


ルーマニア

ブカレスト

印は、宿泊又は停泊いたします。

ブダペスト

アムステルダム

ウィーン ブラチスラヴァ（通過）メルク

パッサウ
レーゲンスブルク

ニュルンブルク

ローテンブルク
リューデスハイム フランクフルト

ケルン

バンベルク

ヴュルツブルク
ヴェルトハイム

ルセヴェリコ・タルノヴォ

オーストリア

オランダ

スロバキア

ブルガリア

クロアチア

セルビア

ドイツ

ジュルジュウ
ヴィディンベオグラード

アテネ

イスタンブールナポリ

パリ

プラハ

ワルシャワ
ベルリン

ドブロブニク

ブコバル

オシエク

ドナウ河
黒海

北海

アドリア海

ドナウ河

マイン河

ライン河

鉄門峡谷

ヴァッハウ渓谷

マイン＝ドナウ運河

ライン渓谷中流上部

ハンガリー

●上記スケジュールは天候や河、運河の水位、船のスケジュール等により変更になる場合がございます。また増水や渇水
により、乗下船地が変更となる場合がございます。
●食事条件 ： 朝食24回、昼食23回、夕食24回(機内食を除く)　●最少催行人員 ： 15名様（添乗員同行）
●利用予定航空会社 ： エールフランス航空、オーストリア航空、KLMオランダ航空、ルフトハンザドイツ航空、全日空、日本
航空など。　●利用予定ホテル ： 【ブカレスト】ラディソン・ブリュー･ホテル・ブカレスト 又は同等クラス　●日本国内線を
ご利用希望の方はお問い合わせください。　●クルーズ3,000km＋地上移動で3,500kmとなります。

月/日 国名都市名 現地時間 スケジュール日次
空路、ブカレストへ(欧州内乗り継ぎ)。
着後、専用車にてホテルへ。　　　　　　　　【ブカレスト泊】1 7/2

（金）

2 7/3（土）

午前
夜

成田又は羽田発
ブカレスト

ブカレスト市内観光。
ジュルジュウよりリバー・ダッチェスに乗船。出港。　【船中泊】3 7/4

（日）
午前
午後

ブカレスト
ジュルジュウ

ドナウ河とサヴァ河に交わる場所に位置するセルビアの首都
ベオグラード市内観光。　　　　　　　　　　　　【船中泊】7 7/8

（木）
午前ベオグラード

ブコバル入港。ドナウ河と支流ドラヴァ河沿いのクロアチア
で4番目に大きい街オシエク観光。 　　　　　　　【船中泊】8 7/9

（金）
午前ブコバル

オシエク

9 7/10（土）
午後ブダペスト

ルセ入港。12世紀から14世紀の間、第2次ブルガリア帝国の
首都だったヴェリコ・タルノヴォと古くからの屋敷が数多く残
る郊外の村アルバナシ観光。　　　　　　　　　　【船中泊】

4 7/5
（月）

終日ルセ
ヴェリコ・タルヴォノ
アルバナシ

ヴィディン入港。ブルガリア・ドナウ沿いでは最古の街の一
つヴィディンと石炭岩の奇岩群が有名なベログラドチック
半日観光。　　　　　　　　　　　　　　　　　【船中泊】

5 7/6
（火）

午後ヴィディン

6 7/7
（水）

鉄門
クルージング

『東欧のパリ』と称えられるブカレスト市内観光。【ブカレスト泊】午後ブカレスト

12 7/13（火） 終日クルージング。　　　　　　　　　　　 　　　　【船中泊】終日クルージング

20 7/21（水） ヴェルトハイム市内徒歩観光。　 　　　　　 　　　　【船中泊】ヴェルトハイム

「ドナウの真珠」と称されるブダペスト市内観光。 世界遺産 の
ブダ地区とペスト地区にご案内します。停泊。 【停泊・船中泊】

13 7/14（水）
終日ウィーン  世界遺産 「音楽の都」ウィーン市内観光。 世界遺産 「シェーン・

ブルン宮殿」日本食の昼食をお召し上がりください。　【船中泊】

24 7/25（日）

午前

午後

アムステルダム  世界遺産 アムステルダム市内観光。レンブラントの「夜警」
が有名な国立ミュージアム（入場）、運河クルーズ。
自由行動。希望の方は添乗員が街までご案内します。【停泊・船中泊】

