■詳細は旅行会社または弊社までお問い合わせください。

オーストリア流のエレガントであたたかいおもてなし

ルフトナー・クルーズ
魅惑のヨーロッパ リバークルーズ
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快適で上質なサービスに満たされた休日を、
ルフトナー・クルーズ、アマデウスの船でお過ごしください。
すべてのキャビンは窓付きで、24 時間ゆったりと風景を望めます。

スヴィシトフ
ソフィア

プールデッキ／アマデウス・プロヴァンス

チェルナヴォダ

ブルガリア

イスタンブール

オランダ・ベルギーの川や運河をはじめ、
壮大なライン川、マイン川、モーゼル川、
セーヌ川、ローヌ川、ソーヌ川、
ドナウ川をめぐるクルーズをご用意しております。
オーストリア流の
あたたかいおもてなし
ルフトナー・クルーズは、
ヨーロッパのリバークルー
ズ会社としては最も歴史のある会社です。お客様
のご希望やニーズにそったオーストリア流のホスピ
タリティでおもてなしいたします。

心よりリラックスできる
プライベートスペース

素晴らしい時間の共有が
出会いを生みます

すべてのキャビンは窓付きで、大きな窓からは
船内で出会ったゲストは気さくに言葉を交わし
川岸の街並や古城などヨーロッパ文化の一端を てチェスやゴルフゲームに興じたり、バーでゆっ
ご覧いただけます。また、ルームメーキングや、 くりとした地間を過ごしています。共に過ごす
快適なサービスでリラックスしていただけます。 時間が喜びを倍増してくれます。

パノラマレストラン

格調高い数々の料理を
お食事はワンシーティング
（1回制）です。クルー
ズ料金には、お食事、毎食後のコーヒー・紅茶、
夕食時の白・赤ワイン、24時間のコーヒー・紅茶
ステーションのご利用が含まれております。芸術
品のような料理の数々をご堪能ください。

こころとからだのオアシス

厨房から奏でる食の饗宴

ヨーロッパの文化に浸る

運動でリフレッシュするならフィットネス・ルー
ムやエクササイズクラスへ。リラックスしたい時
はサロンへどうぞ。サンデッキでゆっくりと流れ
ゆく景色を眺めるのもよいでしょう。

船内では伝統的な味と現代的なアレンジが融合
した料理や、訪れた土地の名物をご賞味いただ
けます。また、それぞれの料理に合うワインをセ
レクトしてご提供しています。

船から下船し街を歩けば、様々な発見に出会い
ます。アマデウスのリバークルーズでは経験豊
富なガイドが各地の歴史や文化をご案内しま
す。新たな感動が待っていることでしょう。

ブダペスト
（ハンガリー）

パリ
（フランス）
クリスマスマーケット／リンツ
（スイス）

何千年ものヨーロッパの歴史を巡り、芸術と文化に触れる

ドナウ・デルタ
（ルーマニア）

フォークロア
（ハンガリー）
イメージ

窓の外に広がる、絵画のようなパノラマ風景

コッヘム
（ドイツ）

プロヴァンスイメージ

オンフルール
（フランス）
イメージ

キューケンホフ公園
（オランダ）

ドナウ川クルーズ

ライン川クルーズ

ローヌ川・ソーヌ川クルーズ

セーヌ川クルーズ

オランダ＆ベルギークルーズ

DANUBE CRUISES

RHINE CRUISES

RHÔNE & SAÔNE CRUISE

SEINE CRUISE

HOLLAND & BELGIUM CRUISE

ドナウ・ラプソディ

1200マイルの美しく青きドナウ

クラシカル・ライン

ブルゴーニュとプロヴァンスの至宝

セーヌ川とパリ、ノルマンディ

チューリップクルーズ

パッサウ発着で、
ドナウ川上流の街を巡ります。過
去の君主制の栄華がのこるウィーン、要塞の城やバ
ロック様式の宮殿が多く残るブラチスラヴァ、
ドナ
ウ川の両岸に荘厳な建物が並ぶ世界遺産ブダペス
トなど、見応えのある都市を訪れます。また、風光明
媚なヴァッハウ渓谷やバロック様式の修道院、ロマ
ンティックなぶどう畑も訪れることができます。

