橋があります。ナチュラルアーチアンドブリッジ協会によるとヨーロッパ最大のナチュラルブリッジで

あるといわれています。川が美しく蛇行する姿が見られることで有名な渓谷の小道を歩きます。峡谷

やアルデシュ川のアルク橋やセルドゥトゥールといった美しい景色をお楽しみいただけます。 

料金： 42ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



オヴェール・シュル・オワーズ 

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの足跡と印象派画家のインスピレーション 

パリからたった35分で穏やかな、そして感動的な場所に出かけることができます。ゴッホの終焉の地

であり、弟テオとともに埋葬されている土地として知られています。また、この田園風景の小さな村は

1800年代に多くの画家が滞在したことで知られています。ガイドとともに、ヴァンゴッホの画家としての

生涯と最後の時を過ごした空気をそのまま体験できます。彼の墓地までの道を上るとき、彼の悲しい

運命に想いを馳せることになるでしょう。 

シャトードベールでのマルチメディア映像« 印象派時代の旅 »の鑑賞をお楽しみください。ここでは、

グレートマスターズ：ドービニー、ピサロ、セザンヌ、モネ、ゴッホなど、この街の歴史を彩った偉大な画

家たちの足跡を追います。またオーディオガイドの副音声では、１９世紀パリの様子などが存分に語ら

れています。その時代の音楽とシャンソン、パリの賑やかさ、昔の映画、写真ルポ、真正のオブジェ、

500枚の絵画が75分の見学を飾ります。 

料金：88.00ユーロ 

時間：約4.5時間 

ウォーキンググレード：3 

 

ルーアン市内徒歩観光 

ノルマンディーの首府であったルーアンは中世の裕福な街で多くの歴史的モニュメントや重要な建築

があることで知られています。特にこの市街地にあるゴシック様式の教会、ハーフティンバー様式のお

屋敷と手入れの行き届いた公園は観光スポットして見逃せません。クロード・モネの作品にも影響を

あたえた荘厳な大聖堂や16世紀のステンドグラスが素晴らしいジャンヌダルク教会など朝の散策に

出かけませんか。地元の専門家を招き、北欧の海賊ヴァイキング、ノルマンディー公、ジャンヌダルク、

作家のコルネイユやフローベル、画家のテオドール・ジェリコーやモネなどこの街の歴史を彩った人物

についてお話を伺います。この2時間の散策ツアーは、月の満ち欠けの時も刻むルーアンの人々の自

慢でもある“Gros Horloge”と呼ばれる大時計、フランス中世では珍しいゴシック様式建築のノルマン

ディー議会議事堂なども巡ります。ゴシック時代フランボワイヤン様式の代表的な作例であるサン・マ

ルクー教会はすばらしく華麗な美しさで見逃せません。この探索ではフリータイムにヴィエ・マルシェ広

場（Place du Vieux Marché）と呼ばれる15世紀にジャンヌダルクが処刑された場所（火刑台跡）に

立ち寄ります。 

料金：15ユーロ 

所要時間：約2時間 

ウォーキンググレード：4 

 

修道院へと続く道/ ノルマンディー地方修道院歴史街道 

壮麗な中世の地、ノルマンディーへ続く修道院街道。セーヌ河の華麗でロマンティックな流れは、教

会・古城・大聖堂・修道院などの美しい建造物により彩られています。かつてこの地域は100以上の



寺院があったとされています。中でも、現在もなお修道院活動が活発な地域であるサン＝ワンドリー

ルと、フランスの大文豪ヴィクトル・ユゴーによって「フランスでもっとも美しく荒廃した土地のひとつ」と

称されたジェミエージュを地元の専門家とともに訪れます。どちらもメロヴィング期に影響力を持った

修道院であり、後世に公爵管轄の修道院となったところです。 

近隣のサン＝ワンドリールの村へ、ツアーバスで移動します。セーヌ河北岸に位置するこの地は、修

道院があることで有名です。サン＝ワンドリール修道院は649年、ダゴベルト王１世の前大臣であった

聖ワンドリールによって創設され、聖ベネディクトの教えに従い、多くの司教や教会聖人を排出したと

称されています。このエリアは、すべてが観光客向けに公開されているわけではありませんが、朽ち果

てた古い教会を臨むすばらしい景観をご覧いただけます。修道院の敷地内にあるタイバーンと呼ばれ

る穀物庫は、礼拝以外の時間帯で見学可能です。また、修道士の墓地脇にある小ぶりで愛らしい礼

拝堂も訪れます。見学中に、ガイドが昔の修道院聖堂と現在の修道院をつなぐ非常に興味深い中世

の建築様式をご紹介いたします。 

続いて、ジュミエージュに向かいます。最初に訪れる、森の中にそびえる巨大なジュミエージュ大修

道院の史跡は忘れられない情景となりましょう。ここは西方教会の修道院の中で最も古く重要な修道

院で、ダゴベルド王一世の宮廷廷臣であった聖フィルベールによって654年に創設されました。841

年に一度、バイキングによって破壊されましたが、その後100年戦争の間に再び建て直されました。フ

ランス革命後には化粧石として使われました。多くの傷跡が残されていますが、その全体像は景観の

一部として永遠に刻まれることとなるでしょう。ロマネスク様式の装飾が施された二つの高さ150フィー

トの塔が修道院内の回廊とそこでの生活を見下ろすようにそびえ立っています。見学後、帰船までの

自由時間には、お土産ショップでお買い物や、森から聞こえてくるミヤマガラスの鳴き声や風が緑をな

ぐ音をゆったりとお楽しみください。 

料金：58.00ユーロ 

時間：約3時間 

ウォーキンググレード：2 

 

エトルタの断崖ツアー 

エトルタの断崖と旧市街散策 

ル・アーヴルの北20kmに位置するエトルタは、ノルマンディー海岸でひときわ美しい白亜の断崖の景

観で知られています。旧市街はこの地域では見逃せない観光スポットです。ぜひ、午前中の清々しい

空気の中、人々を魅了して止まない歴史と伝説の宝庫へ出かけませんか。息をのむような白亜の断

崖絶壁からツアーはスタートし、その後ガイドが徒歩で旧市街へお連れいたします。この村は古くから

の漁業の町として知られ、中世の家並みや漁師小屋などを見ることができます。１９世紀には海のリ

ゾート地としても栄えました。また、モネ、モーパッサン、ヴィクトル・ユゴーやフローベルなど数多くの画

家や作家がこよなく愛したことでも知られています。モネの有名な作品には、このエトルタ周辺の海岸

や崖の風景を描いたものがあります。この魅力的な小さな町での自由散策では、ウインドーショッピン

グやかわいらしいお土産などをお楽しみください。最後にエトルタの断崖近く、小石の浜と遊歩道をもう



一度楽しんでツアーは終了になります。 

料金：45.00ユーロ 

時間：約4時間 

ウォーキング 2 

 

オンフルール 

ノルマンディー沿岸の宝石：オンフルールへの旅 

午後のひと時をガイドと共に、歴史に溢れる可愛らしい魅力的な港街、オンフルールの散策を楽しみ

ませんか。このすばらしい海沿いの街は海上貿易で栄え、印象主義派などの画家の街でもあり、他の

街とは全く異なる雰囲気を醸し出す何かを感じられることでしょう。時間とともに変化するセーヌ川の

河口の光と輝きは、クールベ、モネ、ブーダンなど多くの画家にインスピレーションを与えました。 

ガイドとともに、当時の船乗り、画家、芸術家、音楽家たちの足跡と歴史が刻まれた街中の細い道々

を散策します。Vieux Bassinと呼ばれる旧港は、17世紀の地理学者で地図製作者のサミュエル・ド・

シャンプランがアメリカ大陸カナダへ向けて出航した港と知られています。他にも、かつての高官の館、

昔の塩商店などを訪れます。古い木造のサント・カトリーヌ教会の船上大工によって建てられたユニ

ークな建築、鐘楼なども見どころです。 

近年、数多の芸術家のアトリエやギャラリーがあり、古典様式から現代風の絵画をディスプレーしてい

るのを楽しめます。オンフルールはこの地方の工芸品や特産品（シードル、カルバドスなどのお酒やキ

ャラメル）などを探すのにも、ただ小さなカフェでリラックスしたひと時を楽しむのにも最適な場所です。 

料金：45ユーロ 

時間：約4時間 

ウォーキンググレード：4 

 

ノルマンディー上陸作戦の地 終日観光（昼食付） 

1944年6月6日火曜日、早朝6：30 – 170,000名以上の連合軍兵士が、ドーバー海峡を渡ってフラ

ンス・コタンタン半島のノルマンディー海岸に上陸しました。ナチス・ドイツ占領下からフランスの解放、

そして、第二次世界大戦を終焉に導いた、史上最大規模の上陸作戦です。現在、この運命の日に

戦死した兵士の冥福を祈り、この作戦を記念する場所となっています。シャルル・ドゴール、アイゼン

ハワー、モンゴメリーなどこのノルマンディーの戦いで連合軍を勝利に導いた指揮官たちの作戦、また

他にもヨーロッパにおける衝突の発端、第二次世界大戦の枢軸国、ケベック会議、オーバーロード作

戦（ノルマンディー上陸作戦のコードネーム）などに触れます。このツアーではガイドの案内で、激動と

緊張の土地の数々：ポワント・デュ・オック、オマハビーチ、コルヴィルのアメリカ兵墓地、フランス海軍

のアローマンシュ航空母艦の寄港地跡などに立ち寄ります。 

このツアーでは昼食をご用意しております。 

料金：157.00ユーロ 

時間：約11時間 



ウォーキンググレード：2 

 

ノルマンディーの魅力：バイユー、ドーヴィル、ポン・レヴェック村、トゥルーヴィル＆ドーヴィル 

絵葉書のような漆喰に木の枠組みの外装を施したハーフティンバー様式の家々や緑豊かな牧草地、

リンゴ農園などノルマンディーの魅力あふれる散策に参加しませんか。バターやクリーム、世界中で愛

されているチーズ、カルバドスやアップルサイダーを生み出すリンゴなど食卓を彩る豊かな産物がこの

土地にあります。歴史的にも、ノルマン・コンクエスト（ノルマンディー人で最初にイングランド王となった

ノルマンディー公兼イングランド王ウィリアム1世）ゆかりのカーンやバイユーを訪問します。バイユーで

は有名な歴史的遺物「バイユーのタペストリー」も見学します。11世紀に制作されたこの長さ82メート

リ幅50センチの毛糸による刺繍画は1066年のヘイスティングスの戦いまでの征服の歴史を描いてお

り、ユネスコの世界記憶遺産に登録されています。このタペストリーは58の場面からなり、バイキング

船、ノルマン軍、サクソン軍の騎兵隊など当時の服装や武器、軍船、戦闘方法などを伝える貴重な

史料であり、現在まで大変良好な状態で保存されています。ウィリアム王とその敵軍ハロルド王やそ

のほかの王位継承者たちの戦いの物語を、オーディオガイドで詳しく説明します。 

ツアーはポン・レヴェック村に向かいます。この村はここで生産されるチーズとハーフティンバー様式の

家々で有名です。ここで、伝統的なノルマンディー料理のランチをお楽しみ頂き、カルバドスの酒製造

所を見学します。カルバドスの豊かさはノルマンディーの土地の歴史そのものであり、産物です。ツア

ーの後、サイダーやカルバドスをお楽しみいただけます。ノルマンディーへの旅の最後は洗練されたド

ーヴィルの町での自由時間となります。ドーヴィルは馬場、港、国際映画祭、別荘、カジノや壮麗なホ

テルなどがあり「ノルマンディー海岸の女王」とされており、フランスのシーサイドリゾートとして最も名声

のある場所の一つです。 

料金：162.00ユーロ 

時間：約9時間 

ウォーキンググレード：5 

 

シャトー・ガイヤールとジヴェルニー/モネを訪ねるエクスカーション 

イングランド王リチャード一世（獅子心王）の要塞/ ジヴェルニーとモネ 

午前中にショートドライブで獅子心王と呼ばれたイギリス王リチャード一世の建造した白石の古城を訪

ねます。ここは１２世紀終わりにセーヌ河を見下ろす石灰石の崖の上に立てられた要塞です。ここか

らの田園風景に囲まれたセーヌの眺めは必ずやご満足いただけるものとなりましょう。およそ一年の建

築期間を経て、完成した城を見てリチャード王はこう声を上げたといわれています。「なんという美しい、

まだ一歳の我が娘！完璧な要塞の城となった！」 また、この要塞の歴史には、フランス王フィリップ

４世（端麗王）の義娘マルグリットとブランシュが不貞の罪に問われ、ガイヤール城で幽閉され続けた

とも言われています。 

この後、ヴェクサンの中心部に位置するジヴェルニーを訪れます。ここは数多くの印象派画家がイン

スピレーションの源泉と魅せられた土地です。クロード・モネは、車窓からジヴェルニーを見た瞬間、彼



が求めていた画業と人生を過ごす土地はここだったとしています。実際、モネは1883年から亡くなる

1926年まで生涯を過ごしています。美しい風景、色彩にあふれた植物、そしてこの穏やかな風と土

はモネの作風に多大な影響を与えたのは言うまでもありません。ツアーはさらに耽美的で優雅な時代

を物語る場所へご案内します。モネは時のフランス首相、ジョルジュ・クレマソーの親友でもありました。

彼らは、同時代の画家のベルト・モリゾ、メアリー・カサット、ポール・セザンヌなどと自由な議論を交わ

していました。「青の応接間」、「スタジオリビングルーム」、「ダイニングルーム」、「キッチン」など、モネ

の人柄が伝わってくる部屋を回ります。 

料金：69ユーロ 

時間：約4時間 

ウォーキンググレード：2 

 

