
 
 
 
 

 

   Grand Chef “UCHIYAMA” in Europe第 2弾     （最新版） 

グランシェフ内山と行く 珠玉のヨーロッパ  
ベストシーズンに行く 

ウィーン、ザルツブルグ、パリ・シャンパーニュ 10日間
 

旅行期間／2011年 9月 8日(木)～2011年 9月 17日(土)  
旅行代金 830,000円（2名 1室利用の場合のお一人様）空港諸税別(注1) 

ビジネスクラス追加代金 370,000円 (注 2) 

 
 

 
 
 

中部国際空港発着 



 

リゾートトラスト㈱常務取締役総料理長 内山 敏彦 

【プロフィール】帝国ホテル勤務を経て、ヨーロッパ渡航歴１１年間。ヨーロッパの有名ホテルやレストランにて経

験を積み、帰国後、リゾートトラストのフランス料理の基礎を築き上げる。その後、東海 3県を中心とした日本にお

けるフランス料理の発展に向けた活動が認められ、2002 年にフランス政府より「農事功労章シュバリエ」を受勲。2007

年に、料理人では数少ないフランス･シャンパーニュ騎士団「オフィシエ」の称号を叙任するなど、フランス料理界、

そしてフランス文化の伝道師として果たした役割は大きい。現在は、リゾートトラストの和・洋・中の料理全般を統

括するかたわら、食育をテーマとした特別授業、各種パーティーやイベントなど自ら企画、精力的に活躍中。ヨーロ

ッパでの豊富な経験、培った人脈を活かし、独自にコーディネートするヨーロッパの旅は、高い評価を得ています。

■ スケジュール (以下のスケジュールは運送機関の諸事情などにより、予告なしに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。) 
日程 滞在都市 スケジュール 

1日目 
9月 8日(木) 

中部国際空港 
ヘルシンキ 
ヘルシンキ 
ウィーン 

［10:40発］ フィンランド航空 80便（予定）にて空路、ヘルシンキへ  
［14:50着］  
［17:05発］ フィンランド航空 767便（予定）にて空路、ヘルシンキからウィーンへ  
［18:35着］ 到着後、ホテルへご案内 

宿泊地・食事条件 ウィーン泊・［朝：―/昼：機/夕：機］
2日目 

9月 9日(金) 
ウィーン ［終日］ ウィーン市内観光（シェーンブル宮殿、美術史美術館・シュテファン寺院等予定）

ご夕食はぶどう畑に囲まれた厳選したホイリゲ（ウィーン風居酒屋）にてお楽しみ下さい 

宿泊地・食事条件 ウィーン泊・［朝：○/昼：○/夕：○］

3日目 
9月 10日(土) 

ウィーン ［終日］ ウィーン郊外の町アイゼンシュタットのワイナリー「エスターハージワイナリー」

を訪問いたします。（見学・試飲）ご昼食は「コウノトリ」で有名な村が誇る、レ

ストラン「ブルガーハウス」にてご用意致します。その後、ハイドンゆかりの城、

エスターハージー城を訪れます。  
ご夕食はオースリア屈指のレストラン「ヘンリッチ」にてお楽しみ下さい。 

宿泊地・食事条件 ウィーン泊・［朝：○/昼：○/夕：○］

4日目 
9月 11日(日) 

ウィーン 
クレムス 

ドゥルンシュタ

イン 
 

ザルツブルグ 

［朝］  バスにてクレムスへ   
ドナウ川ヴァッハウ渓谷のクルーズ （ドナウ川屈指の美しさで世界遺産に登録

されている流域クレムス～ドゥルンシュタイン間、約３０分のショートクルーズで

す）その後、最もメルヘンチックな町ドゥルンシュタイン観光へご案内します。 
［午後］ オーストリア・バロックの至宝「メルク修道院」見学  

音楽と世界遺産の街、ザルツブルグへ（約３時間）  
ご夕食はホテル内レストランでご用意致します。  

宿泊地・食事条件 ザルツブルグ泊・［朝：○/昼：○/夕：○］

5日目 
9月 12日(月) 

