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ノルウェージャンクルーズラインで大洋を横断し、島々を巡って自由気ままにバケーション

を楽しみましょう。お部屋で荷物を解いたあとは、リラックスしたり、船内を探索したり。豪

華ダイニングも味わえます。また、本場ブロードウェイの素晴らしいエンターテイメントや

スリリングなアクティビティで、船の旅がさらにエキサイティングに。ザ・ヘブンでは、極上

のラグジュアリーへとご案内いたします。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。自由を感じて思いのまま

に、あなただけのクルーズをお楽しみください。

 
次のバケーションを先取り

NCL.COM | 旅行代理店、または1.888.NCL.CRUISE（625.2784）までお電話ください

ナ・パリ・コースト、ハワイ
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2   ノルウェージャン アンコール

 
スリルとくつろぎアンコールで

ノルウェージャン アンコールでアラスカ、バハマ、カリブ海、太平洋、 
パナマ運河へのスリリングなクルーズを。

最新かつ最上の客船、ノルウェージャン アンコールで、素晴らしい旅を何度でも飽きる

ことなくお楽しみください。船外に4メートル突き出た洋上のアンコール スピードウェイ

で、ウイニングランを疾走。シンディ・ローパーが楽曲と歌詞を手がけ、トニー賞（Tony 

Award®）に輝いたブロードウェイミュージカル「キンキーブーツ」のナンバーに合わせて

歌いましょう。オンダ バイ スカルペッタでは、モダン イタリアン料理を堪能しながら、

ワインをもう1本。ギャラクシーパビリオンで、バーチャルリアリティの世界に没入するの

もおすすめです。ノルウェージャン アンコールではこの他にも多数のアクティビティをご

用意しています。

ノルウェージャン アンコール



ノルウェージャン アンコール   3

展望ラウンジからは壮大な眺めをお楽しみください。

ノルウェージャン アンコールだけでお楽しみいただけるブロードウェイミュージカル、
「キンキーブーツ」もお見逃しなく。

洋上最大級の屋外レーザータグではお友達やご家
族、他のゲストと一緒にミッションをクリア。

洋上に浮かぶ2階構造のレーストラックを、スリリングに走り抜けよう。



4   NCL限定目的地

美しい島で過ごすパラダイスのようなひととき—これ以上の幸せはありません。NCLでは2つの美しい島をお楽しみい

ただけます。グレートスターラップケイに足を踏み入れれば、「グレイテスト・ケイ」と呼ばれる理由がわかるでし

ょう。青く透き通った海の上を岸に沿って漕ぎ進むカヤック体験。小さなお子様は子豚ちゃんと一緒に泳いで大はし

ゃぎすることでしょう。ジップラインを思い切り滑降するのもスリル満点です。シルバーコーブでは贅沢に浸って。

エアコンの効いたヴィラでシャンパンを楽しんだ後は、プライベートラグーンでリラックス。自然が好きならハーベ

ストケイへ。この美しい自然と文化を心ゆくまで堪能できるのは、ノルウェージャンクルーズラインのお客様だけで

す。ベリーズ南部の沖合にある75エーカーのオアシスを独り占め。2万8千平方メートルのビーチから世界第2の大き

さを誇るバリアリーフまで、アクティブに過ごすのも、のんびり過ごすのも、お客様次第です。グレートスターラッ

プケイもハーベストケイも、訪れることができるのはノルウェージャンクルーズラインだけです。

 
ゆったりと流れる島の時間に 

身を任せて

DESTINATIONS
FOR GUESTS 

OF

ヴィラ ストゥーディオ、グレートスターラップケイ ザ・ポイント、グレートスターラップケイ



NCL限定目的地   5

フライトハウス、ハーベストケイハーべストケイ、ベリーズ



6   船内アクティビティ

 
バケーションモードを満喫

最 新 客 船 ノル ウ ェー ジ ャン  ア ンコ ール 、ノル ウ ェー ジ ャン  ブ リス 、ノル ウ ェー ジ ャン  

ジョイにある2階建てのレーストラックで、スリリングなレースに向けてエンジンを全開に。スリルプレックス ゾ

ーンでは、この他にもたくさんの楽しいアクティビティをお楽しみいただけます。お気に入りのレストランやバ

ーを見つけたら、ザ・ウォーターフロントで太陽の光と潮風を感じながらのお食事もおすすめです。日没と共

に、華やかな夜のエンターテイメントが始まります。コメディクラブをのぞいたり、カジノで一儲けしたり。船

内のあちらこちらで、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。

ウォータースライダーで水しぶきをあげたり、
プールやジャグジーでくつろいだり。

マンダラ スパのサーマルスイートでは
癒しのひとときを。

心を揺さぶるロックのヒット曲で綴る
「フットルース」をお楽しみいただけ
るのはノルウェージャン ジョイだけ。

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。



船内アクティビティ   7

ザ・ウォーターフロントのザ・キャバーン 
・クラブでは、カクテルをどうぞ。

スリルプレックスで、洋上最大級のレーストラックを走り
抜ける爽快感を。

絶景を堪能しながら、 
海のすぐそばを滑走するジップライン。

スリルプレックスで没入体験。 
ブレイクアウェイおよびブレイクアウェイプラス クラスの客船で
は、スリルプレックスをお楽しみください。アドレナリン全開のアク
ティビティに挑戦して、スリル満点の体験を。拡張現実（AR）を駆使
したレーザータグでは、エキサイティングなスリルを体感。ロープコ
ースにチャレンジした後は、アクアパークのウォータースライドを水
しぶきを上げて滑り降りましょう。ギャラクシーパビリオンでは、他
では体験できないバーチャル世界が待っています。 
ノルウェージャンクルーズラインで洋上最大のスリルを満喫してく
ださい。

ギャラクシーパビリオンでは、
エイリアンをやっつけよう。



8   フリースタイル ダイニング

最高級の新鮮な食材に加えられた独創的な工夫。ノルウェージャンクルーズラインではどんな一品にもおも

てなしの心を感じていただけることでしょう。デザートから始めたい気分の時も、お気兼ねなくどうぞ。これこ

そ、フリースタイル ダイニング。自由にお楽しみください。メインダイニングルームでは毎日メニューが変わる

ので、飽きることがありません。ユニークな料理やいつもと違う味を試したいという気分なら、新たに登場し

たオンダ・バイ・スカルペッタなどのスペシャリティダイニングでテーブルを予約して、特別な夜を過ごしては

いかがでしょう。決まった時間やテーブルの制限に縛られることなく、好きなときに、好きな場所で、その日の

気分に導かれるままにお食事をお楽しみください。 

 
美食を思いのままに堪能 

無料レストラン
どの客船にも、最大3つのメインダイニングルームでおいしいコース料理をご
用意しています。これに加えて、アジアンフュージョンレストラン、多彩なカジ
ュアルカフェ、アウトドアグリル、軽食販売店もございます。さらに、ザ ロー
カルやオ シーハンズネイバーフッド バー＆グリルは24時間ご利用いただけま
す。プライムリブやグリルサーモンから新鮮な食材で作られるシェフの創作料
理まで、お好みの料理を心ゆくまでお楽しみください。

ダイニングとエンターテイン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。

スペシャリティダイニング
船内では数多くのスペシャリティダイニングをご用意。どんなお客様にも満足し
ていていただける幅広いメニューを取り揃えています。ル ビストロのフランス料
理やキャグニーズ ステーキハウスのプレミアム ブラック アンガス ビーフはいず
れも絶品です。ご家族でのお食事なら、ラ クチーナのイタリア料理がぴったり。
メキシコ料理の気分なら、ロス・ロボスでコンテンポラリー メキシカンをどう
ぞ。また、フードリパブリックでは世界中の多彩な食をお楽しみいただけます。
これらはすべて、「洋上」でお召し上がりいただける美味しいお料理です。 



フリースタイル ダイニング   

 
美食を思いのままに堪能 

お食事は屋内でもオーシャンサイドでも
夕陽を眺めながら、お友達と夕食前のお飲み物を楽しみませんか？星空の下で
ご家族そろってお食事を。潮風を感じる洋上で楽しむお食事は、格別な体験と
なることでしょう。レストランやバーがおよそ400メートルにわたって建ち並ぶ
独創的なプロムナード「ザ・ウォーターフロント」では、素晴らしい海の景色を 
臨むオーシャンサイドのお席をご用意しています。 

ショーを楽しみながらのお食事
感動的な素晴らしいショーを、ディナーとともにお楽しみください。サーカス
用に作られた壮大で特別な空間、シュピーゲルテントで体験する「シルク ド
リームス エピキュリアン（Cirque Dreams® Epicurean）」。ノルウェージャ
ン ブレイクアウェイの「ベルベット」では、ディスコフィーバーを体感。ランチ
にはシャルドネを味わいながら、世界初の抱腹絶倒ワインテイスティングミ
ュージカル 
「ワイン・ラバーズ、ザ・ミュージカル」を鑑賞するのもおすすめです。

チキンレタス タコス、フードリパブリック



10   フリースタイル ダイニングのハイライト

 
世界各国の料理を味わう 

これまで体験したことのないようなダイニングの舞台へようこそ。無料レストランとスペシャリティダ

イニングを多彩に揃えており、クルーズ中に試しきれないほどのダイニングオプションがあります。新

しく登場したオンダ・バイ・スカルペッタでお好きなワインのボトルを開けて、モダンイタリアン料理を

お楽しみください。オーシャンブルーでは、新鮮なシーフードにインスピレーションを得た料理を堪能。 

新しく加わったQ テキサス スモークハウスで、秘伝のソースに漬け込んだ柔らかいバーベキューチキン

やリブ、ブリスケット（牛肩バラ肉）をご賞味ください。目の前でジュージューと音を立てて調理される

鉄板焼きレストランでは、どの年齢のお子様も魅了されること間違いありません。さまざまな美食を存

分にお楽しみください。

NEW オンダ バイ スカルペッタ
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無料レストラン 

メインダイニングルーム
船内に最大3か所あるメインダイニングルーム。お洒
落して出かけるのはもちろん、カジュアルなスラック
スなどでも気軽にご利用いただけます。朝食、昼食、
夕食用にそれぞれ多彩なメニューを取り揃え、一か
らすべて手作りの3コース料理もご用意しています。
ワインリストも豊富です。 

アジアンフュージョン
新鮮な食材を使った麺類や炒め物、本格的なスープ
など、アジアのエキゾチックな味をご堪能ください。

カジュアルなビュッフェ
自慢のビュッフェでは、あらゆる世代のお客様の好み
にもお応えする新鮮でおいしい朝食、昼食、夕食を
ご用意しています。お肉の切り分けや炒め物、パス
タ、オムレツ、ワッフル、ソフトクリームなど、注文を
受けてその場で調理するアクションステーションで、
何でもお好きなものをご注文ください。

 
 
24時間レストラン
ザ ローカルとオ シーハンズ ネイバーフッド バ
ー＆グリルでは、サラダやバーガーのほか、プライ
ムリブなどの日替わりディナースペシャルをご用
意。どなたにもご満足いただける年中無休24時間
営業のカジュアルダイニングです。*一日の始まり
に、あるいは夜のお出かけの後に、お気軽にお立
ち寄りください。

アウトドアグリル
プールサイドやオーシャンビューのテーブルで、 
ステーキ、チキン、ハンバーガーやホットドッグなど、
人気のグリルメニューを付け合わせとともにご提供
します。サイドディッシュもご用意しています。

ザ・ヘブン レストラン
ザ・ヘブン by ノルウェージャン（The Haven by 
Norwegian®）のゲストの皆様のための洗練され
たプライベートダイニングです。朝食、昼食、夕食
に創作料理と厳選されたワインリストをご用意
しています。

スペシャリティダイニング 

キャグニーズ ステーキハウス
厳選されたプレミアム ブラック アンガスビーフを絶
妙な加減に焼き上げて提供するアメリカンスタイル
の本格的なステーキハウス。人気の付け合せのトリ
ュフ風味フレンチフライもぜひご賞味ください。

ラ クチーナ イタリアンレストラン
ボナセーラ（こんばんは）！新鮮な食材をいかしたオ
ッソ・ブーコやシーフードフェットチーネなど、イタリ
アの伝統料理をお楽しみください。お食事の締めく
くりには、バニラジェラートに熱いエスプレッソをか
けたアフォガートが最高です。

ル ビストロ フレンチレストラン
高級フランス料理に舌鼓。クラシックなインテリアを
施した空間で、エスカルゴやブイヤベース（魚介類の
寄せ鍋）、コック オー ヴァン（鶏肉のワイン煮）など
の風味豊かな料理をご堪能ください。メニューはす
べてこだわりの自家製です。

モデルノ シュラスカリア
ぜひお試しいただきたい、ブラジル式ステーキハウ
ス。お食事のスタートには、外国産チーズやオリー
ブ、塩漬け肉、特製サラダがある充実したサラダバー
でお好きなものをお選びください。ただしそれだけ
で満腹にならないようご注意を。給仕のパサドール
がテーブルをまわって切り分ける、スローローストの
お肉は絶品です。 

鉄板焼き 
活気あふれるカウンターテーブルの大きな鉄板で、
熟練シェフが海老やステーキ、鶏肉を使った和食や
焼き飯などを調理します。目の前でジュージューと
音を立てて焼きあがる料理と、職人技をお楽しみく
ださい。

 

フードリパブリック
ノルウェージャン アンコール、ノルウェージャン ブ
リス、ノルウェージャン ジョイ、ノルウェージャン エ
スケープでは、世界の食と文化の融合をご体験いた
だけます。

オンダ バイ スカルペッタ
新しく登場したオンダ・バイ・スカルペッタで、モ
ダンイタリアン料理をご堪能ください。オンダ（イ
タリア語で「波」）では、批評家も絶賛のその姉
妹店、スカルペッタの魅力と気品を洋上でお楽し
みいただけます。 

ロス ロボス
伝統の味にモダンなツイストをきかせたメニューを
得意とするメキシコ料理レストラン。手作りのマルガ
リータからカルネアサダ、ドゥルセ デ レチェ ソース
でトッピングされたイバラ チョコレートアイスクリ
ームまで、ロス ロボスのシェフはユニークな味のコ
ンビネーションにこだわっています。まずは、テーブ
ルの横で仕上げてくれるワカモレから始めてはいか
がでしょう？

Q テキサス スモークハウス
ノルウェージャン アンコール、ノルウェージャン ブリ
ス、ノルウェージャン ジョイに新しく登場したテキサ
ス スモークハウスで、バーベキューショートリブ、チ
キン、ブリスケット（牛肩バラ肉）をご堪能ください。
リブ、チキン、ブリスケットなどはすべて、ヒッコリ
ー、オーク、ペカンの木を用いて船内で燻製していま
す。味わい豊かな風味をぜひお試しください。ステ
ージのライブミュージックを聴きながら料理を楽し
めば、カウボーイ気分に。 

濃厚なミルクシェイクや絶妙のボンボン、 
おいしいクレープからコーヒーまで、 

デザート好きにとってココズは 
まさに天国です。

ダイニング＆ビバレッジパッケージ
ノルウェージャンクルーズラインのスペシャリティダイニングパッケージは大変お得です。ラ クッチーナではイ
タリア料理を。ル ビストロで味わう高級フランス料理。一番いいのは、全部試してみること！また、各種ビバレ
ッジパッケージもご用意。ソフトドリンク、ビール、スピリッツ、カクテル、ワインなどグラス単位の各種ドリンク
を、クルーズ期間を通じて一括料金でご提供します。各パッケージの詳細は、ncl.comで「クルーズの前に」を選
択後、 
「オンボードパッケージ」をクリックしてご覧ください。

*ノルウェージャン スカイのザ・ローカル  
バー＆グリルは24時間営業ではありません。

スターバックス スターバックス 
（STARBUCKS（STARBUCKS®）
一部の客船でご利用頂けるスタ 
ーバックスでは、キャラメルマキア 
ートやティバーナ（Teavana®）アイスグリーン
ティーレモネードなどを味わいながら、朝や午
後のひとときをお楽しみください。 
スターバックスの製品はすべての客船でご用意
しています。 



12   エンターテイメント

ノルウェージャンクルーズラインの客船では、受賞歴を誇る驚きのエンターテイメントショーが繰り広げ

られます。ラインナップがさらにパワーアップ。話題のエンターテイメント、「シックス」をお楽しみくださ

い。ヘンリー8世の6人の妻たちを描いた「シックス」は、批評家に絶賛されたブリティッシュポップ ミュ

ージカル。ノルウェージャン ブリスとノルウェージャン ブレイクアウェイでの船の旅に華を添えます。刺

激的な最新客船ノルウェージャン アンコールがお届けするのは、シンディ・ローパーが音楽を手がけた陽

気なブロードウェイミュージカル「キンキーブーツ」。ハッピーな気分になれること間違いありません。ま

た、リバプールにある伝説のクラブを再現したザ・キャバーンクラブで、ビートルズのカバーバンドが演奏す

る往年のヒット曲に合わせて踊るのも楽しいものです。ブロードウェイミュージカルからライブミュージッ

ク、爆笑のコメディーまで、すべての客船で終わることのないショータイムをご満喫いただけます。 

 
心を揺さぶるエンターテイメント

客船によってエンターテイメントは異なります。

パーティー三昧
昼も夜もパーティーは続きます。乗船後プールデ
ッキで開催されるセイルアウェイパーティーにぜひ
ご参加ください。黒のドレスで着飾って、ブリスウ
ルトララウンジへ。きらめく星空の下、グローパー
ティーで踊り明かすのもよいでしょう。ノルウェー
ジャン ブリスやノルウェージャン ジョイでは、「ナ
ッシュビル・ナイツ＆ライト」へどうぞ。

ブロードウェイショー
ニュージャージーのうらぶれたストリートから世界的な
スターダムにのし上がった栄光の物語「ジャージー・ボー
イズ」。トニー賞（Tony Award®）に輝いたミュージカル
「キンキーブーツ」で、「Everybody Say Yeah!」に合わ
せて歌い、エネルギーがほとばしるブロードウェイミュ
ージカル「フットルース」では、自由を勝ち取った喜びを
謳歌しましょう。音楽とダンスの美を祝う圧倒的なステ
ージ「スウィング!」もお見逃しなく。洋上での最高のブロ
ードウェイをぜひ体験してください。

華麗なショーを楽しみながらのお食事
ノルウェージャン ブレイクアウェイにあるカラフルな屋
根のシュピーゲルテントで体験する「ベルベット」。マン
ハッタンルーム、トロピカーナルームの両メインダイニ
ングルームでのディナーでも、「バーン・ザ・フロア」の特
別公演をお楽しみいただけます。ランチにはグラスを傾
けながら、世界初の抱腹絶倒ワインテイスティングミ
ュージカル「ワイン・ラバーズ、ザ・ミュージカル」をご
鑑賞ください。
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心を揺さぶるエンターテイメント

コメディー
涙が出るほど、思い切り笑って楽しみたいなら、ノ
ルウェージャンクルーズラインにお任せください。
お気に入りのカクテルを飲みながら、スタンダッ
プコメディをご覧ください。レビティ エンターテ
イメント グループのショーには、夜を爆笑で盛り上
げる優れたコメディアンたちが登場します。

ライブミュージック
ハウル・アット・ザ・ムーンで、思い切り声を張りあげて歌
いませんか？シド・ノーマンズ ポアハウスでは、ロックン
ロールのライブショーをお楽しみください。ザ ビートル
ズで有名になったリバプールのクラブを再現したザ キャ
バーン クラブでは、伝説のミュージックシーンを体験でき
ます。ノルウェージャン アンコール、ノルウェージャン・ブ
リス、ノルウェージャン ジョイのQ テキサス スモークハ
ウスでは、コンテンポラリーカントリーミュージックの活
気あふれるサウンドが披露されます。ピアノバーやプール
デッキ、アトリウムでのんびり過ごす時も、船内のあちこ
ちで奏でられるライブミュージックが耳を楽しませてく
れることでしょう。  