ルーマニアのブカレストにある4-5ツ星ホテルに
宿泊し、2日間街を堪能できるランドプログラム
が付いているコース。約2週間で様々な国の異な
る風景を楽しめ、ウィーン、ブダペスト、ベオグ
ラードなどの名だたる都市を巡ります。有名な鉄
門峡や、ドナウ ･デルタの湿地帯の景色も見どこ
ろです。

青きドナウ

色鮮やかな南フランスのブルゴーニュ地方やプロ
ヴァンス、カマルグをめぐるクルーズです。ローヌ
川、ソーヌ川をゆくこのクルーズではフランス流の
人生の楽しみ方や素晴らしい景色を堪能していた
だけます。美食の街リヨンから始まりリヨンで終わ
るクルーズでは、ブドウ畑を通りながらメイコンや
ワインで有名なボジョレーを巡ります。また教皇宮
殿が有名なアヴィニョンやカマルグの自然保護区、
アルデシュの渓谷などが見どころです。

花の都パリを発着地とするクルーズ。印象派絵
画の巨匠、ゴッホ、セザンヌ、そしてゴーギャン
らの軌跡をパリからセーヌ川下流のルーアン、続
いてノルマンディー地方のコドゥベック＝アン
＝コーへと辿ります。第二次大戦中のノルマン
ディー上陸作戦で有名なビーチを訪れるエクス
カーションもございます。

クラシカル・ドナウ

ヨーロッパで最も重要な水路であるライン川をくだ
る、素晴らしい風景と見どころ満載の定番クルーズ
です。まるで絵画のように美しい湖や運河のある街
アムステルダムから、ロマネスク様式の教会や歴史
的遺産の多いケルンへ。そして数え切れないほどの
古城と伝説のローレライロックを眺めながら、フラ
ンスアルザス地域圏の首府ストラスブール、そして
スイス・アルプスの玄関口で、フランス、
ドイツ、スイ
ス3国の国境が接しているバーゼルまで旅します。

アムステルダム、ゲント、アントワープなど、絵画
のように美しい場所を訪問するクルーズです。特
殊な水路に沿って、世界で最も美しいとされる壮
大なチューリップ畑や有名な園芸を訪問します。
オランダの南部に位置するキューケンホフ公園
は、ヨーロッパ最大の花園で、春には世界でいち
ばん美しいと言われる
「ヨーロッパの庭園」です。
チューリップや水仙、ヒヤシンスなど700万本以
上の花が咲き誇る、この時期にしか見ることので
きない景観をぜひご覧ください。

ドナウ川を航行するこのコースは、ブダペスト乗船
パッサウ下船とその逆コースがあります。モーツァ
ルトが生まれた世界的に有名なザルツブルクの
街やザルツカンマグートを観光できます。リンツ、
ヴァッハウ渓谷やメルク修道院、ウィーン、ブラチ
スラヴァなど見どころ満載の都市を訪れます。

ライン・マイン・ドナウ運河を通るこちらのコース
は、ブダペスト乗船ニュルンベルク下船とその逆
コースがあります。世界遺産に登録されている街散
策をしたり、
ヴァッハウ渓谷やメルク修道院、
ウィー
ン、ブラチスラヴァなどの都市を訪れます。ドナウ
の真珠と呼ばれるブダペストでは、息をのむほどの
美しい夜景クルーズも楽しめます。

3 つの川をゆくクルーズ
オランダの水路や歴史的に重要なライン川、
マイン川、
ドナウ川を下り、
ヨーロッパの魅力ある街々を訪れま
す。アムステルダムや、2000年以上の歴史をもち世
界遺産に指定されている大聖堂のあるケルンなどの
都市のほか、美しいブドウ園を訪れることもできます。
ローヌ川イメージ

