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中国、日本、韓国、ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイ、その他の目的
地は、コスタアトランチカ、コスタセレーナとコスタビクトリアが年間を通じ
て4日間のクルーズから就航しています。
出発日、旅程、価格などの詳しい情報については、www.costacruises.jpを参
照いただくか、最寄りの旅行代理店にお問い合わせください。

アジアでのクルーズについて：

カリブ海からサボナへ
の特別な旅
アンティル諸島、カナ
リー諸島、英国＆スペ
イン
グアダルーペ発
出発日：28

16日

カリブ海からサボナへ
の特別な旅
アンティル諸島、カナ
リー諸島、マデイラ諸
島、英国、スペイン＆
フランス
グアダルーペ発
出発日：2 

19日

ドバイからトリエステ
への特別な旅
UAE、オマーン、エジ
プト、ヨルダン、イス
ラエル、ギリシャ、ク
ロアチア＆イタリア
ドバイ発
出発日：25

26日
インド洋から古代地中
海への特別な旅
マダガスカル、セイシェ
ル、オマーン、エジプ
ト、イスラエル、ヨル
ダン、ギリシャ、クロ
アチア＆イタリア
ポートルイス発
出発日：7

31日

中国、日本、韓国、ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイ、その他の目的
地は、コスタアトランチカ、コスタセレーナとコスタビクトリアが年間を通じ
て4日間のクルーズから就航しています。
出発日、旅程、価格などの詳しい情報については、www.costacruises.jpを参
照いただくか、最寄りの旅行代理店にお問い合わせください。

アジアでのクルーズについて：

 

CLASSIC, PREMIUM, SAMSARA & SUITE:
there’s the perfect cabin for everyone.

For those of you who like the real thing and want to make the most of everything a cruise has to offer, the 

Classic Cabins are the ideal choice. All cabin types have the most accessible prices, with all the usual 

onboard services and facilities.

And with the CostaClub loyalty programme you can accumulate points and enjoy the extraordinary 

advantages that only the most loyal guests are entitled to.

If you like the finer things in life and you want to be able to reach out and touch the sky from your cabin, you 

should choose a Premium cabin. Located in a privileged position on all the ship’s decks, there are special 

benefits in store for you such as your preferred dining time from the two sittings available,  and 

breakfast and cabin service 24 hours a day: both services are available on request and free. And you 

accumulate double the number of points with the CostaClub loyalty programme,  meaning you can enjoy 

the extraordinary benefits  reserved for our most loyal guests even more quickly. But that’s not all: you’ll 

have an extra 10% discount  if you take another cruise in a Premium cabin within one year.*

To enjoy the experience of total wellbeing for the whole duration of your cruise, you should choose a Samsara 

Cabin or Samsara Suite, which gives you unlimited  access to the Spa area  and the Samsara Restaurant.  

As soon as you get to your cabin you can slip on your robe and only take it off when you want to take a dip in 

the thalassotherapy pool  or  treat  yoursel f  to the exclusive benefits included in your Samsara package: the 

delightful ritual of the tea ceremony, 2 wellness treatments  of your choice, 2 fitness and meditation 

lessons  and 2 UVA solarium sessions.

And of course, all the privileges reserved for guests in the Premium Cabins!

Suites and Gran Suites will leave you feeling like the star of your holiday. Besides enjoying the advantages of 

guests in Premium cabins, you will have larger, more sty l ish rooms that  wi l l  make the t ime you spend on 

board even more special. The exclusive extras and services that await you include priority embarking,  your 

own personal butler and a bottle of sparkling wine and tasty delicacies  when you arrive in your suite. 

You can also have dinner served  in your elegant suite, pamper yourself in the jacuzzi and choose your pillow 

from an à la carte pillow menu. And if you book a Samsara Suite you have the extra special luxury of the 

relaxing wellness package.

If you book well in advance you can also enjoy discounted fares compared to the brochure fare and there may be more choice in the types of cabin available.
*Conditions apply. For pictures of the cabins and more information, see pages 124-125 of this brochure or go to the website:

www.costacruisesasia.com
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クラシック、プレミアム、サムサラ、スイート
どなたにもぴったりなキャビンがあります。

クラシックキャビン
お得感を重視しつつ、クルーズが提供するお楽しみを最大限体験したい方には、クラシックキャビ
ンが理想的な選択肢です。すべてのキャビンタイプがもっともお⼿頃な価格で提供され、あらゆる
通常の船上サービスと施設が利⽤できます。そしてコスタクラブのロイヤリティプログラムを利⽤
すれば、ポイントを積算してリピーターのお客様だけが利⽤できる、驚くような特典を満喫してい
ただけます。

プレミアムキャビン
上質に囲まれた暮らしを好み、自分のキャビンから⼿を伸ばして空に触れたい方は、プレミアムキャビ
ンをお選びください。船の全てのデッキで優先的な位置にあるキャビンで、たとえば2回の夕食時間
からお好みの時間をお選びいただけるサービス、朝食と24時間ルームサービスなど、特別な特典が
⽤意されています。これらのサービスはリクエストによって利⽤可能になっており無料です。そし
てコスタクラブのロイヤリティプログラムでは、2倍のポイント数を獲得していただけます。つまり、
リピーターのお客様のために⽤意した驚くような特典をより早く満喫していただけるのです。しか
しこれが全てではありません。1年以内にプレミアムキャビンでの別のクルーズに乗船される場合、
さらに10%の割引*を受けることができます。

サムサラキャビン
クルーズ全期間中に総合的なウェルネス体験を楽しんでいただくためには、SPAエリアとサムサラレ
ストランへの無制限のアクセスをご提供する、サムサラキャビンまたはサムサラスイートを選んで
ください。キャビンに⾜を踏み入れたらすぐにローブに袖を通しましょう。そしてローブを脱ぐの
はタラソセラピープールに浸りたい時や、サムサラパッケージに含まれた最⾼の特典で自分を甘や
かしたい時だけでいいのです。特典には、ティー・セレモニーの素敵な儀式、お好きなウェルネス
トリートメント2回、フットネスと瞑想のレッスン2回、UVA日焼けマシーンの利⽤2回が含まれてい
ます。そしてもちろん、プレミアムキャビンのお客様に向けた全特典も楽しんでいただけます。

スイートキャビン
スイートとグランドスイートは、まるで休暇中のスターになったような気持ちにさせてくれます。
プレミアムキャビンのお客様に向けた特典を満喫するのに加えて、船上での時間をさらに特別なも
のにしてくれる、広くてスタイリッシュな部屋をご提供します。お客様をお待ちしている特別サー
ビスには、優先乗船、専任バトラー、スイート到着時のスパークリングワインのボトル1本と美味し
いスナックが含まれます。ご自⾝の優雅なスイートでディナーを楽しんでいただくこともできます
し、ジャクジーで自分をたっぷり甘やかしたり、枕選択メニューから枕を選んだりもしていただけ
ます。そしてサムサラスイートを予約すると、ゆったり寛げるウェルネスパッケージによるさらに
特別なラグジュアリーを体験していただけます。

―早期予約の場合、本カタログ掲載価格からの割引料⾦が適⽤され、利⽤可能なキャビンタイプの選択が広がる可能性があります。
―キャビンの写真や詳細な情報は、本カタログのP124〜125またはウェブサイトを参照してください。
*適⽤条件あり。
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