
ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2018 

ライン川の音楽花火クルーズ8日間 （アムステルダム～ニュルンベルグ） 

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。 

 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。さらに詳しい情報が必要な際は、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)バスでの寄港地観光中、写真撮影の為に最小限お歩き頂く程度。 

2)バスでの寄港地観光に、徒歩で適度に散策する行程が含まれています。少し階段を上ることもあり

得ます。 

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

可能性もございます。 

4)短・中距離の徒歩観光では、少し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幾つかの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＆花市場散策 

12世紀後半に小さな漁村として始まったアムステルダムは、貿易の革新的発展の結果もたらされた

オランダ黄金時代には、世界で最も重要な港の一つとなりました。現在、この地域の約7,500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規模の歴史的な街となっています。街路の

様式は19世紀から、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。このツアーではオランダの首都をバスで走りながら、王宮や沢山の運河、そしてミュ

ージアム広場を車窓よりご覧頂きます。花市場では徒歩観光もあります。最後は運河ボートクルーズ

で水上からアムステルダムをご堪能ください。 

料金： 50ユーロ 

時間： 約4時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

ケルン徒歩観光 

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。沢山の観光スポットが、大聖堂と

市庁舎、ロマネスク様式の聖マルティン教会がある旧市街などの周囲1㎢に集中しています。旧市街

の狭い、石畳の通りや、絵のように美しい広場、旧市街や繁華街などでは、ケルンの生活を感じること

ができます。ユネスコ世界文化遺産に指定されたケルン大聖堂も訪問いたします。大聖堂の開館時

間やミサの有無によりますが、ケルン大司教の姿を見ることができるかもしれません。ケルン大聖堂は

その157mある双子の塔が街のランドマークとなっているだけではなく、一番有名な建造物であること

により、1880年の完成当時からドイツで最も訪問者の多い聖堂です。 

料金： 18ユーロ  

時間： 約2.5時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

※3日目の夜、ボンにて開催されますThe Festive Boat Paradeでの花火をお楽しみください。 

 

オーバーヴェゼル徒歩観光 

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や壁に沿ってたくさんの塔があります。ライン川渓谷中

流で、この街が１番、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。ツアーではかつてのフラシスコ修道会だったところの

美しい庭園も訪れます。 

料金：16ユーロ 

所要時間：約1.5時間 

ウォーキンググレード： 4 



ミルテンベルクとヴェルトハイム徒歩観光（逆回りもあり） 

活気に満ちた歴史とヴェルトハイムのロマンに浸り、中世の街並みと沢山の木骨造りの家々をご覧くだ

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、そしてガラス博物館は一見の価値が

あります。博物館ではガラスについての興味深い知識を学ぶことができ、ガラス吹きを見学できます。 

（注：ガラス博物館は開館時のみ訪れます） 

さらにツアーではミルテンベルクを訪れます。ガイドツアーを通して、川、中世の町、樹木が茂った丘

の斜面のミルテンベルクの魅力三つ巴をご覧いただきます。歴史のあるマーケット広場、高い切妻木

組みの家、旧市庁舎とミルデンブルク城、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： 36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、18世紀初頭、

バルタザール·ノイマンによって建てられた、南ドイツバロックの傑作、ヴュルツブルク城を訪問します。

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。最後に、ワイ

ンテイスティングをお楽しみください。 

料金： 51ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード: 4 

 

バンベルク徒歩観光 

快適なバスにて「フランク族のローマ」として親しまれているバンベルクへ。ウォーキングツアーで、この

町の魔法と歴史に浸ることができます。歴史的な旧市街、教会や修道院、橋、狭い通りや広場、木

骨造りの家やバロック様式のファサードなどその全てが、ユネスコ世界文化遺産に指定されています。

散策中には、バンベルクの小ベニス地区にある大聖堂、旧宮殿、新宮殿とバラ庭園、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： 25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 

この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ご案内します。かつて

自由帝国都市であった歴史的な町ニュルンベルクは、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。第二次世界大戦による荒廃後、復興作業が施され、旧市街の様式は

残っています。環状の壁、塔や城は中世の時代の町を鮮やかに想起させます。正義の宮殿、ニュル

ンベルク裁判所を通過し、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。最後に、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ください。 

料金： 38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㎢のこの場所にて、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。現在このエリ

アには追悼施設があり、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。このツアーでは、国

家社会主義統治の原因、内容、結果を知ることができる"魅力と暴力"が常設展示されている文書セ

ンターを訪問します。 

料金： 48ユーロ 

時間： 約3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、ドイツで最も保存状態の良い中世都市の一つであり、その歴史的建造物である

