
ダウン・キンスキー宮殿

世界遺産 ヴュルツブルク司教館

セレナーデ号ご乗船の皆さまだけにお送りする、年末年始を彩るコンサート

Wien
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団メンバーによる　　　　　　　　　　　　　あああああ
アンサンブルコンサート

ウィーンフィルのメンバーで構成される
アンサンブルの調べをお楽しみください

コンサート会場ダウン・キンスキー宮殿の
一室を貸切って鑑賞

経験豊富な楽団員たちによる、少人数編成
ならではの演奏を、心ゆくまでご堪能ください

ご乗船の皆さまのためだけに
ロイヤル・コンセルトヘボウ伝統の音楽を演奏

ナポレオンが絶賛した司教の館、壮麗な
ヴュルツブルクのレジデンツ

世界遺産の宮殿内の一室を貸切って
アンサンブル鑑賞

世界のオーケストラランキングで常に上位の人気を誇るロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団。
そのアンサンブルチーム 「カメラータRCO」がこの度、三越伊勢丹ニッコウトラベルのお客
さまだけに年末を華 し々く締めくくる、特別プログラムを演奏していただけることになりました。

大司教の館の一室を借り切ってのコンサート。18世紀創設、
数々の名演奏家を輩出した名門ヴュルツブルク音楽大学のア
ンサンブルチームがウィンナーワルツやクリスマスにちなんだ
演目を演奏。その繊細な音楽にきっと酔いしれることでしょう。

コース

コース

カメラータRCO
（ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団選抜メンバー）
によるアンサンブルコンサート

コース

ダウン・キンスキー宮殿の一室を借り切ってのウィーンフィルコンサート。毎年ウィーンで
行われるニューイヤーコンサートの演目を、皆さま専用にアレンジ。心浮き立つ贅沢な
ひと時をお楽しみください。

ドイツの名門「ヴュルツブルク音楽大学」アンサンブルチーム
特別コンサート

Apeldoorn

Würzburg

2



【突然の事態でも追加費用は当社負担】
日本出発後、日本帰着までの運送機関の遅延、天災地変、戦乱等で日程
変更等を余儀なくされ追加費用が発生した場合、旅行業約款上はお客さま
負担ですが、旅行代金を超える追加費用は当社が負担する、安心の制度です。

【添乗員同行・全観光付】
ご出発からご帰国の空港まで、現地事情に詳しい添乗員が同行します。

【無料配送サービス】
お1人さまにつきスーツケース1個をご自宅から集荷し、前泊の空港ホテル
客室または空港までお届け。ご帰国時にもご自宅まで配送します。

【「旅日記」サービス】
ご帰国時またはご帰国後に、添乗員手づくりの「旅日記」をお渡しします。
旅の思い出に、またお写真の整理にもお役立てください。

【ゆとりある旅のかたち 午前9時出発、午後4時半帰着が基本】
ご朝食をゆったりと楽しみ、慌てることなくご出発。お帰りも少し早めに
ホテルに戻ることで、ご夕食前のひと時を休息や入浴にあてておくつろぎ
ください。

【全食事付】
全行程にて郷土料理をはじめ、地元の人々に人気のレストランなど、多彩な
お食事をご用意しています。観光の一環としてお楽しみください。

【ガイドシステムで説明もはっきり】
ガイドや添乗員の説明が耳元ではっきり聞こえるイヤホン式受信機、ガイド
システムを使用します。小型で軽量なので、ポケットにも入ります。

【空港ホテルに前日宿泊】
国際線の出発が午後1時までのツアーは、空港近くのホテルで前日宿泊
（朝食付）。翌朝はホテルのロビーにご集合後、添乗員とともに空港へ。

【観光中に土産店には立ち寄りません】
皆さまの大事な観光の時間に営利目的で土産店には行くことはございま
せん。ご希望の方は、自由行動時に添乗員にご相談ください。

セレナーデ号の船旅 2022年12月出発 Line Up!