魅惑のショータイム
ロックの定番ヒット曲に合わせてダンスが繰り広げられる 
「ザ・クワイア・オブ・マン」では、思わずグラスを上げ、乾杯し
たくなります。離婚！斬首刑！...生きている！ヘンリー8世の6 
人の王妃がマイクを手にその人生を歌って踊るのは、歴史に
埋もれた悲劇を500年の時を越えて蘇らせた大ヒット作「シ
ックス、ザ・ミュージカル」。燃えるような夜に身を任せてみ
ませんか？インタラクティブなミュージカル「ハッピー・アワ
ー・プロヒビション」で禁酒法時代の幕開け前夜までタイムス
リップしましょう。「バーン・ザ・フロア」では、ボールルームダ
ンスのすさまじいまでの熱気を体験できます。ダンス、演劇、
音楽など、数々のショーやオリジナル作品を心ゆくまでお楽
しみください。

ノルウェージャン ブリスとノルウェージャン ブレイクアウェイでは、「シックス」をブロードウェイに先駆けてお届けします。
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家族の笑顔が絶えない休日 

*スプラッシュアカデミーでは、お子様を船内のプールやアクアパークにお連れすることはありません。

お子様向けのアクアパークで1日中楽しんでみませんか？童心に帰って水遊びを思い切り満喫しましょう。ご

家族一緒に楽しめる、ちょっと変わった魅力的なアクティビティもご用意しています。お子様がジャグリング

を学べるスプラッシュアカデミーのサーカス教室やアントラージュで行われるおしゃれなテーマのティーン向

けパーティーなど、年齢に合わせた無料のユースプログラムもあります。ドッジボールから、2階建ての高さを

誇る巨大スクリーンの前でゆっくり映画を鑑賞するムービーナイトまで、この客船は洋上最高の遊び場です。 

キッズ アクアパーク
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無料のユースプログラムは客船によって異なります。グループ託児には、少額の料金が加算されます。

アントラージュ 
（13歳～17歳のティーン向け）
ティーンのお子様が同年代の子供たちと一緒にテレ
ビゲームや映画、アート、音楽、スポーツを楽しんでい
る間、安心して夜のデートにお出かけください。洋上
で最もクールなラウンジから、夜の楽しいダンスクラ
ブまで、無料でご利用いただけるティーンセンターで
は常に魅力的なアクティビティをご用意しています。 

ファミリーダイニング
3コース料理を心行くまでご堪能ください。注文を
受けてその場で調理するビュッフェもご用意してい
ます。また、スペシャリティダイニングでのお食事
もおすすめです。12歳以下のお子様には、無料のキ
ッズメニューをご用意しています。クルーズ中に試
しきれないほどの豊富なダイニングオプションは、
フリースタイル ダイニングならではです。 

ご家族でくつろげるお部屋
お子様がベッドに行く前に、プライベートバルコニー
で満天の星を見上げながら本を読んであげたり、お
部屋同士がつながったステートルームでお互いに行
き来したり。ザ・ヘブンの豪華なスイートはお子様と
のだんらんにも最適です。ご家族それぞれのご要望
にお応えできますよう、多彩なお部屋をご用意して
います。

スプラッシュアカデミー 
（3歳～12歳のお子様向け）
ノルウェージャンクルーズラインの無料プログラム、
スプラッシュアカデミーでは、想像力と創造力を掻き
立てる遊びの世界へとお子様をお連れします。テー
マを設けたパーティ、スポーツゲーム、ビデオゲーム
など、お子様を夢中にさせるプログラムが満載です。
寄港日や夜遅くまでロマンチックな時間を過ごす日
には、グループ託児サービスをご利用ください。 

グッピーズ（6か月～3歳未満向け）
保護者同伴
すべての客船でご利用いただける無料のグッピーズ 
オープンプレイとホステッドプレイは、ノルウェージ
ャンクルーズラインの小さなお客様に最適です。乳
幼児担当のアーリーイヤーズ コーディネーターがホ
ストするアクティビティには、親子で楽しむ感覚遊び
や思いっきり汚れて遊ぶ「メッシープレイ」などがあ
ります。ノルウェージャン エスケープでは、グッピー
ズナーサリーでお子様をお預かりします。

フレンドリーなユーススタッフ
ノルウェージャンクルーズラインでは、お子様たちの
遊び時間の大切さを真摯に受け止めています。ユース
プログラムのスタッフはすべて、大学での教育プログ
ラムやレクリエーションプログラムに基づいて入念に
選ばれた人たちばかりです。また心肺蘇生法や応急
処置の資格も取得しており、安全を最優先することを
お約束します。お子様たちは安心してゲームやアクテ
ィビティを楽しむことができます。



16   寄港地観光ツアー

カリブでは、クリスタルブルーの海でイルカなどの素晴らしい海の生物たちと一

緒に泳ぐこともできます。アラスカでは、太平洋の海面から30トンのクジラがジ

ャンプするのを間近で目撃できるチャンスも。ヨーロッパでは史跡を訪ね、現地

の文化を体験。ローマのコロッセオでかつて行われた数々の戦いに思いを馳せて

みませんか。ノルウェージャンクルーズラインの寄港地観光ツアーなら、世界を自

分のペースでじっくり体験できます。自然の美しさに触れたい方も、記念になるよ

うな特別な体験をしたい方も、訪れる寄港地ならではの、素晴らしい思い出を作

ることができるはずです。 

 
寄港地で一生の思い出作り

アラスカ州ジュノー
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史跡 
写真でしか見たことのない場所を、ご自身の目で確か
めてみませんか？何かが得られるはずです。コロッセ
オを見上げたり。中世のお城のツアーや、マヤの遺跡
の謎にせまる旅も魅力的です。また、バンコクの王宮
に鎮座するエメラルドブッダは、一度は見てみたいも
の。歴史を学ぶこれ以上の方法はないでしょう。 

アドベンチャーツアー
胸を膨らませて、冒険の始まりです。アラスカの氷河
をハイキング。カウアイ島でサーフィン。ハーベストケ
イでは、ジップラインで大空を滑り降りたり。ベリーズ
でチュービングしたり、フロリダのエバーグレイズを
エアーボートで渡ったり。たくさんのアドベンチャー
が待っています。 

ゴー・ローカル ツアー
ノルウェージャンクルーズラインのゴー・ローカル ツ
アーでは、多彩な文化に触れる本物の体験があなた
を待っています。世界中の都市に住む人々がどんな生
活をしているか、どんな仕事をしているか、何を食べ、
何を楽しんでいるかを発見するこのユニークなツアー
は、文化とのつながりや記憶に残る冒険を求めるお
客様にぴったりです。 

大自然の驚異
オーストラリアでのコアラとの触れ合い。ハワイ沖の
巨大なザトウクジラ、アラスカの氷河、オーストラリ
アのカンガルー、ギリシャのそびえ立つ断崖、ニュー
イングランドの紅葉など、カメラを片手にさまざまな
大自然の魅力をたっぷりご観賞ください。

のんびりと楽しむレジャー
ただ日光浴をして景色を楽しみたい。そんな気分にな
ることもあるでしょう。そんな時は、ひっそりとしたビ
ーチを見つけましょう。あるいは、地元のマーケット
でお買い物をして、素晴らしいバケーションの思い出
になるお土産を見つけるのもいいでしょう。

セルフィーツアー
この唯一無二のツアーに必要なのは、お客様の笑顔と
モバイル端末だけ。ノルウェージャンクルーズライン
でしか体験できないセルフィーツアーは、参加者を満
足させる絶景スポットへとお連れします。ツアーの多
くでは自撮りのエキスパートがガイドとなり、最適な
アングルの決め方や自撮り棒の使い方を伝授するだ
けでなく、ソーシャルネットワークでチェックインし、
ハッシュタグを付け、撮った写真を投稿できるように
WiFiホットスポットへもご案内します。

 
寄港地観光ツアー

ノルウェージャンクルーズライン
で寄港地観光ツアーを予約するべ
き理由：
 船に乗り遅れる心配がありません。 
ノルウェージャンクルーズラインが手
配したツアーであれば、終了が遅れて
も客船はお客様をお待ちします。

  航程のすべての寄港地のツアーを 
1ヵ所でまとめて予約できます。

  移動や入場にかかる追加費用はあり
ません。お支払いいただくのは表示
料金のみです。

  クルーズ前に専門スタッフがツアーの
お手伝いをします。

  クルーズ中は知識と経験豊富な船
内のコンサルタントがお手伝いしま
す。

  どの寄航港でも優先的に下船でき
ます。

  保険加入済みの催行会社による安心
のツアーをご提供しています。

  寄港地観光ツアーは変更・キャンセ
ルが可能です。港到着48時間前まで
なら料金はかかりません。例外などは 
ツアー概要に記載されています。

自分だけの思い出を作る寄港地 
観光ツアーの計画や予約は今すぐ
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ノルウェージャンクルーズラインでは、皆様にゆっくりとお休みいただけるよう、

モダンで快適な客室を幅広くご用意しています。クラブバルコニー スイートやバ

ルコニー ステートルームでは、刻 と々変化するドラマチックな景色を専用バルコ

ニーからお楽しみください。ご家族全員でお越しいただくお客様には、隣同士の

部屋をつなげた広くて便利なファミリー ステートルームがおすすめ。豊富な客室

オプションから、お客様のご要望にぴったりのお部屋をお選びいただけます。ガ

ラスドアを開けて、さわやかな潮風とともに移り行く素晴らしい景色を心ゆくま

で満喫してください。

 
快適な空間で過ごす 

くつろぎの時間

ザ・ヘブン BY ノルウェージャン 
（THE HAVEN BY NORWEGIAN®）
客船の最上階にひっそりと佇む、ザ・ヘブン by ノルウェ
ージャン。設備が万全に整ったこの豪華で優美な客室は、
専用のカードキーをお持ちのお客様だけに用意された特
別な空間です。プライベートプールとサンデッキを備えた
ザ・ヘブンのコートヤードでは穏やかにプライベートな時
間をお過ごしください。専門の訓練を受けた一流のバト
ラーとコンシェルジュが行き届いたパーソナルサービス
をご提供します。船上でも寄港地でも必要な手配はすべ
て承りますので、お客様は大切な人と素敵な時間を心お
きなくお楽しみください。さらに、ザ・ヘブンからは、ユニ
ークなスペシャリティダイニングや受賞歴を誇るショー、
エキサイティングなアクティビティにもすぐにアクセスし
ていただけます。洋上で体験する本物の贅沢は、お客様
の休日を一生忘れられないものにすることでしょう。

ザ・ヘブン ラージバルコニー付きデラックス オーナーズ スイート、ノルウェージャン アンコール

ザ・ヘブン ラージバルコニー付きデラックス オーナーズ スイー
ト、ノルウェージャン アンコール

ホライズン ラウンジ、ノルウェージャン ジョイ
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クラブバルコニー スイート 
＆バルコニー ステートルーム
次 と々移りゆく景色の中、さわやかな潮風を浴びれば、毎
日新しい発見があるかもしれません。すべてのクラブバル
コニー スイートとバルコニー ステートルームには、快適
なリビングスペース、ソファーベッドや収納式ベッド、収
納スペースをご用意しています。さらに、クラブバルコニ
ー スイートでは、以下のような数々の特典もご利用いた
だけます。
•  出航日の125日前からレストランとエンターテイメントの

ご予約可能
•  各クルーズにつきお食事とドリンクのアメニティを2回お

届け
•  各クルーズにつきランドリーサービスまたはアイロンサー

ビスを1回ご提供
• スパークリングワイン1本

スイート＆ペントハウス客室
無料のシャンパンまたはスパークリングワインで洋上の
旅の始まりに乾杯。日常のストレスを忘れて、ごゆっくり
お寛ぎください。スイートルームはどれも、スタイルと快
適さだけでなく、訪れる寄港地ごとに異なる景色をお楽
しみいただくことを念頭にデザインされています。さら
に、数々の無料の贅沢なアメニティと、バトラーやコンシ
ェルジェによるパーソナルサービスが、いつまでも心に残
る素晴らしいクルーズバケーションをお約束します。

オーシャンビュー、インサイド、 
ストゥーディオ
ご自身のスペースで十分にくつろいだら、船内のアクティ
ビティを存分にお楽しみください。快適で行き届いたデ
ザインの様々なオーシャンビュー ステートルームとイン
サイド ステートルームをご用意しています。お一人様でご
旅行の方には、受賞歴を誇るストゥーディオをノルウェー
ジャン アンコール、ノルウェージャン ブリス、ノルウェー
ジャン エスケープ、ノルウェージャン ゲッタウェイ、ノル
ウェージャン ブレイクアウェイ、ノルウェージャン エピッ
ク、プライド オブ アメリカでご利用いただけます。お部
屋の設計も料金設定もお一人様向けとなっており、ストゥ
ーディオ専用ラウンジもご利用いただけます。

 詳細については、ncl.com/why-cruise-norwegian/cruise-accommodationsをご覧ください。
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明るい未来に向けて 

当社の使命は、新たなイノベーション、進歩的な教育、そしてオープンな協力体制を通じて、 
サステナビリティの文化をより良いものにしていくことです。
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 詳細はNCL.COM/ENVIRONMENTAL-COMMITMENTをご覧ください

重点的な取り組み

環境への取り組み
当社の環境への取り組みは進化を続け、船内と寄港地の両方で、当社の運
営のいたるところに拡大しています。クルーズ業界は海の状態と非常に密
接に結び付いているため、環境に関する継続的な改善は当社の主要な責
任の一つとなっています。 

この責任に沿った当社のコミットメントは、環境汚染にかかわる事故を防ぐ
こと、当社運営の環境への影響を減らすこと、リサイクルと再利用を推進す
る手法を通して廃棄物を管理すること、そして、ISO 14001認証の目的と目
標を引き続き改善していくことです。

環境目標
• CO2排出量を削減する
• 持続可能なソーシングを増やす
• 埋め立てごみを最小限に抑える
• 新興テクノロジーに投資する

環境担当職員
当社のどの客船にも、環境担当職員（EO）が乗船しています。EOの仕事は、
環境コンプライアンス関連の実践、トレーニング、監督、確認を行うことに
加え、環境規定とその実務の考案など、寄港地でのサポートも提供します。

節水＆船内での造水
船内でのイニシアチブと先端技術を組み合わせ、当社の客船は常に造水 
率を上げるとともに、水の消費と環境への影響を減らす取り組みをして 
います。
•  船内の80%以上の水は、船内で生産されています。
•  船内での節水の取り組みにより、一人当たりの水の消費量は米国平均

と 
比較して最大およそ30%の削減が見込まれます。

•  廃水は海に排出される前に船内で処理され、国際規制や多くの地方自治
体の廃水処理施設の基準を満たす水質で排水されます。

廃棄物削減＆リサイクル
当社の進歩的な廃棄物削減プログラムは、当社運営の環境への影響、汚
染、および埋立廃棄物を削減し、天然資源を保護し、再利用とリサイクル
によりエネルギーを節約する取り組みです。 
•  クルーズライン国際協会（CLIA）の報告によると、地上での平均と比較

して一日一人当たり60%多くのごみがリサイクルされています。 
•  各客船で最新鋭のリサイクル設備が24時間稼働し、船上で効率的にリ

サイクルできるよう最大限の取り組みがなされています。

パートナーシップ
当社のアウトリーチプログラムおよび企業提携により、地域コミュニティ、
寄港地のコミュニティ、そしてクルーズ航路の生態系に良い影響をもたらす
取り組みを続けています。取り組みの例は以下のとおりです。
•  JUST® Water – この素晴らしい画期的な提携により、ノルウェージャン

クルーズラインの全客船で飲料水の使い捨てペットボトルの利用がすべ
て廃止されました。

•  オーシャンコンサバシー – グローバルなサステナビリティプログラムと
して、世界一流の企業や組織も所属するオーシャンコンサバシーのトラッ
シュ フリー シーズ アライアンス（Trash Free Seas Alliance®）に加盟
し、プラスチックごみのない河川、ビーチ、海を目指すという共通のビジ
ョンを支援しています。

•  サンゴ礁の保全 – ノルウェージャンクルーズラインでは、ノバ サウスイース
タン 
大学（NSU）と提携し、バハマのプライベートアイランド、グレートスター
ラップ 
ケイを取り囲む海にあるサンゴ礁の保全に取り組んでいます。

燃料＆エネルギー効率
気候に悪影響を与える可能性のある行動を緩和し、環境や海への影響を
減らすため、エネルギー消費量を削減し、カーボンフットプリントを減ら
すことを目標としていくつかのイニシアチブを実行しています。 
•  排気ガス洗浄装置システム – 当社の11の客船で、硫黄酸化物（SOx）の

量を最大99%減らす革新的なテクノロジーが導入されています。 
•  省エネルギー – 推進システムの流体力学的アップグレードと、船体に

塗られた低摩擦シリコン塗装により、推進力の10%以上が節約されて
います。

•  コールドアイロニング – 当社の船隊の35%は、設備が整っている寄港
地で停泊中、客船に電力供給が可能となるテクノロジーを搭載してい
ます。

•  クルーズ業界全体で2030年までに炭素排出量を40%減らす、という業
界の取り組みに参加しています。 



22   目的地

スナイフェルス半島（アイスランド）

 
地平線の向こうへ
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「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。



アフリカクルーズ ケープタウン発

マスカット、オマーン

アフリカ
アフリカで目にする景色は、自由に歩き回る動物たちのようにワイル

ドで、多様性に満ちています。リチャーズベイからサファリツアーに参

加したり、ポートエリザベスの近くにあるアドゥ エレファント国立公園

へ足を運んだり。西部では、土壌に恵まれたケープ ワイランドにある

世界屈指のブドウ畑へ。ケープタウンのボルダーズビーチではかわい

いアフリカペンギンと触れ合えます。どの寄港地でも、忘れられない

冒険が待ち受けています。

ノルウェージャン ジェイド、ケープタウン（南アフリカ）
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航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ケープタウン（南アフリカ） 停泊
1日目 ケープタウン（南アフリカ） 4:00 pm
2日目 モッセルベイ（南アフリカ） 8:00 am 4:00 pm
3日目 ポートエリザベス（南アフリカ）6:00 am 5:00 pm
4日目 リチャーズベイ（南アフリカ） 6:00 pm 停泊
5日目 リチャーズベイ（南アフリカ） 9:00 pm
6日目 ダーバン（南アフリカ） 6:00 am 3:30 pm
7～8日目 終日クルージング — —
9日目 リューデリッツ（ナミビア） 8:30 am 5:30 pm
10日目 ウォルビスベイ（ナミビア） 7:00 am 5:00 pm
11日目 終日クルージング — —
12日目 ケープタウン（南アフリカ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年

  
2022年

12月21日 1月2、14日
12月21日

2023年
1月2、14日

アフリカクルーズ 12日間：南アフリカ＆ナミビア 
ケープタウン発着

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23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。
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マスカット、オマーン

航程 寄港地 入港 出港 
水 ケープタウン（南アフリカ） 4:00 pm
木 モッセルベイ（南アフリカ） 8:00 am 5:00 pm
金 ポートエリザベス（南アフリカ）7:00 am 8:00 pm
土 終日クルージング — —
日 リチャーズベイ（南アフリカ） 5:00 am 深夜
月～水 終日クルージング — —
木 ポワント デ ガレ（レユニオン）8:00 am 8:00 pm
金 ポートルイス（モーリシャス） 8:00 am 8:00 pm
土～日 終日クルージング — —
月 ビクトリア港（セーシェル） 7:00 am 6:00 pm
火 ラディーグ島（セーシェル） 7:00 am 4:00 pm
水～金 終日クルージング — —
土 マスカット、オマーン 6:00 am 1:00 pm
日 ドバイ（アラブ首長国連邦） 6:30 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2022年
1月26日

アフリカクルーズ 18日間： 
南アフリカ、セーシェル、モーリシャス  
ケープタウン発ドバイ着

スイヤック（モーリシャス）
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アブダビ（アラブ首長国連邦）

航程 寄港地 入港 出港 
木 ケープタウン（南アフリカ） 5:00 pm
金 モッセルベイ（南アフリカ） 8:00 am 5:00 pm
土 ポートエリザベス（南アフリカ）7:00 am 8:00 pm
日 終日クルージング — —
月 リチャーズベイ（南アフリカ） 7:00 am 5:00 pm
火 マプト（モザンビーク） 8:00 am 5:00 pm
水～木 終日クルージング — —
金 ノシベ/クンバ島 

