
ルフトナー・クルーズ社 アマデウス・シルバーⅡで航く

2019年7月30日（火）～8月10日（土） 12日間
1,028,000円～1,288,000円

感動のスイスアルプス･ユングフラウヨッホ
古城を巡るライン河クルーズと

2名1室利用お一人様 （C-1） （スイート）

旅行代金

ベストシーズン 添乗員同行 安心の全観光付

ユングフラウ鉄道で、世界遺産のヨーロッパアルプスへ。
スイスを代表する名峰アイガー、メンヒ、ユングフラウが連なる、壮大な眺めをご覧ください！

いくつもの古城が点在するライン渓谷、
ゴシック建築の教会として世界最大の大聖堂がそびえるケルンなど 

オランダからスイスまでライン河をクルーズ。
バーゼル下船後は、世界遺産ベルン、壮大なパノラマが広がる 

ユングフラウヨッホにご案内します。
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ⓒLüftner Cruises

世界
遺産 ライン渓谷を航行するルフトナー社の船

ユングフラウ鉄道

ハイデルベルク ルツェルン

クライネシャイデックからアイガー山中を貫くトンネルを抜け、ヨーロッパ最高地点のユングフラウヨッホ駅
（3454ｍ）まで結ぶ登山鉄道。1912年に全線開通した伝統の路線です。車窓からは名峰や氷河、沿線に咲く
色とりどりの高山植物の花 を々楽しむことができ、一帯は世界自然遺産に認定されています。

スフィンクス展望台
ヨーロッパ最高地点の鉄道駅ユングフラウヨッホ駅に隣接してつ
くられた複合施設。標高3571mから眼前に広がるアレッチ氷河の
眺望は圧巻です。スイス・アルプス ユングフラウ =アレッチとして、
アルプス初のユネスコ世界自然遺産に登録されています。

ヨーロッパ
4カ国を巡る

ゆたか倶楽部添乗員同行で
10名様催行のゆとり旅



古城を巡るライン河クルーズと
感動のスイスアルプス･ユングフラウヨッホ 12日間
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日本より
（直行便又は欧州内乗継）

日本へ
（欧州内乗継）

フランス

ベルギー

オランダ

ドイツ

スイス
9日目ベルン

スイスの首都ベルンは石造りのアーケードが約6kmにもわたって連なり、
花に飾られた個性的な噴水があちこちに点在する美しい町です。

8日目ストラスブール

ベルン

※写真はすべてイメージです。

ライン河を挟んでドイツと接する国境の街であり、鉄道、道路、
河川のいずれでも交通の要所となっています。

6日目コブレンツ
ロマンチックな雰囲気の路地や
広場のほか、旧市街の絵のよう
に美しい小路に歴史を感じるこ
とができます。

6日目リューデスハイム
「ラインの真珠」と呼ばれ、ローマ時代
からブドウの栽培が盛んな街でした。
有名なつぐみ横丁ではワイン酒場や
土産物屋が軒を連ねます。世界から旅
行者が集まる魅力的な街です。

5日目コッヘム
モーゼル河沿いに旧市街が広がる
コッヘムは、丘の上に古城がそびえ、
モーゼルワインが有名です。街の近く
には沢山のぶどう畑が広がります。

海のクルーズと違い、いつでも船窓からは、林
越しに見える教会や民家、自転車に乗る人があり
退屈しません。サンデッキに上れば椅子に座った
ままラインの右岸の古城も、左岸を走る高速列車
も一目瞭然。ビール片手に知り合った外国人さん
とも談笑、すれ違う観光船にも思う存分手を振り
ました。停泊地は目の前が生活道路、散歩の人、
ウォーキングを楽しむ人がおり、その向こうには
鐘楼や市場があるなど、大型船では決して味わえ
ない旅でした。

三重県 60代 男性K.T

4日目ケルン
完成までに632年も要したケルン大聖堂。ライ
ン河を見下ろすようにそそり立つ巨大なゴシッ
ク様式の建築物です。

～ スタイリッシュでエレガントな客船で古城渓谷とぶどう畑の美しい景色を船上よりご覧いただきます。
　　　　　バーゼル下船後は世界遺産ベルン、そしてユングフラウヨッホ、風情ある古都ルツェルンにご案内します ～

