
何百年もの間変わらない美しさを保つ城砦トレンデル 
ブルクは、ヴェーザーベルク地方を代表する貴重な 
建築物のひとつに数えられます。すでに 1300 年以前
に、コンラート 3 世によってこの地に最初の城砦が築
かれました。

「メルヘン通り」と「職人通り」はここで出会います。

こだわりのあるお客様も、この歴史的な古城ホテル 
「トレンデルブルク」の想像以上の美しさに魅せられ
ることでしょう。 

古い切り石の外壁、歴史的な武具や武器、芸術的に
みごとに彫り上げられたオーク材の壁板によって、 
独特で心地よい雰囲気がかもしだされます。

広 と々したロビーに足を入れるとすぐに、誰もがこの 
城砦特有の雰囲気を感じ取るでしょう。

トレンデルブルクでは、様々な種類のイベントやセレ
モニーのご要望も多く承っております。

歴史を感じさせる重厚な雰囲気で素晴らしい料理を
お楽しみ頂けます。アラカルト料理のレストラン、もし
くは、ろうそくの灯りに照らされた城塔の落ち着いた
部屋、いずれかをお選びください。当ホテルレストラン
や厨房では、ドイツの最高レストラン 100 店から呼び
集められたスタッフが皆様をお待ちしております。

騎士様式の中世の晩餐会や伝統的な結婚セレモニー、 
趣のある家族のお祝いは、トレンデルブルクにおける
洗練された伝統です。

ビジネスでもプライベートな用途でも、トレンデルブル
クで適切なお部屋が見つかります。お部屋はご要望に
あわせてアレンジ致します。

上品で快適に整えられたお部屋には浴室/WC のほか、
天蓋付きベッドやミニバーをご用意しております。

13 世紀以降、シュタウフェンベルクという地域にある
小高い山の上には、素晴らしい景観に恵まれたシュタウ
フェンベルク城がそびえています。

ウンターブルクとオーバーブルクから成るこの古城は、
ゴズナー・フォン・ツィーゲンハインによって築かれま
した。

中世期に始まった騎士用の武器や鎧の製造は今現在
も続けられています。ほこやり、長槍、刀などのほか、
価値のある飾り壁掛けもまたこの古城でご覧になれ
ます。

雰囲気の良いこの建築物に足を踏み入れると、趣のあ
る壁に囲まれてなんとも言えない不思議な空気を感じ
ることでしょう。にこやかな従業員の対応と高級感あふ
れる装飾によって、快適でリラックスした滞在が約束 
されます。

ホテルシュタウフェンベルクは、様式、レベル、雰囲気 
を重視した会議に必要なすべての要素を備えています。 
経済、美術、文化、行政など様々な分野のお客様に、
130 人までのセミナーやイベント、行事をおこなうため
の理想的な空間をご提供しています。各会議室の定員
は 10~17 名で、最新の通信技術を含め、会議に必要
な装置が配備されています。

夢のような素晴らしい食事は、騎士の地下部屋や騎士 
の間、もしくはロマンチックな城庭園でお楽しみ頂け
ます。

地下部屋では、暖かい火がともった暖炉のそばで、ゆっ 
たりとおくつろぎ頂けます。やさしい時の流れをご堪能
ください。

使いやすく快適、そして上品に整えられたお部屋には、
浴室/WC のほか、ラジオ、天蓋付きベッド、ISDN、 
ケーブルテレビをご用意しております。

一日の終わりには、世界各国の最高品質の飲み物を 
手に、バーでリラックスしてください。新しい出会いも
すぐに生まれます。

その歴史を 8 世紀までさかのぼることができるエー 
デスハイム城は、シュパイヤー領主司教の所有で
あったこともありました。その後 1993 年に完全に 
修復され、1996 年にはホテルとしてその扉が開か
れました。

素晴らしい環境に囲まれた、歴史の残る厳選された
土地で、どんなに高い要求にも応じることのできる
快適な空間が生まれます。この 4 つ星ホテルには上
品なスィートルームや居心地の良いお部屋が合わせ
て 60 ベッドあり、会議、セミナー、家族のお祝い、
休暇に最適です。

当ホテルのグルメレストラン「Da Nico」では、最高
級の料理を、エーデスハイムやワイン通りの極上の
ワインやシャンパンと一緒に暖炉のもとでお楽しみ
頂けます。心地よい気持ちで忘れられないひととき
をお過ごしください。

その他にも、60 人定員のサロン、定員 220 人の歴
史的な「ヴィッテルスバッハ地下部屋」、ワイン試飲
に最適な定員 30 人の「レジデンス地下部屋」をご
利用頂けます。

220 人まで収容可能な会議室には最新設備が備え
られています。セミナー、ミーティング、ワークショッ
プ、会議をおこなうのに理想的な空間です。

広 と々したスィートルームもしくは居心地の良いお部
屋は、それぞれが歴史的な雰囲気にまとめられて 
います。各部屋には便利な設備がすべてそろってお
ります。

ワイン畑が広がる丘にあるエーデスハイム城ホテル
では、すべてのお部屋から絵葉書のような素晴らし
い風景を望むことができます。また、お部屋に専用
の暖炉があるスィートルームもございます。古風な
デザインの家具と新しいビーダーマイヤー様式の家
具が一緒になって、高貴な雰囲気を作り出します。

ホテル
 トレンデルブルク城
Hotel Burg Trendelburg

ヴェーザーベルク地方の伝説的な童話の古城

ホテル
 シュタウフェンベルク城
Hotel Burg Staufenberg

ラーン川ほとりの素晴らしい絶景で中世を想う

ホテル
 エーデスハイム城
Hotel Schloss Edesheim

ドイツのワイン通りで地中海風の生活様式
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ドイツの古城で

格別なひとときを

お過ごしください

古城ツアーに
おいでください!