Aコース

Bコース

基本
コース

ゆったり度
3

A1
コース

基本
コース

B1
コース

ドナウ河の船旅 （区間：ブダペスト⇒デッゲンドルフ）

ライン河、マイン河の船旅 （区間：デッゲンドルフ⇒バーゼル）

連続乗船

連続乗船

連続乗船

Dコース

ゆったり度
3

※催行の可否につきましては、外務省発出の危険情報、感染危険情報ならびに世界情勢を総合
的に鑑みて判断いたします。
※昨今の状況から、急遽予定の観光箇所の入場が入場制限などで困難となる場合がござい
ます。その際は代替の観光箇所へご案内いたします。

体力に自信がない方も安心の、徒歩観光を最小限にとどめた旅

ゆったり度３ ウィーン・フィルの特別演奏とドナウ河 11日間
「ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」特別アンサンブルとドナウ河

サンタクロースの故郷フィンランド・オーロラ観賞 14日間

体力に自信がない方も安心の、徒歩観光を最小限にとどめた旅

ゆったり度３ 宮殿ホールコンサートとライン河、マイン河 12日間
世界遺産宮殿ホールコンサートとライン河、マイン河

白銀を駆けるフィヒテルベルク蒸気鉄道、東部ドイツ 16日間　

世界で最も有名なクリスマスマーケットを満喫

世界遺産宮殿ホールコンサートとライン河、マイン河 12日間

・・・・・p.6

・・・・p.10

・・・・p.12

・・・・p.14

・・・・p.18

・・・・p.20

Cコース
基本
コース

C1
コース

ライン河、オランダ・ベルギー運河の船旅 （区間：バーゼル⇒ブリュッセル）

ゆったり度
3

体力に自信がない方も安心の、徒歩観光を最小限にとどめた旅

ゆったり度３ ライン河、オランダ・ベルギー運河とニューイヤークルーズ 12日間　
ロイヤル・コンセルトヘボウコンサートと

白銀がもっとも美しく輝く、スイスの名峰ユングフラウ 15日間　

年末年始を華やかに飾るニューイヤークルーズ

「ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団」とライン河、オランダ・ベルギー運河 12日間　 ・・・・p.22

・・・・p.26

・・・・p.28

D
コース

連続乗船コース

Aコース+Bコース  ウィーン・フィル、世界遺産宮殿貸切
２つの特別コンサート鑑賞ドナウ、ライン、マイン河のクリスマス 21日間 ・・・・p.30

輝くクリスマスの季節にめぐる

「ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」特別アンサンブルとドナウ河 11日間

（区間：ブダペスト⇒バーゼル） 

E
コース

Aコース+Bコース+Cコース  ウィーン・フィル、世界遺産宮殿貸切、コンセルトヘボウ
3つの特別コンサート鑑賞 クリスマス、ニューイヤー全区間乗船 31日間　 ・・・・p.32

（区間：ブダペスト⇒ブリュッセル） 

F
コース

Bコース+Cコース  世界遺産宮殿貸切・コンセルトヘボウ
２つの特別コンサート鑑賞 マイン河からベルギー運河のニューイヤー 22日間　 ・・・・p.34

（区間：デッゲンドルフ⇒ブリュッセル） 

旅をより快適にするための当社ならではのサービス
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その日の体調で選べる しっかり観光・ゆったり観光

極力歩かず旅を楽しみたい方へ  

しっかり観光
連続歩行時間目安：約1時間～1時間30分
お疲れのないよう配慮しながらも、歩いてこそ訪れる
ことのできる旧市街の路地や、ときには眺めの良い高台
などへもご案内します。多様な見どころを、じっくりと
ご覧になりたい方におすすめです。

疲れず、しっかりと
観光ができる

徒歩観光を取り入れながらも、長時間の歩行に
ならないよう配慮し、見どころをしっかりと
楽しむ

ゆったり観光
連続歩行時間目安：約30～40分
徒歩での移動距離をできるだけ少なく、寄港地によっ
ては馬車やミニトレインなどを利用し、お疲れが残らな
いよう工夫しています。無理せず、ゆっくりと見どころを
周りたい方におすすめです。

体力に自信がない方でも
安心して楽しめるゆったり度３の旅
連続歩行時間目安：５～10分
小回りの利くタクシーなど乗り物を多用し、徒歩での
移動を極力減らしました。ゆっくりでも、手すりを使って
階段1階分の昇降がいただければご参加いただけます。
ツアーの最初から最後まで専属の添乗員がご案内し、
誠意をもって対応します。