ロマンチック・ライン
船上よりご覧いただける美しい景色

ライン河流域の「ロマンチック・ライン」と呼
ばれるコブレンツ～マインツ間には古城が点
在し世界遺産にも登録されています。有名な
断崖絶壁のローレライの岩山、次々に現れて
は消えてゆく古城は今回のクルーズのハイラ
イトです。

コブレンツ

リューデスハイム

コッヘム

ストラスブール

お客様の声

ユングフラウ登山鉄道でヨーロッパ最高所の駅ユングフラウヨッホ（標高3,454m）へ。
更にエレベーターでスフィンクス展望台（3,571m）にご案内し、アルプスの絶景をご覧いただきます。

登山電車でアイガー（3,970m）、
メンヒ（4,107m）、ユングフラウ
（4,158ｍ）を眺めながらユング
フラウヨッホ駅へ。スフィンクス展
望台からは東にメンヒ、南にアル
プス最大で世界自然遺産のア
レッチ氷河が広がります。登山電
車を利用しますのでお身体に負
担なく絶景をご覧いただけます。グリンデルワルド駅とアイガー スフィンクス展望台とアレッチ氷河
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●上記スケジュールは天候、河や運河の水位、船会社の都合により、スケジュールは予告無く変更になる場合がございます。　●食事条件：
朝食10回、昼食9回、夕食10回(機内食を除く)　●最少催行人員：10名（添乗員同行）　●利用予定航空会社：KLMオランダ航空、エールフ
ランス航空、ルフトハンザドイツ航空、スイス航空（エコノミークラス）など。　●利用予定ホテル：【アムステルダム】：ホテル・オークラ・アム
ステルダム又は同等クラス、【インターラーケン】：ビクトリア・ユングフラウ・グランド・ホテル＆スパ又は同等クラス、【ルツェルン】：ホテル･
シュバイツァーホフ・ルツェルン又は同等クラス　●観光について：◎入場、●下車。　●ビジネスクラス追加料金：お問い合わせください。
●クルーズ中の寄港地観光は船会社主催です。混乗車で英語ガイトとなりますが、添乗員が同行し要訳してご案内させていただきます。

※(　)は、船室・ホテルをお1人様ご利用の追加代金。　※旅行代金には国内空港施設使用料（羽田2,570円、成田2,610円）、海外空
港税（約12,800円）、燃料特別付加料（約31,600円）、国際観光旅客税（1,000円）が含まれておりません。船内チップ（約7,000円）は
船内会計にてお支払いいただきます。　※往復のスーツケース宅配サービスが付いています。（片道あたりお一人様１個）

羽田又は成田発
アムステルダム着

アムステルダム

アムステルダム

フォーレンダム
ホールン

アイセル湖

ケルン

コッヘム

コブレンツ

ライン渓谷中流上部
リューデスハイム

マンハイム
ハイデルベルク

シュパイアー

ストラスブール

バーゼル
ベルン

インターラーケン

ユングフラウヨッホ

ルツェルン

ルツェルン
   チューリッヒ発

月/日 都市名 現地時間 スケジュール日次
空路、アムステルダムへ(直行便又は欧州内経由便)。
アムステルダム着。着後ホテルへ。

アムステルダムにて下船。アムステルダム観光中に、
船は先回りして次の寄港地のホールンへ向かいます。
アムステルダム観光（◎運河クルーズ）後、バスでフォーレン
ダムへ。小さな漁港フォーレンダムを散策後、ホールンへ。
ホールン入港。観光後、ホールンにて乗船。
ホールン出港。
アイセル湖クルーズ。

■スケジュール 2019年 7月30日（火）～8月10日（土） 12日間

丘の上に古城がそびえるコッヘム入港。
コッヘム市内徒歩観光とワインテイスティング。
コッヘム出港。

ライン河とネッカー河が合流するマンハイム入港。
バスでハイデルベルクへ。ハイデルベルク市内観光。
マンハイム出港。
世界最大のロマネスク様式の大聖堂があるシュパイ
アー入港。シュパイアー徒歩観光。４つの塔と２つのドー
ムを持つ、世界最大のロマネスク様式●シュパイアー大
聖堂を見学します。　
シュパイアー出港。

ヨーロッパの十字路と呼ばれるストラスブール入港。
ストラスブール市内観光。◎運河クルーズ、●大聖堂、
木組みの家々が美しい世界遺産●プティット･フランス
地区にご案内します。
ストラスブール出港。