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などは、とても印象的です。

街を歩けば、かつて東洋との交易路を支配したこの街の権力と富を感じるでしょう。聖ペテロに捧げら

れたレーゲンスブルク大聖堂に立ち寄り、南ドイツにおけるゴシック建築の傑作をご覧頂きます。（訪

問は大聖堂の開館時間とミサの有無により異なります）  

料金： 16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 

パッサウの古い街並みのすばらし徒歩散策に出かけませんか。3つの川の上に立つバロック様式の街

は長きにわたり商人と旅人をつないできました。リトル・ベニスとうたわれるこの街の、細く曲がりくねっ

た小道に驚かされることでしょう。 

街の中心地にある最も名の知れたシュテファン大聖堂はバロック様式の聖堂です。この「3つの川の

街」の真のハイライトはシュテファン大聖堂のパイプオルガンでしょう。 

そして、街のはるか上にあるヨーロッパ最大のオーバーハウス城塞は、過去に侵略されたことも破壊さ

れたこともなく、長い年月における歴史あるもっとも重要な建築物です。城壁からは街のユニークな景

観をお楽しみ頂けます。 

料金： 16ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 5 

 

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。1702年から1736年に掛けて建設された、オーストリアバロック時代の中で最大、かつ印象的な

修道院です。ヨハン・ミヒャエル・ロットマイヤが修道院の教会に描いたフレスコ画と、中世の手書き原

稿を無数に納められた素晴らしい図書館が見どころです。原稿の中には、パウル・トロガーによるフレ

スコ画も含まれています。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： 45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徒歩観光とワインテイスティング 

最初にヴァッハウ渓谷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街は、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。ガイドが絵のように美しい旧市街、

街を取り囲む城壁、城跡が見えるプランガー広場などをご案内致します。バロック様式の修道院から

歩行者天国を通って、可愛らしいシュロス・デュルンシュタインホテルまで歩きます。その後、ヴァッハ

ウのワイン生産地にて特産ワインを試飲して頂きます。 

料金： 24ユーロ  

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 

 



クラシカル・コンサート 「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

て最も有名な「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。優れたオペラ歌手

や魅惑的なバレエ・ソリストらと共に演奏すれば、ウィーン・クラシック音楽の美に対する意識の高さに

興奮することでしょう。 

料金： カテゴリーＡ 63ユーロ（船上予約のみ）、カテゴリーＢ 55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、ウィーン観光では

外せないハイライト的な観光名所をご覧いただけます。最初に、ウィーン国立歌劇場や国会議事堂、

ブルク劇場、市庁舎など豪華な建造物を車窓からお楽しみ頂きながらリングシュトラーゼをドライブし、

その後ウィーンの中心街をガイドと共に歩いて観光します。まずホーフブルク宮殿を見学し、コールマ

ルクト通りを通ってウィーンの顔ともいうべき聖シュテファン大聖堂をご覧頂きます。船に戻るまでフリ

ータイムがありますので、自由に散策をお楽しみ下さい。 

料金： 34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観光名所のひとつ、シェーンブルン宮殿へバスで訪れます。オーストリアで最も

重要な文化遺産の１つであるシェーンブルン宮殿とその庭園はユネスコの世界文化遺産に指定され

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、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

をご見学いただき、美しく設計された宮殿庭園を散策して頂くことも可能です。 

料金： 45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ご案内致します。豪華な旧市街はそのゴシック・バロ

ック様式を保っています。聖マルティン大聖堂やグラサルコビッチ伯爵宮殿を通って、丘の上まで上

がり、街とその周辺の美しい眺望をお楽しみください。その後、復元された旧市街をガイドと共に徒歩

観光をします。ミハエル門から、歴史的な市内中心部をゆっくり散策しながら、大司教宮殿や、ハン

ガリー王の戴冠式がかつて行われてい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

大学アカデミアオストロポリタナなどの観光スポットをご覧頂きます。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があるメイン広場にも訪れます。 

料金： 33ユーロ  

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

シュロス・ホーフ宮殿ガイドツアー 

ブラチスラヴァからバスで、オーストリアの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。サボイ家のオイゲ

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·ヒルデブラントが造成した、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に莫大な資金を惜しみなく投じま

した。その後、相続した女帝マリア·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フロアが増築されました。文化や自然、バロック様式の世界に魅了されてい

る人にとっては、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。城内の見学後、珍しい動

物や美しい庭を楽しむ自由時間もおとりします。 

料金： 50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 

「ドナウの女王」ブダペストは、世界で最も美しい都市の１つに位置付けられており、その魅力を保つた

め、近年は修復が進められています。ドナウ川が街の中心部を流れ、ブダとペスト、２つの地区に分け

ています。まずペスト地区では食料品の商店が目立つ中央市場を通ります。ネオ・ルネッサンス様式

のオペラハウスや1904年に完成した、唯一無二の国会議事堂など街のシンボルをご覧頂きます。 

ハンガリーの歴代の王の記念碑で有名な英雄広場では写真ストップをお取りします。７つのうちの１つ

の橋を通って、ブタ地区へ入り、王宮の丘へと向かいます。王宮の丘では、マーチャーシュ教会と有

名な漁夫の砦（一般公開している場合）を訪れます。船に戻るまで、記憶に残る美しい街の眺めをお

楽しみください。 

料金： 33ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ゲデレー宮殿観光 

ブダペスト近郊に位置するゲデレー宮殿は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、この高貴な城はハンガリ

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。 

料金： 45ユーロ 

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

以上 