徒歩観光を減らして
旅を楽しむ

長時間歩行や長い階段、急な坂道などを
極力避けて観光。徒歩観光に自信がなく
なってきた方も気楽に楽しめる

ほとんど歩かず
旅を味わう

体力的に海外旅行をあきらめていた方でも
気兼ねなく楽しめるよう、歩行時間を最小限
にとどめてご案内

バスでは入れない小道も
小回りの利くタクシーで楽に移動 時にはカフェでお茶休憩も

ハイデルベルク城からの眺望ヨーロッパならではの街並みを気ままに散策

観光列車ミニトレインで街歩き気分馬車で街中へ（乗り物一例）

じっくり街歩き 高台の眺望スポット

徒歩での観光を少なく楽しむ 石畳の道も楽にめぐる

三越伊勢丹ニッコウトラベル 「和の旅」

お１人ひとりの体力に合わせて“ゆったり度”を設定しています。
1人ひとり年齢も違えば、体力、歩くスピードも違います。ご自身の体力と脚力に合わせて、３段階の「ゆったり度」から最適なプランをお選びいただけます。

※ゆったり度3の旅は、A基本コース（10ページ）、B基本コース（18ページ）、C基本コース（26ページ）の各コースでご用意
しています。ゆったり度3の旅をお選びいただいた場合は、上記のしっかり観光・ゆったり観光はお選びいただけません。
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クローゼット
ベッド

浴槽

シャワーブース

日本語放送受信

温水洗浄
トイレ

●船籍：オランダ ●全長：110メートル ●全幅：11.4メート
ル ●総トン数：1,700トン ●乗客定員：137名 ●客室数：70
室 ●エレベーター完備 ●就航年：2007年 ●改装：2018年

客室の一例

［屋上・サンデッキ］

［3階］

［2階］

［1階］

パッティンググリーン（ミニゴルフ）
乗下船口

乗下船口

乗下船口

フロント

エレベーター

エレベーター

多目的ルーム（卓球）

展望ラウンジ

レストラン

添乗員デスク
バー

客室

客室

客室
サウナ・フィットネスルーム

SERENADE SHIP DATA

・セレナーデ号の船内では7つの空調システムが稼働し、エリアごとに新鮮な外気を
 船内に取り込んでいます。十分な換気がなされた船内で安心してお過ごしいた
 だけます。

・窓の開け閉めができない客船も多いなか、セレナーデ号の客室は天井から足元
 まである開閉可能な大きな窓を備えているため、いつでも新鮮な空気を取り込むことが
 できます。（2階、3階の客室のみ）
・清掃時なども換気による空気の入れ替えを行います。※1階客室の窓は開閉できません。

・定員137名のところ90名さまを上限としています。

・メニューなど共用するものは消毒を頻繁に行い、使用ごとに交換いたします。
・朝食などビュッフェ形式のお食事の際は、トングなどの事前の消毒を徹底し、
 お客さま専用のビニール手袋をご用意いたします。

・バス乗降口に、手指のアルコール系消毒液を設置します。
・観光の際は、ガイドシステムを利用して密を回避します。
・下船の際にお預かりする客室キーカードは、その度に消毒します。

・添乗員や船内スタッフはワクチン接種を済ませ、PCR検査で陰性を確認してから
  乗船します。また、1日2回の検温を実施します。
・お客さまへも検温器での確認、手指の消毒をお願いしております。

ゆったりとくつろげるセレナーデ号 感染症対策

全室に浴槽・独立シャワーブース付き
リモコンも付いた温水洗浄トイレも配備

全室ジュニアスイート仕様（16㎡）、収納もたっぷり

移ろいゆく風景を楽しめる屋上サンデッキ

天井から足元まである開放的な窓
（窓の開閉は2階・3階客室のみ可能）

全室浴槽付、日本人仕様の当社建造客船

安心の定員制限

レストラン

寄港地観光時の対応

その他

窓の開閉が可能な客室

安心の空調システム
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