ヴェルサイユ宮殿 

ルイ14世によって体現された絶対王政のシンボルをガイドと共に探索 

1682年、ルイ14世は宮廷をパリからヴェルサイユへ移しました。それ以降、フランス革命のその時ま

で、この華麗で壮大かつ贅を尽くしたヴェルサイユ宮殿はフランスの絶対王制（絶対君主制）が目に

見える形で現される場所となりました。もともと狩猟用の館としてルイ13世によって建てられたものが、

著名な建築家、風景画家、画家、装飾デザイナーたちによって、この建物は世界で最も高価で贅沢

な宮殿となったのです。国王、王妃の大居室、鏡の回廊の輝きをガイドと共に散策し、この牧歌的な

田舎の風景が、ルイ14世の絶対的権力とフランスの名声を体現した壮大で華麗な宮殿へと変貌す

るすべてをご覧になられるでしょう。 

料金：89ユーロ 

時間：約4時間 

ウォーキンググレード：5 

 

パリ市内観光 

1931年、実在したパリのエンターテイナーである黒人歌手「ジョセフィン・ベーカー」が歌った「J'ai 

Deux Amours（二人の恋人）」は、アメリカを祖国とし遠く離れてパリで生活するジョセフィン･ベイカー

の心を二重の意味で表した素晴らしい曲です。この歌は誰しもが感じる世界で一番のパリのロマンティ

ックな魅力を歌い上げています。パリ滞在中にすべきこと、見るべきところはお一人、お一人によって

異なり、尽きることがありません。それこそが、この世界でたった一つの、魅惑的で壮麗なパリという街

に誰もが魅せられる理由です。どうぞ、このツアーでフランスの歴史を彩ってきた人々：ジャンヌ・ダル

ク、ルイ14世、ルイ16世やナポレオンらが歩いた、あなただけの路地を見つけてください。ガイドは、パ

リジャンの日常やパリの街のハイライトから秘密までご案内いたします！もちろんツアーではパリの重要

記念建造物もご覧いただきます。観光プログラムには比類のないエッフェル塔、ゴシック式建築を代

表するノートルダム大聖堂、ナポレオン一世の棺が置かれている事で有名なオテル・デ・ザンヴァリッ

ド、かつてのフランス式庭園のチュイルリー庭園などが含まれています。 



料金：45.00 ユーロ 

時間：約3.5時間 

ウォーキンググレード：1 

 

モンマルトル地区 

アーティストの街：モンマルトルを歩く 

フランス語で“la butte Montmartre”は日本ではモンマルトルの丘として知られていますが、もともとla 

butte とは「小さな丘」を意味するそうです。ここは、パリ市街を見渡せる18世紀からのパリ管轄区で

す。急な階段がある狭く曲がりくねった小路に洒落た街灯、そして水彩画やスケッチをする画家たち

が集う石畳の広場、モンマルトルはまさにパリの絵葉書がそのまま再現されたような場所です。 

片手には丘の斜面に葡萄畑が広がっています。またルノワールが店先のテラスの絵を描いていたこと

で有名なムーラン・ド・ラ・ギャレットや「洗濯船(the Bateau Lavoir studio)」で知られている画家たち

が暮らしたアパートなどがあります。 

パリで一番高い丘にある街、かつて19世紀末の画家たち、ピカソ、ルノワール、ロートレック、ユトリロが

歩いた曲がりくねった道をガイドとともに散策しながら、ワインをこよなく愛し、ロマンスと狂気に耽る

人々が行き交うこの絵にかいたような街を心行くまでお楽しみいただけることでしょう。 

料金：45ユーロ 

時間：約3時間 

ウォーキンググレード：4 

 

パリの夜景を眺めるセーヌ川クルーズ 

パリの忘れられない夜を演出いたします。ルーブル美術館からノートルダム寺院を経て、エッフェル塔

の横を通過。このセーヌ川の夜景クルーズは、お客様のパリの思い出で最も美しい時間となるでしょう。

街の灯りと壮麗な建物、モニュメント、歴史の場所が輝き瞬きます。 

料金：59ユーロ 

時間：約1時間 

ウォーキンググレード：1 

 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



アムステルダム市内観光と運河クルーズ  

12世紀後半に小さな漁村として始まり、アムステルダムはオランダが栄えた黄金時代、貿易の革新

的な発展により、世界で最も重要な港の一つとなりました。当時、街は財政とダイヤモンド取引を先導

する中心地でした。今日では、この地域の約7,000もの建物が歴史的建造物として登録され、ヨーロ

ッパでも最大級の歴史的な街となっています。19世紀以来、街の通りの様式はほとんど変わっていま

せん。中心街は400本の橋で連結された90の島々から構成されています。街の最も顕著な特徴は、

17世紀に始まった同心円状の運河環です。このシティーツアーではオランダの大都市を観光しなが

ら、王宮や数多くの運河、そしてミュージアム広場をご覧いただけます。大型バスに加え、運河ボート

を使って街をご覧いただくのが、ここアムステルダムをご堪能いただく最高の方法です。 

料金： 48ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

オランダのウォーターランド観光  

オランダの干拓地の風景を見ながらドライブし、古い漁村フォーレンダムを訪れます。旧ズイダルジー

の岸に建てられたフォーレンダムの家々は、この地域らしい特有の街並みで、互いにとても近接して

建てられています。村をそぞろ歩きすれば、人々が今でも伝統的な衣装を身にまとって暮らしている

のをご覧いただけるでしょう。 

大型バスでフォーレンダムを離れ、郊外にある地元のチーズ農場を訪れます。ここでは、オランダチ

ーズの作り方をご覧いただきます。ご試食や、ご希望の場合はご購入していただく時間もございます。

船に戻る途中に、チーズで名が知られ、古風な趣のあるエダムという村を少し歩きます。道幅が狭い

ためバスでは入れませんので、徒歩で村の中を進んでいただき、組み鐘の塔と19世紀に破壊された

教会の一部をご覧ください。チーズの重さを量る小屋と18世紀に作られたタウンホールのあるダムま

で歩いて散策します。 

料金： 40ユーロ  

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

アーネムと野外ミュージアム  

第二次世界大戦の"マーケットガーデン作戦"で知られるアーネムへバスで移動します。橋をかけた戦

闘は、その悲惨さからこの街を有名にしました。この出来事に関連した様々な場所を訪れます。それ

からアーネムの郊外の緑豊かな美しい公園にある野外ミュージアムへ移動します。博物館には、80

以上の歴史家屋、農家や製粉所が展示され、1700年から1970年にかけてオランダの人々がどのよ

うに生活していたかをご紹介しています。チーズ作りの季節には様々なイベントやパフォーマンスをお

楽しみいただけます。野外ミュージアムは冬期閉館のため、エクスカーションは2014年4月1日以降

にご案内が可能です。 



料金： 53ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

アーネムと第2次世界大戦の歴史 空挺博物館「ハルテンシュタイン」  

第2次世界大戦の"マーケットガーデン作戦"で知られるアーネムへバスで移動します。1944年9月、

イギリス第1空挺師団第1パラシュート旅団が、映画"遠すぎた橋"でも描かれた、アーネムの橋を奪還

する任務を与えられました。この出来事に関連した様々な場所を訪れます。その後、ウーセテレビキ

にある空挺博物館を訪問します。空挺博物館は歴史的な建物です。1944年半ばまでホテルとして

使われていましたが、その年の9月に、第1空挺師団イギリス司令官、少将ロイアーカートの本部となり

ました。 アーカートがマーケットガーデン作戦を指令し、92人のポーランド軍、1,482人のイギリス軍と

1,800人以上のドイツ軍、そして約1,000人の市民が激戦の末、命を落としました。博物館では当時

の緊張感や恐怖感、そして苦難が感じられます。2009年には、空挺体験（地下シミュレーションエリ

ア）が空間メディア部門で有名なゴールデンヘロン賞を受賞しました。 

料金： 53ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

デルタワークスとヴェール市内観光  

下船し、ネールチュジャンスにあるデルタ計画プロジェクト見学へとバスで移動します。この計画はオ

ランダ人が、住む環境を実に巧妙に操った驚くべき実例といえます。ここでは、デルタ計画の一部で

ある高潮堤をご見学いただきます。この高潮堤のプロジェクトは、ゼーラント州の大部分を浸水し、多く

の犠牲者を出した1953年の洪水後に開始されました。この高潮堤プロジェクトは世界最高技術と考

えられていたこのデルタ計画の最終段階でした。その後、スコットランドとの羊毛取引で中世に栄えた

貿易港、ヴェールのかわいらしい町を見学します。この地域でも最も美しい街として、ヴェールの街並

みは旅人に人気のスポットとなっています。 

料金： 79ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ミデルブルフ徒歩観光  

ミデルブルフは、ゼーラント州の州都で、モニュメントが数多くあります。約1,100の大小のモニュメント

が、豊かな昔の時代を象徴しています。権力的な修道院、印象的な市庁舎、華麗で古い倉庫は、

過去を思い起こさせます。しばらくの間、ミデルブルフはアムステルダムに次いでオランダ第二のVOC

（東インド会社）の都市でした。街歩きでは市庁舎や修道院など多くの印象的なミデルブルフのモニュ

メントを訪問します。 



料金： 17ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ゲント市内観光  

見応えのある中世の建築遺産があり、ベルギーでも最も魅力的な街をご覧ください。フランドル伯城

は、オランダ語で別名「グラーベンスティーン」として知られている、十字軍遠征から帰還した一人の

伯爵によって12世紀に建築されました。ツアーは、すばらしい美術品が多く所蔵される聖バーブ大聖

堂ヘと続きます。ゲントの司教の墓、ピーテル・パウル・ルーベンス画「聖バーブの改宗」、ヒューバート

とヤン・ファン・アイク兄弟画の世界的に有名な祭壇画「神秘の仔羊」が所蔵されています。(注意:祭

壇の改新作業は2012年秋に開始され、2015年も継続されています。祭壇の一部分はゲント美術博

物館で修復されていますが、残りの部品は大聖堂で訪問時にご覧いただくことが可能です。) 

料金： 36ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード 3 

 

 

 

ブルージュ市内観光 

北のヴェニスとして知られるブルージュはヨーロッパで最も美しい都市のひとつです。歴史を感じさせ

る市場、ブルージュの旧市街中心地はレイエ川が両側を囲んでいます。中世のマーケットホール、ボ

ウクットの赤レンガの家や印象的な政府官邸は、マルクト広場にあります。そこから1434年に破壊され

た旧ブルージュ城の跡地、ブルグプラッツに移動します。幅が85フィートもある広々としたアーケード

のある市庁舎を間近でご覧ください。その近くには、市庁舎、裁判所、キリストの血液が入っている小

箱を保管していると言われている聖血礼拝堂が見えます。曲がりくねった迷路、丸石で舗装された小

道、ロマンティックな運河を歩けば、中世にタイムスリップしたような気分を味わえます。 

料金： 36ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

アントアープ市内観光 

ヨーロッパ最大の港のひとつ、アントワープをご覧いただきます。魅力的な旧市街の中心を抜けて、ノ

ートルダム大聖堂(低地帯にある最大のゴシック教会)を訪れます。この教会はルーベンスの作品のよ

うに１５世紀に遡る貴重な美術品を貯蔵しており、美術館以上に見どころがあります。そして今もなお、

人々から賞賛を集めています。大聖堂を見学した後は、買い物客で活気溢れる素晴らしい街の散策

をお楽しみください。 



料金： 36ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ブリュッセル市内観光 

ベルギーの首都であるブリュッセルへバスで移動します。緑豊かなラーケンからツアーが始まります。

ラーケンには、ヘイゼルスタジアム、ラーケン聖母教会、有名なアトミウム、王宮といった観光スポット

があります。ツアーは、印象的なEU本部ビルが建つサンカントネール公園のある街東部と、王宮、市

民公園、最高裁判所のある中心街へと続きます。帰船前には、ヨーロッパ最古のショッピングモール

を散策します。 

料金： 36ユーロ 

時間：約4.5時間 

ウォーキングクレード： 2 

 

キンデルダイク市内散策  

オランダは風車で有名です。今もなお1,000以上の製粉の水車小屋が存続しており、キンデルダイク

周辺以外に、これほど大規模に風車が見られるところはありません。少なくとも19か所の水車小屋が

1740年ごろにここに建設され、今日まで非常に良い状態で保存されています。地名のキンデルダイ

クは"子供の堤防"という意味で、1421年の聖エリザベス洪水の中、猫に助けられた子どもの民話に

由来しています。このツアーでは、風車の働きや、またどうしてそれらが必要とされたのか、なぜ現代

のポンプステーションに取って代わられたのかを知っていただけます。歴史の趣がある水上小屋、そ

して堤防と最新ウォーターポンプに沿って散策しながら、ウィスブーム旧蒸気ポンプステーションを訪

れます。私設の水車小屋の小道を歩きながら、ちらりと古い製粉所をのぞけば、粉屋が水車の働きを

説明してくれます。 

料金： 32ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

キューケンホフ散策  

このエクスカーションでは、ヨーロッパ最大の庭園、アムステルダムに近いキューケンホフをご覧いた

だきます。この庭園には、その芸術性、王室的な雰囲気、創造的な多様性を見るために毎年100万

人を超える観光客が訪れます。700万本ものチューリップ、スイセンやヒヤシンスが色とりどりの絨毯の

ように咲き誇っています。花々の色や形、香りが陽気に織りなし、花壇の縁取りは円形と楕円形、三

角形と四角形といったように庭園の車道を描いています。パレードとして知られている展示会は、いく

つものパビリオンで行われています。数々の彫刻も花壇の中に見つけることができます。芸術と自然と

の調和が、この庭園の大きな特徴であると言えます。 



料金： 70ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 2  
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ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



