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ケルン

写真は姉妹船 クリスタル・バッハ

全長：135メートル
全幅：11メートル
乗客定員：106人
乗組員数：68人
初就航：2018年4月

クリスタル・ドビュッシー

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 15（日）

成田空港（11:25発目安）・関西空港
（11:00発目安）より乗継便にて
チューリッヒへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 16（月）

チューリッヒ車窓観光と中央駅屋内
★クリスマスマーケット見学 *1

バーゼル（スイス）  ―／17:00
バーゼル散策観光（ご昼食付き）
★クリスマスマーケット
観光後、乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 昼

3 17（火）

ストラスブール（フランス）  09:00／22:00
【クリスタル・クルーズ特別観光】
世界遺産  ストラスブール大聖堂プライ
ベート入場観光とオルガンリサイタル
フリータイム。★クリスマスマーケットを
お楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

4 18（水）

ゲルマースハイム（ドイツ）  08:30／10:00
ハイデルベルク城と旧市街散策観光
★クリスマスマーケット
マンハイム（ドイツ）  14:00／18:00
★クリスマスマーケット
リューデスハイム（ドイツ）  23:58／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

5 19（木）

リューデスハイム（ドイツ）  ―／15:00
リューデスハイム・ミニトレイン乗車
観光と機械音楽博物館
★クリスマスマーケット
世界遺産  ロマンチックライン川クルーズ
コブレンツ（ドイツ）  19:00／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

6 20（金）

コブレンツ（ドイツ）  ―／14:00
コブレンツ散策観光
★クリスマスマーケット
ケルン（ドイツ）  20:00／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

7 21（土）

ケルン（ドイツ）  ―／15:00
世界遺産  ケルン大聖堂と旧市街観光
★クリスマスマーケット
〈船内泊〉 船船 船

8 22（日）

アムステルダム（オランダ）  09:00／（停泊）
世界遺産  アムステルダム運河クルーズと
国立美術館見学
〈船内泊〉 船船 船

9 23（月）

アムステルダム（オランダ）
下船後、送迎車にて空港へ
空路、直行便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

10 24（火）成田空港（09:45目安）・関西空港（09:30
目安）着後、入国・通関手続き、解散
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●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
*1: チューリッヒ中央駅屋内クリスマスマーケット見学は、日程1日目
にご案内する場合もございます。
※教会等の宗教施設は、宗教行事などにより見学できない場合があり
ます。その場合は、外観観光となります。
※各寄港地での観光は船会社のオプショナルツアーに混乗のため、ツ
アー内容・見学箇所は予告なく変更されることがございます。予めご
了承ください。

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～46日前＝旅行代金の10％、
45～31日前＝旅行代金の25％、30日前～当日＝旅行代金の50％、
旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

■食事：朝1回、昼1回、船20回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：8名様 ■利用航空会社：KL 
■利用予定ホテル：【チューリッヒ】チューリッヒ・マリオットまたは同等クラス

＊クリスタルスイート（CS）もございます。お問い合わせください。
＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

客室タイプ 成田・関空発着

S4 プチスイート（デッキ3）
（パノラミック・バルコニー・ウインドウ、シャワー付き 約17.5㎡） 1,250,000円（　　—　　）

S2 デラックススイート（デッキ2）
（パノラミック・バルコニー・ウィンドウ、シャワー付き 約23.5㎡） 1,350,000円（600,000円）

S1 デラックススイート（デッキ3）
（パノラミック・バルコニー・ウィンドウ、シャワー付き 約23.5㎡） 1,450,000円（650,000円）

大人お 1人様・２名１室利用　（ ）内の料金は 1人部屋追加代金です。
客室タイプと旅行代金  ビジネスクラス利用 （成田・関空発着共通）
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コブレンツ リューデスハイム

マンハイム

ゲルマースハイム
ストラスブール

バーゼル

ライン川

13世紀～ 15世紀にか
けて建築されたロマネ
スク様式とゴシック様
式が混在した歴史的建
造物。クリスタル・クルー 
ズ特別観光では、通常
はご入場いただけない
クリプト（地下室）へ特
別にご案内します。