（マダガスカル） 
8:00 am 5:00 pm

土 終日クルージング — —
日 ビクトリア港（セーシェル） 10:00 am停泊
月 ビクトリア港（セーシェル） 4:00 am
月 プララン（セーシェル） 7:00 am 5:00 pm
火～木 終日クルージング — —
金 マスカット（オマーン） 10:00 am7:00 pm
土 ハサブ（オマーン） 10:00 am7:00 pm
日 アブダビ（アラブ首長国連邦） 8:00 am 11:00 pm
月 ドバイ（アラブ首長国連邦） 6:30 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2023年
1月26日

アフリカクルーズ 18日間：南アフリカ＆セーシェル 
ケープタウン発ドバイ着

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23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。

ノシベ/クンバ島（マダガスカル）
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ポートエリザベス（南アフリカ）

ラディーグ島（セーシェル）

航程 寄港地 入港 出港 
金 ドバイ（アラブ首長国連邦） 深夜
土 マスカット（オマーン） 12:30 pm8:00 pm
日～火 終日クルージング — —
水 ラディーグ島（セーシェル） 10:00 am6:00 pm
木 ビクトリア港（セーシェル） 10:00 am6:00 pm
金 終日クルージング — —
土 ノシベ/クンバ島 

（マダガスカル） 
7:00 am 3:00 pm

日 終日クルージング — —
月 ポートルイス（モーリシャス） 10:00 am9:00 pm
火 ポワント デ ガレ（レユニオン）7:00 am 4:00 pm
水～木 終日クルージング — —
金 リチャーズベイ（南アフリカ） 10:00 am停泊
土 リチャーズベイ（南アフリカ） 6:00 am
日 ポートエリザベス（南アフリカ）7:00 am 8:00 pm
月 モッセルベイ（南アフリカ） 8:00 am 4:00 pm
火 ケープタウン（南アフリカ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
12月3日

アフリカクルーズ 18日間： 
レユニオン、セーシェル、南アフリカ 
ドバイ発ケープタウン着

航程 寄港地 入港 出港 
金 ドバイ（アラブ首長国連邦） 6:00 pm
土 フジャイラ（アラブ首長国連邦）8:00 am 5:00 pm
日 マスカット（オマーン） 7:00 am 4:00 pm
月～水 終日クルージング — —
木 ビクトリア港（セーシェル） 10:00 am 停泊
金 ビクトリア港（セーシェル） 

ラディーグ島（セーシェル） 8:00 am
4:00 am
5:00 pm

土 終日クルージング — —
日 ノシベ/クンバ島 

（マダガスカル） 
7:00 am 4:00 pm

月 終日クルージング — —
火 ポートルイス（モーリシャス） 正午 9:00 pm
水 ポワント デ ガレ（レユニオン）7:00 am 3:00 pm
木～金 終日クルージング — —
土 リチャーズベイ（南アフリカ） 11:00 am 停泊
日 リチャーズベイ（南アフリカ） 5:00 am
月 ポートエリザベス（南アフリカ）7:00 am 7:00 pm
火 モッセルベイ（南アフリカ） 8:00 am 4:00 pm
水 ケープタウン（南アフリカ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2022年
12月2日

南アフリカ、セーシェル、モーリシャスクルーズ  
19日間: ドバイ発ケープタウン着

アフリカクルーズ ドバイ発



アラスカクルーズ サンディエゴ発

ブリティッシュコロンビア州ビクトリア

アラスカ州ケチカン

アラスカ
独自の魅力が満載のフロンティア、アラスカへ。想像を遥かに超えるような素晴ら

しいバケーションを計画しましょう。ノルウェージャンクルーズラインでは、アラス

カの圧倒的な自然を満喫するクルーズの旅をお楽しみいただけます。雪山をハイキ

ングしたり、太平洋でしぶきをあげる雄大なクジラを見たり。船上では豪華な食事

を味わい、驚きに満ちたショーを鑑賞した後は、星に照らされた最上階デッキでお

散歩を。また、アラスカの広大な自然をさまざまな形で探検するクルーズツアーで、

野生との一体感をより深く味わえるのはノルウェージャンクルーズラインだけです。

デナリ国立公園ではクマやヘラジカ、カリブーを探しに出かけましょう。ゴールドラ

ッシュ時代を復元した建物が並ぶスカグウェイの魅力的な散歩道で、その時代に思

いを馳せてみては？最新の客船でアラスカをクルーズすれば、あなたの世界が180

度変わること間違いありません。

航程 寄港地 入港 出港 
金 カリフォルニア州サンディエゴ 4:00 pm
土～日 終日クルージング — —
月 ワシントン州シアトル 7:00 am 4:00 pm
火 終日クルージング — —
水 アラスカ州ジュノー 1:00 pm 深夜

木
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

9:00 am 6:00 pm

金 グレーシャーベイをクルーズ — —
土 アラスカ州ケチカン 8:00 am 4:00 pm
日 終日クルージング — —

月
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 ジュエル 
2022年
4月22日

アラスカクルーズ 10日間：グレーシャーベイ＆ 
ジュノーサンディエゴ発バンクーバー着
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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23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。



29

航程 寄港地 入港 出港 
木 ワシントン州シアトル 4:00 pm
金 終日クルージング — —
土 アラスカ州ケチカン 7:00 am 10:00 pm
日 終日クルージング — —

月
ブリティッシュコロンビア州 
 ビクトリア

7:00 am 2:00 pm

火 ワシントン州シアトル 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サ
ン2021年 2022年

  
2023年

5月6、27日 5月5、26日 5月11、25日
6月17日 6月16、30日 6月15、29日
7月1日 8月18日 8月17、31日
8月19日 9月1日 10月5日
9月2日 10月6日
10月7日

アラスカクルーズ 5日間：ケチカン＆ 
ビクトリアシアトル発着 

航程 寄港地 入港 出港 
土 ワシントン州シアトル 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 アラスカ州ケチカン 7:00 am 3:00 pm
火 アラスカ州ジュノーエンディ 

コットアーム＆ドーズ氷河
7:00 am

—
1:30 pm

—

水
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

7:00 am 7:00 pm

木 終日クルージング — —

金
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

2:00 pm 9:00 pm

土 ワシントン州シアトル 6:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2021年

  
2022年

5月8、15、22、29日 5月7、14、21、28日
6月5、12、19、26日 6月4、11、18、25日
7月3、10、17、24、31日 7月2、9、16、23、30日
8月7、14、21、28日 8月6、13、20、27日
9月4、11、18日 9月3日

ノルウェージャン ジョイ 
2023年
4月22、29日
5月6、13、20、27日
6月3、10、17、24日
7月1、8、15、22、29日
8月5、12、19、26日
9月2、9、16、23、30日
10月7、14日

アラスカクルーズ 7日間： 
ドーズ氷河、ジュノー、ケチカン 
シアトル発着

アラスカクルーズ 7日間：グレーシャーベイ、 
スキャグウェイ、ジュノー シアトル発着 

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ワシントン州シアトル 5:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 アラスカ州ジュノー 2:30 pm 11:00 pm
3日目 アラスカ州スキャグウェイ 7:00 am 8:15 pm
4日目 グレーシャーベイをクルーズ — —
5日目 アラスカ州ケチカン 7:00 am 1:15 pm

6日目
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

7:00 pm 深夜

7日目 ワシントン州シアトル 6:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス
2021年 2022年
5月1日 4月23、30日
9月25日 9月24日
10月2、9、16日 10月1、8、15日

ノルウェージャン アンコール
2021年 2022年 2023年
5月2、9、16、23、30日 5月8、15、22、29日 5月7、14、21、28日

6月6、13、20、27日 6月5、12、19、26日 6月4、11、18、25日

7月4、11、18、25日 7月3、10、17、24、31日 7月2、9、16、23、30日

8月1、8、15、22、29日 8月7、14、21、28日 8月6、13、20、27日

9月5、12、19、26日 9月4、11、18、25日 9月3、10、17、24日

10月3、10、17日 10月2、9、16日 10月1、8、15日

アラスカ州スキャグウェイ

アラスカクルーズ シアトル発
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アラスカ州ジュノー

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 
木 ワシントン州シアトル 4:00 pm
金 終日クルージング — —
土 アラスカ州ジュノー 1:00 pm 10:00 pm
日 グレーシャーベイをクルーズ — —

月
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

6:00 am 3:00 pm

火 アラスカ州ケチカン 6:30 am 1:00 pm

水
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

7:00 pm 深夜

木 ワシントン州シアトル 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2021年 2022年
5月20日 5月19日
7月15日 9月15、22、29日
9月16、23、30日

アラスカクルーズ 7日間：グレーシャーベイ、 
ジュノー、ケチカン シアトル発着 

航程 寄港地 入港 出港 
木 ワシントン州シアトル 4:00 pm
金 終日クルージング — —

土
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

1:00 pm 10:00 pm

日 ハバード氷河をクルーズ — —
月 アラスカ州ジュノー 7:00 am 3:00 pm
火 アラスカ州ケチカン 6:30 am 1:00 pm

水
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

7:00 pm 深夜

木 ワシントン州シアトル 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2021年 2022年 2023年
6月10日 6月9日 6月8日
8月5、12日 7月14、21、28日 7月13、20、27日

8月4、11日 8月3、10日
9月14、21、28日

アラスカクルーズ 7日間：ジュノー、ケチカン、 
ビクトリアシアトル発着 

航程 寄港地 入港 出港 
木 ワシントン州シアトル 4:00 pm
金 終日クルージング — —

土
エンディコットアーム＆ドー
ズ氷河

— —

日
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

7:00 am 5:00 pm

月 アラスカ州ジュノー 7:00 am 3:00 pm
火 アラスカ州ケチカン 6:30 am 1:00 pm

水
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

7:00 pm 深夜

木 ワシントン州シアトル 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2021年
7月22、29日

アラスカクルーズ 7日間：ジュノー、ケチカン、 
ビクトリア シアトル発着 



31アラスカクルーズ シアトル発

ノルウェージャン サン、アラスカ州ハバード氷河

航程 寄港地 入港 出港 
土 ワシントン州シアトル 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 アラスカ州ケチカン 7:00 am 3:00 pm
火 アラスカ州ジュノー 7:00 am 11:00 pm

水
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

7:00 am 5:00 pm

木 終日クルージング — —

金
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

正午 7:00 pm

土 ワシントン州シアトル 6:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2022年
9月10、17日

アラスカクルーズ 7日間：ジュノー、ケチカン、 
ビクトリア シアトル発着

航程 寄港地 入港 出港 
火 ワシントン州シアトル 4:00 pm
水 終日クルージング — —
木 アラスカ州ジュノー 1:00 pm 10:00 pm
金 アラスカ州スキャグウェイ 7:00 am 7:30 pm

土
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

7:00 am 7:00 pm

日 アラスカ州シトカ 7:00 am 6:00 pm
月 グレーシャーベイをクルーズ — —
火 アラスカ州ケチカン 6:30 am 1:00 pm

水 ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア 7:00 pm 深夜

木 ワシントン州シアトル 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2021年 2022年
5月11日 5月10日
7月6日 7月5日
9月7日 9月6日

アラスカクルーズ 9日間：グレーシャーベイ、 
スキャグウェイ、ジュノー シアトル発着 

航程 寄港地 入港 出港 
火 ワシントン州シアトル 4:00 pm
水 終日クルージング — —

木
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

1:00 pm
10:00 
pm

金 ハバード氷河をクルーズ — —
土 アラスカ州スキャグウェイ 8:00 am 8:00 pm
日 アラスカ州ジュノー 7:00 am 6:00 pm
月 アラスカ州シトカ 7:00 am 4:00 pm
火 アラスカ州ケチカン 6:30 am 1:00 pm

水
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

7:00 pm 深夜

木 ワシントン州シアトル 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2021年 2022年 2023年
6月1、22日 5月31日 5月16、30日
8月24日 6月21日 6月20日

8月23日 7月4日
8月22日
9月5日

アラスカクルーズ 9日間： 
スキャグウェイ、ジュノー、ケチカン、シトカ  
シアトル発着 



32  アラスカクルーズ スワード/バンクーバー発

アラスカ州タトゥーシュ島

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 アラスカ州スワード 9:00 pm
火 ハバード氷河をクルーズ — —

水
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

9:00 am 6:00 pm

木 アラスカ州ジュノー エンディコ
ットアーム＆ドーズ氷河

7:00 am
—

1:15 pm
—

金 アラスカ州スキャグウェイ 7:00 am 5:00 pm
土 アラスカ州ケチカン 1:00 pm 8:00 pm

日
インサイドパッセージを 
クルーズ

— —

月
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 ジュエル
2021年 2022年 2023年
5月17、31日 6月6、20日 5月8、22日
6月14、28日 7月4、18日 6月5、19日
7月12、26日 8月1、15、29日 7月3、17、31日
8月9、23日 9月12、26日 8月14、28日
9月6、20日 9月11、25日

アラスカクルーズ 7日間：インサイドパッセージ 
スワード発バンクーバー着

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
インサイドパッセージを 
クルーズ

— —

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 11:00 am 9:00 pm
金 アラスカ州スキャグウェイ 8:00 am 8:00 pm
土 グレーシャーベイをクルーズ — —
日 ハバード氷河をクルーズ — —
月 アラスカ州スワード 5:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル
2021年 2022年 2023年
5月10、24日 5月2、16、30日 5月1、15、29日
6月7、21日 6月13、27日 6月12、26日
7月5、19日 7月11、25日 7月10、24日
8月2、16、30日 8月8、22日 8月7、21日
9月13日 9月5、19日 9月4、18日

アラスカクルーズ 7日間：グレーシャーベイ 
バンクーバー発スワード着

航程 寄港地 入港 出港 
月 アラスカ州スワード 9:00 pm
火 ハバード氷河をクルーズ — —

水
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

9:00 am 6:00 pm

木 アラスカ州ジュノー エンディコ
ットアーム＆ドーズ氷河

7:00 am
—

1:15 pm
—

金 アラスカ州スキャグウェイ 7:00 am 5:00 pm
土 アラスカ州ケチカン 1:00 pm 8:00 pm
日 終日クルージング — —

月
インサイドパッセージを 
クルーズ 
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 ジュエル 
2022年
9月9、23日

アラスカクルーズ 7日間：氷河、スキャグウェイ、 
ジュノースワード発バンクーバー着



33アラスカクルーズ バンクーバー発

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 アラスカ州ジュノー 9:00 am 8:00 pm
木 アラスカ州スキャグウェイ 7:00 am 7:00 pm
金 グレーシャーベイをクルーズ — —
土 アラスカ州ケチカン 10:00 am 6:00 pm
日 終日クルージング — —

月
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 ジュエル 
2022年
10月3日

アラスカクルーズ 7日間：グレーシャーベイ、 
スキャグウェイ、ジュノー バンクーバー発着

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 アラスカ州ジュノー 9:00 am 6:00 pm
木 グレーシャーベイをクルーズ — —
金 アラスカ州ケチカン 9:00 am 6:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ワシントン州シアトル 7:00 am 5:00 pm
月～火 終日クルージング — —
水 カリフォルニア州ロサンゼルス 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2021年
9月27日

アラスカクルーズ 9日間：グレーシャーベイ＆ 
ジュノーバンクーバー発ロサンゼルス着

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 アラスカ州ジュノー 9:00 am 6:00 pm
木 グレーシャーベイをクルーズ — —
金 アラスカ州ケチカン 9:00 am 6:00 pm
土・日 終日クルージング — —

月
カリフォルニア州 
サンフランシスコ

8:00 am
10:00 
pm

火 終日クルージング — —
水 カリフォルニア州ロサンゼルス 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2022年
10月10日

アラスカクルーズ 9日間：グレーシャーベイ＆ 
ジュノーバンクーバー発ロサンゼルス着

ブリティッシュコロンビア州バンクー
バー



アジアクルーズ バリ/バンコク発

アジア
さまざま文化を見て、聞いて、味わって、アジアでの夢のバケーションを満喫

してください。中国で万里の長城の前に立つ、有名な道頓堀ですき焼きに舌

鼓を打つ、ノルウェージャンクルーズラインで生涯忘れられない旅に出発し

ませんか？アジア大陸やアフリカ大陸をはじめ、複数の大陸を巡る旅や停泊

を中心とした寄港地滞在を楽しむプランなど、思いのままにクルーズをお楽

しみください。さらに、乗客の皆様を念頭に厳選された航程は、花見をはじ

めとする季節折々の伝統を体験していただけるように企画されています。ノ

ルウェージャンクルーズラインの最新客船で行くアジアでのバケーションで

は、魂を揺さぶるような発見が皆様をお待ちしています。

クアラルンプール（マレーシア）

航程 寄港地 入港 出港 
土 バリ（ベノア）（インドネシア） 6:00 pm
日～月 終日クルージング — —
火 シンガポール（シンガポール） 7:00 am 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ホーチミン市（フーミー） 

（ベトナム）
7:00 am 7:00 pm 

金 ニャチャン（ベトナム） 9:00 am 5:00 pm
土 フエ/ダナン（チャンメイ） 

（ベトナム）
10:00 am 6:00 pm 

日 ハノイ（ハロン湾）（ベトナム） 10:00 am9:00 pm
月 終日クルージング — —
火 香港（中国） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
4月9日

アジアクルーズ 10日間：シンガポール＆ 
ベトナムバリ発香港着

34

航程 寄港地 入港 出港 
木 バンコク（レムチャバン） 

（タイ）
停泊

金 バンコク（レムチャバン） 
（タイ）

5:00 pm

土 カンポット（カンボジア） 10:00 am 8:00 pm
日 終日クルージング — —
月 ホーチミン市（フーミー） 

（ベトナム）
7:00 am 5:00 pm

火 ニャチャン（ベトナム） 8:00 am 4:00 pm
水 フエ/ダナン（チャンメイ） 

（ベトナム）
9:30 am 5:30 pm

木 ハノイ（ハロン湾）（ベトナム） 10:00 am 9:00 pm
金 終日クルージング — —
土 香港（中国） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2023年
1月12日

アジアクルーズ 9日間：ハノイ、カンボジア、 
ダナンバンコク発香港着



35

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 バンコク（レムチャバン） 

（タイ）
5:00 pm

1日目 サムイ島（タイ） 6:30 am 3:30 pm
2日目 終日クルージング — —
3日目 ニャチャン（ベトナム） 8:00 am 5:00 pm
4日目 ホーチミン市（フーミー） 

（ベトナム）
7:30 am 7:30 pm

5日目 終日クルージング — —
6日目 マラッカ（マレーシア） 12:30 pm 6:30 pm
7日目 ランカウイ（マレーシア） 正午 8:00 pm
8日目 プーケット（タイ） 7:30 am 6:30 pm
9日目 ペナン（マレーシア） 8:00 am 5:00 pm
10日目 クアラルンプール 

（ポートクラン）（マレーシア）
8:00 am 5:00 pm

11日目 シンガポール（シンガポール） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年

  
2023年

2月13日 2月6日

アジアクルーズ 11日間：タイ、ベトナム、 
マレーシアバンコク発シンガポール着

航程 寄港地 入港 出港 
月 バンコク（レムチャバン） 

（タイ）
5:00 pm

火 終日クルージング — —
水 シンガポール（シンガポール） 正午 停泊
木 シンガポール（シンガポール） 8:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 ホーチミン市（フーミー） 

（ベトナム）
7:00 am 5:00 pm

月 ニャチャン（ベトナム） 8:00 am 4:00 pm
火 フエ/ダナン（チャンメイ） 

（ベトナム）
9:30 am 5:30 pm

水 ハノイ（ハロン湾）（ベトナム） 10:00 am 9:00 pm
木 終日クルージング — —
金 香港（中国） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
3月7日

アジアクルーズ 11日間：シンガポール＆ 
ベトナムバンコク発香港着

アジアクルーズ バンコク発

シンガポール（シンガポール）

航程 寄港地 入港 出港 
火 バンコク（レムチャバン） 

（タイ）
5:00 pm

水 サムイ島（タイ） 7:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —
金 シンガポール（シンガポール） 8:00 am 停泊
土 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 ホーチミン市（フーミー） 