アムステルダム市内観光と運河クルーズ  

12世紀後半に小さな漁村として始まり、アムステルダムはオランダが栄えた黄金時代、貿易の革新

的な発展により、世界で最も重要な港の一つとなりました。当時、街は財政とダイヤモンド取引を先導

する中心地でした。今日では、この地域の約7,000もの建物が歴史的建造物として登録され、ヨーロ

ッパでも最大級の歴史的な街となっています。19世紀以来、街の通りの様式はほとんど変わっていま

せん。中心街は400本の橋で連結された90の島々から構成されています。街の最も顕著な特徴は、

17世紀に始まった同心円状の運河環です。このシティーツアーではオランダの大都市を観光しなが

ら、王宮や数多くの運河、そしてミュージアム広場をご覧いただけます。大型バスに加え、運河ボート

を使って街をご覧いただくのが、ここアムステルダムをご堪能いただく最高の方法です。 

料金： 48ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ケルン市内徒歩観光 

街を散策し、有名な大聖堂や旧市街の周辺をご覧いただけます。市庁舎や大きなロマネスク様式の

聖マルティン教会がある旧市街など多くの観光スポットが大聖堂の周囲1平方キロメートルに集中して

おり、ローマのディオニュソスモザイクをご覧いただけます。旧市街の狭い、石畳の通りがあり、ロンカリ

広場のような多くの人が行きかう場所、また旧市街や繁華街では、昨今の生活を感じることができま

す。もちろん、ガイド同行かご自身のどちらかでケルン大聖堂（開館時間はミサの有無によります）の

内部を見ることもできます。ケルン大聖堂はドイツで最も訪問者の多い観光スポットです。 

料金： 17ユーロ 

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ジーベンゲビルゲ国立公園とドラゴンの岩 

ケルンからバスにのって南へ向かうと絵画のような風景のケーニヒスヴィンターに到着します。そ

こから、ドイツで最初の自然保護区ジーベンゲビルゲに向かいます。この丘の頂には、2001年ア

フガニスタン紛争の際に重要な国際政治会議が開催されたピーターズブルグというホテルがあり

ます。ドイツで最も古いアプト式鉄道（rack railway）または徒歩で頂まで行き、ドラッヘンフェルス

城跡（ドラゴンの岩）を探索します。そこからすばらしい景観をお楽しみいただきます。 

料金：65ユーロ 

所要時間：約4時間 

ウォーキンググレード：3 

 

コブレンツ散策とローレライ見学（昼食付） 

聖カストア教会（St. Kastor Basilica）と聖母教会（Liebfrauenkirche）のロマンティックな小路を抜け、



ゴブレンツの重要な史跡を巡る散策です。有名なシュンゲルの泉（Schängelbrunnen）は市庁舎の

前に街の象徴として存在しています。そしてライン川とモーゼル川が合流する地点まで歩き、ドイツの

ガーデニング見本市で知られているゴブレンツのロープウエイも見学します。その後、近代的なバスで

リューデスハイム、有名な岩山ローレライにお連れします。ローレライ像はロシア帝国の大貴族ユスポ

フ家の姫で彫刻家だったナターシャ・アレサンドロワ（Natascha Alexandrova）の作品です。近くのレ

ストランでランチをした後、リューデスハイムへ戻ります。 

料金：77.00ユーロ 

所要時間：約6時間 

ウォーキンググレード：2 

 

リューデスハイム徒歩観光と自動演奏楽器博物館  

ユニークなワインメーカーズ・エクスプレスは船着き場から"ジークフリート・メカニカル・ミュージック・キ

ャビネット"までお連れします。そこでは、歴史的な自動演奏楽器に触れて、音楽のアドベンチャーを

体験できます。その後、ガイドが絵画のように美しい街をご案内します。リューデスハイム旧市街の中

心ドロッセルガッセを散策します。ドロッセルガッセのワインハウスや屋外居酒屋にはいつまでも居たい

気持ちになります。街の歴史に浸って、鷲の塔、城壁など15世紀の要塞の一部をぜひ訪れてみてく

ださい。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ヴェルトハイム徒歩観光とミルテンベルク（または逆のコースもございます） 

活気に満ちた歴史とヴェルトハイムのロマンに浸り、中世の街並みと数多くの木組みの家々をご覧くだ

さい。エンジェル噴水と後期ゴシック様式のキリアンのチャペルは一見の価値があります。その後、ガ

ラス博物館を訪問します。博物館のツアーではガラスについての興味深い知識を学ぶことができ、ガ

ラス吹き工が仕事をしている現場を見学できます。 （注：都合に応じてガラス博物館を訪問） 

最後にバスでミルテンベルクまで戻ります。市内ガイドツアーの後は、ミルテンベルクの川、中世の町、

その樹木が茂った丘の斜面をご覧になれます。歴史のあるマーケット広場、高い切妻木組みの家、

旧市庁舎とアーチ形に覆うミルデンブルクは、この素晴らしいツアーにはなくてはならないものです。 

料金： 34ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ヴュルツブルク徒歩観光とワインテイスティング  

市場、マリア礼拝堂、古い橋、ユニークな景色が広がるマリエンベルク要塞、町を囲むブドウ園など、

ヴュルツブルクの旧市街にある多くの美しい観光スポットを体験してください。その後は、南ドイツのバ



ロック様式の傑作であるヴュルツブルクの居住地を訪問します。18世紀初頭、最も重要なバロック様

式の城としてバルタザール·ノイマンが建てました。ベネチア人のティエポロによって描かれたフレスコ

画がある壮大な階段とインペリアルホールは特に印象的です。その後、地元ブドウ園の古いワインセ

ラーのガイド付きツアーに参加します。ツアーの終わりには、もちろんワインを味わうことができます。 

料金： 49ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード: 4 

 

ローテンブルク観光  

"ローテンブルク·オプ·デア·タウバー"は、保存状態の良いドイツの"中世時代の宝石"を意味し、城壁、

城門、市庁舎、聖ヤコブ教区教会などがあります。ルネサンスとゴシックの影響が街を彩っています。

塔、城門、城壁、木骨造りの切り妻、全ては、三十年戦争以来変わっていません。中世の時代がロ

ーテンブルクに今も生きています。ご到着時には、地元のガイドと共に、聖ヤコブ教区教会など、主要

な観光スポットを散策します。芸術が特にお好きな方はティルマンリーメンシュナイダー画

Heiligblutaltar（聖血の祭壇）を存分にご鑑賞いただけます。1311年からのヤコブ教会、1285年から

のフランシスコ教会は、それぞれ中世の偉大なドイツの彫刻家の一人ティルマンリーメンシュナイダー

が祭壇を備えました。ガイド付きの散策の後は、自由時間をお楽しみください。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

バンベルク徒歩観光 

フランク族のローマとして親しまれているバンベルクにバスでお連れします。徒歩がメインの当ツアーで

は、この町の魔法と歴史に浸ることができます。その理由は、歴史的な旧市街、教会や修道院、橋、

狭い通りや広場、その木組みの家とバロック様式のファサードなど全てが、ユネスコにより世界文化遺

産に指定されているからです。散歩中には、バンベルクの”リトルベニス”エリアにある大聖堂、旧皇居、

新しい居住宮殿とローズガーデン、旧市庁舎、古い漁村など素晴らしい場所をご覧いただけます。 

料金： 24ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ニュルンベルク市内観光 

かつては自由帝国都市の歴史的な町であったニュルンベルクは、バイエルン州で二番目に大きい都

市であり、フランケン地方の首都です。第二次世界大戦の荒廃後の復興作業が施されましたが、旧

市街の足跡は残っています。環状の壁、塔や城は中世のように見え、町の鮮やかなイメージを作り上

げています。市内観光ツアーでは、中世の始まりから現在に至るまでの市内の主要観光スポットへお



連れします。正義の宮殿、ニュルンベルク裁判所を通過し、現在もニュルンベルクの中心である旧市

街へバスで向かいます。城のふもとから狭い中世の路地を散策します。このツアーの最後には、船に

戻るバスが出発するまでの間、マーケットにてお店を自由に散策したり、コーヒーを飲んだりしてお楽し

みいただけます。 

料金： 36ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 5 

 

ニュルンベルク文書館見学 

ナチス党の集会は、1933年から1938年までニュルンベルクの南東にある会場で開催されていました。

今日において、ナチス党の数多い建物の残骸は、国家社会主義政権の誇大妄想の証言者といえま

す。11平方キロメートルのこの場所を背景に、ナチス党の権力を誇示するために集会が行われてい

ました。現在はメモリアルサイトとなっており、ノリスモーターレース競技場としても使用されています。

このエクスカーションでは、国家社会主義統治の原因、流れ、根拠を知ることができる現場と常設展

示"魅惑と暴力"が開催されている文書センターを訪問します。 

料金： 46ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ウェルテンブルク修道院見学 

バスは"解放の殿堂"をしばらく迂回し、ヴェルテンブルクに向かいます。それはケールハイムのさらに

上、ミシェルスバーグ山にある歴史的で古典的な記念碑です。アテネのパルテノン神殿の後に建造

された美しい大理石の建物です。ドナウ川の上に高くそびえ、遠くの平野からもご覧いただけます。 

その後、自然保護区"ヴェルテンブルグエンゲ"やヴェルテンブルグのベネディクト会修道院を通り、ウ

ィテルスバッハを過ぎ、ボートに乗ります。620年にアイルランドやスコットランドの修道士によって設立

された修道院は、バイエルン州で最も古い修道院です。修道院教会の短いツアーの後、世界最古の

修道院醸造所で醸造されたヴェルテンブルクの有名な黒ビールをお試しいただけます。 

料金： 54ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

レーゲンスブルク徒歩観光 

レーゲンスブルクは、ドイツで最も良い状態で残る中世の都市の一つであり、その歴史的な建物（約

1,400個）がとても印象的です。裕福な貴族の城のように高い塔を備えた邸宅は、今日もその地位を

誇っています。この建築遺産の中には教会、修道院、市庁舎、12世紀以来ドナウ川にかかるヨーロッ

パ最古の橋があります。街を歩けば、かつて東洋の交易ルートを支配したこの街の権力と富を感じる



ことができます。聖ペテロに捧げたレーゲンスブルク大聖堂に立ち寄り、南ドイツのゴシック建築の象

徴を鑑賞することができます。（大聖堂の開館時間はミサの有無により異なります） 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

パッサウ徒歩観光 

パッサウの古い地区を散策し、知識の豊富なガイドが、「3つの川の街」といわれるパッサウの歴史的

重要性を物語る多くの建物についてご説明します。絵のように美しい小道、遊歩道や広場に驚き、司

教管轄区について新しい発見ができます。特に世界最大のオルガン（17,974のパイプと233のレジス

タ）、新司教の住居と市庁舎のあるバロック様式の聖シュテファン大聖堂が印象的です。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 5 

 

ザルツブルク市内観光とザルツカンマーグート観光 昼食付き 

バスに２時間ご乗車いただき、音楽の都ザルツブルクを訪れます。世界的に有名なバロック建築があ

る旧市街は、アルプス北部で最もよく保存されている街のひとつで、1997年にユネスコに世界文化遺

産のリストに登録されました。また、サルツブルクはヴォルフガンク・アマデウス・モーツァルトの生まれ

故郷です。旧市街のガイド付きツアーでは、ゲトライデなど他にも著名な音楽家の生家を見ることがで

きます。長く狭い商店街は川と平行に町の中心を通っています。この通りは、各店が店先に飾ってい

る昔ながらの職業を示す標識で有名です。続いてミラベル宮殿をご覧いただきます。宮殿は庭園を

備えた美しい城で、大司教が最愛の愛人のために建てました。「小人の庭」や「バラの庭」をぜひご覧

ください。 

昼食（料金に含む）の後は、有名な映画「サウンド・オブ・ミュージック」のロケーション地である村モン

シーに向かいます。帰船時に、美しい景色をお楽しみください。 

料金： 88ユーロ 

時間： 約9.5時間 

ウォーキンググレード：3 

 

リンツ市内徒歩観光 

リンツは、街を「レンティア」と呼んだローマ人によって作られましたが、当時すでに「レントス」と呼ばれ

るケルトの居留地がありました。おそらくそれは、曲がりくねった川のことを意味していたと考えられてい

ます。この町は神聖ローマ帝国の州と地方政府の都市であり、いくつもの道をつなぐ重要な交易地に

なっていました。短期間ではありましたが、ハプスブルク皇帝フリードリヒ三世が晩年を過ごしたこの場

所は帝国で最も重要な都市でした。しかし、1493年皇帝の死によりウィーンとプラハにおけるその地



位を失いました。リンツにはたくさんの名所があります。ぜひ中央広場に通じる大通りを散歩してみてく

ださい。歴史ある旧市街の中世の広場や、モーツアルトが見たルネッサンスヴィラ、ブルックナーが演

奏したオルガンのある旧大聖堂、そして新大聖堂などがあります。（※礼拝中などの関係上、一般開

放されていない時間は入場いただけません。） 

お時間があれば、地方のお菓子で有名なものの1つであるリンゼル・トルテ(リンゼルケーキ)をご賞味

いただけます。 

料金： 18ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： ４ 

 

メルク修道院観光 

メルク修道院は、オーストリアのベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道院のひとつで

す。今日の印象的なバロック様式の修道院は1702年から1736年に建設されました。特に注目すべ

き場所は、修道院の教会、および無数の中世の手書き原稿やフレスコ画を所蔵したすばらしい図書

館です。ガイド付きツアーでは「皇帝の回廊」に沿って大理石のホール、バルコニーと図書館を通って、

僧院長の部屋へとご案内します。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約2時間  

ウォーキンググレード：3 

 

デュルンシュタイン市内徒歩観光とワインテイスティング 

最初にヴァッハウで最もよく知られているワインの村、デュルンシュタインを訪れます。力強いドナウ川

の岸辺にある美しい町は、壮大な谷の中心に位置しています。そこへ伝統的な建造物、歴史深い観

光スポットが組み合わされ、まさに息をのむような絶景です。歩くだけでもその壮麗さを感じていただ

けるでしょう。ツアーの終わりには、地元のレストランでグラスワインを召し上がっていただきます。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの

最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なリングシュトラーセへと

皆様をお連れし、素晴らしいオペラハウスや国会議事堂やウィーンの印象的な市庁舎など幾つかの

壮大な建築物を通り過ぎます。このバスツアーの後は中心街を通ってガイド付き観光へと続きます。

有名なホーフブルク宮殿を通り、ウィーンの象徴聖シュテファンの大聖堂で終わります。帰船前に時

間があれば中心街を散策します。 



料金： 32ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

シェーンブルン宮殿見学 

ウィーンの最も美しいモニュメントのひとつ、シェーンブルン宮殿へバスで訪れます。城はルイ14世太

陽王の住居であるヴェルサイユ形式で建てられています。オーストリアで最も重要な文化遺産のひと

つとして、城と庭園が世界文化遺産に登録されています。マリア·テレジアの治世は、シェーンブルン

にとって最も華麗な時代でした。当時は城と庭園が宮廷と政治生活の中心でした。女帝マリア・テレジ

アの指示の下、王室住居として改造と拡張がなされました。合計1,441室の部屋とホールを備えた宮

殿が作り上げられました。セレモニールームの大部分をご覧いただき、美しく設計された宮殿庭園を

散策していただけます。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

サウンド・オブ・ウィーン 

かつてヨハン・シュトラウス自身が第一バイオリンの位置からオーケストラを指揮したまさにその場所で、

ウィーン・クラシック音楽の絶対的本質を今日でも聴くことができます。ウィーン・クラシック音楽の演

奏者として最も名の知れる「サロンオーケストラ・アルト・ウィーン」が、ワルツ、ポルカ、アリア、デュエッ

ト、そしてオペレッタ、ピアノ協奏曲の軽快なメロディーで魅力的なウィーンの夜をご紹介します。優れ

たオペラ・ボーカリストと魅惑的なバレエ・ソリストが伴奏すれば、ウィーンのクラシック音楽は鮮やかに

燃える花火のようにその美しさを開花させます。 

料金： カテゴリーＡ 60ユーロ （オンボードのみ予約可） 

カテゴリーＢ 48ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 1 

 

ブラチスラヴァ市内観光  

このツアーでは、若いスロバキア共和国の首都を知っていただく機会に巡り会えます。スロバキア·フィ

ルハーモニー管弦楽団のホーム、旧市街の城壁と大司教の夏の邸宅、そしてスロバキア大統領官

邸を通り過ぎると、バスは街を見下ろすブラチスラヴァ城にお客様をお連れいたします。丘の上からは、

城を望みながら美しい眺めを楽しむことができます。その後、復元された旧市街を散策するガイド付き

の徒歩観光に参加することができます。ミハエル門からは、のんびりと歴史的な市内中心部を散策し

ながら、大司教宮殿や、かつてハンガリー王の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂、15世紀にま

でさかのぼる市内最古の大学であるアカデミアオストロポリタナなどの観光スポットを楽しむことができ



ます。数々の宮殿に加えて、旧市庁舎、オペラハウスとガニメデの噴水を眺めながらメイン広場を歩

きます。 

料金： 31ユーロ  

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

インペリアル・フェスティバル・パレス  ホーフ城見学  

ブラチスラヴァからバスで、オーストリアのシュロス・ホーフ城に向かいます。壮大な建築物は、オース

トリアのバロック時代の最も重要な二人の人物の尽力よって 18世紀初頭に建てられました。サボイの

フィールドマーシャルオイゲン公は生きながらにして伝説的な人物でした。芸術に熱心であった彼は、

才能豊かな建築家である巨匠ルーカス·フォン·ヒルデブラントの構想する、壮大な宮殿、美しくデザイ

ンされたテラスガーデンそして素晴らしい田園風景という他に類を見ないような建築集合体を実現す

るために莫大な資金を惜しみなく投じました。後の所有者である女帝マリア·テレジアの手により、その

時代に好まれたフランスの古典主義様式に改築された宮殿風の階が増築されました。文化と自然を

探し求め、バロック様式の歴史的背にある確実性と多様性という魅力的な世界への探検を楽しみた

い人々にとって、最高の地としてあり続けているヨーロッパ随一の名所です。城内の見学を終えた後に

は、動物や美しい庭を楽しむ時間もおとりします。 

料金： 44ユーロ 

時間： 約 5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ブダペスト市内観光  

ブダペスト -"ドナウの女王"- は、ヨーロッパで最も美しい都市に位置付けられており、近年になって建

物の改修などがすすみ、独自の魅力を保持するためによく管理されています。ドナウ川は市の中心

部を流れ、町を丘陵のブダ地区と平坦なペスト地区に2つに分けています。このツアーではまずペスト

地の、グルメショップや露店が立ち並ぶ中央市場（Great Market Hall）へお連れします。ネオルネサ

ンス様式のハンガリー国立歌劇場のような素晴らしいバロック式建築物や、1904年に完成しそれ以

来この地の象徴となっている国会議事堂をご覧ください。何人ものハンガリーの王の記念碑がある英

雄広場で写真を撮る機会もあります。 

その後ブダ地区にある7つの橋の1つを渡り、王宮の丘ではマーチャーシュ教会や王有名な漁夫の砦

（一般公開している場合）も見学できます。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

センテンドレ観光 



センテンドレは首都ブダペストの近く、ペスト地区にある川沿いの町です。都市は20世紀初頭以来、

ハンガリーの芸術家が多く住んでいます。ビジュアルアートの豊かな伝統を展示する美術館や現代的

なギャラリーが数多くあります。最も訪問されている博物館のひとつ、マルギットコバックス博物館もこ

こにあります。ロココ調やバロック調の時代から印象的な建物に囲まれており、一見の価値がある場所

はフォエテです。料理のハイライトはおそらくマジパン博物館にある"サボー"です。正確な時間を知りた

ければ、現在も時を刻む最古の日時計をご覧ください。13世紀と14世紀に建てられ、バプテスト派の

ジョンに捧げられた教区教会の前にあります。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約 3.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ゲデレー城と馬場見学 

ブダペストから約30キロメートルに位置するゲデレー城は18世紀に建てられました。城はかつてエリザ

ベート皇后とオーストリア皇帝フランツ·ヨーゼフのお気に入りの夏の居城でした。1867年、この高貴な

場所はハンガリーのロイヤルカップルの戴冠式で使用されました。ハンガリー最大のバロック様式の建

物の集合体であり、愛好家だけではなく、全ての人にとって魅力的な建築物です。近年になって丁寧

に改装され、美しい大理石の化粧しっくい細工が施された見事な舞踏室や、ロイヤルカップルの部屋

を訪問することができます。その後、一度見れば忘れられないほどのハンガリー馬術パフォーマンス

をご覧いただけるシャルダ（ホースファーム）に向かいます。ご到着の際には、ポガクサという塩味のス

ナックと一緒に、食前酒パリンカ（アプリコットリキュール）を召し上がっていただくという、地元ならでは

の歓迎をいたします。少し馬車にご乗車いただいた後、アジリティの練習風景やゲームを行う騎手と

調教師のたぐいまれなる馬技術をご覧いただきます。その忘れがたいパフォーマンスがこのエクスカ

ーションのハイライトです。 

料金： 55ユーロ 

時間： 約5.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



ブダペスト市内観光  

ブダペスト -"ドナウの女王"- は、ヨーロッパで最も美しい都市に位置付けられており、近年になって建

物の改修などがすすみ、独自の魅力を保持するためによく管理されています。ドナウ川は市の中心

部を流れ、町を丘陵のブダ地区と平坦なペスト地区に2つに分けています。このツアーではまずペスト

地の、グルメショップや露店が立ち並ぶ中央市場（Great Market Hall）へお連れします。ネオルネサ

ンス様式のハンガリー国立歌劇場のような素晴らしいバロック式建築物や、1904年に完成しそれ以

来この地の象徴となっている国会議事堂をご覧ください。何人ものハンガリーの王の記念碑がある英

雄広場で写真を撮る機会もあります。 

その後ブダ地区にある7つの橋の1つを渡り、王宮の丘ではマーチャーシュ教会や王有名な漁夫の砦

（一般公開している場合）も見学できます。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

センテンドレとエステルゴム観光  

ブダペストを出発し、センテンドレの芸術家の村へ向かいます。このかわいらしい小さな町は、かつてト

ルコを脱出し、3世紀前にここに来たセルビア人難民によって興されました。2つの主な教会はセルビ

ア正教会の影響を受けており、市街地には明るく塗装されたバロック様式の家々があります。センテン

ドレは、1920年から1977年までここに暮らした地元の芸術家マルギット・コヴァーチ氏の影響を受け、

セラミックの中心として発展しました。その後“ドナウの膝（ドナウベント）”の見事な景色を眺めることが

できる、人目をひくヴィシェグラード要塞跡へとツアーは続きます。それからこのエクスカーションのハ

イライトのひとつでハンガリー王や大司教の邸宅のあるエステルゴムへご案内します。広大なドーム型

の聖堂、ハンガリー最大の大聖堂を訪れるでしょう。19世紀初頭に建てられ、初期の教会の時から

華やかな赤い大理石のチャペルが備わっています。 

料金： 37ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ブラチスラヴァ市内観光  

このツアーでは、若いスロバキア共和国の首都を知っていただく機会に巡り会えます。スロバキア·フィ

ルハーモニー管弦楽団のホーム、旧市街の城壁と大司教の夏の邸宅、そしてスロバキア大統領官

邸を通り過ぎると、バスは街を見下ろすブラチスラヴァ城にお客様をお連れいたします。丘の上からは、

城を望みながら美しい眺めを楽しむことができます。その後、復元された旧市街を散策するガイド付き

の徒歩観光に参加することができます。ミハエル門からは、のんびりと歴史的な市内中心部を散策し

ながら、大司教宮殿や、かつてハンガリー王の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂、15世紀にま

でさかのぼる市内最古の大学であるアカデミアオストロポリタナなどの観光スポットを楽しむことができ



ます。数々の宮殿に加えて、旧市庁舎、オペラハウスとガニメデの噴水を眺めながらメイン広場を歩

きます。 

料金： 31ユーロ  

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

夜のウィーン散策 

バスは「ウィーンの森」を抜け、ウィーン景観のベストスポット、カーレンベルクにご案内します。ここから

ブドウ畑と市街地を見渡せる景色をお楽しみください。古くからのワイン生産地であるグリンツィングに

ある ホイリゲとよばれる自家製ワインを提供するワイン酒場へお連れいたします。グラスワイン、パンと

スプレッド、ホイリゲでの音楽を楽しんでいただくことで、ウィーンのくつろいだ雰囲気、暖かさ、居心地

の良さを体感できるでしょう。この夜の締めくりには、イルミネーションに彩られたウィーン市街（リングシ

ュトラーセ）の夜景をお楽しみいただきます。このツアーは船内での夕食後に出発します。 

料金：38ユーロ 

時間：約３．５時間 

ウォーキンググレード：1 

 

ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの

最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なリングシュトラーセへと

皆様をお連れし、素晴らしいオペラハウスや国会議事堂やウィーンの印象的な市庁舎など幾つかの

壮大な建築物を通り過ぎます。このバスツアーの後は中心街を通ってガイド付き観光へと続きます。

有名なホーフブルク宮殿を通り、ウィーンの象徴聖シュテファンの大聖堂で終わります。帰船前に時

間があれば中心街を散策します。 

料金： 32ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの

最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なリングシュトラーセへと

皆様をお連れし、素晴らしいオペラハウスや国会議事堂やウィーンの印象的な市庁舎など幾つかの

壮大な建築物を通り過ぎます。このバスツアーの後は中心街を通ってガイド付き観光へと続きます。

有名なホーフブルク宮殿を通り、ウィーンの象徴聖シュテファンの大聖堂で終わります。帰船前に時

間があれば中心街を散策します。 

料金： 32ユーロ  



時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

サウンド・オブ・ウィーン 

かつてヨハン・シュトラウス自身が第一バイオリンの位置からオーケストラを指揮したまさにその場所で、

ウィーン・クラシック音楽の絶対的本質を今日でも聴くことができます。ウィーン・クラシック音楽の演

奏者として最も名の知れる「サロンオーケストラ・アルト・ウィーン」が、ワルツ、ポルカ、アリア、デュエッ

ト、そしてオペレッタ、ピアノ協奏曲の軽快なメロディーで魅力的なウィーンの夜をご紹介します。優れ

たオペラ・ボーカリストと魅惑的なバレエ・ソリストが伴奏すれば、ウィーンのクラシック音楽は鮮やかに

燃える花火のようにその美しさを開花させます。 

料金： カテゴリーＡ 60ユーロ （オンボードのみ予約可） 

カテゴリーＢ 48ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 1 

 

デュルンシュタイン市内徒歩観光とワインテイスティング 

最初にヴァッハウで最もよく知られているワインの村、デュルンシュタインを訪れます。力強いドナウ川

の岸辺にある美しい町は、壮大な谷の中心に位置しています。そこへ伝統的な建造物、歴史深い観

光スポットが組み合わされ、まさに息をのむような絶景です。歩くだけでもその壮麗さを感じていただ

けるでしょう。ツアーの終わりには、地元のレストランでグラスワインを召し上がっていただきます。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

メルク修道院観光 

メルク修道院は、オーストリアのベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道院のひとつで

す。今日の印象的なバロック様式の修道院は1702年から1736年に建設されました。特に注目すべ

き場所は、修道院の教会、および無数の中世の手書き原稿やフレスコ画を所蔵したすばらしい図書

館です。ガイド付きツアーでは「皇帝の回廊」に沿って大理石のホール、バルコニーと図書館を通って、

僧院長の部屋へとご案内します。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約2時間  

ウォーキンググレード：3 

 

リンツ市内徒歩観光 

リンツは、街を「レンティア」と呼んだローマ人によって作られましたが、当時すでに「レントス」と呼ばれ



るケルトの居留地がありました。おそらくそれは、曲がりくねった川のことを意味していたと考えられてい

ます。この町は神聖ローマ帝国の州と地方政府の都市であり、いくつもの道をつなぐ重要な交易地に

なっていました。短期間ではありましたが、ハプスブルク皇帝フリードリヒ三世が晩年を過ごしたこの場

所は帝国で最も重要な都市でした。しかし、1493年皇帝の死によりウィーンとプラハにおけるその地

位を失いました。リンツにはたくさんの名所があります。ぜひ中央広場に通じる大通りを散歩してみてく

ださい。歴史ある旧市街の中世の広場や、モーツアルトが見たルネッサンスヴィラ、ブルックナーが演

奏したオルガンのある旧大聖堂、そして新大聖堂などがあります。（※礼拝中などの関係上、一般開

放されていない時間は入場いただけません。） 

お時間があれば、地方のお菓子で有名なものの1つであるリンゼル・トルテ(リンゼルケーキ)をご賞味

いただけます。 

料金： 18ユーロ 28？？ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： ４ 

 