バーゼル入港。下船後、専用車でベルンへ。
中世の街並みが残る、 世界遺産 ベルン旧市街観光。
アルペンリゾート、インターラーケンにて宿泊。夕食は
スイス名物チーズフォンドゥ。

世界遺産 ユングフラウヨッホ観光。登山鉄道を乗継ぎ、
ラウターブルンネンDクライネシャイデックDユングフ
ラウヨッホ。スフィンクス展望台よりアルプスの絶景を
ご覧いただきます。
クライネシデックDグリンデルワルドDインターラーケン。
専用車にて中世の面影を残す風情ある古都ルツェルンへ。
ルツェルン市内観光。●旧市街、●カペル橋。

羽田又は成田着

チューリッヒへ。
チューリッヒより帰国の途へ(欧州内乗継)。
空港着後、通関手続き後、解散。
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1 7/30（火）

2 7/31（水）

3 8/1（木）

4 8/2（金）

5 8/3（土）

6 8/4（日）

7 8/5（月）

8 8/6（火）

9 8/7（水）

10 8/8（木）

11 8/9（金）

12 8/10（土）

アムステルダム泊

インターラーケン泊

ルツェルン泊

船中泊

船中泊

船中泊

船中泊

船中泊

船中泊

船中泊

機中泊

世界遺産 アムステルダム市内観光へ。レンブラントの
『夜警』が有名な◎国立ミュージアム、●ダム広場。
アマデウス･シルバーⅡ乗船。ウェルカム･カクテル、ウェ
ルカムディナーをお楽しみください。

大聖堂が有名なケルン入港。ケルン市内徒歩観光。ドイ
ツ最大のゴシック建築 世界遺産 ●ケルン大聖堂。
ケルン出港。

ライン河とモーゼル河が合流するコブレンツ入港。コブレ
ンツ徒歩観光。ロマンチックな●聖母教会、●市庁舎。
コブレンツ出港。
世界遺産 ライン渓谷中流上部、ローレライをクルーズ。
リューデスハイム入港。有名なつぐみ横丁の散策をお楽
しみいただきます。
リューデスハイム出港。
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■ご旅行代金（2名1室おひとり様）
客室タイプ 旅行代金

1,028,000円（200,000円）
1,148,000円（250,000円）
1,188,000円（300,000円）

1,288,000円

C-1

Ｂ-1

Ａ-1

スイート

1F　窓付（上の方に位置する窓）シャワー付　約16㎡

2F　

3F　

3F　屋外バルコニー、シャワー付　約26.4㎡

ドロップダウン・パノラミックウィンドウ、
シャワー付　約17.5㎡



旅行条件（要約）
 

 

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

一般社団法人　日本外航客船協会会員 観光庁長官登録旅行業第1294号  一般社団法人　日本旅行業協会正会員 

〒101-0044
東京都千代田区
鍛冶町2ｰ5ｰ15
ゆたか倶楽部ビル

総合旅行業務取扱管理者
クルーズマスター
永井ひろみ

〒530-0001
大阪市北区梅田
1ｰ11ｰ4
大阪駅前第4ビル 2階

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
大久保俊之

〒231-0002
横浜市中区海岸通１ｰ１
横浜港国際客船
ターミナル 2階

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
富永哲也

TEL.（03）5294-6451 TEL.（06）6455-0931 TEL.（045）227-8211

大阪営業所  大阪駅前第4ビル本　社 JR神田駅　東口前

クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画・実施

■募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代田区鍛冶町
2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：ゆたか倶楽部/観光庁長官登録旅行
業第1294号、以下当社という）が企画・募集し実施する旅行であり、この旅
行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することにな
ります。契約の内容・条件は、募集パンフレット、別途お渡しする確定書面（ご
予約確認書）および当社旅行業約款によります。
■旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払い下さい。
申込金は100,000円を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅行の予約申込を受け
付けることがあります。この場合、電話などによる予約申込から起算して10
日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、申込みはなかったもの
として取り扱います。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、121日前までにお支払い
いただきます。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船代、ホテル代、航空代、食事代、観光代、ご自宅～
成田空港間の往復荷物宅配サービス（片道お一人様1個）など。
■旅行代金に含まれないもの
●成田空港使用料、海外空港諸税、燃油特別付加料、国際観光旅客税、船内チッ
プ、渡航手続き関係諸費用（査証代、旅券印紙代、出入国カード作成料など）など。
■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお支払
いいたします。ただし､次の場合は変更補償金をお支払いいたしません。天
災地変､戦乱､暴動､官公署の命令､運送・宿泊機関などの旅行サービスの
提供の中止､当初の運行計画によらない運送サービスの提供､旅行参加者
の生命または身体の安全確保のため必要な措置。なお変更補償金は旅行