（ベトナム）
7:00 am 5:00 pm

火 ニャチャン（ベトナム） 8:00 am 4:00 pm
水 フエ/ダナン（チャンメイ） 

（ベトナム）
9:30 am 5:30 pm

木 ハノイ（ハロン湾）（ベトナム） 10:00 am 9:00 pm
金 終日クルージング — —
土 香港（中国） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2023年
2月28日

アジアクルーズ 11日間：シンガポール、タイ、 
ベトナム バンコク発香港着

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。



36  アジアクルーズ ドバイ/香港発

サムイ島（タイ）

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 香港（中国） 4:30 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 沖縄県那覇市（日本） 11:30 am停泊
3日目 沖縄県那覇市（日本） 2:30 pm
4日目 終日クルージング — —
5日目 香港（中国） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年

  
2023年

1月28日 1月21日

日本クルーズ 5日間: 
香港発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 香港（中国） 5:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 マニラ（フィリピン） 7:00 am 5:00 pm
3日目 コロン（フィリピン） 8:00 am 6:00 pm
4日目 終日クルージング — —
5日目 コタキナバル（マレーシア） 7:00 am 5:00 pm

6日目
ムアラ 
（ブルネイ・ダルサラーム国）

7:00 am 5:00 pm

7日目 終日クルージング — —
8日目 ホーチミン市（フーミー） 

（ベトナム）
7:00 am 7:00 pm

9日目 終日クルージング — —
10日目 サムイ島（タイ） 7:00 am 5:00 pm
11日目 バンコク（レムチャバン） 

（タイ）
7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年

  
2023年

2月2日 1月26日

アジアクルーズ 11日間：タイ、フィリピン、ベトナム 
香港発バンコク着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 香港（中国） 5:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 石垣島（日本） 6:00 am 4:00 pm
3日目 沖縄県那覇市（日本） 6:00 am 3:00 pm
4日目 終日クルージング — —
5日目 香港（中国） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
9月30日
10月5日

日本クルーズ 5日間: 
香港発着

航程 寄港地 入港 出港 
月 ドバイ（アラブ首長国連邦） 7:00 pm
火～水 終日クルージング — —
木 ムンバイ（インド） 8:00 am 6:00 pm
金 ゴア（モルムガオ）（インド） 9:00 am 7:00 pm
土 マンガロール（インド） 8:00 am 6:00 pm
日 コーチン（インド） 7:00 am 4:00 pm
月 コロンボ（スリランカ） 10:00 am 7:00 pm
火～水 終日クルージング — —
木 プーケット（タイ） 11:00 am 8:00 pm
金 ランカウイ（マレーシア） 7:00 am 5:00 pm
土 ペナン（マレーシア） 7:00 am 5:00 pm
日 クアラルンプール 

（ポートクラン）（マレーシア）
6:00 am 4:00 pm

月 シンガポール（シンガポール） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
11月22日

インド、タイ、マレーシア、スリランカクルーズ  
14日間: ドバイ発シンガポール着

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23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。



37アジアクルーズ 香港発

航程 寄港地 入港 出港 
火 香港（中国） 5:00 pm
水 高雄（台湾） 正午 8:00 pm
木 台北（基隆）（台湾） 10:00 am 10:00 pm
金 石垣島（日本） 9:00 am 6:00 pm
土 宮古島（日本） 7:00 am 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 鹿児島（日本） 6:00 am 4:00 pm
火 別府（日本） 7:00 am 3:00 pm
水 姫路（日本） 10:00 am 停泊
木 姫路（日本） 5:00 pm
金 富士山（清水）（日本） 正午 5:00 pm
土 東京（横浜）（日本） 6:30 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
4月19日

アジアクルーズ 11日間：台北＆姫路 
香港発東京（横浜）着 

航程 寄港地 入港 出港 
月 香港（中国） 停泊
火 香港（中国） 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ニャチャン（ベトナム） 6:00 am 6:00 pm
金 ホーチミン市（フーミー） 

（ベトナム）
8:30 am 7:00 pm

土 終日クルージング — —
日 シアヌークビル（カンボジア） 7:00 am 4:00 pm
月 バンコク（レムチャバン） 

（タイ）
7:00 am 停泊

火 バンコク（レムチャバン） 
（タイ）

6:00 pm

水 サムイ島（タイ） 8:00 am 6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 シンガポール（シンガポール） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
10月10日

アジアクルーズ 11日間：タイ、ベトナム、カンボジア 
香港発シンガポール着 

航程 寄港地 入港 出港 
火 香港（中国） 停泊
水 香港（中国） 5:00 pm
木 終日クルージング — —
金 フエ/ダナン（チャンメイ）

（ベトナム）
6:00 am 4:00 pm

土 ニャチャン（ベトナム） 9:00 am 6:00 pm
日 ホーチミン市（フーミー）

（ベトナム）
8:30 am 7:00 pm

月 終日クルージング — —
火

バンコク（レムチャバン）、タイ
7:00 am 停泊

水 バンコク（レムチャバン）
（タイ）

6:00 pm

木 サムイ島（タイ） 8:00 am 6:00 pm
金 終日クルージング — —
土 シンガポール（シンガポール） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
11月1日

アジアクルーズ 11日間：ダナン＆ニャチャン 
香港発シンガポール着 

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 香港（中国） 6:35 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 台北（基隆）（台湾） 7:00 am 5:00 pm
3日目 沖縄県那覇市（日本） 正午 8:00 pm
4日目 宮古島（日本） 7:00 am 4:00 pm
5日目 終日クルージング — —
6日目 高知（日本） 8:00 am 5:00 pm
7日目 姫路（日本） 7:00 am 4:00 pm
8日目 京都（大阪）（日本） 6:00 am 停泊
9日目 京都（大阪）（日本） 6:00 pm
10日目 名古屋（日本） 9:00 am 5:00 pm
11日目 東京（日本） 8:00 am 停泊
12日目 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年

  
2023年

3月18日 3月11日

アジアクルーズ 12日間：台北、大阪、沖縄、名古屋 
香港発東京着

航程 寄港地 入港 出港 
木 香港（中国） 5:00 pm
金 終日クルージング — —
土 ハノイ（ハロン湾）（ベトナム） 6:00 am 5:00 pm
日 フエ/ダナン（チャンメイ）

（ベトナム）
9:00 am 5:00 pm

月 ニャチャン（ベトナム） 10:00 am 6:00 pm
火 ホーチミン市（フーミー）

（ベトナム）
9:00 am 7:00 pm

水 終日クルージング — —
木 バンコク（レムチャバン）

（タイ）
7:00 am 停泊

金 バンコク（レムチャバン）
（タイ）

6:00 pm

土 サムイ島（タイ） 8:00 am 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 シンガポール（シンガポール） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
12月22日

アジアクルーズ 11日間：ハノイ、ダナン、ニャチャン 
香港発シンガポール着

航程 寄港地 入港 出港 
金 香港（中国） 深夜
土～日 終日クルージング — —
月 上海（中国） 7:00 am 4:00 pm
火 終日クルージング — —
水 北京（天津）（中国） 7:00 am 停泊
木 北京（天津）（中国） 6:00 pm
金 終日クルージング — —
土 関門海峡をクルーズ — —
日 京都（大阪）（日本） 8:00 am 停泊
月 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
火 富士山（清水）（日本） 10:00 am 6:00 pm
水 東京（日本） 6:30 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
5月20日

アジアクルーズ 12日間：日本＆中国クルーズ 
香港発東京着



富士山（清水）（日本）

38  アジアクルーズ 香港/シンガポール発

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 香港（中国） 5:00 pm
火～水 終日クルージング — —
木 上海（中国） 7:00 am 4:00 pm
金 終日クルージング — —
土 北京（天津）（中国） 7:00 am 停泊
日 北京（天津）（中国） 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 関門海峡をクルーズ — —
水 京都（大阪）（日本） 8:00 am 停泊
木 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
金 富士山（清水）（日本） 10:00 am 6:00 pm
土 東京（横浜）（日本） 6:30 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
6月13日

アジアクルーズ 12日間：日本＆中国クルーズ 
香港発東京（横浜）着

航程 寄港地 入港 出港 
火 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 バンコク（レムチャバン）

（タイ）
9:00 am 停泊

金 バンコク（レムチャバン）
（タイ）

7:00 pm

土 終日クルージング — —
日 ホーチミン市（フーミー）

（ベトナム）
7:00 am 5:00 pm

月 ニャチャン（ベトナム） 8:00 am 4:00 pm
火 フエ/ダナン（チャンメイ）

（ベトナム）
10:00 am 6:00 pm

水 ハノイ（ハロン湾）（ベトナム） 10:00 am 9:00 pm
木 終日クルージング — —
金 香港（中国） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
1月18日

アジアクルーズ 10日間：ハノイ、ダナン、 
ニャチャン シンガポール発香港着

航程 寄港地 入港 出港 
水 香港（中国） 停泊
木 香港（中国） 5:00 pm
金 終日クルージング — —
土 ハノイ（ハロン湾）（ベトナム） 6:00 am 4:00 pm
日 フエ/ダナン（チャンメイ）

（ベトナム）
7:30 am 5:30 pm 

月 ニャチャン（ベトナム） 10:00 am6:00 pm
火 ホーチミン市（フーミー）

（ベトナム）
9:00 am 7:00 pm 

水 終日クルージング — —
木 バンコク（レムチャバン）

（タイ）
7:00 am 停泊 

金 バンコク（レムチャバン）
（タイ）

6:00 pm 

土～日 終日クルージング — —
月 クアラルンプール

（ポートクラン）（マレーシア）
6:00 am 5:00 pm 

火 シンガポール（シンガポール） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2021年
12月22日

アジアクルーズ 13日間：ハノイ、ダナン、 
ニャチャン 香港発シンガポール着
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航程 寄港地 入港 出港 
木 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
金 終日クルージング — —
土 プーケット（タイ） 8:00 am 停泊
日 プーケット（タイ） 7:30 pm
月 ランカウイ（マレーシア） 8:30 am 3:30 pm
火 マラッカ（マレーシア） 8:30 am 3:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ホーチミン市（フーミー）

（ベトナム）
7:30 am 7:30 pm

金 ニャチャン（ベトナム） 10:00 am7:00 pm
土 終日クルージング — —
日 サムイ島（タイ） 11:30 am6:00 pm
月 バンコク（レムチャバン）

（タイ）
7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
2月24日

アジアクルーズ 11日間：タイ、ベトナム、 
マレーシア シンガポール発バンコク着

航程 寄港地 入港 出港 
金 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
土 終日クルージング — —
日 サムイ島（タイ） 9:00 am 5:00 pm
月 バンコク（レムチャバン）

（タイ）
8:00 am 停泊 

火 バンコク（レムチャバン）
（タイ）

6:00 pm

水 終日クルージング — —
木 ホーチミン市（フーミー）

（ベトナム）
7:00 am 7:00 pm 

金 ニャチャン（ベトナム） 9:00 am 5:00 pm
土 フエ/ダナン（チャンメイ）

（ベトナム）
10:00 am 6:00 pm

日 ハノイ（ハロン湾）（ベトナム） 10:00 am 9:00 pm
月 終日クルージング — —
火 香港（中国） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
10月21日

アジアクルーズ 11日間：ハノイ、ダナン、 
ニャチャン シンガポール発香港着

ランカウイ（マレーシア） 

航程 寄港地 入港 出港 
月 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
火 クアラルンプール

（ポートクラン）（マレーシア）
8:00 am 7:00 pm

水 ペナン（マレーシア） 9:00 am 6:00 pm
木 プーケット（タイ） 7:00 am 5:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 ホーチミン市（フーミー）

（ベトナム）
7:00 am 7:00 pm

月 ニャチャン（ベトナム） 9:00 am 6:00 pm
火 終日クルージング — —
水 サムイ島（タイ） 11:00 am6:00 pm
木 バンコク（レムチャバン）

（タイ）
7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2023年
1月2日

アジアクルーズ 10日間：タイ、ベトナム、 
マレーシア シンガポール発バンコク着



40  アジアクルーズ シンガポール発

プーケット（タイ）

航程 寄港地 入港 出港 
木 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
金 終日クルージング — —
土 プーケット（タイ） 8:00 am 停泊
日 プーケット（タイ） 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ヤンゴン（ミャンマー） 6:00 am 停泊
水 ヤンゴン（ミャンマー） 停泊
木 ヤンゴン（ミャンマー） 4:00 pm
金 終日クルージング — —
土 ランカウイ（マレーシア） 8:00 am 5:00 pm
日 クアラルンプール

（ポートクラン）（マレーシア）
8:00 am 8:00 pm

月 マラッカ（マレーシア） 8:00 am 5:00 pm
火 シンガポール（シンガポール） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
11月24日

アジアクルーズ 12日間：タイ、マレーシア、 
ミャンマー シンガポール発着

航程 寄港地 入港 出港 
金 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
土 クアラルンプール 

（ポートクラン）（マレーシア）
8:00 am 6:00 pm

日 ペナン（マレーシア） 10:00 am8:00 pm
月 プーケット（タイ） 8:00 am 6:00 pm
火 ランカウイ（マレーシア） 7:00 am 2:00 pm
水 マラッカ（マレーシア） 7:00 am 4:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ホーチミン市（フーミー） 

（ベトナム）
8:00 am 8:00 pm

土 ニャチャン（ベトナム） 10:00 am7:00 pm
日 終日クルージング — —
月 サムイ島（タイ） 11:30 am 6:00 pm
火 バンコク（レムチャバン） 

（タイ）
7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2023年
2月17日

アジアクルーズ 11日間：タイ、ベトナム、 
マレーシア シンガポール発バンコク着

航程 寄港地 入港 出港 
土 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 プーケット（タイ） 8:00 am 停泊
火 プーケット（タイ） 6:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ヤンゴン（ミャンマー） 6:00 am 停泊
金 ヤンゴン（ミャンマー） 停泊
土 ヤンゴン（ミャンマー） 4:00 pm
日 終日クルージング — —
月 ランカウイ（マレーシア） 8:00 am 5:00 pm
火 ペナン（マレーシア） 8:00 am 4:00 pm
水 クアラルンプール

（ポートクラン）（マレーシア）
8:00 am 5:00 pm

木 シンガポール（シンガポール） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
11月12日

アジアクルーズ 12日間：タイ、マレーシア、 
ミャンマー シンガポール発着



41

航程 寄港地 入港 出港 
火 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 スラバヤ（インドネシア） 9:00 am 5:00 pm
金 バリ（ベノア）（インドネシア） 11:00 am7:00 pm 
土 終日クルージング — —
日 ジャカルタ（インドネシア） 8:00 am 5:00 pm
月～火 終日クルージング — —
水 ペナン（マレーシア） 8:00 am 4:00 pm
木 プーケット（タイ） 8:00 am 停泊
金 プーケット（タイ） 5:00 pm
土 ランカウイ（マレーシア） 8:00 am 4:00 pm
日 クアラルンプール

（ポートクラン）（マレーシア）
8:00 am 5:00 pm 

月 終日クルージング — —
火 シンガポール（シンガポール） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
1月4日

アジアクルーズ 14日間：タイ、インドネシア、 
マレーシア シンガポール発着

航程 寄港地 入港 出港 
土 東京（横浜）（日本） 6:00 pm
日～月 終日クルージング — —
火 台北（基隆）（台湾） 8:00 am 6:00 pm
水 石垣島（日本） 7:00 am 9:00 pm
木 宮古島（日本） 7:00 am 9:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 東京（横浜）（日本） 7:30 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
4月30日

日本クルーズ 8日間：台北＆石垣 
東京（横浜）発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 東京（日本） 7:00 pm
1日目 富士山（清水）（日本） 7:00 am 3:00 pm
2日目 京都（大阪）（日本） 9:00 am 停泊
3日目 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
4日目 別府（日本） 9:30 am 5:30 pm
5日目 広島（日本） 7:00 am 6:00 pm
6日目 釜山（韓国） 正午 8:00 pm
7日目 長崎（日本） 7:00 am 5:00 pm
8日目 終日クルージング — —
9日目 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
7月5日
8月1、10、19、28日

日本クルーズ 9日間：大阪、釜山、別府、清水 
東京発着

アジアクルーズ シンガポール/東京（横浜）/東京発

航程 寄港地 入港 出港 
木 東京（日本） 7:00 pm
金 富士山（清水）（日本） 7:00 am 3:00 pm
土 京都（神戸）（日本） 9:00 am 停泊
日 京都（神戸）（日本） 5:00 pm
月 別府（日本） 9:30 am 5:30 pm
火 広島（日本） 7:00 am 6:00 pm
水 釜山（韓国） 正午 8:00 pm
木 長崎（日本） 7:00 am 5:00 pm
金 終日クルージング — —
土 東京（横浜）（日本） 7:30 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
7月14日

アジアクルーズ 9日間：神戸、釜山、別府、清水 
東京発東京（横浜）着

航程 寄港地 入港 出港 
水 東京（日本） 7:00 pm
木 終日クルージング — —
金 別府（日本）

関門海峡をクルーズ
7:00 am

—
4:00 pm

—
土 釜山（韓国） 8:00 am 6:00 pm
日 長崎（日本） 7:00 am 6:00 pm
月 鹿児島（日本） 6:00 am 3:30 pm
火 京都（大阪）（日本） 12:30 pm停泊
水 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
木 富士山（清水）（日本） 10:00 am4:00 pm
金 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
3月30日

日本クルーズ 9日間：大阪、釜山、別府、清水  
東京発着

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。
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東京（日本）

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 
火 東京（日本） 7:00 pm
水 富士山（清水）（日本） 8:00 am 5:00 pm
木 名古屋（日本） 8:00 am 5:00 pm
金 京都（大阪）（日本） 8:00 am 停泊
土 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
日 別府（日本） 10:00 am7:00 pm
月 関門海峡をクルーズ 

釜山（韓国）
—

10:00 am
—

8:00 pm
火 長崎（日本） 8:00 am 6:00 pm
水 鹿児島（日本） 8:00 am 6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 東京（横浜）、日本 6:30 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2021年
11月9日

アジアクルーズ 10日間：大阪、名古屋、釜山、別府  
東京発東京（横浜）着

航程 寄港地 入港 出港 
金 東京（横浜）（日本） 7:00 pm
土 終日クルージング — —
日 別府（日本）

関門海峡をクルーズ
7:00 am

—
4:00 pm

—
月 釜山（韓国） 9:00 am 7:00 pm
火 佐世保（日本） 7:00 am 5:00 pm
水 宮崎（油津）（日本） 7:00 am 3:30 pm
木 京都（大阪）（日本） 8:00 am 停泊
金 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
土 名古屋（日本） 9:00 am 5:00 pm
日 富士山（清水）（日本） 8:00 am 4:00 pm
月 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2021年
11月19日

アジアクルーズ 10日間：大阪、名古屋、釜山、別府  
東京（横浜）発東京着

航程 寄港地 入港 出港 
木 東京（日本） 7:00 pm
金 富士山（清水）（日本） 7:00 am 3:00 pm
土 京都（大阪）（日本） 8:00 am 停泊
日 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
月 別府（日本） 11:00 am 7:00 pm
火 釜山（韓国）

関門海峡をクルーズ
10:00 am

—
8:00 pm

—
水 長崎（日本） 7:00 am 7:00 pm
木 鹿児島（日本） 8:00 am 6:00 pm
金 終日クルージング — —
土 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2023年
3月23日

日本クルーズ 9日間：大阪、釜山、別府、清水  
東京発着

航程 寄港地 入港 出港 
土 東京（横浜）（日本） 7:00 pm
日 終日クルージング — —
月 長崎（日本） 8:00 am 7:00 pm
火 釜山（韓国） 6:00 am 4:00 pm
水 関門海峡をクルーズ

広島（日本）
—

8:00 am
—

8:00 pm
木 別府（日本） 8:00 am 4:00 pm
金 京都（大阪）（日本） 9:00 am 停泊
土 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
日 富士山（清水）（日本） 10:00 am 7:00 pm
月 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
7月23日

