
ルフトナー・クルーズ 寄港地観光 2019 

 

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。 

 ツアーの行程および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。 

 



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いただ

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いただきます。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： 35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  

かつてのハンガリー王や大司教の邸宅のあるエステルゴムは、このツアーのハイライトの

ひとつです。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ツアーは始まり

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。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ご覧いただきます。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。この村には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。視覚芸術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。ハンガリーの中で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の印象的

な建物に囲まれている中央広場、フォエテは一見の価値があります。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： 41ユーロ  

時間： 約5時間  

ウォーキンググレード： 5 



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。まず最

初に、ドナウ川とサヴァ川の素晴らしい眺望をお楽しみいただけるカレメグダン要塞を訪

れます。その後、国立博物館、国会議事堂、テラジエ広場やリュビカ王女の館などをご覧

いただきます。地元レストランでの休憩後、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解散となります。 

料金： 35ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ヴィディン＆ベログラトチク観光 

ドナウ川沿いにあるヴィディンは何世紀もの歴史があります。1世紀にローマ人が築いた頑

丈な石造りの要塞は「ボノニア」と呼ばれ、ドナウ川の要衝として守られてきました。後

に人々から「ババ・ヴィダ要塞」と呼ばれるようになるこの要塞には、14世紀後半に建立

された王国の首都として機能しました。ババ・ヴィダ要塞はブルガリアでほぼ完全に保存

されている唯一の要塞で、ドナウ川が大きく曲がる箇所に位置しています。ヴィディンか

らベログラトチクまでの行程はとてもユニークです。小さな村々が丘や岩山の上に鳥のよ

うに”止まっている”様子は季節を問わず、色彩豊かで印象深いものです。ツアーのゴールは

ベログラトチク要塞です。その歴史だけではなく、建築家の平衡感覚や美的感覚に感銘を

受けることでしょう。 

料金： 27ユーロ 

時間： 約3.5時間 

ウォーキンググレード 3 

 