ベルサイユ宮殿イメージ

キューケンホフ公園
（オランダ）

※各コースの詳細は URL https://lueftner-cruises.jp をご覧ください。 ※掲載内容はコース一例で、変更になる場合もございます。

ライン川イメージ

クリスマスマーケット／ウィーン
（オーストリア）

ヨーロッパの魅力を満喫する贅沢なクルーズ

クラシック音楽の本場で生演奏に酔いしれる至福の時。そして船上で迎える聖なるクリスマスと華やかな新年

シェロゲナー・ループ

イメージ

イメージ

ケルン
（ドイツ） ニューイヤー／ブダペスト
（ハンガリー）

ヨーロッパ横断クルーズ

テーマクルーズ

ACROSS EUROPE

THEME CRUISES

ヨーロッパ横断

クラシック音楽クルーズ

「北のベネチア」
と呼ばれる運河の街アムステルダムから、
ライン、マイン、ドナウ川をくだり、ハンガリーの荘厳な
首都ブダペストまで、ヨーロッパ5 ヵ国の魅力的な都市を
巡るコースです。
世界遺産である中部ライン渓谷ではロー
レライロックや古城、ブドウ畑が織りなす美しい風景に目
を奪われます。また3 つの川の合流地点であるパッサウ
や、ヴァッハウ渓谷、ウィーン、ブラチスラヴァなど、魅力
的な街を巡ります。

音楽愛好家の皆さまに特にお勧めの音楽クルーズです。クルーズ
によりオペラハウスでの音楽鑑賞や、教会でのオルガンコンサート
が催され、また船上では名演奏家アンサンブルによるコンサートも
楽しめます。

ウィーン
（オーストリア）

ワインクルーズ

ゴルフクルーズ
アムステルダム
（オランダ）

レーゲンスブルク
（ドイツ）

クルーズ中の流域に点在する世
界的に有名な4ヵ所のゴルフコー
スでの18ホールのラウンドが含
まれた、ゴルフ愛好家にお勧めの
クルーズです。ゴルフプレイを楽
しみつつ、リバークルーズの良さ
を同時に体験できます。クルーズ
により、ゴルフと美しい景観、芸
術、歴史、世界遺産、文化などが
一度に楽しめるコースです。

クリスマスマーケットクルーズ

それぞれの川の地域のワ
インと文化を堪能できる
ワインクルーズです。世界
的にも有名なワインの産
地を訪れます。熟練したワ
インメーカーから話を伺
い知識を深めつつ、有名な
地元のデザートワイン、赤
白ワインを試飲できます。
船上ではワインとのペア
リングディナーもお楽し
みください。

クリスマスイブまでの約4週間のアドベント
（キリスト降
臨節）のシーズンに、クリスマスマーケットを巡ります。
幸せに満ちたクリスマスムードで華やぐマーケットは、
かわいらいしいクリスマスギフトで溢れています。

クリスマスをアマデウスの船で過ごして
みませんか。船ではクリスマスイルミ
ネーションに彩られた街並みを眺め
ながら、シェフが腕をふるった料理
を楽しむことができます。また、寄港
地ではクリスマスマーケットを訪れた
りと、この時期ならではの華やかな雰
囲気を満喫できます。

大晦日クルーズ

花火クルーズ

イメージ

クリスマスクルーズ

通常のリバークルーズに加え、船上から花火をご覧いただける特
別クルーズです。陸上で見る花火の喧騒から離れ、船上でゆったり
と花火鑑賞をしていただけます。

イメージ

1年の終わりと、新年を祝うクルーズです。大晦日
には、クルーズのハイライトとなる船上のシルベス
ター
（大晦日）ガラが催されます。そして、人々が街
に繰り出し、時計台が新年の0時を知らせるのを待
つ中、アマデウスの船のサンデッキから街のまばゆ
い光を眺め、ワルツを踊りながら新年を迎えます。

※各コースの詳細は URL https://lueftner-cruises.jp をご覧ください。 ※掲載内容はコース一例で、変更になる場合もございます。