アジアクルーズ 9日間：大阪、釜山、別府、清水  
東京（横浜）発東京着
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航程 寄港地 入港 出港 
金 東京（日本） 7:00 pm
土 終日クルージング — —
日 高知（日本） 7:00 am 4:00 pm
月 別府（日本）

関門海峡をクルーズ
7:00 am

—
4:00 pm

—
火 釜山（韓国） 8:00 am 6:00 pm
水 長崎（日本） 6:00 am 3:30 pm
木 関門海峡をクルーズ 

広島（日本）
—

9:00 am
—

5:00 pm
金 京都（大阪）（日本） 2:00 pm 停泊
土 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
日 名古屋（日本） 9:00 am 5:00 pm
月 富士山（清水）（日本） 8:00 am 4:00 pm
火 東京（横浜）（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
4月8日

アジアクルーズ 11日間：大阪、名古屋、高知、釜山  
東京発東京（横浜）着

航程 寄港地 入港 出港 
土 東京（横浜）（日本） 7:00 pm
日 富士山（清水）（日本） 7:00 am 5:00 pm
月 名古屋（日本） 7:00 am 6:00 pm
火 京都（大阪）（日本） 9:00 am 停泊
水 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
木 別府（日本） 9:30 am 5:30 pm
金 広島（日本） 7:00 am 6:00 pm
土 釜山（韓国） 正午 8:00 pm
日 長崎（日本） 7:00 am 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
6月25日

アジアクルーズ 10日間：大阪、名古屋、釜山、別府  
東京（横浜）発東京着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 東京（日本） 6:00 pm
1日目 富士山（清水）（日本） 8:00 am 5:00 pm
2日目 名古屋（日本） 8:00 am 5:00 pm
3日目 京都（大阪）（日本） 8:00 am 停泊
4日目 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
5日目 別府（日本） 10:00 am 7:00 pm
6日目 釜山（韓国）

関門海峡をクルーズ
10:00 am

—
8:00 pm

—
7日目 長崎（日本） 8:00 am 6:00 pm
8日目 鹿児島（日本） 8:00 am 6:00 pm
9日目 終日クルージング — —
10日目 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
11月8、18日

日本クルーズ 10日間：大阪、名古屋、釜山、別府  
東京発着

釜山（韓国）



44  アジアクルーズ 東京（横浜）/東京発

北京（中国）

航程 寄港地 入港 出港 
木 東京（横浜）（日本） 7:00 pm
金 終日クルージング — —
土 函館（日本） 7:00 am 5:00 pm
日 札幌（小樽）（日本） 8:00 am 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火 金沢（日本） 6:00 am 4:00 pm
水 釜山（韓国） 3:00 pm 10:00 pm
木 佐世保（日本） 8:00 am 6:00 pm
金 鹿児島（日本） 6:00 am 2:00 pm
土 京都（大阪）（日本） 11:00 am停泊
日 京都（大阪）（日本） 4:00 pm
月 富士山（清水）（日本） 9:00 am 6:00 pm
火 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2021年
10月28日

アジアクルーズ 12日間：大阪、札幌、釜山、函館 
東京（横浜）発東京着

航程 寄港地 入港 出港 
日 東京（横浜）（日本） 6:00 pm
月 富士山（清水）（日本） 6:00 am 3:00 pm
火 京都（大阪）（日本） 9:00 am 停泊
水 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
木 関門海峡をクルーズ — —
金 終日クルージング — —
土 北京（天津）（中国） 7:00 am 停泊
日 北京（天津）（中国） 7:00 pm
月 終日クルージング — —
火 上海（中国） 9:00 am 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 香港（中国） 2:00 pm 停泊
金 香港（中国） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
5月8日

アジアクルーズ 12日間：日本＆ 中国 
東京（横浜）発香港着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 東京（日本） 6:00 pm
1日目 富士山（清水）（日本） 6:00 am 3:00 pm
2日目 京都（大阪）（日本） 9:00 am 停泊
3日目 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
4日目 関門海峡をクルーズ — —
5日目 終日クルージング — —
6日目 北京（天津）（中国） 7:00 am 停泊
7日目 北京（天津）（中国） 7:00 pm
8日目 終日クルージング — —
9日目 上海（中国） 9:00 am 5:00 pm
10日目 終日クルージング — —
11日目 香港（中国） 2:00 pm 停泊
12日目 香港（中国） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
6月1日
9月18日

アジアクルーズ 12日間：日本＆ 中国 
東京発香港着

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。



45アジアクルーズ 東京発

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 東京（日本） 7:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 函館（日本） 7:30 am 5:00 pm
3日目 札幌（小樽）（日本） 8:00 am 4:00 pm
4日目 終日クルージング — —
5日目 金沢（日本） 6:00 am 4:00 pm
6日目 釜山（韓国） 3:00 pm 10:00 pm
7日目 長崎（日本） 9:00 am 7:00 pm
8日目 鹿児島（日本） 6:00 am 2:00 pm
9日目 京都（大阪）（日本） 11:00 am停泊
10日目 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
11日目 富士山（清水）（日本） 10:00 am7:00 pm
12日目 東京（日本） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
10月27日
11月28日

日本クルーズ 12日間：大阪＆釜山 
東京発着

航程 寄港地 入港 出港 
土 東京（日本） 7:00 pm
日 富士山（清水）（日本） 7:00 am 3:00 pm
月 京都（大阪）（日本） 8:00 am 停泊
火 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 上海（中国） 1:00 pm 停泊
金 上海（中国） 8:00 pm
土 終日クルージング — —
日 沖縄県那覇市（日本） 8:00 am 6:00 pm
月 石垣島（日本） 8:00 am 5:00 pm
火 台北（基隆）（台湾） 6:00 am 5:00 pm
水 香港（中国） 7:00 pm 停泊
木 香港（中国） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2022年
12月10日

アジアクルーズ 12日間：台北、上海、大阪、清水  
東京発香港着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 東京（日本） 7:00 pm
1日目 富士山（清水）（日本） 7:00 am 3:00 pm
2日目 高知（日本） 9:00 am 6:00 pm
3日目 別府（日本）

関門海峡をクルーズ
7:00 am

—
4:00 pm

—
4日目 釜山（韓国） 9:00 am 6:00 pm
5日目 長崎（日本） 7:00 am 5:00 pm
6日目 関門海峡をクルーズ — —
7日目 広島（日本） 7:00 am 5:00 pm
8日目 京都（大阪）（日本） 2:00 pm 停泊
9日目 京都（大阪）（日本） 6:00 pm
10日目 名古屋（日本） 10:00 am7:00 pm
11日目 東京（日本） 11:00 am停泊
12日目 東京（日本） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2023年
4月1、13日

日本クルーズ 12日間：大阪＆釜山 
東京発着

航程 寄港地 入港 出港 
火 東京（日本） 7:00 pm
水 終日クルージング — —
木 函館（日本） 7:00 am 5:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 ペトロパブロフスク、ロシア 6:00 am 6:00 pm
月 終日クルージング 

国際日付変更線通過
— —

火～木 終日クルージング — —
金 アラスカ州スワード 6:00 am 6:00 pm
土 ハバード氷河をクルーズ — —
日 アラスカ州シトカ 8:00 am 6:00 pm

月
アラスカ州アイシーストレート
ポイント

7:00 am 4:00 pm

火 アラスカ州ケチカン 9:00 am 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ワシントン州シアトル 7:00 am

出発日
ノルウェージャン サン 
2023年
4月25日

16日間：アラスカ、日本、ロシアクルーズ 
東京発シアトル着

大阪、日本

航程 寄港地 入港 出港 
火 東京（日本） 10:00 pm
水 終日クルージング — —
木 函館（日本） 8:00 am 5:00 pm
金 札幌（小樽）（日本） 8:00 am 5:00 pm
土 終日クルージング — —
日 境港（日本） 8:00 am 5:00 pm
月 釜山（韓国） 8:00 am 5:00 pm
火 長崎（日本） 8:00 am 5:00 pm
水 鹿児島（日本） 7:00 am 2:00 pm
木 京都（大阪）（日本） 正午 停泊
金 京都（大阪）（日本） 5:00 pm
土 富士山（清水）（日本） 10:00 am7:00 pm
日 東京（日本） 6:30 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
9月6日

日本クルーズ 12日間：大阪、札幌、釜山、境港  
東京発着
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ズオークランド発

ビクトリア（オーストラリア）
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オーストラリア＆ 
ニュージーランド
美しい自然、暖かい気候、のんびりとした空気。さあ、オーストラリア＆

ニュージーランドの旅に出発です。歌声を高らかに響かせるシドニーの

象徴、オペラハウスを眺めながらクルーズが始まります。メルボルンで

は、ワイルドライフパークでワラビーに手を振ったり、コアラを抱っこし

たり。そして、誰もが憧れるファンタジーの世界を見たいなら、映画「ロ

ード・オブ・ザ・リング」の撮影地、ウェリントンへ。そこには険しい山の

峰々や緑豊かな谷の風景が広がっています。各港に待ち受けている素晴

らしいオーストラリア＆ニュージーランドの魅力をノルウェージャンクル

ーズラインで満喫してください。 

航程 寄港地 入港 出港 
月 オークランド（ニュージーランド） 6:00 pm
火 タウランガ（ニュージーランド） 7:00 am 4:00 pm
水 ネーピア（ニュージーランド） 9:00 am 6:00 pm
木 ウェリントン（ニュージーランド） 8:00 am 6:00 pm
金 アカロア（ニュージーランド） 8:00 am 6:00 pm

土
ダニーデン 
（ポートチャーマーズ） 
（ニュージーランド）

8:00 am 6:00 pm

日 ダスキーサウンドをクルーズ 
ダウトフルサウンドをクルーズ
ミルフォードサウンドをクルーズ

—
—
—

—
—
—

月～火 終日クルージング — —
水 シドニー（オーストラリア） 8:00 am 停泊
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
2月21日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
10日間:オークランド発シドニー着

航程 寄港地 入港 出港 
火 オークランド（ニュージーランド） 6:00 pm
水 タウランガ（ニュージーランド） 7:00 am 4:00 pm
木 ネーピア（ニュージーランド） 9:00 am 6:00 pm
金 ウェリントン（ニュージーランド）8:00 am 6:00 pm
土 リトルトン（ニュージーランド） 8:00 am 6:00 pm

日
ダニーデン 
（ポートチャーマーズ） 
（ニュージーランド）

7:00 am 5:00 pm

月～火 終日クルージング — —

水
タスマニア州バーニー 
（オーストラリア）

9:00 am 5:00 pm

木 メルボルン（オーストラリア） 8:00 am 停泊
金 メルボルン（オーストラリア） 正午
土 エデン（オーストラリア） 10:00 am4:00 pm
日 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
1月4日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
12日間:オークランド発シドニー着

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。
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ウェリントン（ニュージーランド）

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ オークランド発 47

航程 寄港地 入港 出港 
金 オークランド（ニュージーランド） 6:00 pm
土 タウランガ（ニュージーランド） 7:00 am 4:00 pm
日 ギズボーン（ニュージーランド） 8:00 am 5:00 pm
月 ウェリントン（ニュージーランド）10:00 am8:00 pm
火 リトルトン（ニュージーランド） 8:00 am 6:00 pm

水
ダニーデン 
（ポートチャーマーズ） 
（ニュージーランド）

8:00 am 6:00 pm

木 ダスキーサウンドをクルーズ 
ダウトフルサウンドをクルーズ
ミルフォードサウンドをクルーズ

—
—
—

—
—
—

金～土 終日クルージング — —
日 メルボルン（オーストラリア） 8:00 am 5:00 pm

月
タスマニア州バーニー 
（オーストラリア）

7:00 am 3:00 pm

火 エデン（オーストラリア） 10:00 am4:00 pm
水 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
1月28日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
12日間:オークランド発シドニー着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 オークランド（ニュージーランド） 6:00 pm
1日目 タウランガ（ニュージーランド） 7:00 am 4:00 pm
2日目 ネーピア（ニュージーランド） 9:00 am 6:00 pm
3日目 ウェリントン（ニュージーランド）8:00 am 6:00 pm
4日目 アカロア（ニュージーランド） 8:00 am 6:00 pm

5日目
ダニーデン 
（ポートチャーマーズ） 
（ニュージーランド）

8:00 am 6:00 pm

6日目 ダスキーサウンドをクルーズ 
ダウトフルサウンドをクルーズ
ミルフォードサウンドをクルーズ

—
—
—

—
—
—

7～8日目終日クルージング — —
9日目 メルボルン（オーストラリア） 8:00 am 5:00 pm

10日目
タスマニア州バーニー 
（オーストラリア）

7:00 am 4:00 pm

11日目 エデン（オーストラリア） 10:00 am4:30 pm
12日目 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

  
2023年

3月15日 1月27日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
12日間:オークランド発シドニー着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 オークランド（ニュージーランド） 6:00 pm
1日目 タウランガ（ニュージーランド）7:00 am 4:00 pm
2日目 ネーピア（ニュージーランド） 9:00 am 6:00 pm
3日目 ウェリントン（ニュージーランド）8:00 am 6:00 pm
4日目 リトルトン（ニュージーランド）8:00 am 6:00 pm

5日目 
ダニーデン 
（ポートチャーマーズ） 
（ニュージーランド）

8:00 am 6:00 pm

6日目 ダスキーサウンドをクルーズ 
ダウトフルサウンドをクルーズ
ミルフォードサウンドをクルーズ

—
—
—

—
—
—

7～8日目終日クルージング — —
9日目 メルボルン（オーストラリア） 8:00 am 5:00 pm

10日目
タスマニア州バーニー 
（オーストラリア）

7:00 am 3:00 pm

11日目 エデン（オーストラリア） 10:00 am4:00 pm
12日目 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 
2023年
1月3日
2月20日
3月16日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
12日間:オークランド発シドニー着



48  オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ シンガポール発

ミルフォードサウンド（ニュージーランド）

航程 寄港地 入港 出港 
月 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
火 終日クルージング — —
水 スマラン（インドネシア） 8:00 am 6:00 pm
木 スラバヤ（インドネシア） 9:00 am 5:00 pm
金 バリ（ベノア）（インドネシア） 正午 停泊
土 バリ（ベノア）（インドネシア） 4:00 pm
日 コモド（インドネシア） 7:00 am 2:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ダーウィン（オーストラリア） 9:00 am 5:00 pm
水～木 終日クルージング — —
金 クックタウン（オーストラリア） 10:00 am8:00 pm

土
ケアンズ（ヨーキーズノブ） 
（オーストラリア）

7:00 am 4:00 pm

日 エアリービーチ（オーストラリア）10:00 am7:00 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 6:00 pm
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 
2021年
12月6日

ブリスベン、バリ、コモド、ケアンズクルーズ  
17日間:シンガポール発シドニー着

航程 寄港地 入港 出港 
火 シンガポール（シンガポール） 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 スラバヤ（インドネシア） 8:00 am 2:00 pm
金 バリ（ベノア）（インドネシア） 9:00 am 5:00 pm
土 終日クルージング — —
日 コモド（インドネシア） 7:00 am 2:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ダーウィン（オーストラリア） 9:00 am 5:00 pm
水～木 終日クルージング — —
金 クックタウン（オーストラリア） 10:00 am8:00 pm

土
ケアンズ（ヨーキーズノブ） 
（オーストラリア）

7:00 am 4:00 pm

日 エアリービーチ（オーストラリア）10:00 am7:00 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 6:00 pm
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6日

ブリスベン、バリ、コモド、ケアンズクルーズ  
16日間:シンガポール発シドニー着

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23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。

シドニー（オーストラリア）



49オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ シドニー発

航程 寄港地 入港 出港 
木 シドニー（オーストラリア） 6:00 pm
金 エデン（オーストラリア） 7:00 am 3:00 pm

土
タスマニア州バーニー 
（オーストラリア）

10:00 am6:00 pm

日 メルボルン（オーストラリア） 8:00 am 5:00 pm
月～火 終日クルージング — —

水 ミルフォードサウンドをクルーズ 
ダウトフルサウンドをクルーズ 
ダスキーサウンドをクルーズ

—
—
—

—
—
—

木 ティマル（ニュージーランド） 11:00 am8:00 pm
金 アカロア（ニュージーランド） 8:00 am 6:00 pm
土 ウェリントン（ニュージーランド）8:00 am 5:00 pm
日 ネーピア（ニュージーランド） 7:00 am 4:00 pm
月 タウランガ（ニュージーランド）10:00 am8:00 pm
火 オークランド（ニュージーランド）8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
12月23日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
12日間:シドニー発オークランド着

航程 寄港地 入港 出港 
日 シドニー（オーストラリア） 6:00 pm
月 エデン（オーストラリア） 8:00 am 3:00 pm

火
タスマニア州バーニー 
（オーストラリア）

10:00 am6:00 pm

水 メルボルン（オーストラリア） 8:00 am 6:00 pm
木～金 終日クルージング — —

土 ミルフォードサウンドをクルーズ 
ダウトフルサウンドをクルーズ
ダスキーサウンドをクルーズ

—
—
—

—
—
—

日
ダニーデン 
（ポートチャーマーズ） 
（ニュージーランド）

9:00 am 7:00 pm

月 リトルトン（ニュージーランド） 8:00 am 6:00 pm
火 ウェリントン（ニュージーランド） 8:00 am 5:00 pm
水 ネーピア（ニュージーランド） 7:00 am 4:00 pm
木 タウランガ（ニュージーランド）9:00 am 6:00 pm
金 オークランド（ニュージーランド）7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年 2023年
1月16日 2月8日
12月22日 3月4日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
12日間:シドニー発オークランド着

航程 寄港地 入港 出港 
水 シドニー（オーストラリア） 6:00 pm
木 エデン（オーストラリア） 8:00 am 2:00 pm

金
タスマニア州バーニー 
（オーストラリア）

10:00 am7:00 pm

土～日 終日クルージング — —

月 ミルフォードサウンドをクルーズ 
ダウトフルサウンドをクルーズ
ダスキーサウンドをクルーズ

—
—
—

—
—
—

火 ティマル（ニュージーランド） 11:00 am8:00 pm
水 リトルトン（ニュージーランド） 8:00 am 6:00 pm
木 マールボロ（ピクトン） 

（ニュージーランド）
8:00 am 7:00 pm

金 ウェリントン（ニュージーランド）7:00 am 5:00 pm
土 ギズボーン（ニュージーランド） 9:00 am 6:00 pm
日 タウランガ（ニュージーランド）8:00 am 6:00 pm
月 オークランド（ニュージーランド）7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
2月9日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
12日間:シドニー発オークランド着



航程 寄港地 入港 出港 
木 シドニー（オーストラリア） 6:00 pm
金 エデン（オーストラリア） 8:00 am 2:00 pm
土 メルボルン（オーストラリア） 正午 9:00 pm

日
タスマニア州バーニー 
（オーストラリア）

11:00 am7:00 pm

月～火 終日クルージング — —

水 ミルフォードサウンドをクルーズ 
ダウトフルサウンドをクルーズ
ダスキーサウンドをクルーズ

—
—
—

—
—
—

木
ダニーデン 
（ポートチャーマーズ） 
（ニュージーランド）

9:00 am 7:00 pm 

金 アカロア（ニュージーランド） 7:00 am 5:00 pm
土 マールボロ（ピクトン） 

（ニュージーランド）
8:00 am 5:00 pm

日 ネーピア（ニュージーランド） 9:00 am 4:00 pm
月 タウランガ（ニュージーランド）10:00 am6:00 pm
火 オークランド（ニュージーランド）7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2022年
3月3日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
12日間:シドニー発オークランド着

50  オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ シドニー発

ノルウェージャン スピリット、シドニー（オーストラリア）

エアリービーチ（オーストラリア）

航程 寄港地 入港 出港 
日 シドニー（オーストラリア） 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 メルボルン（オーストラリア） 8:00 am 5:00 pm
水～木 終日クルージング — —

