
ハワイ＆南太平洋クルーズ
2022～2023年



トップデッキでは息を呑むほど美しいサンセットに乾杯。

船内のダイニングは、好きな時に、 
好きな場所で。どんなお客様にもご満足 
いただけるメニューを取り揃えています。

マンダラ スパのマッサージで 
ご自分にご褒美を。 カジノでゲームに挑戦して、スリルな駆け引きを楽しんでは。

船上で、寄港地で。ハワイと南太平洋で最高の体験を。

ダイニングとエンターテイメントは客船によって異なります。スペシャリティダイニングとディナーショーではカバーチャージが発生する場合があります。

ノルウェージャンクルーズラインで 
地平線の向こうへ。

素晴らしい客船のどれを選んでも、船内の至るところで、あらゆる世代の方に楽しんでいただけるものが見つかるは
ずです。ハワイ島の火山国立公園を散策した後は、船上の個性的なバーやラウンジで手作りのカクテルを片手に、 
最高の1日に乾杯。ノルウェージャン スピリットの屋外トラックでは、シドニーの壮大な景色を眺めながら、朝の散歩や
ランニングをお楽しみください。スパで過ごす1日はいかがですか？フィジーで太陽の光をいっぱい浴びたら、マンダラ  
スパのホットストーンマッサージで癒しのひとときを。星が輝きを増す洋上で、夜を活気づける数多くの船内ショーが
繰り広げられます。その後は、カジノで運試しをしたり、クラブで踊り明かしたり。ノルウェージャンクルーズラインな
ら、目的地だけでなく、航海中もワクワクする体験がたっぷり用意されています。



ゆったり座って一番の眺めをお楽しみください。

「エレメンツ」をはじめとする楽しいショーで、
毎晩が特別な夜に。

充実した設備の広々とした客室でスイートなご滞在を。

誰もが笑顔に。

本物の贅沢を体験



ヒロ/ハワイ島

ハワイ
ハワイクルーズならおまかせください。ノルウェージャンクルーズラインでハワイ
の島々を訪れれば、その魅力にすっかり魅了されることでしょう。マウイ島とカ
ウアイ島での停泊を含め、7日間で4つの個性豊かな島々を周遊するのはノルウ
ェージャンクルーズラインだけ。壮大な滝に沿ってハイキングをしたり、パールハ
ーバーを訪れて歴史に触れてみたり、本場のルアウで見事なショーを鑑賞したり
と、さまざまな体験を存分にお楽しみいただけます。海辺から山の頂まで、ハワ
イクルーズで満喫した経験はこの先何年も素敵な思い出として心に残るでしょ
う。誰もが魅了されるこの楽園をぜひご堪能ください。
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プライド オブ アメリカ、オアフ島/ホノルル