ザルツブルク市内観光とザルツカンマーグート観光 昼食付き 

バスに２時間ご乗車いただき、音楽の都ザルツブルクを訪れます。世界的に有名なバロック建築があ

る旧市街は、アルプス北部で最もよく保存されている街のひとつで、1997年にユネスコに世界文化遺

産のリストに登録されました。また、サルツブルクはヴォルフガンク・アマデウス・モーツァルトの生まれ

故郷です。旧市街のガイド付きツアーでは、ゲトライデなど他にも著名な音楽家の生家を見ることがで

きます。長く狭い商店街は川と平行に町の中心を通っています。この通りは、各店が店先に飾ってい

る昔ながらの職業を示す標識で有名です。続いてミラベル宮殿をご覧いただきます。宮殿は庭園を

備えた美しい城で、大司教が最愛の愛人のために建てました。「小人の庭」や「バラの庭」をぜひご覧

ください。 

昼食（料金に含む）の後は、有名な映画「サウンド・オブ・ミュージック」のロケーション地である村モン

シーに向かいます。帰船時に、美しい景色をお楽しみください。 

料金： 88ユーロ 

時間： 約9.5時間 

ウォーキンググレード：3 

 

パッサウ徒歩観光 

パッサウの古い地区を散策し、知識の豊富なガイドが、「3つの川の街」といわれるパッサウの歴史的

重要性を物語る多くの建物についてご説明します。絵のように美しい小道、遊歩道や広場に驚き、司

教管轄区について新しい発見ができます。特に世界最大のオルガン（17,974のパイプと233のレジス

タ）、新司教の住居と市庁舎のあるバロック様式の聖シュテファン大聖堂が印象的です。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 



ウォーキンググレード： 5 

 

レーゲンスブルク徒歩観光 

レーゲンスブルクは、ドイツで最も良い状態で残る中世の都市の一つであり、その歴史的な建物（約

1,400個）がとても印象的です。裕福な貴族の城のように高い塔を備えた邸宅は、今日もその地位を

誇っています。この建築遺産の中には教会、修道院、市庁舎、12世紀以来ドナウ川にかかるヨーロッ

パ最古の橋があります。街を歩けば、かつて東洋の交易ルートを支配したこの街の権力と富を感じる

ことができます。聖ペテロに捧げたレーゲンスブルク大聖堂に立ち寄り、南ドイツのゴシック建築の象

徴を鑑賞することができます。（大聖堂の開館時間はミサの有無により異なります） 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ウェルテンブルク修道院見学 

バスは"解放の殿堂"をしばらく迂回し、ヴェルテンブルクに向かいます。それはケールハイムのさらに

上、ミシェルスバーグ山にある歴史的で古典的な記念碑です。アテネのパルテノン神殿の後に建造

された美しい大理石の建物です。ドナウ川の上に高くそびえ、遠くの平野からもご覧いただけます。 

その後、自然保護区"ヴェルテンブルグエンゲ"やヴェルテンブルグのベネディクト会修道院を通り、ウ

ィテルスバッハを過ぎ、ボートに乗ります。620年にアイルランドやスコットランドの修道士によって設立

された修道院は、バイエルン州で最も古い修道院です。修道院教会の短いツアーの後、世界最古の

修道院醸造所で醸造されたヴェルテンブルクの有名な黒ビールをお試しいただけます。 

料金： 54ユーロ 

時間： 約5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ニュルンベルク市内観光 

かつては自由帝国都市の歴史的な町であったニュルンベルクは、バイエルン州で二番目に大きい都

市であり、フランケン地方の首都です。第二次世界大戦の荒廃後の復興作業が施されましたが、旧

市街の足跡は残っています。環状の壁、塔や城は中世のように見え、町の鮮やかなイメージを作り上

げています。市内観光ツアーでは、中世の始まりから現在に至るまでの市内の主要観光スポットへお

連れします。正義の宮殿、ニュルンベルク裁判所を通過し、現在もニュルンベルクの中心である旧市

街へバスで向かいます。城のふもとから狭い中世の路地を散策します。このツアーの最後には、船に

戻るバスが出発するまでの間、マーケットにてお店を自由に散策したり、コーヒーを飲んだりしてお楽し

みいただけます。 

料金： 36ユーロ 

時間： 約4時間 



ウォーキンググレード： 5 

 

ニュルンベルク文書館見学 

ナチス党の集会は、1933年から1938年までニュルンベルクの南東にある会場で開催されていました。

今日において、ナチス党の数多い建物の残骸は、国家社会主義政権の誇大妄想の証言者といえま

す。11平方キロメートルのこの場所を背景に、ナチス党の権力を誇示するために集会が行われてい

ました。現在はメモリアルサイトとなっており、ノリスモーターレース競技場としても使用されています。

このエクスカーションでは、国家社会主義統治の原因、流れ、根拠を知ることができる現場と常設展

示"魅惑と暴力"が開催されている文書センターを訪問します。 

料金： 46ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

バンベルク徒歩観光 

フランク族のローマとして親しまれているバンベルクにバスでお連れします。徒歩がメインの当ツアーで

は、この町の魔法と歴史に浸ることができます。その理由は、歴史的な旧市街、教会や修道院、橋、

狭い通りや広場、その木組みの家とバロック様式のファサードなど全てが、ユネスコにより世界文化遺

産に指定されているからです。散歩中には、バンベルクの”リトルベニス”エリアにある大聖堂、旧皇居、

新しい居住宮殿とローズガーデン、旧市庁舎、古い漁村など素晴らしい場所をご覧いただけます。 

料金： 24ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ヴュルツブルク徒歩観光とワインテイスティング  

市場、マリア礼拝堂、古い橋、ユニークな景色が広がるマリエンベルク要塞、町を囲むブドウ園など、

ヴュルツブルクの旧市街にある多くの美しい観光スポットを体験してください。その後は、南ドイツのバ

ロック様式の傑作であるヴュルツブルクの居住地を訪問します。18世紀初頭、最も重要なバロック様

式の城としてバルタザール·ノイマンが建てました。ベネチア人のティエポロによって描かれたフレスコ

画がある壮大な階段とインペリアルホールは特に印象的です。その後、地元ブドウ園の古いワインセ

ラーのガイド付きツアーに参加します。ツアーの終わりには、もちろんワインを味わうことができます。 

料金： 49ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード: 4 

 

 

 



ローテンブルク観光  

"ローテンブルク·オプ·デア·タウバー"は、保存状態の良いドイツの"中世時代の宝石"を意味し、城壁、

城門、市庁舎、聖ヤコブ教区教会などがあります。ルネサンスとゴシックの影響が街を彩っています。

塔、城門、城壁、木骨造りの切り妻、全ては、三十年戦争以来変わっていません。中世の時代がロ

ーテンブルクに今も生きています。ご到着時には、地元のガイドと共に、聖ヤコブ教区教会など、主要

な観光スポットを散策します。芸術が特にお好きな方はティルマンリーメンシュナイダー画

Heiligblutaltar（聖血の祭壇）を存分にご鑑賞いただけます。1311年からのヤコブ教会、1285年から

のフランシスコ教会は、それぞれ中世の偉大なドイツの彫刻家の一人ティルマンリーメンシュナイダー

が祭壇を備えました。ガイド付きの散策の後は、自由時間をお楽しみください。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ヴェルトハイム徒歩観光とミルテンベルク（または逆のコースもございます） 

活気に満ちた歴史とヴェルトハイムのロマンに浸り、中世の街並みと数多くの木組みの家々をご覧くだ

さい。エンジェル噴水と後期ゴシック様式のキリアンのチャペルは一見の価値があります。その後、ガ

ラス博物館を訪問します。博物館のツアーではガラスについての興味深い知識を学ぶことができ、ガ

ラス吹き工が仕事をしている現場を見学できます。 （注：都合に応じてガラス博物館を訪問） 

最後にバスでミルテンベルクまで戻ります。市内ガイドツアーの後は、ミルテンベルクの川、中世の町、

その樹木が茂った丘の斜面をご覧になれます。歴史のあるマーケット広場、高い切妻木組みの家、

旧市庁舎とアーチ形に覆うミルデンブルクは、この素晴らしいツアーにはなくてはならないものです。 

料金： 34ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

リューデスハイム徒歩観光と自動演奏楽器博物館  

ユニークなワインメーカーズ・エクスプレスは船着き場から"ジークフリート・メカニカル・ミュージック・キ

ャビネット"までお連れします。そこでは、歴史的な自動演奏楽器に触れて、音楽のアドベンチャーを

体験できます。その後、ガイドが絵画のように美しい街をご案内します。リューデスハイム旧市街の中

心ドロッセルガッセを散策します。ドロッセルガッセのワインハウスや屋外居酒屋にはいつまでも居たい

気持ちになります。街の歴史に浸って、鷲の塔、城壁など15世紀の要塞の一部をぜひ訪れてみてく

ださい。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 



コブレンツ市内徒歩観光 

ドイツで最も美しく、古い町のひとつであり、2000年以上の歴史があるコブレンツをご覧ください。ガイド

付きの散策では、第二次世界大戦中に破壊され、その後再建された街の旧市街を一望することがで

きます。セントキャスター聖堂と最愛の聖母教会の間にあるロマンティックな通りは、今人気のナンバ

ーワン観光スポットです。そして、ドイツの地方では有名な皇帝ヴィルヘルムメモリアル訪問と街のラン

ドマーク、市庁舎にあるシェンゲルの泉は必見です。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約1.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ケルン市内徒歩観光 

街を散策し、有名な大聖堂や旧市街の周辺をご覧いただけます。市庁舎や大きなロマネスク様式の

聖マルティン教会がある旧市街など多くの観光スポットが大聖堂の周囲1平方キロメートルに集中して

おり、ローマのディオニュソスモザイクをご覧いただけます。旧市街の狭い、石畳の通りがあり、ロンカリ

広場のような多くの人が行きかう場所、また旧市街や繁華街では、昨今の生活を感じることができま

す。もちろん、ガイド同行かご自身のどちらかでケルン大聖堂（開館時間はミサの有無によります）の

内部を見ることもできます。ケルン大聖堂はドイツで最も訪問者の多い観光スポットです。 

料金： 17ユーロ 

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ジーベンゲビルゲ国立公園とドラゴンの岩 

ケルンからバスにのって南へ向かうと絵画のような風景のケーニヒスヴィンターに到着します。そ

こから、ドイツで最初の自然保護区ジーベンゲビルゲに向かいます。この丘の頂には、2001年ア

フガニスタン紛争の際に重要な国際政治会議が開催されたピーターズブルグというホテルがあり

ます。ドイツで最も古いアプト式鉄道（rack railway）または徒歩で頂まで行き、ドラッヘンフェルス

城跡（ドラゴンの岩）を探索します。そこからすばらしい景観をお楽しみいただきます。 

料金：65ユーロ 

所要時間：約4時間 

ウォーキンググレード：3 

 

アムステルダム市内観光と運河クルーズ  

12世紀後半に小さな漁村として始まり、アムステルダムはオランダが栄えた黄金時代、貿易の革新

的な発展により、世界で最も重要な港の一つとなりました。当時、街は財政とダイヤモンド取引を先導

する中心地でした。今日では、この地域の約7,000もの建物が歴史的建造物として登録され、ヨーロ

ッパでも最大級の歴史的な街となっています。19世紀以来、街の通りの様式はほとんど変わっていま



せん。中心街は400本の橋で連結された90の島々から構成されています。街の最も顕著な特徴は、

17世紀に始まった同心円状の運河環です。このシティーツアーではオランダの大都市を観光しなが

ら、王宮や数多くの運河、そしてミュージアム広場をご覧いただけます。大型バスに加え、運河ボート

を使って街をご覧いただくのが、ここアムステルダムをご堪能いただく最高の方法です。 

料金： 48ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 3 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



ブダペスト市内観光  

ブダペスト -"ドナウの女王"- は、ヨーロッパで最も美しい都市に位置付けられており、近年になって建

物の改修などがすすみ、独自の魅力を保持するためによく管理されています。ドナウ川は市の中心

部を流れ、町を丘陵のブダ地区と平坦なペスト地区に2つに分けています。このツアーではまずペスト

地の、グルメショップや露店が立ち並ぶ中央市場（Great Market Hall）へお連れします。ネオルネサ

ンス様式のハンガリー国立歌劇場のような素晴らしいバロック式建築物や、1904年に完成しそれ以

来この地の象徴となっている国会議事堂をご覧ください。何人ものハンガリーの王の記念碑がある英

雄広場で写真を撮る機会もあります。 

その後ブダ地区にある7つの橋の1つを渡り、王宮の丘ではマーチャーシュ教会や王有名な漁夫の砦

（一般公開している場合）も見学できます。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ゲデレー城観光  

ブダペストから約30キロメートルに位置するゲデレー城は18世紀に建てられました。城はかつてエリザ

ベート皇后とオーストリア皇帝フランツ·ヨーゼフのお気に入りの夏の居城でした。1867年、この高貴な

場所はハンガリーのロイヤルカップルの戴冠式で使用されました。ハンガリー最大のバロック様式の建

物の集合体であり、愛好家だけではなく、全ての人にとって魅力的な建築物です。近年になって丁寧

に改装され、美しい大理石の化粧漆喰細工が施された見事な舞踏室や、ロイヤルカップルの部屋を

訪問することができます。 

料金： 55ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

エステルゴム観光  

エステルゴムはハンガリーの初めての首都であり、1000年以上も前に初代国王St. Stephenが生まれ

た所です。彼はここで自身の宮殿の近くの丘の上にハンガリーで最初のキリスト教の大司教座を設立

しました。まず、船から徒歩でバロック時代に幾度となく洪水の被害に見舞われた“水の町”の名残で

ある丸石が敷き詰められた道を散策します。見上げると、港の向こうにそびえ立つハンガリー・カトリッ

ク教会をご覧いただけます。これは19世紀エステルゴムの大聖堂ですが、驚くべきことに内部は16世

紀ルネッサンス式のチャペルということに皆さん感心されるでしょう。 

地下の納骨室には1956年、ハンガリーの自由の為に戦ったミンツェンティ・ヨージェフ大司教も眠って

います。エステルゴムは国境に接しているため、この新古典主義建築の建物を出るとドナウ川の対岸

に広がるスロバキア領を眺めることができます。 

料金： 18ユーロ 



時間： 約 2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ブラチスラヴァ市内観光  

このツアーでは、若いスロバキア共和国の首都を知っていただく機会に巡り会えます。スロバキア·フィ

ルハーモニー管弦楽団のホーム、旧市街の城壁と大司教の夏の邸宅、そしてスロバキア大統領官

邸を通り過ぎると、バスは街を見下ろすブラチスラヴァ城にお客様をお連れいたします。丘の上からは、

城を望みながら美しい眺めを楽しむことができます。その後、復元された旧市街を散策するガイド付き

の徒歩観光に参加することができます。ミハエル門からは、のんびりと歴史的な市内中心部を散策し

ながら、大司教宮殿や、かつてハンガリー王の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂、15世紀にま