金 ミルフォードサウンドをクルーズ 
ダウトフルサウンドをクルーズ
ダスキーサウンドをクルーズ

—
—
—

—
—
—

土
ダニーデン 
（ポートチャーマーズ） 
（ニュージーランド）

9:00 am 7:00 pm

日 リトルトン（ニュージーランド）8:00 am 6:00 pm
月 ウェリントン（ニュージーランド）8:00 am 5:00 pm
火 ネーピア（ニュージーランド） 7:00 am 5:00 pm
水 タウランガ（ニュージーランド）11:00 am8:00 pm

木
ベイ オブ アイランズ 
（ニュージーランド）

9:00 am 6:00 pm

金 オークランド（ニュージーランド）8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2023年
1月15日

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ  
12日間:シドニー発オークランド着
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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 am8:00 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 am5:00 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

ブリスベン、コモド、ケアンズ、ダーウィンクルーズ 
13日間:シドニー発バリ着

オーストラリア＆ニュージーランドクルーズ シドニー発

エアリービーチ（オーストラリア）

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23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。



バハマクルーズ マイアミ発

バハマ 
＆フロリダ

終わりのない夏を求めて、バハマ＆フロリダへ。マイアミやタンパから、3、4、5

日間のクルーズの旅に出かけませんか？お子様連れのご家族には、オーランド

の有名なテーマパークを訪れるニューヨーク発のエキサイティングな7日間・8

日間クルーズがおすすめ。ノルウェージャンクルーズラインのプライベートアイ

ランド、グレートスターラップケイにある新しいリゾートエリア「シルバーコー

ブ」では、これまでにないくつろぎの時をお楽しみいただけます。プライベート

ラグーンやビーチで一日中水遊びを楽しみませんか？マンダラ スパのホットス

トーンマッサージで身も心もときほぐした後は、ラグジュアリーなオーシャンヴ

ィラでリラックス。アクティブに過ごすのも、何もしないのもよし。バハマでは

すべてが自由です。気の向くままにお楽しみください。

ナッソー（バハマ）
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航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 5:00 pm
1日目 ナッソー（バハマ） 8:00 am 5:00 pm

2日目
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm

3日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ
2021年 2022年 2023年
5月7、28日 1月21日 1月20日

6月4、11、18、25日 2月11、18日 2月10、17日

7月2、9、16、23、30日 3月18日 3月10、17、24、31日

8月6日 4月1、8、15、22日 4月7、14日

5月13日 5月5、26日

6月3、10、17、24日 6月2、9、16、23、30日

7月1、8、15、22、29日 7月7、14、21、28日

8月5日 8月4、11日

11月18、25日 11月10、17、24日

12月16、23、30日 12月15、26日

バハマクルーズ 3日間：グレートスターラップケイ＆
ナッソー マイアミ発着

フロリダ州マイアミビーチ
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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 
金 フロリダ州マイアミ 5:00 pm
土 フロリダ州キーウェスト 7:00 am 2:00 pm
日 ナッソー（バハマ） 9:00 am 7:00 pm
月 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2022年
3月11、25日

バハマクルーズ 3日間：キーウェスト＆ナッソー 
マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
金 フロリダ州マイアミ 5:00 pm
土 フロリダ州キーウェスト 8:00 am 4:00 pm

日
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

9:00 am 6:00 pm

月 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2021年

ノルウェージャン パール 
2023年

12月17日 1月13日

バハマクルーズ 3日間：グレートスターラップケイ＆
キーウェスト マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
金 フロリダ州マイアミ 5:00 pm
土 グランドバハマ島（バハマ） 8:00 am 5:00 pm

日
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm

月 フロリダ州マイアミ 8:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2022年
1月14日

バハマクルーズ 3日間：グレートスターラップケイ＆
グランドバハマ島マイアミ発着

バハマクルーズ マイアミ発 

グレートスターラップケイ（バハマ）



54  バハマクルーズ マイアミ発

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 5:00 pm
1日目 フロリダ州キーウェスト 7:00 am 2:00 pm
2日目 ナッソー（バハマ） 9:00 am 7:00 pm
3日目 グランドバハマ島（バハマ） 8:00 am 5:00 pm

4日目
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm

5日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2021年
12月24、29日

バハマクルーズ 5日間：グレートスターラップケイ、 
ナッソー、グランドバハマ島 
マイアミ発着

ナッソー（バハマ）
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 フロリダ州マイアミ 5:00 pm
1日目 グランドバハマ島（バハマ） 8:00 am 5:00 pm

2日目
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 6:00 pm

3日目 ナッソー（バハマ） 8:00 am 5:00 pm
4日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ
2021年 2022年 2023年
5月31日 2月14、21日 2月13、20日

6月7、14、21、28日 3月7、14、21、28日 3月6、13、20、27日

7月5、12、19、26日 4月4、11、18日 4月3、10日

8月2、9、13日 6月6、13、20、27日 5月29日

12月20日 7月4、11、18、25日 6月5、12、19、26日

8月1、8、12日 7月3、10、17、24、31日

11月21日 8月7、14、18日

12月19、26日 11月13、20日

12月18、22、29日

バハマクルーズ 4日間：グレートスターラップケイ、 
ナッソー、グランドバハマ島 
マイアミ発着
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航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
月 終日クルージング — —

火
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

1:00 pm 9:00 pm

水
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

10:00 am6:00 pm

木 ナッソー（バハマ） 8:00 am 6:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2022年

ノルウェージャン ゲッタウェイ
2022年

1月2日 2月27日
3月6、13、20、27日
4月3日

バハマクルーズ 7日間： 
グレートスターラップケイ、オーランド、 
ナッソー ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
月 終日クルージング — —

火
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

1:00 pm 9:00 pm

水 フロリダ州マイアミ 10:00 am6:00 pm

木
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm

金～土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2021年
11月21日
12月19、26日

バハマクルーズ 7日間：グレートスターラップケイ＆
オーランド ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
土 ニューヨーク州ニューヨーク 3:00 pm
日 終日クルージング — —

月
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

1:00 pm 深夜

火 グランドバハマ島（バハマ） 10:00 am6:00 pm

水
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 6:00 pm

木 ナッソー（バハマ） 8:00 am 6:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年
2月19日

バハマクルーズ 8日間： 
グレートスターラップケイ、オーランド、 
ナッソー ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —

3日目
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

6:00 am
9:00 pm

4日目
NCLのプライベートアイラン
ド、グレートスターラップケイ 
（バハマ）

11:00 am6:00 pm

5日目 ナッソー（バハマ） 8:00 am 6:00 pm
6～7日目 終日クルージング — —
8日目 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年

  
2023年

12月23、31日 1月20、28日
2月10、18日
3月10、18、31日
4月8日

バハマクルーズ 8日間： 
グレートスターラップケイ、オーランド、 
ナッソー ニューヨーク発着

バハマクルーズ ニューヨーク/タンパ発

航程 寄港地 入港 出港 
木 フロリダ州タンパ 4:00 pm
金 終日クルージング — —
土 フロリダ州キーウェスト 6:00 am 3:30 pm

日
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm

月 終日クルージング — —
火 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年

1月13日

バハマクルーズ 5日間：グレートスターラップケイ＆
キーウェスト タンパ発着

航程 寄港地 入港 出港 
金 フロリダ州タンパ 4:00 pm
土 フロリダ州キーウェスト 11:00 am6:00 pm

日
NCLのプライベートアイランド、 
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

10:00 am6:00 pm

月 終日クルージング — —
火 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2023年
1月13日

バハマクルーズ 4日間：グレートスターラップケイ＆
キーウェスト タンパ発着



バミューダ
ピンク色の砂浜。ターコイズブルーの海。オレンジ色の夕焼け。受賞歴

を誇る客船で、万華鏡のように多彩なバミューダを発見しましょう。楽

園に足を踏み入れれば、探索する時間はたっぷり。美しいホースシュー

湾のビーチでは、家族で1日楽しめます。シュノーケルを手にしたら、カ

ラフルな熱帯魚が泳ぐ海の中へ。島の周囲に散らばる100隻以上もの

難破船のひとつ、モンタナ号に何が残されているか見に行きませんか？

海を後にしたら、植民地時代の名所を歩きながらショッピングをお楽し

みください。その後はカタマランに乗り、月の光の中でリラックス。ス

ケジュールのことは忘れて、星を追いかけましょう。

ハミルトン（バミューダ）

航程 寄港地 入港 出港 
金 マサチューセッツ州ボストン 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 王立海軍造船所（バミューダ） 8:00 am 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火 マサチューセッツ州ボストン 8:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2022年
11月11日

バミューダクルーズ 4日間: 
ボストン発着 

バミューダクルーズ ボストン発

航程 寄港地 入港 出港 
金 マサチューセッツ州ボストン 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 王立海軍造船所（バミューダ） 10:00 am停泊
月 王立海軍造船所（バミューダ） 停泊
火 王立海軍造船所（バミューダ） 5:30 pm
水～木 終日クルージング — —
金 マサチューセッツ州ボストン 7:00 am

出発日
ノルウェージャン 
ジェム
2021年

ノルウェージャン パール 
2022年

5月7、14、21、28日 4月8、15、22、29日 3月24、31日

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

7月2、9、16、23、30日 6月3、10、17、24日 5月5、12、19、26日

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

10月29日 8月5、12、19日 7月7、14、21、28日

11月5日 10月28日 8月4、11、18日

11月4日

バミューダクルーズ 7日間: 
ボストン発着

2023年
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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。
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航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 王立海軍造船所（バミューダ） 8:00 am 停泊
3日目 王立海軍造船所（バミューダ） 5:00 pm
4日目 終日クルージング — —
5日目 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2021年 2022年
9月2、20日 4月26日

9月1日
10月3日
11月26日

ノルウェージャン ジェム 
2021年 2022年 2023年
12月9、14日 4月9日 3月31日

ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年 2023年
12月13、18日 2月5日

3月26日

ノルウェージャン ブリス 
2023年

ノルウェージャン エスケープ
2023年

6月25日 8月22日

バミューダクルーズ 5日間: 
ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 王立海軍造船所（バミューダ） 8:00 am 5:00 pm
3日目 終日クルージング — —
4日目 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2021年

 
2022年

8月29日 8月28日
9月16日 10月8日

ノルウェージャン ジェム 
2021年
11月17日

バミューダクルーズ 4日間: 
ニューヨーク発着

王立海軍造船所（バミューダ）

バミューダクルーズ ニューヨーク発



58  バミューダクルーズ ニューヨーク発

ホースシューベイ、バミューダ

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —
3日目 王立海軍造船所（バミューダ） 8:00 am 停泊
4日目 王立海軍造船所（バミューダ） 停泊
5日目 王立海軍造船所（バミューダ） 3:00 pm
6日目 終日クルージング — —
7日目 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2021年

 
2022年

5月2、9、16、23、30日 5月1、8、15、22、29日
6月6、13、20、27日 6月5、12、19、26日
7月4、11、18、25日 7月3、10、17、24、31日
8月1、8、15、22日 8月7、14、21日
9月25日 10月22、29日
10月9日 11月5日

ノルウェージャン  
ブレイクアウェイ 
2021年

ノルウェージャン  
ゲッタウェイ 
2022年

10月24、31日 4月10、17日

ノルウェージャン ブリス 
2023年
7月23日

バミューダクルーズ 7日間: 
ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
月 バージニア州ノーフォーク島 10:00 am6:00 pm
火 終日クルージング — —
水 王立海軍造船所（バミューダ） 8:00 am 停泊
木 王立海軍造船所（バミューダ） 停泊
金 王立海軍造船所（バミューダ） 3:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2023年
5月21、28日
6月4、11、18日
7月9、16、30日
8月6、13日

バミューダクルーズ 7日間: 
ニューヨーク発着

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。



59バミューダクルーズ ニューヨーク発

航程 寄港地 入港 出港 
金 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
土 バージニア州ノーフォーク島 9:00 am 6:00 pm
日 終日クルージング — —

月
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

7:00 am 6:00 pm

火
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 2:00 pm

水 終日クルージング — —
木 王立海軍造船所（バミューダ） 9:00 am 停泊
金 王立海軍造船所（バミューダ） 6:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2023年

 

6月30日

バミューダ＆バハマクルーズ 9日間: 
ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
土 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
日 終日クルージング — —
月 王立海軍造船所（バミューダ） 8:00 am 停泊
火 王立海軍造船所（バミューダ） 停泊
水 王立海軍造船所（バミューダ） 停泊
木 王立海軍造船所（バミューダ） 3:00 pm
金 終日クルージング — —
土 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2022年
11月12、19日

バミューダクルーズ 7日間: 
ニューヨーク発着

フロリダ州ポートカナベラル

 バージニア州ノーフォーク島



ノルウェージャンクルーズライン    Job  Name:   03_9650  WWCG Can-Car -JPN 
 Locat ion:   Mac intosh HD:Users:dan ie lgonza lez:Documents:WWCG Internat iona l : JPN:03_9650 WWCG Can-Car-JPN:03_9650 WWCG Can-Car-JPN
Tr im:  10.875  x  8 .375       B l e e d:  .125     S a f e t y:In s i d e:  . 5625”,  A l l  o t h e r  s i d e s:  . 375”      C o l o r :4 C  p r o c e s s      Roun d:  1
Me c h  Numb e r :1       Me c h  A r t i s t : J B         Da t e:     F e b r ua r y  14,  2021  11:08  PM       Due:   4 / X X /2018        P age  Numb e r :    6 0

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 
ボストン発

航程 寄港地 入港 出港 
金 マサチューセッツ州ボストン 4:00 pm
土 メイン州バーハーバー 7:00 am 5:00 pm
日 ノバスコシア州ハリファックス 9:00 am 6:00 pm
月 ノバスコシア州 

ケープブレトン島シドニー
9:00 am 6:00 pm 

火 シャーロットタウン 
（プリンスエドワード島）

9:00 am 6:00 pm 

水 終日クルージング — —
木 ケベック州サグネ（ラ ベ） 11:00 am8:00 pm
金 ケベック州ケベックシティ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン  
ジェム 
2021年

ノルウェージャン  
パール 
2022年

  
2023年

9月3、17日 9月2、16、30日 9月1、15、29日
10月1日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 7日間： 
ボストン発ケベックシティ着

航程 寄港地 入港 出港 
金 マサチューセッツ州ボストン 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 シャーロットタウン 

（プリンスエドワード島）
正午 7:00 pm 

月 ノバスコシア州 
ケープブレトン島シドニー

9:00 am 5:00 pm 
 

火 ノバスコシア州ハリファックス 8:00 am 5:00 pm
水 メイン州ポートランド 11:00 am8:00 pm
木 メイン州バーハーバー 8:00 am 5:00 pm
金 マサチューセッツ州ボストン 7:00 am

出発日
ノルウェージャン  
ジェム2021年

ノルウェージャン パール
2022年

  
2023年

8月27日 8月26日 8月25日
10月15、22日 10月14、21日 10月13日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 7日間： 
ポートランド＆バーハーバー 
ボストン発着

ケベック州ケベックシティ

カナダ＆ 
ニューイングランド

カナダ＆ニューイングランドの美しい海岸線は、紺碧の海と秋の豊かな色彩

の競演が見どころです。バーハーバーを散策して、19世紀の金ぴか時代まで

タイムスリップ。ケベックシティの名所、シャトー フロンテナックでは、セン

トローレンス川の最高の眺めを堪能できます。ペギーズコーブの趣のある漁

村を通り抜けてサウスショア沿いをドライブすれば、美しい眺めが広がりま

す。シャッターチャンスをお見逃しなく！そして、爽やかな秋の午後を楽しむ

のに「アメリカ東部沿岸地方」本場のロブスター焼きは欠かせません。ニュー

ヨークシティ、ボストン、ケベックシティと出港地がどこであっても、海上か

ら見る岸の眺めは一生の思い出となることでしょう。
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ノルウェージャンクルーズライン    Job  Name:   03_9650  WWCG Can-Car -JPN 
 Locat ion:  Macintosh HD:Users:danielgonzalez:Documents:WWCG International:JPN:03_9650 WWCG Can-Car-JPN:03_9650 WWCG Can-Car-JPN
Tr im:  10.875  x  8 .375       B l e e d:  .125     S a f e t y:In s i d e:  . 5625”,  A l l  o t h e r  s i d e s:  . 375”      C o l o r :4 C  p r o c e s s      Roun d:  1
Me c h  Numb e r :1       Me c h  A r t i s t : J B         Da t e:     F e b r ua r y  14,  2021  11:08  PM       Due:   4 / X X /2018        P age  Numb e r :    61

61カナダ＆ニューイングランドクルーズ ニューヨーク発

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 
火 ニューヨーク州ニューヨーク 8:00 pm
水 終日クルージング — —
木 メイン州バーハーバー 8:00 am 5:00 pm
金 ノバスコシア州ハリファックス 10:00 am8:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 3:00 pm

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2021年
8月24日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 5日間： 
ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
土 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
日 終日クルージング — —
月 ニューブランズウィック州 

ファンディ湾セントジョン
9:00 am8:45 pm

火 ノバスコシア州ハリファックス 2:00 pm7:00 pm
水 終日クルージング — —
木 マサチューセッツ州ボストン 8:00 am6:00 pm
金 終日クルージング — —
土 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2021年
10月2日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 7日間： 
ハリファックス＆ボストン 
ニューヨーク発着

メイン州バーハーバー

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 メイン州ポートランド 8:00 am 5:00 pm
水 メイン州バーハーバー 8:00 am 5:00 pm
木 ニューブランズウィック州 

ファンディ湾セントジョン
7:00 am 4:00 pm 

金 ノバスコシア州ハリファックス12:30 pm 10:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日

ノルウェージャン 
2021年

ブレイクアウェ
イ2022年

ノルウェージャン  
エスケープ 
2023年

8月29日 8月21日 8月27日
9月5、12、19、26日 9月3日
10月3、10、17日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 7日間： 
ポートランド＆バーハーバー 
ニューヨーク発着



ノルウェージャンクルーズライン    Job  Name:   03_9650  WWCG Can-Car -JPN 
 Locat ion:   Mac intosh HD:Users:dan ie lgonza lez:Documents:WWCG Internat iona l : JPN:03_9650 WWCG Can-Car-JPN:03_9650 WWCG Can-Car-JPN
Tr im:  10.875  x  8 .375       B l e e d:  .125     S a f e t y:In s i d e:  . 5625”,  A l l  o t h e r  s i d e s:  . 375”      C o l o r :4 C  p r o c e s s      Roun d:  1
Me c h  Numb e r :1       Me c h  A r t i s t : J B         Da t e:     F e b r ua r y  14,  2021  11:08  PM       Due:   4 / X X /2018        P age  Numb e r :    62

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
月 ロードアイランド州ニューポート6:00 am 2:00 pm
火 マサチューセッツ州ボストン 9:00 am 6:00 pm
水 メイン州バーハーバー 8:00 am 5:00 pm
木 ニューブランズウィック州 

ファンディ湾セントジョン
8:00 am 4:00 pm 

金 ノバスコシア州ハリファックス 10:00 am8:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2022年
9月11日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 7日間： 
ニューポート＆ボストン 
ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
金 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
土 終日クルージング — —
日 マサチューセッツ州ボストン 8:00 am5:00 pm
月 メイン州ポートランド 8:00 am5:00 pm
火 ニューブランズウィック州 

ファンディ湾セントジョン
8:00 am 6:30 pm 

水 ノバスコシア州ハリファックス 正午 8:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2022年
9月16日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 7日間： 
ポートランド＆ボストン 
ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
月 ロードアイランド州ニューポート6:00 am 2:00 pm
火 メイン州ポートランド 9:00 am 6:00 pm
水 メイン州バーハーバー 8:00 am 5:00 pm
木 ニューブランズウィック州 

ファンディ湾セントジョン
8:00 am 4:00 pm 

金 ノバスコシア州ハリファックス 10:00 am8:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン  
ブレイクアウェイ 
2022年

ノルウェージャン  
エスケープ 
2023年

8月28日 9月10、17、24日
9月4、18、25日 10月1、8、15、22、29日
10月2、9、16、23、30日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 7日間： 
ポートランド＆バーハーバー 
ニューヨーク発着

62  カナダ＆ニューイングランドクルーズ ニューヨーク発

ノバスコシア州ハリファックス

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23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。