ザルツブルグ 
 

［午前］ ザルツブルグ市内観光（モーツアルト生家、大聖堂、ミラベル庭園と宮殿、ホーエ

ンザルツブルグ城塞、等）  
［午後］ 映画「サウンドオブミュージック」の舞台となった山間の景勝地、ザルツカンマー

グート地方へご案内  

ご夕食はオーストリア料理の老舗「ゴティシェンサロン」にてご用意します 
宿泊地・食事条件 ザルツブルグ泊・［朝：○/昼：○/夕：○］

6日目 
9月 13日(火) 

ザルツブルグ 
ミュンヘン 
パリ 

［ 朝 ］ 朝食後、ドイツ・ミュンヘンへ  
［午後］ 簡単なミュンヘンの車窓観光 
［夕刻］ エールフランス又はルフトハンザ航空にてパリへ  
［夜］  到着後、ホテルへご案内  

ご夕食は簡単な軽食(予定)をご用意いたします 
宿泊地・食事条件 パリ泊・［朝：○/昼：○/夕：○］

7日目 
9月 14日(水) 

パリ ［終日］ エペルネ・ランス観光  一般の観光では絶対に入ることができない 
「モエ・エ・シャンドン迎賓館」にてワインの試飲と優雅なご昼食を 
ご夕食は、ほっとひと息「鬼怒川」（予定）にて和食をご用意致します。 

宿泊地・食事条件 パリ泊・［朝：○/昼：○/夕：○］

8日目 
9月 15日(木) 

パリ ［終日］ 自由行動（オプショナルツアーなどでお楽しみください） 
ご夕食は世界でもっとも予約困難な二ツ星レストランの一つ「アピシウス」にてお

召し上がり頂きます。※他の二ツ星レストランに変更になる場合があります。 
宿泊地・食事条件 パリ泊・［朝：○/昼：―/夕：○］

9日目 
9月 16日(金) 

パリ 
パリ 

ヘルシンキ 
ヘルシンキ 

［ 朝 ］   ホテルより空港へ  
［10:50発］ フィンランド航空 872便（予定）にて空路、パリよりヘルシンキへ  
［14:50着］ 
［17:15発］ フィンランド航空 79便（予定）にて空路、ヘルシンキより名古屋へ  

宿泊地・食事条件 機中泊・［朝：○/昼：―/夕：機］
10日目 

9月 17日(土) 
中部国際空港 ［08:50着］ 到着後、解散 

宿泊地・食事条件 お疲れ様でした・［朝：機/昼：―/夕：―］



■ 旅行条件 
● 募集人員／20名様まで ● 最少催行人員／15名様以上 ● 添乗員／中部国際空港より 1名同行 
● 食事条件／朝食 8回・昼食 6回・夕食 7回（機内食含まず） 
● 利用航空会社／フィンランド航空、エールフランス、ルフトハンザドイツ航空(予定) 
● 行程中のマークの見方／航空機 =  バス =  鉄道 =  機内食 = 機 
（注1） 旅行代金の他に中部空港施設使用料 2,500 円・現地空港諸税 6,000 円・燃油サーチャージ 36,000 円、航空保険料￥1,000 が

別途必要となります（4月 1日現在）。航空券発券時のレートを適用させていただきます。あらかじめご了承ください。 
（注2） ビジネスクラスは、日本～ウィーン／パリ～日本間です。ミュンヘン～パリ間はエコノミークラスでのご用意となります。 
 