ナ パリ コースト（カウアイ島）

ハワイクルーズ ホノルル発 5

航程 寄港地 入港 出港 
土 ホノルル/オアフ島 7:00 pm

日 カフルイ/マウイ島 8:00 am 停泊

月 カフルイ/マウイ島 6:00 pm

火 ヒロ/ハワイ島 8:00 am 6:00 pm

水 コナ/ハワイ島 7:00 am 5:30 pm

木 ナウィリウィリ/カウアイ島 8:00 am 停泊

金 ナウィリウィリ/カウアイ島 
ナ・パリ・コーストをクルーズ —

2:00 pm
—

土 ホノルル/オアフ島 7:00 am

出発日
プライド オブ アメリカ
2022年 2023年 2024年
1月1、8、15、29日 1月7、14、21、28日 1月6、13、20、27日

2月5、12、19、26日 2月4、11、18、25日 2月3、10、17、24日

3月5、12、19、26日 3月4、11、18、25日 3月2、9、16、23、30日

4月2、9、16、23、30日 4月1、8、15、22、29日 4月6、13、20、27日

5月7、14、21、28日 5月6、13、20、27日 5月4、11、18、25日

6月4、11、18、25日 6月3、10、17、24日 6月1、8、15、22、29日

7月2、9、16、23、30日 7月1、8、15、22、29日 7月6、13、20、27日

8月6、13、20、27日 8月5、12、19、26日 8月3、10、17、24、31日

9月3、10、17、24日 9月2、9、16、23、30日 9月7、14、21、28日

10月1、8、15、22、29日 10月7、14、21、28日 10月5、12、19、26日

11月5、12、19、26日 11月4、11、18、25日 11月2、9、16、23、30日

12月3、10、17、24、31日 12月2、9、16、23、30日 12月7、14、21、28日

ハワイ周遊クルーズ 7日間 ホノルル発着

航程は一例です。寄港順序や時間は異なる場合があります。詳細についてはncl.comをご覧ください。



コナ/ハワイ島

ホノルル（ハワイ）



ハワイクルーズ パペーテ/バンクーバー発 7

寄港地ハイライト
カフルイ/マウイ島
観光ボートからほんの数メートル先で見られる、クジラのブリーチング
は感動的。馬に乗ってハレアカラのクレーターを探検しても、誰もいない 
ビーチでパラダイス気分を味わっても。

ヒロ/ハワイ島
この美しい島の東側の探検はヒロから。キラウエア火山の周り約18キロ
にわたるドライブや、ハワイ火山国立公園の溶岩一帯で自然の偉大さを
感じてみませんか？

コナ/ハワイ島
地域に500か所あるコーヒー農園を訪れたり、カハルウビーチパークで 
シュノーケリングを楽しんだり。アメリカ最大かつ最古の牧場、パーカー 
ランチでカウボーイになって1日を過ごすのもよいでしょう。

ナウィリウィリ/カウアイ島
ワイメア渓谷でのハイキングやワイルア川でのラフティングのほか、 
ボタニカルガーデンで珍しい植物に驚いたり、太陽がいっぱいのビーチで 
くつろいだりするのもおすすめです。

航程は一例です。寄港順序や時間は異なる場合があります。詳細についてはncl.comをご覧ください。

航程 寄港地 入港 出港 
月 ブリティッシュコロンビア州バンクーバー 5:00 pm

火 終日クルージング — —

水 アラスカ州ケチカン 7:00 am 4:00 pm

木 アラスカ州ジュノー 9:00 am 8:00 pm

金 グレーシャーベイをクルーズ — —

土 アラスカ州スキャグウェイ 7:00 am 8:00 pm

日 アラスカ州アイシーストレートポイント 7:00 am 8:00 pm

月～金 終日クルージング — —

土 カフルイ/マウイ島 7:00 am 8:00 pm

日 ヒロ/ハワイ島 7:00 am 4:00 pm

月 ナウィリウィリ/カウアイ島 9:00 am 停泊

火 ナウィリウィリ/カウアイ島 2:00 pm

水 ホノルル/オアフ島 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット
2022年
10月3日

アラスカ＆ハワイクルーズ 16日間： 
グレーシャーベイ、スキャグウェイ、カウアイ島 
バンクーバー発ホノルル着

航程 寄港地 入港 出港 
土 パペーテ（タヒチ）（仏領ポリネシア） 6:00 pm

日 モーレア島（仏領ポリネシア） 8:00 am 8:00 pm

月 ボラボラ島（仏領ポリネシア） 8:00 am 8:00 pm

火 ライアテア（仏領ポリネシア） 7:00 am 3:00 pm

水～土 終日クルージング — —

日 ヒロ/ハワイ島 8:00 am 4:00 pm

月 ナウィリウィリ/カウアイ島 9:00 am 停泊

火 ナウィリウィリ/カウアイ島 2:00 pm

水 カフルイ/マウイ島 7:00 am 8:00 pm

木 ホノルル/オアフ島 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
5月7、31日

11月14日

南太平洋クルーズ 12日間： 
ボラボラ島、カウアイ島、マウイ島 
パペーテ発ホノルル着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ホノルル/オアフ島 7:00 pm