ブカレスト市内観光 （夕食付） *オルテニツァ発フェテシュティ着 

「東洋の小さなパリ」の名で知られるルーマニアの首都を探訪する終日のツアーです。ブ

カレストの美しい大通りや印象的な建造物を車窓から眺めているとガリア人のある種の才

能に気づくことでしょう。歴史地区の中央に新たに設けられた歩行者区域をガイドと一緒

に少し散策し、500年の時を遡ります。古い商業区域を通り、1724年建立のブカレストで最

も古い教会の１つである、ルーマニア正教のスタヴロポレオス教会を訪れます。最後に、

印象的な議事堂宮殿にて写真ストップをお取りします。かつて「国民の館」の名で知られ

ていたこの宮殿は、1983年から1989年にかけて造成されました。ヨーロッパでもっとも大

きい建造物のひとつです。船に戻る前に、ルーマニア料理のレストランにて夕食をお楽し

みください。 

料金： 84ユーロ  

時間： 約7.5時間 

ウォーキンググレード： 2 



デルタサファリボートツアー  

5,800 km²の広さで、そのうち 72%を占める 4,178 km²が生物保護区というヨーロッパで 2番

目に大きいドナウデルタを体験しましょう。 

ツアーは、ドナウ川で最も古く、最も野性的な入り江の端にあるセント・ジョージと呼ば

れる小さな漁村から出発します。ユニークな動植物が生息するユネスコ世界遺産に登録さ

れているドナウデルタでのボートサファリは忘れられないツアーとなるでしょう。ボート

でサハリン湾、Ciotica水路、そしてドナウデルタで最も古い水産加工センターのひとつを

通ります。水、鳥、魚、そしてその美しさにはまだ手つかずの植物の世界のユニークな生

息地を発見してください。ドナウデルタは世界最大の葦で覆われた地域です。 

料金： 74 ユーロ （ご予約は乗船後のみ可能です）  

時間： 約 4 時間 

ウォーキンググレード： 2 

コンスタンツァと黒海沿岸 

午後、コンスタンツァのガイド付きツアーで黒海の黄金の砂浜に降り立ってみてください。

この海沿いの古都は紀元前 6 世紀にギリシア人によって建てられた植民市トミスを起源と

しており、ルーマニアの主要港と同じくらい古くから人が絶えず居住し続けてきた都市と

考えられています。街の歴史的地区を歩きながら、大モスクやカジノ、ジェノヴァの灯台

など主要な名所をご案内します。 

歴史考古学博物館に立ち寄り、この町の 2500 年の歴史と混合文化の詳細もご覧いただきま

す。 

料金： 52 ユーロ  

時間： 約 5 時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

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。中世の街の家並み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を訪れます。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： 46 ユーロ 

時間： 約 5 時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

 



ノヴィ・サドとスレムスキ・カルロヴィツィ観光 

ノヴィ・サドはセルビアで二番目に大きい都市です。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ご覧いただきます。スレムスキ・カル

ロヴィツィへ向かう途中では、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

ロヴィツィでは、脈々と続く文化的、歴史的建造物が出迎えてくれます。バロック様式の

旧市街にて、大聖堂や総大司教の宮殿、神学校をご覧ください。軽食と休憩の後、バスで

船まで戻ります。 

料金： 35 ユーロ 

時間： 約 3 時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

夜のヴコヴァル徒歩観光  

ヴコヴァルの町の中心を徒歩散策し、新しい給水塔、聖フィリップ・聖ヤコブ教会、白い

大理石製の十字架のメモリアル、給水塔跡、ホテル・グランド、市庁舎、クロアチアで最

初にノーベル賞を受賞したレオポルド・ルジチカの生家など歴史的に重要な建築物をご覧

いただきます。船に戻る前に少しフリータイムもお取りします。 

料金： 23ユーロ 

時間： 約2時間 

ウォーキンググレード： 5 

 

モハーチ徒歩観光 

美しいモハーチの町はハンガリーの南方、クロアチアとの国境沿いに位置しています。こ

の町はハンガリーにおけるオスマン帝国支配の始まりと終わりの大戦の舞台となりました。

２つの戦いは異なる結果に終わりましたが、どちらもハンガリーとヨーロッパ大陸全体の

運命を変えました。徒歩観光では、河岸にある史跡と、市場広場にある砂岩とブロンズ製

の円柱“Dreifaligkeitssäule“、有名な聖ロクス教会を巡り、船へと戻ります。 

料金： 17ユーロ  

時間：約2時間 

ウォーキンググレード： 4 

 



ハンガリーの大平原 プスタ観光（モハーチ発/カロチャ着） 

本コースは、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で

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。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、卵ペイントのデモン

ストレーションなどをお楽しみください。続いて、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お忘れ

なく。完璧なツアーに仕上げてくれることでしょう。 

料金： 62ユーロ  

時間：約4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ひと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いただきます。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： 34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： 47ユーロ 

時間： 約3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ご案内いたします。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いただきます。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： 34ユーロ  

時間： 約3時間 

ウォーキンググレード： 2 

 

ヴァッハウ観光 メルク修道院見学とワインテイスティング付き 

ツアーは、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

とつであるメルク修道院から始まります。印象的なバロック様式の修道院は1702年から

1736年にかけて建設されました。特に注目すべき場所は、修道院の教会、および中世の手

書き原稿が無数に納められた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。 

バスはヴァッハウ渓谷で最もよく知られているワイン村のデュルンシュタインへと続きま

す。壮大な渓谷に囲まれ、ドナウ川のほとりに位置する魅力的な街には、息をのむような

景色、伝統的な建築様式、歴史的な名所のユニークな組み合わせがあります。 エンマース

ドルフに戻る前に街を散策し、その美しさを鑑賞いただきます。ツアーの最後には、グラ

スワインを召し上がっていただきます。 

料金： 57ユーロ 

時間： 約4.5時間 

ウォーキンググレード： 3 

 

 

以上 


	夜のヴコヴァル徒歩観光