 ご宿泊予定ホテル                                      
都市名 ホテル名 ホテルのご紹介 

ウィーン 
WIEN 

グランド・ホテル・ウィーン（予定） 
GRAND HOTEL WIEN 

国立オペラ座まで徒歩 2分。1870 年創建の旧グランドホ

テルを再開発。市内中心部に建つ最高級ホテル。 

ザルツブルグ 
SALZBURG 

ラディソン・ブルー・アルツタッド・ホテル（予定） 
RADISSON BLU ALTSTADT HOTEL 又は 

クラウン・プラザ・ホテル・ザルツバーグ・ザ・ピッター（予定）

CROWN PLAZA HOTEL SALZBURG-THE PITTER 

古都に調和した淡いピンクの外壁が美しいブティックホテル。

優雅な客室はそれぞれ内装が異なる。（ラディソン・ブルー） 

ピンクのヨーロピアンスタイルの外観が目を引く、新市街中心

部に位置するトラディッショナルなデラックスホテル。 

（クラウン・プラザ・ホテル） 

パリ 
PARIS 

ル・ムーリス（予定） 
LE MEURICE PARIS 

パリの最高級ホテルの証である「パラス(宮殿)」と呼ばれ、ロ
ココ調の調度品が置かれたロビー、シャンデリア、ゆったりし

た客室のデラックスホテル。 
 

 ご旅行中のハイライト（一部抜粋）                             
ドナウ川ヴァッハウ渓谷クルーズ 
ヴァッハウ渓谷の魅力を堪能！歴史と伝説がつまった渓谷では、ドナウ川が昔ながらの村々と

急斜面に広がるブドウ園をもたらしてくれています。伝説をたどりながら、美しいドナウ川流

域ヴァッハウ渓谷の景観をお楽しみください。クレムス～ドゥルンシュタイン間のクルーズ、 

約４０分をお楽しみください。 

 

シェーンブルン宮殿 
ウィーンに来たら誰もが訪れたいと言われる名所です。1695年レオポルド 1世が夏
の離宮としてハプスブルク家の狩猟の森に建てた宮殿です。フィッシャー・フォン・

エアラッハ設計のバロック様式でした。マリア・テレジアはこの宮殿を居城にする

ことに決めて、ピンクの壁をイエローに塗り替え内装はロココ様式に統一するなど

の増改築をおこないました。 
 

第 1回大好評につき再訪予定 モエ・エ・シャンドン迎賓館 
創業者クロード・モエの孫ジャン・レミ・モエが、ヨーロッパ戦線に遠征に向かうナポレ

オンの為に建てた家が、現在のモエ・エ・シャンドン社の迎賓館として使われています。

200 年の歴史の中でナポレオンからリヒャルト・ワーグナーなど、多くの著名人をお招き
した歴史と品格を誇る迎賓館は、現在でもモエ・エ・シャンドン社が特別にお招きした方

のみにトリアノンでランチが振舞われます。オランジェリーとクラシックな庭園が織り成

すフランススタイルは優雅さと気品に満ち溢れています。 
  

 

世界遺産の街 ザルツブルグ 
1997 年に世界遺産に登録。見所とにかく！ザルツブルクといえばモーツァル
ト。モーツァルト生家は今も記念館として残されています。幼少期に使ってい

た楽器や楽譜、肖像画などが展示されています。ミラベル庭園、旧市街地、ヘ

ルブルン宮殿・レオポルズクローン城など。バスでの移動中の、車窓の景色に

飽きることはございません。 

内山と行く当ツアーだからこそ迎賓館に訪れることができる 

リゾートトラスト会員様ツアーならではの特権！ 



 

リゾートトラスト㈱サンツアーサービス 募集型企画旅行条件書（要約） 
 

 募集型企画旅行契約 

この旅行はリゾートトラスト株式会社サンツアーサー

ビス（国土交通大臣登録旅行業第 887号 以下「当社」

といいます）が、企画・募集する旅行であり、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

（以下「旅行契約」といいます）を締結することにな

ります。また、旅行契約の内容・条件は、募集型企画

旅行の募集広告・パンフレット、旅行条件書、ご出発

前にお渡しする確定書面（以下「最終旅行日程表」と

いいます）及び当社旅行業約款の募集型企画旅行契約

の部（以下「当社約款」といいます）等によります。 

 