月 ナウィリウィリ/カウアイ島 8:00 am 停泊

火 ナウィリウィリ/カウアイ島 2:00 pm

水 ヒロ/ハワイ島 8:00 am 6:00 pm

木 カフルイ/マウイ島 7:00 am 6:00 pm

金～火 終日クルージング — —

水 アラスカ州ジュノー 8:00 am 6:00 pm

木 アラスカ州アイシーストレートポイント 8:00 am 8:00 pm

金 グレーシャーベイをクルーズ — —

土 アラスカ州スキャグウェイ 7:00 am 4:00 pm

日 アラスカ州ケチカン 11:00 am 6:00 pm

月 終日クルージング — —

火 ブリティッシュコロンビア州バンクーバー 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット
2022年
6月12日

アラスカ＆ホノルルクルーズ 16日間 
グレーシャーベイ、カウアイ島、マウイ島 
ホノルル発バンクーバー着



ライアテア（仏領ポリネシア）
モーレア島（仏領ポリネシア）

南太平洋
ハワイと南太平洋の島巡りでパラダイスを堪能。ノルウェージャンクルーズ
ラインで世界最高のビーチをお楽しみください。ボラボラ島の美しいマテ
ィアビーチでゆったりと横になり、仏領ポリネシアの見事なサンゴ礁でシ
ュノーケリング。温かい砂を肌に感じ、優しい波音に誘われるままお昼寝
をするのも至福の時です。驚異の自然が出迎えるオーストラリアでは、多
様な野生動物、暖かい気候、のんびりとした空気を味わって。どんな航程
を選んでも、ノルウェージャンクルーズラインなら一生の思い出となるバ
ケーションになるでしょう。 

航程 寄港地 入港 出港 
土 バリ（ベノア）（インドネシア） 4:00 pm

日 バリ（チェルカンバワン）（インドネシア）8:00 am 6:00 pm

月 ロンボク島レンバル（インドネシア） 7:00 am 3:00 pm

火 コモド（インドネシア） 8:00 am 4:00 pm

水 終日クルージング — —

木 ダーウィン（オーストラリア） 9:00 am 5:00 pm

金～土 終日クルージング — —

日 クックタウン（オーストラリア） 8:00 am 8:00 pm

月 ケアンズ（ヨーキーズノブ）（オーストラリア）7:00 am 4:00 pm

火 エアリービーチ（オーストラリア） 10:00 am 6:00 pm

水 終日クルージング — —

木 ブリスベン（オーストラリア） 8:00 am 6:00 pm

金 終日クルージング — —

土 シドニー（オーストラリア） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
4月9日

オーストラリア＆インドネシアクルーズ 14日間： 
バリ発シドニー着： 

南太平洋クルーズ バリ発8



南太平洋クルーズ ホノルル発 9

ライアテア（仏領ポリネシア）

航程は一例です。寄港順序や時間は異なる場合があります。詳細についてはncl.comをご覧ください。

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ホノルル/オアフ島 7:00 pm

1日目 カフルイ/マウイ島 7:00 am 7:00 pm

2日目 ナウィリウィリ/カウアイ島 8:00 am 停泊

3日目 ナウィリウィリ/カウアイ島 2:00 pm

4日目 ヒロ/ハワイ島 7:00 am 4:00 pm

5～8日目 終日クルージング — —

9日目 ライアテア（仏領ポリネシア） 10:00 am 8:00 pm

10日目 ボラボラ島（仏領ポリネシア） 8:00 am 8:00 pm

11日目 モーレア島（仏領ポリネシア）
パペーテ（タヒチ）（仏領ポリネシア）

7:00 am
8:00 pm

5:00 pm
停泊

12日目 パペーテ（タヒチ）（仏領ポリネシア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
5月19日