63カナダ＆ニューイングランドクルーズ ニューヨーク/ケベックシティ発

マサチューセッツ州ボストン

航程 寄港地 入港 出港 
火 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
水 終日クルージング — —
木 メイン州ポートランド 6:00 am 2:30 pm
金 ニューブランズウィック州 

ファンディ湾セントジョン
5:00 am 5:00 pm

土 ノバスコシア州ハリファックス 10:00 am6:30 pm
日 ノバスコシア州 

ケープブレトン島シドニー
9:00 am 6:00 pm 

月 シャーロットタウン 
（プリンスエドワード島）

9:00 am 6:00 pm 

火～水 終日クルージング — —
木 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2021年
9月7日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 9日間： 
ポートランド＆ハリファックス 
ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
金 ケベック州ケベックシティ 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 シャーロットタウン 

（プリンスエドワード島）
1:00 pm 8:00 pm 

月 ノバスコシア州 
ケープブレトン島シドニー

9:00 am 5:00 pm

火 ノバスコシア州ハリファックス8:00 am 5:00 pm
水 メイン州ポートランド 11:00 am8:00 pm
木 メイン州バーハーバー 8:00 am 5:00 pm
金 マサチューセッツ州ボストン 7:00 am

出発日

ノルウェージャン  
ジェム 
2021年

ノルウェージャン  
パール 
2022年 2023年

9月10、24日 9月9、23日 9月8、22日
10月8日 10月7日 10月6日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 7日間： 
ケベックシティ発ボストン着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —
3日目 シャーロットタウン 

（プリンスエドワード島）
7:00 am 5:00 pm 

4日目 ノバスコシア州ケープブレトン
島シドニー

7:00 am 5:00 pm 

5日目 ノバスコシア州ハリファックス 8:00 am5:00 pm
6日目 ニューブランズウィック州 

ファンディ湾セントジョン
10:40 
am 

11:50 
pm 

7日目 メイン州ポートランド 正午 10:00 pm
8日目 マサチューセッツ州ボストン 7:00 am5:00 pm
9日目 終日クルージング — —
10日目 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2022年
9月6、23日
10月12日

カナダ＆ニューイングランドクルーズ 10日間： 
ポートランド＆ボストン 
ニューヨーク発着



東カリブ海クルーズ マイアミ発

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 4:00 pm

1日目 
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm 

2日目 終日クルージング — —

3日目
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

8:00 am 5:00 pm

4日目 終日クルージング — —
5日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン アンコール 
2022年

  
2023年

12月18日 1月3日

カリブ海クルーズ 5日間： 
グレートスターラップ ケイ＆ドミニカ共和国 
マイアミ発着

カリブ海
島から島へ、そしてまた島へ。受賞歴を誇る客船でカリブ海を巡る旅へ。なかでも

カリブ海のリゾートスタイル デスティネーション、ベリーズ沖に浮かぶハーベスト

ケイは楽園のよう。全長3,000フィートのジップラインで島から海まで大滑降。ノ

ルウェージャンクルーズラインのプライベートアイランド、グレートスターラップケ

イの新しいリゾートエリア「シルバーコーブ」を存分に楽しむのもよし。オフロード

の旅なら、セントルシアの美しい風景の中をドライブ。ピトン山周辺ではハイキン

グも楽しめます。東へ、西へ、南へ。どの方面のカリブ海クルーズも、ノルウェージ

ャンクルーズラインがご案内します。

カストリーズ（セントルシア）

航程 寄港地 入港 出港 
日 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
月 終日クルージング — —

火
サンフアン 
（プエルトリコ）

6:00 pm 深夜

水
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 am 7:00 pm

木
トルトラ島 
（英領ヴァージン諸島）

6:00 am 2:00 pm

金 終日クルージング — —

土 
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

10:00 am 6:00 pm 

日 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2021年
5月23日

カリブ海クルーズ 7日間： 
サンフアン、セントトーマス島、 
グレートスターラップ ケイマイアミ発着
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65

NCLのプライベートアイランド、グレートスターラップケイ（
バハマ）

東カリブ海クルーズ マイアミ発

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 5:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 グランドターク 

（タークス・カイコス諸島）
8:00 am 5:00 pm 

3日目 プエルト プラタ（ドミニカ共和国）7:00 am 4:00 pm

4日目
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 am 7:00 pm

5日目
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

8:00 am 5:00 pm

6日目 サンフアン（プエルトリコ） 8:00 am 4:00 pm
7日目 終日クルージング — —

8日目 
NCLのプライベートアイランド、 
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

10:00 am 6:00 pm 

9日目 フロリダ州マイアミ 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2021年

  
2022年

5月10、19日 1月3、12、24日
2月2日
4月25日
5月4、16、25日
11月28日
12月7日

カリブ海クルーズ 9日間： 
グレートスターラップ ケイ＆ドミニカ共和国 
マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 5:00 pm

1日目 
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 4:00 pm

2日目 終日クルージング — —
3日目 サンフアン（プエルトリコ） 10:00 am 5:00 pm

4日目
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

8:00 am 5:00 pm

5日目
トルトラ島 
（英領ヴァージン諸島）

6:00 am 3:00 pm

6日目 プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

11:00 am 7:00 pm

7日目 グランドターク 
（タークス・カイコス諸島）

7:00 am 4:00 pm

8日目 終日クルージング — —
9日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2023年
1月2、11、23日
2月1日
4月17、26日
5月8、17日
11月27日
12月6日

カリブ海クルーズ 9日間： 
ドミニカ共和国＆サンフアン 
マイアミ発着

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。

航程 寄港地 入港 出港 
日 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
月 終日クルージング — —

火
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

7:00 am 4:00 pm

水
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 am 7:00 pm

木
トルトラ島 
（英領ヴァージン諸島）

6:00 am 2:00 pm

金 終日クルージング — —

土 
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

10:00 am 6:00 pm 

日 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2021年

  
2022年

6月6、20日 5月8、22日
7月4、18日 6月5、19日
8月1、15日 7月3、17、31日

8月7日

ノルウェージャン 
2021年

アンコール  
2022年

  
2023年

11月14、21、28日 1月2、9、16、23、30日 1月8、15、22、29日
12月5、12、19、26日 2月6、13、20、27日 2月5、12、19、26日

3月6、13、20、27日 3月5、12、19、26日
4月3、10日 4月2、9日
11月13、20、27日
12月4、11日

ノルウェージャン 
2021年

スカイ  
2022年

  
2023年

8月22日 8月21日 8月27日
9月5、19日 9月4、18日 9月10、24日
10月3、17日 10月2、16、30日 10月8、22日

ノルウェージャン エスケープ 
2023年
4月23日
5月7、21日
6月4、18日
7月2、16、30日
8月13日

カリブ海クルーズ 7日間： 
グレートスターラップ ケイ＆ドミニカ共和国 
マイアミ発着



66  東カリブ海クルーズ ニューヨーク発

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 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
1～2日目終日クルージング — —

3日目
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

10:00 
am

5:00 pm

4日目
トルトラ島 
（英領ヴァージン諸島）

3:00 pm 10:00 pm

5日目
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

8:00 am 5:00 pm

6日目
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

8:00 am 5:00 pm

7日目 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年

  
2022年

12月5日 12月16日

カリブ海クルーズ 7日間： 
ドミニカ共和国＆セントトーマス島 
ニューヨーク発サンフアン着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —
3日目 プエルト プラタ（ドミニカ共和国）10:00 am5:00 pm

4日目
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

正午 7:00 pm

5日目
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

7:00 am 5:00 pm

6日目
トルトラ島 
（英領ヴァージン諸島）

6:00 am 1:00 pm

7日目 グランドターク 
（タークス・カイコス諸島）

正午 6:00 pm 

8～9日目終日クルージング — —
10日目 ニューヨーク州ニューヨーク 10:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2022年 2023年
1月9、19、29日 2月17日
2月8、18、28日 3月21日
3月10、20、30日 4月5日
4月14日

カリブ海クルーズ 10日間： 
ドミニカ共和国＆グランドターク 
ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —

3日目
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

10:00 am5:00 pm

4日目 サンフアン（プエルトリコ） 8:00 am 5:00 pm

5日目
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 am 7:00 pm

6日目
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

7:00 am 5:00 pm

7日目
トルトラ島 
（英領ヴァージン諸島）

6:00 am 1:00 pm

8日目 グランドターク 
（タークス・カイコス諸島）

11:30 am 6:00 pm 

9～10日目終日クルージング — —
11日目 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2021年

  
2022年

11月28日 12月22日

カリブ海クルーズ 11日間： 
ドミニカ共和国＆サンフアン 
ニューヨーク発着

セントトーマス島（米領ヴァージン諸島）



67東カリブ海クルーズ ニューヨーク/オーランド/サンフアン発

航程 寄港地 入港 出港 

土
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

5:00 pm

日 終日クルージング — —
月 プエルト プラタ（ドミニカ共和国） 9:00 am 4:00 pm

火
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 am7:00 pm

水
トルトラ島 
（英領ヴァージン諸島）

6:00 am 1:00 pm

木 終日クルージング — —
金 NCLのプライベートアイランド、 

グレートスターラップケイ（バハマ）
9:00 am 6:00 pm 

土
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ
2021年 2022年 2023年
11月20日 1月15、29日 1月7、14、21、28日
12月4日 2月12、26日 2月4、11、18、25日

3月12、26日 3月4、11、18、25日
4月2、16日 4月1、8日
11月19、26日
12月3、10、17、24、31日

カリブ海クルーズ 7日間： 
グレートスターラップ ケイ＆ドミニカ共和国 
オーランド発着

航程 寄港地 入港 出港 

土
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

4:00 pm

日 終日クルージング — —
月

プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国） 9:00 am4:00 pm

火
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 am7:00 pm

水 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 am3:00 pm
木 終日クルージング — —

金
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

10:00 am6:00 pm

土
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2022年
1月8日

カリブ海クルーズ 7日間： 
グレートスターラップ ケイ＆ドミニカ共和国  
オーランド発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 pm

月
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

8:00 am 6:00 pm

火 バセテール（セントキッツ） 8:00 am 6:00 pm
水 セントジョンズ（アンティグア） 8:00 am 6:00 pm
木～土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
3月27日

カリブ海クルーズ 7日間：アンティグア＆フィリップ
スブルフ サンフアン発ニューヨーク着

航程 寄港地 入港 出港 
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 pm

月
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

7:00 am 5:00 pm

火
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島） 6:00 am1:00 pm

水
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

9:00 am 2:00 pm

木～金 終日クルージング — —
土 ニューヨーク州ニューヨーク 8:30 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2023年
4月16日

カリブ海クルーズ 6日間： ドミニカ共和国＆ 
セントトーマス島 サンフアン発ニューヨーク着

プエルト プラタ（ドミニカ共和国）

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —

3日目
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

10:00 
am

5:00 pm

4日目 サンフアン（プエルトリコ） 8:00 am 5:00 pm

5日目
セントジョンズ 
（アンティグア）

8:00 am 7:00 pm

6日目
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

7:00 am 5:00 pm

7日目
トルトラ島 
（英領ヴァージン諸島）

6:00 am 1:00 pm

8日目 グランドターク 
（タークス・カイコス諸島）

正午 6:00 pm 

9～10日目 終日クルージング — —
11日目 ニューヨーク州ニューヨーク 10:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2023年
2月27日
3月10日

カリブ海クルーズ 11日間： 
ドミニカ共和国＆サンフアン 
ニューヨーク発着



68  南カリブ海クルーズ マイアミ発

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 
金 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
土～日 終日クルージング — —
月 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 8:00 pm
火 ウィレムスタット（キュラソー）8:00 am 8:00 pm
水 クラレンダイク（ボネール） 7:00 am 4:00 pm
木～金 終日クルージング — —

土 
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm 

日 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2021年
5月14日

カリブ海クルーズ 9日間: 
マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
水 フロリダ州マイアミ 4:00 pm

木 
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

6:00 am 
12:30 
pm 

金 終日クルージング — —
土 オラニエスタッド（アルバ） 4:00 pm 深夜
日 ウィレムスタット（キュラソー）8:00 am 8:00 pm
月 クラレンダイク（ボネール） 7:00 am 4:00 pm
火 終日クルージング — —

水
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

7:00 am 4:00 pm

木 終日クルージング — —
金 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年
1月5、19日
2月2日

カリブ海クルーズ 9日間： 
キュラソー、アルバ、ドミニカ共和国  
マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
月 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
火 終日クルージング — —

水
ジョージタウン 
（グランドケイマン）

7:00 
am

4:00 
pm

木 終日クルージング — —
金 ウィレムスタット（キュラソー） 11:00 am9:00 pm
土 クラレンダイク（ボネール） 7:00 am 4:00 pm
日 終日クルージング — —

月
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

7:00 am 4:00 pm

火 終日クルージング — —
水 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
12月27日

カリブ海クルーズ 9日間： 
キュラソー＆ドミニカ共和国  
マイアミ発着

ウィレムスタット（キュラソー）



69南カリブ海クルーズ マイアミ/ニューヨーク/オーランド発

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —
3日目 ウィレムスタット（キュラソー）8:00 am 8:00 pm
4日目 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 8:00 pm
5日目 クラレンダイク（ボネール） 6:00 am 1:00 pm
6日目 カストリーズ（セントルシア） 1:00 pm 9:00 pm
7日目 セントジョンズ（アンティグア）10:00 am7:00 pm

8日目
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

7:00 am 4:00 pm

9日目
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

11:00 am7:00 pm

10日目 終日クルージング — —
11日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2021年

ノルウェージャン アンコー
ル2022年

12月23日 12月23日

カリブ海クルーズ 11日間： 
キュラソー、アルバ、ドミニカ共和国  
マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
火 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
水～木 終日クルージング — —
金 ウィレムスタット（キュラソー）8:00 am 8:00 pm
土 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 8:00 pm
日 クラレンダイク（ボネール） 6:00 am 1:00 pm
月 カストリーズ（セントルシア） 1:00 pm 9:00 pm
火 バセテール（セントキッツ） 10:00 am8:00 pm

水
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

7:00 am 4:00 pm

木
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

11:00 am7:00 pm

金 終日クルージング — —
土 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2021年
10月19日

カリブ海クルーズ 11日間： 
キュラソー、アルバ、ドミニカ共和国  
マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 3:00 pm
月～火 終日クルージング — —
水 サンフアン（プエルトリコ） 4:00 pm 10:30 pm
木 バセテール（セントキッツ） 正午 7:00 pm
金 カストリーズ（セントルシア） 8:00 am 5:00 pm
土 ブリッジダウン（バルバドス） 8:00 am 5:00 pm
日 セントジョンズ（アンティグア）10:00 am 5:00 pm

月
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

9:00 am 4:00 pm

火
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

11:00 am 6:00 pm

水～木 終日クルージング — —
金 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2023年 
1月8日
2月26日

カリブ海クルーズ 12日間： 
バルバドス＆ドミニカ共和国 
ニューヨーク発着

航程 寄港地 入港 出港 

木
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

4:00 pm

金 終日クルージング — —
土 プエルト プラタ（ドミニカ共和国）9:00 am 5:00 pm

日 サンフアン（プエルトリコ） 9:00 am 5:00 pm

月
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

8:00 am 4:00 pm

火 カストリーズ（セントルシア） 8:00 am 5:00 pm

水 ブリッジダウン（バルバドス） 8:00 am 4:00 pm

木 セントジョンズ（アンティグア） 9:00 am 5:00 pm

金
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

6:00 am 2:00 pm

土 終日クルージング — —

日 
NCLのプライベートアイランド、 
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

10:00 am 6:00 pm 

月
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2021年
12月23日

カリブ海クルーズ 11日間： 
バルバドス＆ドミニカ共和国オーランド発着



70  南カリブ海クルーズ サンフアン発

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 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 8:00 pm
3日目 ウィレムスタット（キュラソー）6:00 am 2:00 pm
4日目 セントジョージズ（グレナダ） 正午 7:00 pm
5日目 カストリーズ（セントルシア） 8:00 am 6:00 pm
6日目 バセテール（セントキッツ） 8:00 am 5:00 pm
7日目 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年

  
2022年

12月12日 1月9、23日
2月20日
3月6、20日
12月23日

カリブ海クルーズ 7日間：キュラソー、アルバ、 
セントルシア サンフアン発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 pm

月
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

8:00 am 5:00 pm

火
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

8:00 am 5:00 pm

水 セントジョンズ（アンティグア） 8:00 am 4:00 pm
木 ブリッジダウン（バルバドス） 9:00 am 5:00 pm
金 カストリーズ（セントルシア） 8:00 am 5:00 pm
土 終日クルージング — —
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年
12月19日

カリブ海クルーズ 7日間：バルバドス、セントルシア、
アンティグア サンフアン発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 pm

月
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

8:00 am 5:00 pm

火 セントジョンズ（アンティグア） 8:00 am 5:00 pm
水 ブリッジダウン（バルバドス） 10:00 am 7:00 pm
木 カストリーズ（セントルシア） 8:00 am 5:00 pm
金 バセテール（セントキッツ） 8:00 am 5:00 pm

土
フィリップスバーグ 
（セントマーチン島）

8:00 am 5:00 pm

日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年

  
2022年

12月26日 1月30日
2月6日

カリブ海クルーズ 7日間：バルバドス、セントルシア、
アンティグア サンフアン発着

オラニエスタッド（アルバ）



71南カリブ海クルーズ サンフアン発

航程 寄港地 入港 出港 
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 pm
月 終日クルージング — —
火 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 5:00 pm
水 ウィレムスタット（キュラソー）8:00 am 5:00 pm
木 クラレンダイク（ボネール） 6:00 am 1:00 pm
金 カストリーズ（セントルシア） 1:00 pm 8:00 pm
土 バセテール（セントキッツ） 9:00 am 6:00 pm
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年

  
2023年

1月16日 1月8、15、22、29日
2月27日 2月5、12、19、26日
3月13日 3月5、12、19、26日

4月2、9日

カリブ海クルーズ 7日間：キュラソー、アルバ、 
セントセントルシア サンフアン発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 pm
月 終日クルージング — —
火 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 8:00 pm
水 ウィレムスタット（キュラソー）6:00 am 2:00 pm
木 終日クルージング — —
金 カストリーズ（セントルシア） 8:00 am 6:00 pm
土 バセテール（セントキッツ） 8:00 am 5:00 pm
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
1月2日
2月13日

カリブ海クルーズ 7日間：キュラソー、アルバ、 
セントセントルシア サンフアン発着

航程 寄港地 入港 出港 
金 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 pm
土 終日クルージング — —
日 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 5:00 pm
月 クラレンダイク（ボネール） 8:00 am 6:00 pm
火 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 2:00 pm
水 セントジョージズ（グレナダ） 1:00 pm 8:00 pm
木 ブリッジダウン（バルバドス） 10:00 am6:00 pm
金 カストリーズ（セントルシア） 8:00 am 5:00 pm
土 バセテール（セントキッツ） 8:00 am 5:00 pm
日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
12月30日

カリブ海クルーズ 9日間：バルバドス、キュラソー、 
アルバ サンフアン発着

サンフアン（プエルトリコ）



72  南カリブ海クルーズ タンパ発

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 フロリダ州タンパ 4:00 pm
1日目 フロリダ州キーウェスト 11:00 am5:00 pm
2日目 終日クルージング — —

3日目
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

7:00 am 4:00 pm

4日目
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 am7:00 pm

5日目 終日クルージング — —
6日目 ウィレムスタット（キュラソー） 8:00 am 8:00 pm
7日目 オラニエスタッド（アルバ） 7:00 am 4:00 pm
8日目 終日クルージング — —

9日目
ジョージタウン 
（グランドケイマン）

10:30 am6:30 pm

10日目 終日クルージング — —
11日目 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2021年 2022年 2023年
12月8日 12月11、22日 1月2、17、28日

2月8日

カリブ海クルーズ 11日間： 
キュラソー、アルバ、ドミニカ共和国  
タンパ発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州タンパ 4:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —

3日目
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

8:00 am 4:00 pm

4日目
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 am7:00 pm

5日目
セントジョンズ 
（アンティグア）

8:00 am 5:00 pm

6日目 カストリーズ（セントルシア）8:00 am 5:00 pm
7日目 バセテール（セントキッツ） 8:00 am 5:00 pm
8日目 サンフアン（プエルトリコ） 8:00 am 4:00 pm
9～10日目 終日クルージング — —
11日目 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
1月2、29日