14 7/15（木）
午前ヴァッハウ渓谷

メルク
ドナウ河でも最も風光明媚な景色が広がる
 世界遺産 ヴァッハウ渓谷 。 世界遺産 メルク修道院。【船中泊】

16 7/17（土）
午前レーゲンスブルク 2000年もの歴史を持つドナウ河畔の古都

 世界遺産 レーゲンスブルク徒歩観光。　　　　　　【船中泊】

18 7/19（月）
午前バンベルク 今も中世の街並みが残り、小ベネツィアと称される

 世界遺産 バンベルク徒歩観光。　　　　　　　　　【船中泊】

22 7/23（金）
午前
午後

リューデスハイム
ライン渓谷中流上部

「ラインの真珠」と称されるリューデスハイム観光。
 世界遺産 ライン渓谷中流上部 からローレライ通過。 【船中泊】

10 7/11（日）
午前
午後

ブダペスト ブダペスト郊外のセンテンドレ半日観光。ブダペスト自由散策。
希望の方は添乗員が街の中心付近までご案内します。【停泊・船中泊】

15 7/16（金）
午前パッサウ ドナウ河、イルツ河、イン河の3つの河が合流するオーストリ

アとの国境の街、古都パッサウ市内徒歩観光。　　　【船中泊】

17 7/18（日）
午前
午後

マイン＝ドナウ運河
ニュルンベルク

1992年に完成したマイン＝ドナウ運河通航。
ニュルンベルク旧市街観光。　　　　　　　　　　　　【船中泊】

19 7/20（火）
午後

午前

26 7/27（火） 通関後、解散。成田又は羽田着 午前

23 7/24（土）  世界遺産 ケルン大聖堂などケルン市内徒歩観光。　【船中泊】ケルン 午前

ヴュルツブルク
ローテンブルク

ヴュルツブルクより、バスにて移動し「中世の宝珠」ローテン
ブルク市内観光。　　　　　　　　　　　　　　　　　　【船中泊】

21 7/22（木）
午前
午後

フランクフルト ドイツ最大の都市フランクフルト市内徒歩観光。　　　　　
自由散策。希望の方は添乗員が街の中心付近までご案内します。 【停泊・船中泊】

25 7/26（月）
午前アムステルダム 下船。港から空港へ。空路ご帰国の途へ。

（欧州内乗り継ぎ又は直行便）　　　　　　　　　【機中泊】

11 7/12（月）
終日

終日

ブダペスト ブダペスト自由散策。希望の方は添乗員が街の中心付近まで
ご案内します。　　　　　　　　　　　　　　　　【船中泊】
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カルパチアとバルカン山脈の間を流れるドナウ河が狭く
なった 鉄門峡谷 を通過します。この峡谷はヨーロッパで
も最もドラマチックな景観の一つでルーマニアとセルビア
の自然の国境となっています。　　　　　　　　 【船中泊】

グランドクルーズ 26日間 3,500km

※(　)は、船室･ホテルを一人独占利用の追加代金です。
※旅行代金には国内空港施設使用料、海外空港税、国際観光旅客税、ポートチャージ、船内チップが含まれております。
※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）
※今クルーズは連続した2本のクルーズを利用しており、乗り継ぎのお客様がいる都合上、ブダペストで同じカテゴリーの
別のお部屋に移動していただく場合があります。
※成田又は羽田までの国内線、出発空港の前泊代（食事なし）が含まれています。ご希望のお客様はお申込時にお知らせ
ください。なお、国内線は弊社指定便・指定区間になり、成田発着便がお取りできない場合は羽田発着便となり、羽田～
成田間の交通費はお客様負担となりますので予めご了承ください。

客室タイプ エコノミークラス ビジネスクラス リピーター割引早期申込割引

1,798,000円
（658,000円）

2,148,000円
（658,000円） ▲40,000円▲50,000円

1,998,000円
（718,000円）

2,348,000円
（718,000円） ▲50,000円▲70,000円

2,198,000円
（798,000円）

2,548,000円
（798,000円） ▲60,000円▲80,000円

2,698,000円 3,048,000円 ▲80,000円▲100,000円

クラシック
約14㎡、窓付き
（上の方に位置する小さい窓）
シャワー付（1F）

デラックス
約14㎡、角窓
シャワー付（中2F・2F）

フレンチバルコニー
約14㎡、フレンチバルコニー
シャワー付（3F）

スイート
約20㎡、フレンチバルコニー
シャワー付（3F）

過去にユニワールド社にご乗船いただいたお客様で、
船会社に乗船履歴が確認できたお客様のみ適用となります。

ユニワールド社
リピーター割引

早期申込割引 2020年10月30日（金）までにお申込みの場合に適用。

ベストシーズンを迎えるヨーロッパ8カ国をドナウ河、マイン河、ラ
イン河の大河とマイン＝ドナウ運河を通航し巡ります。リバーク
ルーズは、船上にいながらいつも両側に古城やぶどう畑、田園風
景を見ることができ、船酔いの心配もありません。