10月19日

11月26日

南太平洋クルーズ 12日間：ボラボラ島、カウアイ島、 
マウイ島 ホノルル発パペーテ着： 

人気の寄港地観光ツアー

ボラボラ島サンセットクルーズ
ボラボラ島（仏領ポリネシア）
ボラボラ島の透明なサンゴ礁のクルーズでは、カタマランのデッキから燃えるように美しい
サンセットをご覧ください。カタマランでのクルーズはポリネシア式。ボートでは靴を脱ぎ、 
パレオを巻いて踊りのレッスンを受けてみましょう。

オポア＆タプタプアテア
ライアテア島（仏領ポリネシア）
オポアの村にある神聖な国定記念物で、ポリネシア文化の起源の奥深くに触れてみましょう。

イルカウォッチング体験
モーレア島（仏領ポリネシア）
1987年から仏領ポリネシアでイルカの研究に従事しているマイケル・プール博士が、 
野生のイルカに焦点を当てたエコツアーと観測にご案内します。

パペーテ、フランス領ポリネシア



10  南太平洋クルーズ パペーテ発

航程 寄港地 入港 出港 
木 パペーテ（タヒチ）（仏領ポリネシア） 深夜

金 モーレア島（仏領ポリネシア） 7:00 am 8:00 pm

土 ボラボラ島（仏領ポリネシア） 7:00 am 8:00 pm

日～月 終日クルージング — —

火 パゴパゴ（米領サモア） 8:00 am 5:00 pm

水～木 終日クルージング 
国際日付変更線通過

— —

金 ラウトカ（フィジー） 11:00 am 8:00 pm

土 ドラビューニー島（フィジー） 8:00 am 5:00 pm

日 終日クルージング — —

月 イル・デ・パン（ニューカレドニア） 9:00 am 6:00 pm

火～水 終日クルージング — —

木 シドニー（オーストラリア） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
12月8日

南太平洋クルーズ 14日間： 
フィジー、ボラボラ島、モーレア島 
パペーテ発シドニー着

航程 寄港地 入港 出港 
月 パペーテ（タヒチ）（仏領ポリネシア） 6:00 pm

火 フアヒネ島（仏領ポリネシア） 8:00 am 6:00 pm

水 ライアテア（仏領ポリネシア） 8:00 am 6:00 pm

木 ボラボラ島（仏領ポリネシア） 8:00 am 停泊

金 ボラボラ島（仏領ポリネシア） 8:00 pm

土 モーレア島（仏領ポリネシア） 8:00 am 停泊

日 モーレア島（仏領ポリネシア） 5:00 pm

日 パペーテ（タヒチ）（仏領ポリネシア） 8:00 pm 停泊

月 パペーテ（タヒチ）（仏領ポリネシア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
10月31日

11月7日

南太平洋クルーズ 7日間： 
ボラボラ島、モーレア島、ライアテア島 
パペーテ発着

ボラボラ島（仏領ポリネシア）

シドニー（オーストラリア）



南太平洋クルーズ シドニー発 11

航程 寄港地 入港 出港 
土 シドニー（オーストラリア） 4:00 pm

日～月 終日クルージング — —

火 イル・デ・パン（ニューカレドニア） 8:00 am 5:00 pm

水 ミステリー島（バヌアツ） 8:00 am 5:00 pm

木 終日クルージング — —

金 ラウトカ（フィジー） 7:00 am 8:00 pm

土 ドラビューニー島（フィジー） 
国際日付変更線通過

8:00 am
—

5:00 pm
—

日 パゴパゴ（米領サモア） 8:00 am 5:00 pm

月～火 終日クルージング — —

水 ボラボラ島（仏領ポリネシア） 7:00 am 8:00 pm

木 ライアテア（仏領ポリネシア） 7:00 am 8:00 pm

金 モーレア島（仏領ポリネシア） 
パペーテ（タヒチ）（仏領ポリネシア）

7:00 am 
8:00 pm

5:00 pm 
停泊

土 パペーテ（タヒチ）（仏領ポリネシア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
4月23日

南太平洋クルーズ 14日間： 
フィジー、ボラボラ島、モーレア島 