 旅行のお申し込みと契約の成立 

1. 当社所定の旅行申込用紙に所定の事項を記入の上、

下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申

込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一

部として取り扱います。 

2. 電話・郵便及びファクシミリその他の通信手段によ

る旅行契約の申し込みの場合、契約は申し込みの時

点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾し

た旨を通知した比の翌日から起算して 3日以内に、

申込書の提出と申込金のお支払いをしていただき

ます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申

込金を受領したときに成立します。（ご出発まで一

定以上の日数が無い場合、お電話でのお申し込みを

お断りさせていただくことがあります） 

3. 申込金は「お支払い対象旅行代金」、「取消料」、「違

約金」のそれぞれに一部または全部として取り扱い

ます。 

旅行代金の額 お申し込み時の申込金の額 

30万円以上 50,000円以上旅行代金まで 

※但し、特定期間・特定コースにつきましては、別途

パンフレットに定めるところによります 

 旅行代金に含まれるもの（一部例示） 

旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関

の運賃・料金、バス、ガイド料金、入場料、宿泊料金、

食事料金、添乗員が同行する場合の添乗員費用など。

 

 旅行代金に含まれないもの（一部例示） 

クリーニング代、電報・電話代などの通信費、ホテル

のボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲食代

などの個人的性質の諸費用、傷害・疾病に関する医療

費など。 

 

 旅行契約内容の変更 

当社らは旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、

暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署

の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提

供その他当社らの関与しえない事由が生じた場合にお

いて、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを

得ないときには、お客様にあらかじめ速やかに当該事

由が当社らの関与し得ないものである理由及び当該事

由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービス

の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合

においてやむを得ないときは変更後に説明いたしま

す。 

 

 旅程保証 

当社は別途定める重要な変更が生じた場合、旅行代金

に一定の率を乗じた変更保証金をお支払いいたしま

す。詳しくは別途交付する旅行条件書をご確認くださ

い。 

 

 取消料 

お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことに

より、いつでも旅行契約を解除することができます。

但し、契約解除のお申し出は、お申し込みの営業所の

営業時間内でお受けいたします。（お申し出の期日によ

り取消料の額に差が生じる場合がございますので、営

業日、営業時間、連絡先などはお客様ご自身でもお申

し込みの際に必ずご確認ください）旅行契約が解除さ

れたときは、すでに収受している旅行代金（あるいは

申込金）から所定の取消料を差し引き、払い戻しをい

たします。取消料が申込金の額を超えた場合には、そ

の差額を申し受けます。 

取り消し日 取消料 

旅行開始の前日からさかの

ぼって 30日前～3日前まで 

旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後または無連絡不

参加 

旅行代金の 100％ 

 

 旅程管理 

当社は、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するこ

とに努力し、お客様に対し、次に掲げる業務を行います。

但し、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、

この限りではありません。 

 

 旅行条件代金の基準日 

この旅行条件書は、2011年 2月 1日を基準日としてお

ります。また、旅行代金は 20111 年 2 月現在の有効な

運賃・規則を基準として算出しています。 

 

 個人情報の取り扱い 

当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載さ

れた個人情報について、お客様との連絡のために利用さ

せていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行

において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配

及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範

囲内で利用させていただきます。 

 

 
■ 旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業第 887号 (社)JATA正会員 

リゾートトラスト株式会社サンツアーサービス名古屋営業所

〒460-0005愛知県名古屋市中区東桜 2-22-18 日興ビルヂング 6階 
営業時間／月曜～金曜日 午前 9時 00分～午後 6時 00分 
取扱管理者／柚木 雅和 取扱担当者／柚木 雅和・井野 泰寛 

◎ お申し込み・お問い合わせは 

0120-16-7670 

TEL052-933-6020 
FAX052-930-7850 

 