各自トレンデルブルクに現地集
合。ツインルームでのご滞在。 
歓迎をこめたシャンパンと果物

をお部屋にご用意。この日は一日自由行動。
夜は全 3 品おまかせディナーコース。

品数豊富な朝食ビュッフェ。 
ディートリッヒ騎士とともに歴史
的な街と城の見学。夜はキャン

ドルライトのもとで全 4 品ディナーコース。 
ツインルームでご休息。

品数豊富な朝食ビュッフェ。 
15 時までに出発、シュタウフェ
ンベルク城に現地集合。

シュタウフェンベルク城へ到着。ツインルーム
でのご滞在。お部屋にシャンパンとカナペを

エーデスハイム城へ到着。ツインルームでのご滞在。お部屋にシャンパンとフルーツバスケットを 
ご用意。日中は一日自由行動。場合により夜はレストランでの個々に応じたディナー。

品数豊富な朝食ビュッフェ。ドイツ皇帝の大聖堂で有名な歴史的な街シュパイヤー訪
問、もしくは、地方特有のワイナリーでの伝統的なワイン試飲。 夜はツアーの最後を

飾るのにふさわしい、グルメレストランのキャンドルライトのもとで全 5 品のディナーコース。 
ツインルームでご休息。

品数豊富な朝食ビュッフェ。15 時までに出発、各自帰途に着く。

短期ツアーやエクスカーションなどのご計画は、 
レセプションの係員にお気軽にお問い合わせください。

1 日目

2 日目

3 日目

6 日目

7 日目
ツインルーム お二人様 990 ユーロ / シングルルーム お一人様 650 ユーロ
延長お一人様に付き 50 ユーロ/泊 朝食付き BHB 系列の全ホテルでご予約を承ります。

トレンデルブルク

シュタウフェンベルク城

エーデスハイム城
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BHB Hotels Dr. Lohbeck & Co.
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 トレンデルブルク城ホテル

レストラン • 喫茶店 • メルヘン通り沿いに位置する、
13 世紀に建てられた中世騎士の古城。本館および 
ラプンツェル (結婚式) 塔に 50 ベッド (スィート含む) 
ご用意 • 9 世紀のビドキント地下部屋 • 城塔 •  
地下牢 • 騎士の間 • 貴重な古美術品 • 中世の晩餐
会 • 騎士の間での会議 (定員 30 人) • 礼拝堂での結
婚式 • 駐車場

Steinweg 1 • D-34388 Trendelburg

Tel. (+49) 56 75 - 90 90 • Fax (+49) 56 75 - 93 62
e-mail: Info@Burg-Hotel-Trendelburg.com
Internet: www.Burg-Hotel-Trendelburg.com

 シュタウフェンベルク城ホテル

レストラン • 喫茶店 • ビアガーデン • 50 ベッド (本館
のスィート含む) • 中世 13 世紀の不滅の城砦 • 13 世
紀の騎士の地下部屋 • 地下牢 • 騎士の間 • 貴重な古
美術品 • 中世風の晩餐会 • 70 人収容の会議室 • 城内
礼拝堂での結婚式 • 広い駐車場

Burggasse 10 • D-35460 Staufenberg

Tel. (+49) 64 06 - 30 12 • Fax (+49) 64 06 - 3 01 40 04
e-mail: Info@Burg-Hotel-Staufenberg.com
Internet: www.Burg-Hotel-Staufenberg.com

 エーデスハイム城ホテル

ホテル設備グルメレストラン • 定員 15~150 人の会議/ 
セミナー室、80 ベッド (豪華スィートを含む) • 部屋ご
とに精選された設備 (浴室/WC 付き) • TV • ミニバー 
• 電話 • ウェルネスルーム • ホテル主催の湖フェスティ
バル • 5 ヘクタールのホテル所有のワイン栽培用敷地 
• ホテル専用駐車場

Luitpoldstraße 9 • D-67483 Edesheim/Pfalz

Tel. (+49) 63 23 - 94 24 0 • Fax (+49) 63 23 - 94 24 11
e-mail: Info@Schloss-Edesheim.de
Internet: www.Schloss-Edesheim.de
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ご用意。この日は一日自由行動。夜は全 3 品おまかせディナーコース。

品数豊富な朝食ビュッフェ。午前中はマールブルク大学見学、もしくは、オーバーブル
クの歴史的な遺跡で城見学。夜はキャンドルライトのもとで全 4 品ディナーコース。 
ツインルームでご休息。

品数豊富な朝食ビュッフェ。15 時までに出発、エーデスハイム城に現地集合。

4 日目

5 日目

ミュンヘン

ベルリン

ハンブルク

デュッセルドルフ

ケルン フランクフルト

シュトゥットガルト

古城ツアー

トレンデルブルク
Trendelburg

シュタウフェンベルク
Staufenberg

エーデスハイム
Edesheim