でさかのぼる市内最古の大学であるアカデミアオストロポリタナなどの観光スポットを楽しむことができ

ます。数々の宮殿に加えて、旧市庁舎、オペラハウスとガニメデの噴水を眺めながらメイン広場を歩

きます。 

料金： 31ユーロ  

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

インペリアル・フェスティバル・パレス  ホーフ城見学  

ブラチスラヴァからバスで、オーストリアのシュロス・ホーフ城に向かいます。壮大な建築物は、オース

トリアのバロック時代の最も重要な二人の人物の尽力よって 18世紀初頭に建てられました。サボイの

フィールドマーシャルオイゲン公は生きながらにして伝説的な人物でした。芸術に熱心であった彼は、

才能豊かな建築家である巨匠ルーカス·フォン·ヒルデブラントの構想する、壮大な宮殿、美しくデザイ

ンされたテラスガーデンそして素晴らしい田園風景という他に類を見ないような建築集合体を実現す

るために莫大な資金を惜しみなく投じました。後の所有者である女帝マリア·テレジアの手により、その

時代に好まれたフランスの古典主義様式に改築された宮殿風の階が増築されました。文化と自然を

探し求め、バロック様式の歴史的背にある確実性と多様性という魅力的な世界への探検を楽しみた

い人々にとって、最高の地としてあり続けているヨーロッパ随一の名所です。城内の見学を終えた後に

は、動物や美しい庭を楽しむ時間もおとりします。 

料金： 44ユーロ 

時間： 約 5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの

最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なリングシュトラーセへと

皆様をお連れし、素晴らしいオペラハウスや国会議事堂やウィーンの印象的な市庁舎など幾つかの



壮大な建築物を通り過ぎます。このバスツアーの後は中心街を通ってガイド付き観光へと続きます。

有名なホーフブルク宮殿を通り、ウィーンの象徴聖シュテファンの大聖堂で終わります。帰船前に時

間があれば中心街を散策します。 

料金： 32ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

シェーンブルン宮殿見学 

ウィーンの最も美しいモニュメントのひとつ、シェーンブルン宮殿へバスで訪れます。城はルイ14世太

陽王の住居であるヴェルサイユ形式で建てられています。オーストリアで最も重要な文化遺産のひと

つとして、城と庭園が世界文化遺産に登録されています。マリア·テレジアの治世は、シェーンブルン

にとって最も華麗な時代でした。当時は城と庭園が宮廷と政治生活の中心でした。女帝マリア・テレジ

アの指示の下、王室住居として改造と拡張がなされました。合計1,441室の部屋とホールを備えた宮

殿が作り上げられました。セレモニールームの大部分をご覧いただき、美しく設計された宮殿庭園を

散策していただけます。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2  

 

サウンド・オブ・ウィーン 

かつてヨハン・シュトラウス自身が第一バイオリンの位置からオーケストラを指揮したまさにその場所で、

ウィーン・クラシック音楽の絶対的本質を今日でも聴くことができます。ウィーン・クラシック音楽の演

奏者として最も名の知れる「サロンオーケストラ・アルト・ウィーン」が、ワルツ、ポルカ、アリア、デュエッ

ト、そしてオペレッタ、ピアノ協奏曲の軽快なメロディーで魅力的なウィーンの夜をご紹介します。優れ

たオペラ・ボーカリストと魅惑的なバレエ・ソリストが伴奏すれば、ウィーンのクラシック音楽は鮮やかに

燃える花火のようにその美しさを開花させます。 

料金： カテゴリーＡ 60ユーロ （船上予約のみ可） 

カテゴリーＢ 48ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 1 

 

クレムス観光とワインテイスティング 

クレムスはオーストリアのアプリコット生産の中心地として知られています。およそ千年の歴史をもつこ

の街は、オーストリアの豊かなワイン生産の象徴的な存在でもあります。ガイド付き観光では旧市街を

通り、町の見どころや町の門として保存されているシュタイナー門、13世紀のドミニカ教会、ホーアー

マルクト広場にある中世の城、古い町並み、ランドストラッセでは旧市街の家々を見たり、アーケードの



中庭へお連れします。 

間違いなくこの国随一の魅力的なショッピングエリアであるクレムスの歩行者エリアは散策する価値が

あります。このエクスカーションの締めくくりには、この地域のローカルワインをお楽しみいただきます。 

料金：46.00ユーロ 

時間：約4時間 

ウォーキンググレード：4 

 

メルク修道院観光 

メルク修道院は、オーストリアのベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道院のひとつで

す。今日の印象的なバロック様式の修道院は1702年から1736年に建設されました。特に注目すべ

き場所は、修道院の教会、および無数の中世の手書き原稿やフレスコ画を所蔵したすばらしい図書

館です。ガイド付きツアーでは「皇帝の回廊」に沿って大理石のホール、バルコニーと図書館を通って、

僧院長の部屋へとご案内します。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約2時間  

ウォーキンググレード：3 

 

リンツ市内徒歩観光 

リンツは、街を「レンティア」と呼んだローマ人によって作られましたが、当時すでに「レントス」と呼ばれ

るケルトの居留地がありました。おそらくそれは、曲がりくねった川のことを意味していたと考えられてい

ます。この町は神聖ローマ帝国の州と地方政府の都市であり、いくつもの道をつなぐ重要な交易地に

なっていました。短期間ではありましたが、ハプスブルク皇帝フリードリヒ三世が晩年を過ごしたこの場

所は帝国で最も重要な都市でした。しかし、1493年皇帝の死によりウィーンとプラハにおけるその地

位を失いました。リンツにはたくさんの名所があります。ぜひ中央広場に通じる大通りを散歩してみてく

ださい。歴史ある旧市街の中世の広場や、モーツアルトが見たルネッサンスヴィラ、ブルックナーが演

奏したオルガンのある旧大聖堂、そして新大聖堂などがあります。（※礼拝中などの関係上、一般開

放されていない時間は入場いただけません。） 

お時間があれば、地方のお菓子で有名なものの1つであるリンゼル・トルテ(リンゼルケーキ)をご賞味

いただけます。 

料金： 18ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ザルツブルク市内観光とモーツァルトハウスとザルツカンマーグート観光 昼食付き 

バスに２時間ご乗車いただき、音楽の都ザルツブルクを訪れます。世界的に有名なバロック建築があ

る旧市街は、アルプス北部で最もよく保存されている街のひとつで、1997年にユネスコに世界文化遺



産のリストに登録されました。また、サルツブルクはヴォルフガンク・アマデウス・モーツァルトの生まれ

故郷です。旧市街のガイド付きツアーでは、ゲトライデなど他にも著名な音楽家の生家を見ることがで

きます。長く狭い商店街は川と平行に町の中心を通っています。この通りは、各店が店先に飾ってい

る昔ながらの職業を示す標識で有名です。続いてミラベル宮殿をご覧いただきます。宮殿は庭園を

備えた美しい城で、大司教が最愛の愛人のために建てました。「小人の庭」や「バラの庭」をぜひご覧

ください。 

昼食（料金に含む）の後は、有名な映画「サウンド・オブ・ミュージック」のロケーション地である村モン

シーに向かいます。帰船時に、美しい景色をお楽しみください。 

料金： 112ユーロ 

時間： 約9.5時間 

ウォーキンググレード：3 

 

オーストリアの偉大な作曲家、アントン・ブルックナーとオルガンコンサート 

オーストリアが生んだ作曲家、アントン・ブルックナーの足跡をたどるツアーです。ブルックナーが少年

聖歌隊の一員として育ち、後に音楽家として意を決してオルガニストを務めた、荘厳華麗なザンクト・

フローリアン修道院を快適なバスに乗車していただき訪問します。この聖堂のオルガンは4つの手鍵

盤、ストップと呼ばれる音色を変える部品が103個、7,386本のパイプが装備されています。偉大な作

曲家は、このオルガンの足元で永遠の眠りについています。ぜひこの機会に、すばらしいオルガンの

生の音色をお楽しみにください。 

料金：61.00ユーロ 

時間：約3.5時間 

ウォーキンググレード：3 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2016 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



アムステルダム市内観光とコンサート  

12世紀後半に小さな漁村として始まり、アムステルダムはオランダが栄えた黄金時代、貿易の革新

的な発展により、世界で最も重要な港のひとつとなりました。当時、街は財政とダイヤモンド取引を先

導する中心地でした。今日では、この地域の約7,000もの建物が歴史的建造物として登録され、ヨー

ロッパでも最大級の歴史的な街となっています。19世紀以来、街の通りの様式はほとんど変わってい

ません。中心街は400本の橋で連結された90の島々から構成されています。街の最も顕著な特徴は、

17世紀に始まった同心円状の運河環です。このシティーツアーではオランダの大都市を観光しなが

ら、王宮や数多くの運河、そしてミュージアム広場をご覧いただけます。シティーツアーの最後には、

バスはクラシックコンサートの開催されるアムステルダムのコンサートホールにお連れいたします。 

料金： 44ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： ３ 

 

ケルン市内徒歩観光 

街を散策し、有名な大聖堂や旧市街の周辺をご覧いただけます。市庁舎や大きなロマネスク様式の

聖マルティン教会がある旧市街など多くの観光スポットが大聖堂の周囲1平方キロメートルに集中して

おり、ローマのディオニュソスモザイクをご覧いただけます。旧市街の狭い、石畳の通りがあり、ロンカリ

広場のような多くの人が行きかう場所、また旧市街や繁華街では、昨今の生活を感じることができま

す。もちろん、ガイド同行かご自身のどちらかでケルン大聖堂（開館時間はミサの有無によります）の

内部を見ることもできます。ケルン大聖堂はドイツで最も訪問者の多い観光スポットです。 

料金： 17ユーロ 

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

コッヘム市内徒歩観光とワインテイスティング 

ユニークなモーゼルの景色と、何千年も続くワインの成長と文化でコッヘムは有名です。街の散策で

は、スレート屋根の狭い曲がりくねった通りと、美しく再建された半木造の家と街をご覧ください。このツ

アーでは、ライヒスブルク城も見学します。壮大な城は、その大きさと高い景観を見渡す、街の険しい

岩の上にあります。同様に印象的なのは、城からお楽しみいただける景色です。その夢のような森、

牧草地、ブドウ畑、旧市街のあるモーゼル渓谷をご覧いただけます。地元モーゼルワインをテイスティ

ングし、コッヘムのツアーは終了となります。 

料金： 37ユーロ 

時間： 3.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

コブレンツ市内徒歩観光 



ドイツで最も美しく、古い町のひとつであり、2000年以上の歴史があるコブレンツをご覧ください。ガイド

付きの散策では、第二次世界大戦中に破壊され、その後再建された街の旧市街を一望することがで

きます。セントキャスター聖堂と最愛の聖母教会の間にあるロマンティックな通りは、今人気のナンバ

ーワン観光スポットです。そして、ドイツの地方では有名な皇帝ヴィルヘルムメモリアル訪問と街のラン

ドマーク、市庁舎にあるシェンゲルの泉は必見です。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約1.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

リューデスハイム徒歩観光と自動演奏楽器博物館  

ユニークなワインメーカーズ・エクスプレスは船着き場から"ジークフリート・メカニカル・ミュージック・キ

ャビネット"までお連れします。そこでは、歴史的な自動演奏楽器に触れて、音楽のアドベンチャーを

体験できます。その後、ガイドが絵画のように美しい街をご案内します。リューデスハイム旧市街の中

心ドロッセルガッセを散策します。ドロッセルガッセのワインハウスや屋外居酒屋にはいつまでも居たい

気持ちになります。街の歴史に浸って、鷲の塔、城壁など15世紀の要塞の一部をぜひ訪れてみてく

ださい。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

シュパイヤー市内徒歩観光 

シュパイヤーは、ライン川沿いの由緒ある皇帝の街で、豊かながらも紆余曲折の歴史があります。宗

教建築には歴史が染み込んでいます。様々なスタイルの印象的なファサード、曲がりくねった路地、

ロマンティックな広場は、街の特徴です。散策では、旧市街の門とユダヤ人の水浴場を訪問します。 

料金： 15ユーロ  

時間： 約2時間 

ウォーキングレード： 4 

 

ハイデルベルク市内観光 

このエクスカーションでは、ネッカー川沿いにある世界的に有名な大学の街、ハイデルベルクを訪れ

ます。ツアーは、城の見学から始まります。赤砂岩で作られ、以前はドイツで最も美しかったものです

が、17世紀にフランスによって破壊されてしまったため、廃墟となっています。ツアーでは中庭、城の

庭園へお連れします。グランドテラスからは、市内への素晴らしい眺めとネッカー川をご覧いただけま

す。そして魅惑的な旧市街地から2つの門のあるカールテオドール橋、後期ゴシック様式の聖霊教会、

1693年の火災で焼失を免れたルネッサンス建築 "ツムリッター"を散策します。 

料金： 46ユーロ 



時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ストラスブール市内観光 

ストラスブールの美しい都市を通して、新たな発見をお楽しみください。少しバスにご乗車頂き、歴史

的で魅力的な町の旧市街を歩いて散策し、有名な大聖堂を訪れます（日曜・祭日はご覧になれませ

ん）。川のボートクルーズでは有名なプティット·フランス地区が見られます。旧製粉工場となめし革職

人地区は今でも中世の魅力を残しています。川の土手の上に美しく建ち並ぶ木組みの家々は、500

年もの月日を重ねています。木組みの家々、クヴェール橋、ロアン宮、欧州評議会、その他にもストラ

スブールの魅力をお楽しみいただけます。（川でのボートクルーズは、冬シーズンにはご利用になれま

せん） 

料金： 51ユーロ  

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2015 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの

最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なフンデルトヴァッサー・

ハウスへと皆様をお連れします。そこでは建物内を見学したり、お土産などのお買い物を楽しんでい

ただく自由時間を設けています。 

船に戻る前には、ウィーンの中心街を散策したり、有名な聖シュテファンの大聖堂を内覧していただ

けます。寄港地観光の最後には、ドナウ運河沿いを通って船に戻ります。 

料金： 32ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ブダペスト市内観光 

ブダペスト -"ドナウの女王"- は、ヨーロッパで最も美しい都市に位置付けられています。ドナウ川は市

の中心部を流れ、町を丘陵のブダ地区と平坦なペスト地区に分けています。ペスト地区のツアーでは、

30年もの月日をかけて建築された英雄広場のミレニアム記念碑を見ることができます。ブダ地区と王

宮の丘に向かう途中、街のランドマークのひとつであるオペラハウスとネオゴシック様式の国会議事堂

へお連れします。王宮の丘の上からは、鎖つり橋、国会議事堂、ドナウ川とペスト地区の美しい景色を

眺めることができます。王宮の丘では、ラテン語系のルーツであり、ネオゴシック様式の外見のマーチ

ャーシュ教会の内部だけではなく漁夫の砦（一般公開している場合）も見学できます。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ブラチスラヴァ市内観光 

このツアーでは、若いスロバキア共和国の首都を知っていただく機会に巡り会えます。スロバキア·フィ

ルハーモニー管弦楽団のホーム、旧市街の城壁と大司教の夏の邸宅、そしてスロバキア大統領官

邸を通り過ぎると、バスは街を見下ろすブラチスラヴァ城にお客様をお連れいたします。丘の上からは、

城を望みながら美しい眺めを楽しむことができます。その後、復元された旧市街を散策するガイド付き

の徒歩観光に参加することができます。ミハエル門からは、のんびりと歴史的な市内中心部を散策し

ながら、大司教宮殿や、かつてハンガリー王の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂、15世紀にま

でさかのぼる市内最古の大学であるアカデミアオストロポリタナなどの観光スポットを楽しむことができ

ます。数々の宮殿に加えて、旧市庁舎、オペラハウスとガニメデの噴水を眺めながらメイン広場を歩

きます。 

料金： 31ユーロ  

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 



ヴァッハウ観光とメルク修道院見学とワインテイスティング 

メルク修道院は、オーストリアのベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道院のひとつで

す。今日の印象的なバロック様式の修道院は1702年から1736年に建設されました。特に注目すべ

き場所は、修道院の教会、および無数の中世の手書き原稿やフレスコ画を所蔵したすばらしい図書

館です。ガイド付きツアーでは「皇帝の回廊」に沿って大理石のホール、バルコニーと図書館を通って、

僧院長の部屋へとご案内いたします。タイミングが良ければ、僧院教会のオルガン演奏を聴く機会に

出会えるかもしれません。 

デュルンシュタインというヴァッハウ渓谷で最もよく知られているワイン村へとツアーは続きます。力強

いドナウ川の岸辺にある美しい町は、壮大な谷の中心に位置しています。そこへ伝統的な建造物、歴

史深い観光スポットが組み合わされ、まさに息をのむような絶景です。歩くだけでもその壮麗さを感じ

て頂けるでしょう。ツアーの終わりには、地元のレストランでグラスワインを召し上がっていただきます。 

料金： 52ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 
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4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は
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※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。 



リューデスハイム徒歩観光と自動演奏楽器博物館 

ユニークなワインメーカーズ・エクスプレスは船着き場から"ジークフリート・メカニカル・ミュージック・キ

ャビネット"までお連れします。そこでは、歴史的な自動演奏楽器に触れて、音楽のアドベンチャーを

体験できます。その後、ガイドが絵画のように美しい街をご案内します。リューデスハイム旧市街の中

心ドロッセルガッセを散策します。ドロッセルガッセのワインハウスや屋外居酒屋にはいつまでも居たい

気持ちになります。街の歴史に浸って、鷲の塔、城壁など15世紀の要塞の一部をぜひ訪れてみてく

ださい。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

マインツ徒歩観光とグーテンベルク博物館  

市内を通り、ツアーは大きなセントマーチンズ大聖堂から執筆の歴史4000年を感じることができるグ

ーテンベルク博物館へと向かいます。博物館は、活版印機の発明者グーテンベルクへの賛辞ともい

え、世界的に有名な42行聖書が主要な展示品です。 

料金： 16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 

ストラスブールの美しい都市を通して、新たな発見をお楽しみください。 

欧州評議会、欧州人権司法裁判所、欧州議会、そしてドイツ人地区の共和国広場、オーステルリッ

ツ広場など、ヨーロッパの様々な機関をご覧いただけます。歴史的で魅力的な町の旧市街を歩いて

散策し、有名な大聖堂を訪れます。川のボートクルーズでは有名なプティット·フランス地区が見られ

ます。旧製粉工場となめし革職人地区は今でも中世の魅力を残しています。川の土手の上に美しく

建ち並ぶ木組みの家々は、500年もの月日を重ねています。木組みの家々、クヴェール橋、ロアン宮、

欧州評議会、その他にもストラスブールの魅力をお楽しみいただけます。（川でのボートクルーズは、

冬シーズンにはご利用になれません） 

料金： 51ユーロ  

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

バーゼル市内観光 

ここでツアーをすると街の魅力にうっとりされるに違いありません。有名なスパレン門がある市内の環

状道路をドライブした後は、90分のウォーキングツアーでバーゼルをご覧ください。バーゼル歴史地区

の本格的な中世の外観は、旅行者を必ず楽しませ、ここに暮らす人々にとっても同様です。大聖堂、



壮麗なギルドホール、邸宅、多数の由緒ある歴史的建物はすべて、今日まで存続することのできた

教会と世俗的な富の証人となっています。すばらしい景色を見ながら美しいミュン丘まで歩いて登る

と、ライン川を見渡す息をのむような絶景の"ラインラント"をお楽しみください。バスが船に戻るまでに、

ツアーの散策後にもご自身で周辺を少し散策していただく自由時間が十分にあります。 

料金： 66ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3  

 

シュパイヤー市内徒歩観光 

シュパイヤーは、ライン川沿いの由緒ある皇帝の街で、豊かながらも紆余曲折の歴史があります。宗

教建築には歴史が染み込んでいます。様々なスタイルの印象的なファサード、曲がりくねった路地、

ロマンティックな広場は、街の特徴です。散策では、旧市街の門とユダヤ人の水浴場を訪問します。 

料金： 15ユーロ   

時間： 約2時間 

ウォーキングレード： 4 

 

ハイデルベルク市内観光 

このエクスカーションでは、ネッカー川沿いにある世界的に有名な大学の街、ハイデルベルクを訪れ

ます。ツアーは、城の見学から始まります。赤砂岩で作られ、以前はドイツで最も美しかったものです

が、17世紀にフランスによって破壊されてしまったため、廃墟となっています。ツアーでは中庭、城の

庭園へお連れします。グランドテラスからは、市内への素晴らしい眺めとネッカー川をご覧いただけま

す。そして魅惑的な旧市街地から2つの門のあるカールテオドール橋、後期ゴシック様式の聖霊教会、

1693年の火災で焼失を免れたルネッサンス建築 "ツムリッター"を散策します。 

料金： 46ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

オーバーヴェゼルの街散策 

ようこそ塔の街、オーバーヴェゼルへ！遠くからでも見えるシェーンブルク城のシルエットは、街のシン

ボルです。城壁に囲まれた街には聖母教会、そして壁に沿ってたくさんの塔があります。ライン川渓谷

中流のどの街よりも、この街は中世の趣を色濃く残しています。是非、この機会にガイドと共にオーバ

ーヴェゼルの歴史的地区と歴史を探索してみませんか。 

料金：15.00ユーロ 

所要時間：約1.5時間 

ウォーキンググレード：４ 

 



コブレンツ市内徒歩観光 

ドイツで最も美しく、古い町のひとつであり、2000年以上の歴史があるコブレンツをご覧ください。ガイド

付きの散策では、第二次世界大戦中に破壊され、その後再建された街の旧市街を一望することがで

きます。セントキャスター聖堂と最愛の聖母教会の間にあるロマンティックな通りは、今人気のナンバ

ーワン観光スポットです。そして、ドイツの地方では有名な皇帝ヴィルヘルムメモリアル訪問と街のラン

ドマーク、市庁舎にあるシェンゲルの泉は必見です。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約1.5時間 

ウォーキンググレード： 4 
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ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



パッサウ徒歩観光 

パッサウの古い地区を散策し、知識の豊富なガイドが、「3つの川の街」といわれるパッサウの歴史的

重要性を物語る多くの建物についてご説明します。絵のように美しい小道、遊歩道や広場に驚き、司

教管轄区について新しい発見ができます。特に世界最大のオルガン（17,974のパイプと233のレジス

タ）、新司教の住居と市庁舎のあるバロック様式の聖シュテファン大聖堂が印象的です。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 5 

 

ザルツブルク市内観光とクリスマスマーケット  

バスに２時間ご乗車いただき、音楽の都ザルツブルクを訪れます。世界的に有名なバロック建築があ

る旧市街は、アルプス北部で最もよく保存されている街のひとつで、1997年にユネスコに世界文化遺

産に指定されました。また、サルツブルクはヴォルフガンク・アマデウス・モーツァルトの生まれ故郷で

す。旧市街のガイド付きツアーでは、モーツアルトの生家や、ゲトライデガッセなど有名な見どころを見

て回ります。長く狭い商店街は川と平行に町の中心を通っています。この通りは、各店が店先に飾っ

ている昔ながらの看板で有名です。昼食（料金に含む）の後は、有名なクリスマスマーケットをごゆっく

り散策いただけます。 

料金： 88ユーロ 

時間： 約9.5時間 

ウォーキンググレード：3 

 

ヴァッハウ観光とメルク修道院見学とグリューワインパーティー 

メルク修道院は、オーストリアのベネディクト会派の修道院であり、世界的に有名な修道院のひとつで

す。今日の印象的なバロック様式の修道院は1702年から1736年に建設されました。特に注目すべ

き場所は、修道院の教会、および無数の中世の手書き原稿やフレスコ画を所蔵したすばらしい図書

館です。ガイド付きツアーでは「皇帝の回廊」に沿って大理石のホール、バルコニーと図書館を通って、

僧院長の部屋へとご案内いたします。タイミングが良ければ、僧院教会のオルガン演奏を聴く機会に

出会えるかもしれません。 

デュルンシュタインというヴァッハウ渓谷で最もよく知られているワイン村へとツアーは続きます。力強

いドナウ川の岸辺にある美しい町は、壮大な谷の中心に位置しています。そこへ伝統的な建造物、歴

史深い観光スポットが組み合わされ、まさに息をのむような絶景です。歩くだけでもその壮麗さを感じ

て頂けるでしょう。ツアーの途中でグリューワインを召し上がっていただきます。 

料金： 52ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 



ウィーン市内観光  

ウィーンをたっぷりご堪能いただくには、数日といわず数週間は必要です。このツアーでは、ウィーンの

最も主要な観光地からその全体像をご覧いただけます。まず最初に、有名なフンデルトヴァッサー・

ハウスへと皆様をお連れします。そこでは建物内を見学したり、お土産などのお買い物を楽しんでい

ただく自由時間を設けています。 

その後ガイドと一緒にウィーンの中心街、ホーフブルク宮から高級ブティックが立ち並ぶ歩行者天国

を散策します。素晴らしいオペラハウスとチャールズ教会(カールス教会)を通り、リングシュトラーセや

シュバルツェンベルグへとお連れいたします。最後に有名な聖シュテファンの大聖堂を内覧します。

寄港地観光の最後には、ドナウ運河沿いを通って船に戻ります。 

料金： 32ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

シェーンブルン宮殿見学 

ウィーンの最も美しいモニュメントのひとつ、シェーンブルン宮殿へバスで訪れます。城はルイ14世太

陽王の住居であるベルサイユ形式で建てられています。オーストリアで最も重要な文化遺産のひとつ

として、城と庭園が世界文化遺産に登録されています。マリア·テレジアの治世は、シェーンブルンにと

って最も華麗な時代でした。当時は城と庭園が宮廷と政治生活の中心でした。女帝マリア・テレジア

の指示の下、王室住居として改造と拡張がなされました。合計1,441室の部屋とホールを備えた宮

殿が作り上げられました。セレモニールームの大部分をご覧いただき、美しく設計された宮殿庭園を

散策していただけます。 

料金： 43ユーロ  

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2  

 

ブラチスラヴァ市内観光 

このツアーでは、若いスロバキア共和国の首都を知っていただく機会に巡り会えます。スロバキア·フィ

ルハーモニー管弦楽団のホーム、旧市街の城壁と大司教の夏の邸宅、そしてスロバキア大統領官

邸を通り過ぎると、バスは街を見下ろすブラチスラヴァ城にお客様をお連れいたします。丘の上からは、

城を望みながら美しい眺めを楽しむことができます。その後、復元された旧市街を散策するガイド付き

の徒歩観光に参加することができます。ミハエル門からは、のんびりと歴史的な市内中心部を散策し

ながら、大司教宮殿や、かつてハンガリー王の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂、15世紀にま

