
 

  

   

    

   

   

    

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

   

   

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 デュッセルドルフ以外の発着地、また、記載のスケジュール以外のフライトのアレンジも承ります。 

利用フライトによってご料金が異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 

 ブダペスト、ウィーンでの延泊も承ります。 

 

 

 

 

 

ここがポイント！ 

●温泉付きホテル確約プラン！アールヌーボー様式 Danubius Hotel Gellért でブダペ

スト滞在中はホテル内の温泉に入浴。宿泊者は入浴料 30%割引！ 

●ブダペスト→ウィーン間の列車チケット(指定席)付き! たった 3 日で 2 ヶ国の旅。 

09：00 ホテルにて朝食後、クラクフ半日観光へ 

世界遺産のクラクフ歴史地区を散策し、ヴァヴェル城や、 

聖マリア教会、フローリアンスカ門などにご案内します。 

昼食には、野菜スープとロールキャベツをご賞味下さい。 

昼食後、旧市街の中心、中央市場広場にて自由行動。 

マルタ空港まで各自移動。 

12：45 マルタ空港よりルフトハンザ航空 1275 便にてフランクフルトへ。 

16：40 フランクフルトよりルフトハンザ航空 082 便に乗り換えて帰国の途へ 

17：25 デュッセルドルフ空港到着      
食事/朝：ホテル 昼：× 夕：× 

4 

日次 スケジュール・宿泊地・食事条件 

1 日目 

 

午前 デュッセルドルフよりユーロウィングス、オーストリア航空（経由便）、またはルフト

ハンザ（経由便）にてブダペストへ 

ブダペスト空港到着後、ご自身にてホテルへ 

ホテル到着後、自由行動 

ゲレールトの温泉や、ブダペストの美しい町の観光などをお楽しみください 

食事/朝：×  昼：× 夕：× / ブダペスト 4 つ星ホテル 泊 

2 日目 

 

ホテルにて朝食後、出発までフリータイム 

OPTION1:ブダペスト市内半日観光ツアー 

料金 ：大人 90.00 ユーロ / 子供（2-11 歳） 80.00 ユーロ 

お好きな時間に列車（2等）にてブダペストからウィーンへ移動。(所要：約3時間) 

※ご予約時にお時間帯をご指定下さい 

＜1等利用追加料金 30.00ユーロ＞ 

ウィーン中央駅ご到着後、各自にてホテルへ 

チェックイン後、ウィーンの旧市街散策などフリータイムをお楽しみ下さい 

食事/朝：ホテル 昼：× 夕：× / ウィーン 4つ星ホテル  泊 

3 日目 

ホテルにて朝食後、チェックアウト、出発までフリータイム 

OPTION2：シェーンブルン宮殿とウィーン市内車窓観光  火･木・土曜催行 

大人 81.00 ユーロ / 子供（4-12 歳） 70.00 ユーロ *3 歳以下参加不可 

ご自身にてウィーン空港へ 

午後-夜 ウィーン空港よりユーロウィングス、オーストリア航空（経由便）、またはルフト

ハンザ（経由便）にてデュッセルドルフへ 

デュッセルドルフ空港到着         

                                           食事/朝：ホテル 昼：× 夕：×  

 オプショナルツアーは JTB マイバスおよびみゅう主催の混乗ツアーです。曜日によって催行のない日もございます。 

ブダペスト スーペリアルーム/リバービュー  アップグレードプラン  

ドナウ川の眺めを望めるお部屋にアップグレード！ 

料金 : 大人 50.00 ユーロ 

 

 

 

旅行代金 お 1 人様 【デュッセルドルフ発着航空券・TAX・燃油代込み】             

・大人（12 歳以上） 

・子供（3〜11 歳／大人 2 名と同室した場合） 

・幼児（2 歳未満）              

※Danubius Hotel Gellérth は 18 歳未満の方の宿泊は不可になりますので、18 歳未満の方が同

行する場合、宿泊は Danubius Health Spa Resort  Margitsziegt となります。 

※1 室には、大人２名と子供 1 名までの同室（エキストラベッド）が可能です。大人 1 名様利用、大人 3

名様または 4 名１室利用をご希望の場合には、お問い合わせください。 

※料金はツアー該当クラスが予約できた場合に適用されます。該当クラスが満席などの理由でお取りできない場

合は、追加料金を申し受けさせて頂きます。 

※幼児料金は航空機の座席利用がなく、大人と添い寝をする２歳未満のお子様が適用となります。 

※イベント・メッセなどの特別期間は上記の料金は適用できません。   

※ブダペストでは宿泊税がかかります（約 3-5EUR/お 1 人様）。チェックアウト時に直接お支払いください。 

 