ルーマニアとセビリアの国境・鉄門峡谷、「銀色に輝く帯」と呼ば
れ、ドナウ河で最も美しいといわれる世界遺産ヴァッハウ渓谷、
世界遺産ライン渓谷中流上部をクルーズ。船上からの景色は他
の旅行では味わうことができません。

1992年に完成した全長約171kmのマイン＝ドナウ運河（ケル
ハイム～バンベルク間）を通航。16の水門を通過し、水位を調整
しながら船は進みます。

1

2 ユニワールド社の乗船履歴が確認できたお客様にはリピーター割引があ
ります。また成田・羽田空港までの国内線（往復）と、成田または羽田空港
での前泊のホテルが無料（当社指定ホテル）でご利用いただけます。

6

クルーズする８カ国の内、５カ国の首都（ブカレスト、ベオグラード、ブダペ
スト、ウィーン、アムステルダム）を訪れ、ヨーロッパ10カ所の世界遺産を
巡る、全観光付き安心クルーズです。

4
ユニワールド社は、洗練されたサービスと食事が定評のオールインクルー
シブ制。船内はフリードリンク（ワイン、ビール、ソフトドリンク）でチップが不
要です。毎年ご参加のお客様より船内ではほとんど支払いがなく好評です。

5

3 弊社最上級ブランドの「ボン・ボヤージ・ロイヤル」のため、20名様の限定
募集。経験豊富なベテラン添乗員が全行程同行します。
さらにポートチャージ、船内チップ、ご自宅～空港間の往復の荷物宅配
サービス、寄港地観光などが旅行代金に含まれています。

7

旅のPoint

ワイン、ビール、スピリット、ソフトドリンク、エスプレッソ、
ミネラルウォーターなど飲み物は無料（ビンテージワイ
ンなど一部の銘柄を除きます）のフリードリンク制です。

客室のスチュワーデス、ダイニングのウェ
イターなどへのチップは不要のノーチップ
制です。

新鮮な地元の食材を使ったグルメ料理が評判のラ
グジュアリークラスのユニワールド社。バリエーショ
ン豊かなチョイスメニューをお楽しみいただけます。

ハンガリー共和国の首都。街の中心をドナウ河が縦断し、西側の
ブダ地区の丘の上に王宮や要塞がそびえ、東側は商業地区と
なっていてドナウ河岸とブダ地区として世界遺産に登録されて
います。

「音楽の都」「楽都」とも呼ばれ、かつてヨーロッパを数世紀にわ
たり支配したハプスブルク家の栄華を伝えるオーストリアの首
都。シュテファン寺院や旧市街を含む「ウィーン歴史地区」は世界
遺産に登録されています。

9～11日目

13日目

かつてハンザ同盟の町として、繊維の貿易で栄えました。その名
残のある街並みが、美しい運河の水面に写り映える姿はとても
ロマンチック。運河巡りも楽しみのひとつです。

■ご旅行代金（2名1室利用の大人お一人様） 18日目

まさにヨーロッパ大陸の大横断である。見所はなん
といっても景色が身近にあること。ライン河沿いの古
城、葡萄畑、河で釣りをする人、河辺で遊ぶ人など、
こちらが手を振れば振り返してくれる人達。そうした
穏やかな人々の暮らしを見せてくれた河が、雄大な
渓谷となり圧倒する風景に変化するのも見飽きるこ
とがない。通過した閘門は66カ所にも及び、8カ国に
わたり国境を越える。　　　　  埼玉県S.E様 70代

お 客 様 の 声

東欧のパリと呼ばれるルーマニアの首都。共産党時代には故
チェウシェスク大統領が巨額の費用をかけて造られた宮殿は現
在国民の館として世界中から観光客を集めています。

1～3 日目

※写真は全てイメージです。

自慢の食事とオールインクルーシブ制のユニワールド社は、
サービスが充実し、船内を快適に過ごせます。

国民の館

旧市庁舎

シェーンブルン宮殿

国会議事堂