でさかのぼる市内最古の大学であるアカデミアオストロポリタナなどの観光スポットを楽しむことができ

ます。数々の宮殿に加えて、旧市庁舎、オペラハウスとガニメデの噴水を眺めながらメイン広場を歩

きます。 

料金： 31ユーロ  



時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

グライン市内徒歩観光 

グラインは美しい風景と豊かな歴史が背景にドナウ川に沿った小さな街です。グレインはその歴史や

文化だけでなく、古きヨーロッパの魅力がうまく維持されており、１９００年には既に日帰り旅行者に人

気がありました。このツアーでは都市広場やオーストリアで最も古い劇場、教区教会を含む過去最も

重要だった名所にお連れいたします。 

料金： 31ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

リンツ市内徒歩観光 

リンツは、街を「レンティア」と呼んだローマ人によって作られましたが、当時すでに「レントス」と呼ばれ

るケルトの居留地がありました。おそらくそれは、曲がりくねった川のことを意味していたと考えられてい

ます。この町は神聖ローマ帝国の州と地方政府の都市であり、いくつもの道をつなぐ重要な交易地に

なっていました。短期間ではありましたが、ハプスブルク皇帝フリードリヒ三世が晩年を過ごしたこの場

所は帝国で最も重要な都市でした。しかし、1493年皇帝の死によりウィーンとプラハにおけるその地

位を失いました。リンツにはたくさんの名所があります。ぜひ中央広場に通じる大通りを散歩してみてく

ださい。歴史ある旧市街の中世の広場や、モーツアルトが見たルネッサンスヴィラ、ブルックナーが演

奏したオルガンのある旧大聖堂、そして新大聖堂などがあります。（※礼拝中などの関係上、一般開

放されていない時間は入場いただけません。） 

お時間があれば、地方のお菓子で有名なものの1つであるリンゼル・トルテ(リンゼルケーキ)をご賞味

いただけます。 

料金： 18ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： ４ 

 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2015 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



コブレンツ市内徒歩観光 

ドイツで最も美しく、古い町のひとつであり、2000年以上の歴史があるコブレンツをご覧ください。ガイド

付きの散策では、第二次世界大戦中に破壊され、その後再建された街の旧市街を一望することがで

きます。セントキャスター聖堂と最愛の聖母教会の間にあるロマンティックな通りは、今人気のナンバ

ーワン観光スポットです。そして、ドイツの地方では有名な皇帝ヴィルヘルムメモリアル訪問と街のラン

ドマーク、市庁舎にあるシェンゲルの泉は必見です。お店が開いていれば、コブレンツノのクリスマスマ

ーケットを散策していただけます。 

 

料金： 15ユーロ 

時間： 約1.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

リューデスハイム徒歩観光と自動演奏楽器博物館 

ユニークなワインメーカーズ・エクスプレスは船着き場から"ジークフリート・メカニカル・ミュージック・キ

ャビネット"までお連れします。そこでは、歴史的な自動演奏楽器に触れて、音楽のアドベンチャーを

体験できます。その後、ガイドが絵画のように美しい街をご案内します。リューデスハイム旧市街の中

心ドロッセルガッセを散策します。ドロッセルガッセのワインハウスや屋外居酒屋にはいつまでも居たい

気持ちになります。街の歴史に浸って、鷲の塔、城壁など 15 世紀の要塞の一部をぜひ訪れてみてく

ださい。お店が開いていれば、リューデスハイムのクリスマスマーケットを散策していただけます。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

シュパイヤー徒歩観光とクリスマスマーケット 

シュパイヤーは、ライン川沿いの由緒ある皇帝の街で、豊かながらも紆余曲折の歴史があります。宗

教建築には歴史が染み込んでいます。様々なスタイルの印象的なファサード、曲がりくねった路地、

ロマンティックな広場は、街の特徴です。散策では、旧市街の門とユダヤ人の水浴場を訪問します。

お店が開いていれば、シュパイヤーのクリスマスマーケットを散策していただけます。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキングレード： 4 

 

ストラスブール市内観光 

ストラスブールの美しい都市を通して、新たな発見をお楽しみください。 

欧州評議会、欧州人権司法裁判所、欧州議会、そしてドイツ人地区の共和国広場、オーステルリッ

ツ広場など、ヨーロッパの様々な機関をご覧いただけます。歴史的で魅力的な町の旧市街を歩いて



散策し、有名な大聖堂を訪れます。また、ハーフティンバー様式の家々、クヴェール橋、ロアン宮、そ

してクリスマスマーケットのようなお買い物ができる場所も散策します。 

料金： 51ユーロ  

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ブライザッハ市内徒歩観光とミュンスターバーグ 

ブライザッハではミュンスターバーグの丘を歩きながら歴史を学ぶことができます。このツアーでは聖

シュテファン大聖堂や古代地下水対策‘Radbrunnen’やオープンエアー劇場として役立つ都市広場

を見て回ります。川を挟んでドイツとフランスというライン川の美しい景色をお楽しみ頂けます。 

料金： 15ユーロ  

時間： 約1.5時間 

ウォーキンググレード： 5 

 

バーゼル市内観光 

ここでツアーをすると街の魅力にうっとりされるに違いありません。有名なスパレン門がある市内の環

状道路をドライブした後は、90分のウォーキングツアーでバーゼルをご覧ください。バーゼル歴史地区

の本格的な中世の外観は、旅行者を必ず楽しませ、ここに暮らす人々にとっても同様です。大聖堂、

壮麗なギルドホール、邸宅、多数の由緒ある歴史的建物はすべて、今日まで存続することのできた

教会と世俗的な富の証人となっています。すばらしい景色を見ながら美しいミュン丘まで歩いて登る

と、ライン川を見渡す息をのむような絶景の"ラインラント"をお楽しみください。バスが船に戻るまでに、

ツアーの散策後にもご自身で周辺を少し散策していただく自由時間が十分にあります。 

料金： 66ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3  

 

冬のバーゼル 

クリスマスのバーゼルは魅惑的です。天使やクリスマスツリー、ライトが装飾され、豊かな歴史とライン

川の街の伝統的なクリスマスをお楽しみ頂けます。 

料金： 60ユーロ  

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2015 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。  



コブレンツ市内徒歩観光 

ドイツで最も美しく、古い町のひとつであり、2000年以上の歴史があるコブレンツをご覧ください。ガイド

付きの散策では、第二次世界大戦中に破壊され、その後再建された街の旧市街を一望することがで

きます。セントキャスター聖堂と最愛の聖母教会の間にあるロマンティックな通りは、今人気のナンバ

ーワン観光スポットです。そして、ドイツの地方では有名な皇帝ヴィルヘルムメモリアル訪問と街のラン

ドマーク、市庁舎にあるシェンゲルの泉は必見です。お店が開いていれば、コブレンツノのクリスマスマ

ーケットを散策していただけます。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約1.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

シュパイヤー徒歩観光 

シュパイヤーは、ライン川沿いの由緒ある皇帝の街で、豊かながらも紆余曲折の歴史があります。宗

教建築には歴史が染み込んでいます。様々なスタイルの印象的なファサード、曲がりくねった路地、

ロマンティックな広場は、街の特徴です。散策では、旧市街の門とユダヤ人の水浴場を訪問します。

お店が開いていれば、シュパイヤーのクリスマスマーケットを散策していただけます。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキングレード： 4 

 

ストラスブール市内観光 

ストラスブールの美しい都市を通して、新たな発見をお楽しみください。 

欧州評議会、欧州人権司法裁判所、欧州議会、そしてドイツ人地区の共和国広場、オーステルリッ

ツ広場など、ヨーロッパの様々な機関をご覧いただけます。歴史的で魅力的な町の旧市街を歩いて

散策し、有名な大聖堂を訪れます。また、ハーフティンバー様式の家々、クヴェール橋、ロアン宮、そ

してクリスマスマーケットのようなお買い物ができる場所も散策します。 

料金： 51ユーロ  

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

 

 

 

 

 

 



マインツ市内徒歩観光とグーテンベルク博物館 

このツアーでは素晴らしいマインツ大聖堂から4000年の文書の歴史を体験できるグーテンベルク博物

館へお連れ致します。グーテンベルク博物館は活版印刷の発明者ヨハネス・グーテンベルクへの記念とし

て創設されました。世界中に知られている「42行聖書」は最も重要な展示品です。 

料金： 16ユーロ 

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

ケルン市内徒歩観光 

街を散策し、有名な大聖堂や旧市街の周辺をご覧いただけます。市庁舎や大きなロマネスク様式の

聖マルティン教会がある旧市街など多くの観光スポットが大聖堂の周囲1平方キロメートルに集中して

おり、ローマのディオニュソスモザイクや「ミクベ」と呼ばれるユダヤ教徒が清めの儀式を行う水浴場を

ご覧いただけます。旧市街の狭い、石畳の通りがあり、ロンカリ広場のような多くの人が行きかう場所、

また旧市街や繁華街では、昨今の生活を感じることができます。もちろん、ケルン大聖堂（開館時間

はミサの有無によります）の内部を見ることもできます。ケルン大聖堂はドイツで最も訪問者の多い観

光スポットです。お店が開いていれば、ケルンのクリスマスマーケットを散策していただけます。 

料金： 17ユーロ 

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 



ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2015 

  

船が停泊する寄港地には、新しい世界が広がります。 

現地を熟知するガイドがお客様をその新しい世界への探検にお連れいたします。 

全てのエクスカーションは、事前もしくは乗船後の予約が可能です。 

 

重要事項 

 バスでの寄港地観光 最少催行人数：20名 

徒歩での寄港地観光 最少催行人数：12名  

 渋滞や施設の営業時間により各寄港地観光のスケジュールは変更される可能性があります。 

 寄港地観光にご参加の際は、丈夫で履きなれた靴と雨に濡れてもよい服装でお出かけくださ

い。 

 お客様ご自身でお出かけの際は、出港時間前までにお戻りくださいますようお願い致します。万

が一出港時間までにお戻りにならなかった場合は、ご自身の費用負担で次の寄港地まで移動し

ていただくことになります。帰船時間は、デイリー・プログラムに記載されております。 

 行程と価格は変更される可能性があります。 

 

寄港地観光情報 

寄港地観光によっては、長距離や不安定な道を歩くこともあります。以下の情報をご参考になさって

ください。その他のことについては、クルーズ・ディレクタ―にお尋ねください。 

ウォーキンググレード 

1)写真撮影のためなどで寄港地観光中にバスを下車するかはお選びいただけます。短距離であれ

ば、歩いていただいても構いません。 

2)バスでの寄港地観光には、徒歩で散策する行程が適度に含まれています。階段を上る可能性も

ございます。 

3)バスでの寄港地観光には、徒歩で長距離を散策する行程が含まれています。階段を上る可能性

もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、同様に階段を上る行程が含まれます。 

5)長距離の徒歩観光では、部分的に不安定な道や階段を上る行程が含まれます。 

※日本での事前のご予約は90日前まで承ります。また、事前申し込みに限り、15%OFFになるパッケ

ージもご用意しております。お申し込み後、出航前日までのキャンセルは無料ですが、乗船日以降は

100%のチャージがかかります。詳細はお問い合わせください。 

※乗船後にもご予約いただけます（パッケージは不可）。通常乗船日の夜が申込締切となっておりま

す。乗船中に一度ご予約いただくと、キャンセルの際は100%のチャージがかかります。 

※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。 



マインツ徒歩観光とクリスマスマーケット 

市内観光の中で、マインツの最も興味深い事象をご紹介します。大聖堂、旧市街、そして、今の市街

地をご覧いただきます。最後に、クリスマスマーケットを散策していただきます。 

料金： 16ユーロ 

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

シュパイヤー徒歩観光 

シュパイヤーは、ライン川沿いの由緒ある皇帝の街で、豊かながらも紆余曲折の歴史があります。宗

教建築には歴史が染み込んでいます。様々なスタイルの印象的なファサード、曲がりくねった路地、

ロマンティックな広場は、街の特徴です。散策では、旧市街の門とユダヤ人の水浴場を訪問します。

お店が開いていれば、シュパイヤーのクリスマスマーケットを散策していただけます。 

料金： 15ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキングレード： 4 

 

ハイデルベルク市内観光とクリスマスマーケット 

このエクスカーションでは、ネッカー川沿いにある世界的に有名な大学の街、ハイデルベルクを訪れ

ます。ツアーは、城の見学から始まります。赤砂岩で作られ、以前はドイツで最も美しかったものです

が、17世紀にフランスによって破壊されてしまったため、廃墟となっています。ツアーでは中庭、城の

庭園へお連れします。グランドテラスからは、市内への素晴らしい眺めとネッカー川をご覧いただけま

す。そして魅惑的な旧市街地から2つの門のあるカールテオドール橋、後期ゴシック様式の聖霊教会、

1693年の火災で焼失を免れたルネッサンス建築 "ツムリッター"を散策します。最後に、チャンスが

あれば、ハイデルベルクのクリスマスマーケットを散策していただきます。 

料金： 46ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ストラスブール市内観光 

ストラスブールの美しい都市を通して、新たな発見をお楽しみください。 

欧州評議会、欧州人権司法裁判所、欧州議会、そしてドイツ人地区の共和国広場、オーステルリッ

ツ広場など、ヨーロッパの様々な機関をご覧いただけます。歴史的で魅力的な町の旧市街を歩いて

散策し、有名な大聖堂を訪れます。お店が開いていれば、ストラスブールのクリスマスマーケットも散

策します。 

料金： 51ユーロ  

時間： 約4時間 



ウォーキンググレード： 2 

 

冬のアルザスとオベルネ観光 

レープクーヘン（クリスマス用の生姜パン）で有名なゲルトウィラーの村をご覧いただくために、冬景色

がロマンティックなアルザスを通り抜けます。ゲルトウィラー村でグリューワインを試飲（無料）していた

だいた後、神秘的で小さな町オベルネを訪問し、クリスマス飾りが輝かしい旧地区を散策します。 

何世紀もの間変わらずに市場に毎年飾られている等身大の人形や動物で見守られたクリスマス・クリ

ブをぜひご覧ください。 

料金： 53ユーロ  

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

リューデスハイム徒歩観光と自動演奏楽器博物館 

ユニークなワインメーカーズ・エクスプレスは船着き場から"ジークフリート・メカニカル・ミュージック・キ

ャビネット"までお連れします。そこでは、歴史的な自動演奏楽器に触れて、音楽のアドベンチャーを

体験できます。その後、ガイドが絵画のように美しい街をご案内します。リューデスハイム旧市街の中

心ドロッセルガッセを散策します。ドロッセルガッセのワインハウスや屋外居酒屋にはいつまでも居たい

気持ちになります。街の歴史に浸って、鷲の塔、城壁など 15 世紀の要塞の一部をぜひ訪れてみてく

ださい。お店が開いていれば、リューデスハイムのクリスマスマーケットを散策していただけます。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

 