者1名に対し、1募集型企画につき旅行代金の15％を限度とします。また
変更補償金が千円未満である時は、変更補償金はお支払いいたしません。
■お客様の責任
●お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様
が当社の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った時は、お客様
に対し損害の賠償を申し受けます。
■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、および旅行代金
が所定の期日までに入金がなく、当社が参加をお断りした場合、旅行代金
に対し下記の料率で取消料（または違約料）を申し受けます。

本クルーズは通常のツアーとは取消料の規定が異なります。「クルーズ旅
行取消費用特約（海外旅行保険）」をご用意しておりますので、ツアーお申
込みと同時に、保険に加入されることをお勧めいたします。
●キャンセルにより、1室の利用人数が減った場合は、規定の取消料以外に
発生するお部屋の追加料金がかかります。「クルーズ旅行取消費用特約」
は利用人数の変更による追加料金は補償されません。
■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故意又は過失に
よりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責を任じます。なお、

お手荷物の場合にはお1人最高15万円を限度とします。また、お客様が以
下の事由により損害を受けられた場合は、賠償の責を負いません。
（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしく
は、旅行の中止。（b）運送・宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのため
に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。（c）官公署の命令又は伝染
病による隔離。（d）自由行動中の事故。（e）食中毒。（f）盗難。（g）運送機関
の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは、目的地滞
在の短縮。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の14日前までに交付いたします。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償
規定で定めるところにより、お客様の旅行参加中にその生命、身体又は手
荷物の上に被られた一定の損害補償について、あらかじめ定める額の補償
金及び見舞金をお支払いいたします。ただし、お客様の故意、酒酔い運転ま
たは危険な運動中の事故によるものであるときは、上記の補償金・見舞金
はお支払いいたしません。
■募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当社旅行業約款に
よります。約款をご希望の方はご請求ください。※車椅子でご参加希望の
方はお問い合わせください。
■最少催行人員　10名（添乗員同行）
■この旅行条件の基準日は2018年10月24日です。
■個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供当社は、お申込みいただいた旅行の手配の
為に、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、住所、
電話番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報
を予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供いたします。

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

取消日 取消料
121日前まで

120日前～90日前

89日前～60日前

59日前～30日前

29日前～15日前

14日前～出発当日

無連絡不参加又は旅行開始後

無料

旅行代金の5％

旅行代金の17.5％

旅行代金の25％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

YUTAKACLUB CRUISES

C-1 1F ハイドンデッキ

【シップデータ】
●建造 ： 2015年

●乗客定員 ： 168人
●乗組員数 ： 約46人

●全長 ： 135ｍ ●全幅 ： 11.4ｍ

ルフトナー・クルーズ社 『アマデウス・シルバーⅡ』
スタイリッシュでエレガントな雰囲気が人気のルフトナー・
クルーズ社は、オーストリア流の洗練されたサービスと、
食事に定評があります。夕食ではワインが無料で
提供されます。

スタイリッシュでエレガントな雰囲気が人気のルフトナー・
クルーズ社は、オーストリア流の洗練されたサービスと、
食事に定評があります。夕食ではワインが無料で
提供されます。

窓付・シャワー付　広さ／約16㎡
※窓は上部にあり、外の景色は見づらいです。

A-1 3F モーツァルトデッキ
B-1 2F シュトラウスデッキ

スイート 3F モーツァルトデッキ
屋外バルコニー・シャワー付

広さ／約26.4㎡
※夕食のみワイン（白・赤）が
無料で提供されます。

レストラン

※客室のデザイン・レイアウトなどは画像とは若干異なる場合がございます。　※ベッドはツインに変更できます。
※ドロップダウン・パノラミックウィンドウ ： 天井から床までの大型窓。上半分は開閉可。

ドロップダウン・パノラミックウィンドウ・シャワー付　広さ／約17.5㎡

船内施設のご案内 ⓒLüftner Cruises