シドニー発パペーテ着： 

航程 寄港地 入港 出港 
日 シドニー（オーストラリア） 4:00 pm

月 終日クルージング — —

火 ブリスベン（オーストラリア） 8:00 am 5:00 pm

水 終日クルージング — —

木 エアリービーチ（オーストラリア） 8:00 am 4:00 pm

金 ケアンズ（ヨーキーズノブ）（オーストラリア）11:00 am 8:00 pm

土 クックタウン（オーストラリア） 7:00 am 4:00 pm

日～月 終日クルージング — —

火 ダーウィン（オーストラリア） 8:00 am 6:00 pm

水 終日クルージング — —

木 コモド（インドネシア） 8:00 am 4:00 pm

金 バリ（チェルカンバワン）（インドネシア） 10:00 am 5:00 pm

土 バリ（ベノア）（インドネシア） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
3月27日

オーストラリアクルーズ 13日間： 
ブリスベン、コモド、ダーウィン、ケアンズ
シドニー発バリ着

ノルウェージャンで行く素晴らしい航程の一部です。 
詳細は13ページをご覧ください。

航程は一例です。寄港順序や時間は異なる場合があります。詳細についてはncl.comをご覧ください。

ボラボラ島（仏領ポリネシア）



受賞歴を誇る客船
航程を選択したら、あとは極上の客船に乗って 

ハワイと南太平洋で過ごす完璧なバケーションをお楽しみください。

ノルウェージャン スピリット

プライド オブ アメリカ

改装：2020年 • 建造：1998年 • 乗組員数：912人
総トン数：75,904トン 
乗客定員数（2人部屋）：2,018人
全長：880フィート • 全幅：121フィート

改装：2021年 • 建造：2005年 • 乗組員数：927人
総トン数：80,439トン
乗客定員数（2人部屋）：2,186人
全長：920フィート • 全幅：119フィート

ノルウェージャン スピリット

プライド オブ アメリカ

ハリウッド シアター マンダラ スパザ コンサバトリー

オンダ バイ スカルペッタバルコニー ステートルームスピンネーカー ラウンジ



 
自分自身を変える旅へ。

 13

「Extraordinary Journeys」は、ノルウェージャンクルーズライン 
ならではの旅をお楽しみいただけますよう、独自に考案された 
クルーズコレクションです。異国に長期滞在し、寄港地をより深く 
堪能する一生に一度の旅をお楽しみください。そこには想像を 
超える世界が待ち受けています。

「Extraordinary Journey」のマークをお探しになり、
お客様だけの素晴らしい船旅を見つけてください。



ノルウェージャンクルーズラインの最新ニュースと限定情報を、Facebook、 
Instagram、YouTube（@NorwegianCruiseLine）、Twitter（@CruiseNorwegian） 
などのソーシャルメディアでフォローしてください。 

ご予約は1.888.NCL.CRUISE（625.2784）までお電話いただくか、 
旅行代理店にお問い合わせください。またはncl.comをご覧ください。
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想像を超える 
ハワイと南太平洋の旅へ。

京都（日本）

ローマ（イタリア） ケープタウン（南アフリカ）

タトゥーシュ島、アラスカ州（アメリカ合衆国）ホースシューベイ（バミューダ諸島）

ヴァージン・ゴルダ島（英領ヴァージン諸島）

WORLD’S LEADING  
CRUISE LINE

ワールド・トラベル・アワード 
5年連続受賞

NORTH AMERICA’S  
LEADING CRUISE LINE

ワールド・トラベル・アワード 
5年連続受賞

EUROPE’S 
LEADING CRUISE LINE

ワールド・トラベル・アワード 
13年連続受賞

CARIBBEAN’S 
LEADING CRUISE LINE

ワールド・トラベル・アワード 
8年連続受賞