世界遺産  ストラスブール（ノートルダム）大聖堂

街のシンボルともいえる
ハイデルベルク城は高
台に位置し、赤い屋根
の旧市街を見下ろす景
色は必見です。 ハイデルベルク

市内各地で賑わうクリスマスマーケットの中でも一番人気は大聖堂前。大聖堂をモチーフにしたグラスやクッキーはケルンならではです。

旅のみどころ

1. 
光り輝くクリスマスシーズンに、スイスからフランス、ドイツ、
オランダと4か国を巡ります。各地のクリスマスマーケットを
お楽しみください。

2. クルーズ中通過する世界遺産・中部ライン渓谷では、次々と現れる古城を優雅に船上から見学することができます。

クリスタル・ドビュッシー
世界最高水準のリバークルーズ客船で行く
古城を巡るクリスマス・ライン川クルーズ10日間

成田・関空発着 2019年
12/15（日）出発

ビジネスクラス利用

※写真はすべてイメージです。



※写真はすべてイメージです。

オールインクルーシブで楽しむ優雅な「河の船旅」

クリスタル・リバー・クルーズ

世界最高峰のホスピタリティを提供するクリ
スタル・クルーズによるリバー・クルーズ。上
質な空間と洗練されたサービス、そして安
心のオールインクルーシブは海の旅と変わ
ることはありません。
クリスタル・リバー・クルーズの客室は全室
スイートタイプでバトラー付き。リバーク
ルーズならではの開放感あふれる船内に
は、贅を尽くした料理やワインを楽しめる
レストランやくつろぎのラウンジ、癒しのス
パなどのさまざまな施設を備えています。

クリスタル・リバー・クルーズは全寄
港地観光付き。クリスタル・クルーズ
社専用のラグジュアリーバスを利用
し、添乗員がイヤホンガイドで各寄
港地の見どころにご案内します。ま
た船内には、無料レンタルのEバイク
（電動自転車）も装備しています。

クリスタル・クルーズ
専用大型バスで
快適に移動

リバークルーズの魅力

※写真はクリスタル・モーツァルト

揺れが少なく快適なリバークルーズ1
波がなく穏やかな川を航行するため、船酔いの心配がほとんどありません。また、
常に川の両岸に広がる景色や街並みがご覧いただけます。

観光地へのアクセスが楽々2
川を中心に発展してきた街を巡るため、お出かけは港からも近くて便利。乗船人数
が少なく、乗下船はまるで川のホテルを出入りするかのようにあっという間です。

アットホームな雰囲気を楽しむ3
大型客船のクルーズとは異なり大きな船でも乗客定員は150名様ほど。アットホー
ムな雰囲気で上質なサービスを提供します。大きなシアターや設備はありませんが、
その分ホスピタリティを重視しています。

ストラスブー
ル大聖堂見学
では、通常は
ご入場いただ
けないクリプ
ト（地下室）
へ特別にご案
内します。

ストラスブール大聖堂

クリスタル・クルーズならではの特典ツアー（一例）
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※写真はすべてイメージです。

日本人には嬉しい浴衣をご用意
室内でも快適にお過ごしいただけます

主な客室内
共通設備
エトロ社製バスロー
ブ、スリッパ、アメ
ニティ／浴衣／iPad
／40インチTV／ク
ローゼット／ヘアド
ライヤー／ヒーター
付きタオル掛け／
USBプラグ／冷蔵庫
／セーフティボック
ス／コーヒーマシン

■パームコート（ラウンジ） ■ヴィンテージ・ルーム
ピアノ演奏が行われた
り、ダンスフロアにも
なります。

隠れ家のような
プライベート空間
で、特別なお食
事とワインをご提
供（別料金）。

クリスタル・ラヴェル／ドビュッシーのレストラン
■ウォーター・サイド・レストラン
朝・昼はビュッフェ、夜は地元の食材を使っ
た伝統料理やコース料理がいただけるメイ
ンダイニング。

C r y s t a l  R i v e r  C r u i s e s

クリスタル・リバー・クルーズのオールインクルーシブ
旅行代金に含まれているもの
●船内でのお食事　●アルコールを含むお飲物 *1

●基本のチップ　●Wi-Fiインターネット接続
● 24時間対応のルームサービス、バトラーサービス
●ジム、プールのご利用　●ヨガクラス、ストレッチクラスなど
*1：ヴィンテージ・ワインや年代もののスピリッツなどは除く

ディナータイムの座席
オープンシーティング
ドレスコード
クリスタルカジュアル（日中のカジュアルよりドレスアップした服装）
客船の規模
全長：約120メートル～ 135メートル
乗客定員：約100名～約160名 
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