 

EUR 470.00 

EUR 330.00 

EUR  45.00 

 ※日本語スルーガイドが 2 日目のご出発時から 3 日目のホテル到着まで

お世話いたします。 

 デュッセルドルフ以外の発着地、また、記載のスケジュール以外のフライトのアレンジも承ります。 

利用フライトによってご料金が異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 

 プラハ、ウィーンでの延泊も承ります。 

 

 

ここがポイント！ 

●世界遺産に登録されているプラハとウィーンの街を 2 泊 3 日で巡る、週末やちょっとした

連休にぴったりのプランです。美しい中世の街をお楽しみください。 

 

 

日次 スケジュール・宿泊地・食事条件 

1 日目 

 

午前 デュッセルドルフよりユーロウィングス、オーストリア航空（経由便）、またはルフト

ハンザ（経由便）にてプラハへ 

プラハ空港到着後、ご自身にてホテルへ 

ホテル到着後、自由行動 

プラハ城やカレル橋など情緒あふれる美しいプラハの街並みをお楽しみください 

 

食事/朝：×  昼：× 夕：× / プラハ 4 つ星ホテル 泊 

2 日目 

 

ホテルにて朝食後、出発までフリータイム 

OPTION2: 百塔の街、プラハで中世を巡る半日観光ツアー 

料金 ：大人・子供同額 58.00 ユーロ 

お好きな時間に（2等）にてプラハからウィーンへ移動。(所要：約4時間) 

※ご予約時にお時間帯をご指定下さい。 

＜1等利用追加料金 40.00ユーロ＞ 

ウィーン中央駅ご到着後、各自にてホテルへ。 

チェックイン後、ウィーンの旧市街散策などフリータイムをお楽しみ下さい。 

 

食事/朝：ホテル 昼：× 夕：× / ウィーン 4つ星ホテル 泊 

3 日目 

ホテルにて朝食後、出発までフリータイム 

OPTION3：公認日本語ガイドと巡るウィーン市内半日観光ツアー＜昼食付＞ 

料金 ：大人 200.00 ユーロ / 子供（2-11 歳） 100.00 ユーロ  

ご自身にてウィーン空港へ。 

ユーロウィングス、オーストリア航空（経由便）、またはルフトハンザ（経由便）にてデュ

ッセルドルフへ。 

デュッセルドルフ空港到着         

 

                                           食事/朝：ホテル 昼：× 夕：×  

 オプショナルツアーは JTB マイバスおよびみゅう主催の混乗ツアーです。曜日によって催行のない日もございます。 

プラハ  ホテル アップグレードプラン  

5 つ星 グランドホテルボヘミアのデラックスルーム 

お部屋からは美しいプラハの街並みをご覧いただけます。 

料金 : 大人 90.00 ユーロ 子供 30.00 ユーロ  

旅行代金お 1 人様【デュッセルドルフ発着航空券・TAX・燃油代込み】             

・大人（12 歳以上） 

・子供（2〜11 歳／大人 2 名と同室した場合） 

・幼児（2 歳未満）              

※1 室には、大人２名と子供 1 名までの同室（エキストラベッド）が可能です。大人 1 名様利用、大人 3

名様または 4 名１室利用をご希望の場合には、お問い合わせください。 

※料金はツアー該当クラスが予約できた場合に適用されます。該当クラスが満席などの理由でお取りできない場

合は、追加料金を申し受けさせて頂きます。 

※幼児料金は航空機の座席利用がなく、大人と添い寝をする２歳未満のお子様が適用となります。 

※イベント・メッセなどの特別期間は上記の料金は適用できません。   

※プラハでは宿泊税がかかります（約２EUR/お 1 人様）。チェックアウト時に直接お支払いください。 

 

 

  EUR 480.00  

  EUR 320.00 

  EUR  45.00 

 

 