カリブ海クルーズ 11日間： 
ドミニカ共和国＆サンフアン 
タンパ発着

航程 寄港地 入港 出港 
火 フロリダ州タンパ 4:00 pm
水 フロリダ州キーウェスト 11:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —

金
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

7:00 am 4:00 pm

土
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 am 7:00 pm

日 セントジョンズ（アンティグア） 8:00 am 5:00 pm
月 カストリーズ（セントルシア） 8:00 am 5:00 pm
火 バセテール（セントキッツ） 8:00 am 5:00 pm
水 サンフアン（プエルトリコ） 8:00 am 4:00 pm
木～金 終日クルージング — —
土 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
1月18日

カリブ海クルーズ 11日間： 
セントジョンズ＆ドミニカ共和国 
タンパ発着

フロリダ州キーウェスト



73南カリブ海クルーズ タンパ発

航程 寄港地 入港 出港 
日 フロリダ州タンパ 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火

ジョージタウン 
（グランドケイマン）

8:00 am 5:00 pm

水 終日クルージング — —
木 オラニエスタッド（アルバ） 10:00 am9:00 pm
金 クラレンダイク（ボネール） 6:00 am 12:30 pm
土 カストリーズ（セントルシア） 12:30 pm7:00 pm
日 セントジョンズ（アンティグア） 8:00 am 5:00 pm
月～水 終日クルージング — —
木 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
4月17日

カリブ海クルーズ 11日間：アルバ、セントルシア、 
アンティグア タンパ発ニューヨーク着

航程 寄港地 入港 出港 
水 フロリダ州タンパ 4:00 pm
木～金 終日クルージング — —

土
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

7:00 am 4:00 pm

日 終日クルージング — —
月 オラニエスタッド（アルバ） 7:00 am 8:00 pm
火 ウィレムスタット（キュラソー） 7:00 am 8:00 pm
水 クラレンダイク（ボネール） 6:00 am 3:00 pm
木 終日クルージング — —

金
ジョージタウン 
（グランドケイマン）

10:30 am6:30 pm

土 終日クルージング — —
日 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
2月9日

カリブ海クルーズ 11日間： 
キュラソー＆ドミニカ共和国 
タンパ発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 フロリダ州タンパ 4:00 pm
月 終日クルージング — —

火
ジョージタウン 
（グランドケイマン）

8:00 am 5:00 pm

水 終日クルージング — —
木 オラニエスタッド（アルバ） 10:00 am 9:00 pm
金 ウィレムスタット（キュラソー）8:00 am 5:00 pm
土 クラレンダイク（ボネール） 6:00 am 12:30 pm
日 カストリーズ（セントルシア） 12:30 pm 8:00 pm
月 セントジョンズ（アンティグア） 10:00 am 6:00 pm
火 バセテール（セントキッツ） 8:00 am 5:00 pm

水
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

7:00 am 4:00 pm

木
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

正午 8:00 pm

金～土 終日クルージング — —
日 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年

  
2023年

2月27日 2月26日
11月27日

カリブ海クルーズ 14日間： 
キュラソー、アルバ、ドミニカ共和国 タンパ発着

オラニエスタッド（アルバ）



74  西カリブ海クルーズ マイアミ発

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
1日目 フロリダ州キーウェスト 7:00 am 2:00 pm
2日目 コスメル（メキシコ） 正午 8:00 pm
3日目 終日クルージング — —

4日目 
NCLのプライベートアイランド、 
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 6:00 pm 

5日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2021年

  
2022年

  
2023年

8月17日 2月25日 2月24日
3月2日 3月1日
8月16日 8月22日
11月13日 11月5日

ノルウェージャン パール 
2022年
1月28日

カリブ海クルーズ 5日間：グレートスターラップ  
ケイ＆コスメル マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
金 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ジョージタウン（グランドケイマン） 8:00 am 5:00 pm
月 オーチョリオス（ジャマイカ） 8:00 am 5:00 pm
火 終日クルージング — —
水 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年
1月28日

カリブ海クルーズ 5日間：ジャマイカ＆ 
グランドケイマン マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 ハーべストケイ（ベリーズ） 10:00 am 4:00 pm
3日目 コスメル（メキシコ） 正午 8:00 pm
4日目 終日クルージング — —
5日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年

  
2022年

12月22日 1月14日
2月11日

ノルウェージャン ジョイ 
2022年

ノルウェージャン  
ブレイクアウェイ 
2022年

1月3日 4月26日
8月14日

カリブ海クルーズ 5日間：ハーベストケイ＆コスメ
ル マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 2:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 ハーべストケイ（ベリーズ） 10:00 am 5:00 pm
3日目 コスタマヤ（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
4日目 終日クルージング — —
5日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイク
アウェイ2021年

ノルウェージャン ジョイ 
2021年

5月9日 12月18日

ノルウェージャン パール 
2022年
2月2、7、12日

カリブ海クルーズ 5日間：ハーベストケイ＆ 
コスタマヤ マイアミ発着

オーチョリオス（ジャマイカ）



75

トゥルム（メキシコ）
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。

西カリブ海クルーズ マイアミ発

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目

ロアタン島、ベイ諸島、 
ホンジュラス

10:00 am 6:00 pm

3日目 ハーべストケイ（ベリーズ） 7:00 am 6:00 pm
4日目 コスタマヤ（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
5日目 コスメル（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
6日目 終日クルージング — —
7日目 フロリダ州マイアミ 6:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2021年

   
2022年

5月2、30日 6月12、26日
6月13、27日 7月10、24日
7月11、25日
8月8日

ノルウェージャン ジョイ 
2021年

  
2022年

10月30日 1月8、15、22、29日
11月6、13、20、27日 2月5、12、19、26日
12月4、11日 3月5、12、19、26日

4月2、9、16日

ノルウェージャン ブリス 
2022年

  
2023年

12月17、24、31日 1月7、14、21、28日
2月4、11、18、25日
3月4、11、18、25日
4月1日

ノルウェージャン エスケープ 
2023年
4月16、30日
5月14、28日
6月11、25日
7月9、23日
8月6日

カリブ海クルーズ 7日間： 
ハーベストケイ、コスメル、ロアタン島 
マイアミ発着



76  西カリブ海クルーズ マイアミ/ニューオリンズ発

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ルイジアナ州ニューオーリンズ 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 コスメル（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm

3日目
ロアタン島、ベイ諸島、 
ホンジュラス

8:00 am 5:00 pm

4日目 ハーべストケイ（ベリーズ） 8:00 am 5:00 pm
5日目 コスタマヤ（メキシコ） 7:00 am 2:00 pm
6日目 終日クルージング — —
7日目 ルイジアナ州ニューオーリンズ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ
2021年 2022年 2023年
11月21、28日 1月2、9、16、23、30日 1月8、15、22、29日

12月5、12、19、26日 2月6、13、20、27日 2月5、12、19、26日

3月6、13、20、27日 3月5、12、19、26日

4月3、10、17日 4月2、9日

11月20、27日

12月4、11、23日

カリブ海クルーズ 7日間： 
ハーベストケイ、コスメル、ロアタン島 
ニューオリンズ発着

ハーべストケイ（ベリーズ）

航程 寄港地 入港 出港 
日 ルイジアナ州ニューオーリンズ 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火 コスタマヤ（メキシコ） 11:00 am 7:00 pm
水 コスメル（メキシコ） 7:00 am 6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ルイジアナ州ニューオーリンズ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ
2022年
12月18日

カリブ海クルーズ 5日間：コスメル＆コスタマヤ  
ニューオリンズ発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火

ジョージタウン 
（グランドケイマン）

7:00 am 4:00 pm

水
ロアタン島、ベイ諸島、 
ホンジュラス

正午 7:00 pm

木 ハーべストケイ（ベリーズ） 7:00 am 4:00 pm
金 コスメル（メキシコ） 正午 8:00 pm
土 終日クルージング — —
日 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2021年

  
2022年

  
2023年

8月29日 8月28日 9月3、17日
9月12、26日 9月11、25日 10月1、15、29日
10月10日 10月9、23日

11月6日

ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2022年
5月1、15、29日

カリブ海クルーズ 7日間： 
ハーベストケイ、コスメル、ロアタン島 
マイアミ発着

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。



77西カリブ海クルーズ ニューオリンズ/ニューヨーク/オーランド/タンパ発

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 3:00 pm
月～火 終日クルージング — —
水 プエルト プラタ（ドミニカ共和国）10:00 am6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ウィレムスタット（キュラソー） 8:00 am 6:00 pm
土 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 6:00 pm
日 終日クルージング — —
月 コロン（パナマ） 7:00 am 8:00 pm
火 プエルトリモン（コスタリカ） 8:00 am 6:00 pm
水 終日クルージング — —

木
ジョージタウン 
（グランドケイマン）

7:00 am 4:00 pm

金 コスメル（メキシコ） 10:00 am6:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ルイジアナ州ニューオーリンズ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン  
ブレイクアウェイ2021年 2022年
11月7日 11月6日

カリブ海クルーズ 14日間：キュラソー＆アルバ 
ニューヨーク発ニューオリンズ着

航程 寄港地 入港 出港 
金 ルイジアナ州ニューオーリンズ 4:00 pm
土～日 終日クルージング — —
月

オーチョリオス 
（ジャマイカ）

7:00 am 4:00 pm

火
ジョージタウン 
（グランドケイマン）

7:00 am 4:00 pm

水
ロアタン島、ベイ諸島、 
ホンジュラス

10:00 am6:00 pm

木 ハーべストケイ（ベリーズ） 7:00 am 3:00 pm
金 コスメル（メキシコ） 11:00 am6:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ルイジアナ州ニューオーリンズ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2022年
12月30日

カリブ海クルーズ 9日間：コスメル、ロアタン島、 
ジャマイカ ニューオリンズ発着

航程 寄港地 入港 出港 

土
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

4:00 pm

日 終日クルージング — —
月 コスメル （メキシコ） 8:00 am 6:00 pm
火 コスタマヤ （メキシコ） 7:00 am 2:00 pm
水 終日クルージング — —

木
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2021年
12月18日

カリブ海クルーズ 5日間：コスメル＆コスタマヤ 
オーランド発着

航程 寄港地 入港 出港 

月
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

4:00 pm

火 終日クルージング — —
水 コスメル（メキシコ） 8:00 am 6:00 pm
木 終日クルージング — —

金
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm

土
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2022年
1月3日

カリブ海クルーズ 5日間：コスメル＆ 
グレートスターラップ ケイ オーランド発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 フロリダ州タンパ 4:00 pm
月 終日クルージング — —

火
ロアタン島、ベイ諸島、 
ホンジュラス

10:00 am 6:00 pm

水 ハーべストケイ（ベリーズ） 8:00 am 6:00 pm
木 コスタマヤ（メキシコ） 8:00 am 6:00 pm
金 コスメル（メキシコ） 8:00 am 6:00 pm
土 終日クルージング — —
日 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2021年

  
2022年

 
2023年

12月19、26日 2月20日 2月19日
3月13、20、27日3月12、19、26日
4月3、10日 4月2、9日
11月20日

カリブ海クルーズ 7日間：ハーベストケイ、 
コスメル、ロアタン島 タンパ発着

航程 寄港地 入港 出港 

土
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

4:00 pm

日 終日クルージング — —
月 コスメル（メキシコ） 8:00 am 4:00 pm

火
ジョージタウン 
（グランドケイマン）

10:00 am6:00 pm

水 オーチョリオス（ジャマイカ） 9:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —
金 

NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm 

土
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2021年

  
2022年

11月27日 1月22日
12月11日 2月5、19日

3月5、19日
4月9日

カリブ海クルーズ 7日間：グレートスターラップ  
ケイ＆コスメル オーランド発着



航程 寄港地 入港 出港 
月 アムステルダム（オランダ） 5:00 pm
火 終日クルージング — —

水
ベルリン（ロストック） 
（ドイツ）

7:00 am 9:00 pm

木 グディニャ（ポーランド） 1:00 pm 9:00 pm
金 ピオネールスキー（ロシア） 8:00 am 8:00 pm
土 クライペダ（リトアニア） 8:00 am 4:00 pm
日 タリン（エストニア） 9:00 am 6:00 pm
月 ストックホルム（スウェーデン）7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
6月13日

バルト海クルーズ 7日間：ドイツ、ロシア、エストニ
ア アムステルダム発ストックホルム着

航程 寄港地 入港 出港 
金 アムステルダム（オランダ） 6:00 pm
土 終日クルージング — —
日 コーク（コーブ）（アイルランド） 10:00 am5:00 pm
月 リバプール（英国） 8:20 am 6:40 pm
火 ダブリン（アイルランド） 3:45 am 8:05 pm
水 終日クルージング — —
木 ロンドン（ティルバリー）（英国） 7:00 am 5:00 pm
金 パリ（ルアーブル）（フランス） 10:00 am9:00 pm
土 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
10:00 am7:00 pm

日 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
5月7日
6月25日

ブリテン諸島クルーズ 9日間イギリス、アイルラン
ド、フランス アムステルダム発着
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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。

ヨーロッパ
ヨーロッパを代表するクルーズライン、NCLに乗船して客室で荷物をほどけばあ

とは楽しむだけ。目覚めるとそこはほぼ毎日新たな寄港地です。ローマのコロッ

セオでは、かつて繰り広げられた戦いに思いを馳せてみませんか。サントリーニ

島のレストランでは伝統的なギリシャ料理やワインを味わい、音楽を楽しみなが

らダンスをしたり、ゆったりと過ごしたり。エルサレムやガリラヤ、ナザレなどの

聖地を訪問できるハイファは、貴重な体験への入口です。サンクトペテルブルク

での停泊では、鮮やかな色をしたタマネギ型ドームの教会やエルミタージュ美術

館を訪れてみてはいかがでしょう？夜のロシアバレエ鑑賞も素敵です。 

サンクトペテルブルク（ロシア）



航程 寄港地 入港 出港 
0日目 アムステルダム（オランダ） 6:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 コーク（コーブ）（アイルランド） 10:00 am 5:00 pm
3日目 リバプール（英国） 8:00 am 6:00 pm

4日目
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

7:00 am 6:00 pm

5日目 終日クルージング — —
6日目 パリ（ルアーブル）（フランス） 6:00 am 5:30 pm
7日目 ロンドン（ティルバリー）（英国） 11:00 am 9:00 pm
8日目 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
9:00 am 6:00 pm

9日目 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
5月28日
6月16日

ブリテン諸島クルーズ 9日間イギリス、アイルラン
ド、フランス アムステルダム発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 アムステルダム（オランダ） 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 エジンバラ（ニューヘブン） 

（スコットランド）
7:00 am 5:00 pm

水 インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

8:00 am 6:00 pm

木
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

7:00 am 1:00 pm

金
グラスゴー（グリーノック） 
（スコットランド）

1:00 pm 9:00 pm

土
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

8:00 am 7:00 pm

日 ホーリーヘッド（ウェールズ） 
（英国）

7:00 am 7:00 pm

月 終日クルージング — —
火 ロンドン（ドーバー）（英国） 6:00 am 5:30 pm
水 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
6月6日 

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス、アイルランド、 
スコットランド アムステルダム発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 アムステルダム（オランダ） 6:00 pm
月 終日クルージング — —

火
ベルリン（ヴァーネミュンデ）
（ドイツ）

7:00 am 10:00 pm

水 終日クルージング — —
木 タリン（エストニア） 8:00 am 5:00 pm
金 サンクトペテルブルク（ロシア）7:00 am 停泊
土 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
日 ヘルシンキ（フィンランド） 7:00 am 5:00 pm
月 ストックホルム（スウェーデン）7:00 am 3:00 pm 
火 終日クルージング — —
水 コペンハーゲン（デンマーク） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
7月4日

バルト海クルーズ 10日間：ドイツ、ロシア、 
スウェーデン アムステルダム発コペンハーゲン着
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アムステルダム（オランダ）



航程 寄港地 入港 出港 
金 アムステルダム（オランダ） 5:00 pm
土 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 6:00 pm

日 終日クルージング — —
月 エジンバラ（ニューヘブン） 

（スコットランド）
7:00 am 6:00 pm 

火
オークニー諸島カークウォール
（スコットランド）

8:00 am 5:00 pm

水 ストーノウェー（英国） 8:00 am 5:00 pm

木
グラスゴー（グリーノック） 
（スコットランド）

9:00 am 6:00 pm

金
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

8:00 am 7:00 pm

土
コーク（コーブ） 
（アイルランド）

8:00 am 5:00 pm

日 チャンネル諸島ガーンジー 
（英国）

10:00 
am 

6:00 pm 

月 ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

5:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
9月3日

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランド アムステルダム発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
火 アムステルダム（オランダ） 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 エジンバラ（ニューヘブン） 

（スコットランド）
7:00 am 6:00 pm

金 インバネス（インバーゴードン）
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

土
オークニー諸島カークウォール
（スコットランド）

6:00 am 1:30 pm

日 ベルファスト（北アイルランド）12:30 pm8:00 pm
月 リバプール（英国） 8:30 am 7:00 pm
火 ダブリン（アイルランド） 4:45 am 8:30 pm

水
コーク（コーブ） 
（アイルランド）

8:00 am 5:00 pm

木 ポートランド（英国） 11:00 am8:00 pm
金 ロンドン（サウサンプトン） 

（英国）
5:00 am 

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
5月24日

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランド アムステルダム発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 アムステルダム（オランダ） 4:00 pm
1日目 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 6:00 pm

2日目 終日クルージング — —
3日目 エジンバラ（ニューヘブン） 

（スコットランド）
7:00 am 6:00 pm

4日目 インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

5日目
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

6:00 am 1:30 pm

6日目 ベルファスト（北アイルランド） 12:30 pm 8:00 pm
7日目 ダブリン（アイルランド） 7:00 am 7:00 pm
8日目 コーク（コーブ）（アイルランド） 8:00 am 5:00 pm
9日目 ポートランド（英国） 11:00 am 8:00 pm
10日目 ロンドン（サウサンプトン） 

（英国）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年

ノルウェージャン ドーン 
2022年

9月23日 9月15日
10月5日

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランド アムステルダム発ロンドン着
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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。

ロンドン（英国）



航程 寄港地 入港 出港 
金 アムステルダム（オランダ） 6:00 pm
土 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 6:00 pm

日 終日クルージング — —
月 エジンバラ（ニューヘブン） 

（スコットランド）
7:00 am 6:00 pm

火 インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm 

水
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

7:00 am 2:00 pm

木 ベルファスト（北アイルランド） 正午 8:00 pm
金 リバプール（英国） 8:00 am 5:00 pm
土 ダブリン（アイルランド） 8:00 am 4:00 pm
日 ポートランド（英国） 正午 8:00 pm
月 ロンドン（サウサンプトン） 

（英国）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
8月26日

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランド アムステルダム発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
日 アムステルダム（オランダ） 7:00 pm
月 終日クルージング — —
火 エジンバラ（ニューヘブン） 

（スコットランド）
7:00 am 5:00 pm

水 インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

8:00 am 6:00 pm 

木
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

7:00 am 1:00 pm

金 ベルファスト（北アイルランド） 正午 9:00 pm

土
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

8:00 am 6:00 pm

日 リバプール（英国） 8:00 am 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ロンドン（ティルバリー）（英国）7:00 am 5:00 pm
水 パリ（ルアーブル）（フランス） 10:00 am9:00 pm
木 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
10:00 am6:00 pm

金 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
5月16日

ブリテン諸島クルーズ 12日間：イギリス、 
アイルランド、スコットランド アムステルダム発着
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オークニー諸島カークウォール（スコットランド）

コーク（アイルランド）



82  北ヨーロッパクルーズ コペンハーゲン発

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。

タリン（エストニア）

航程 寄港地 入港 出港 
土 コペンハーゲン（デンマーク） 4:00 pm
日 終日クルージング — —
月 タリン（エストニア） 8:00 am 5:00 pm
火 サンクトペテルブルク（ロシア）7:00 am 7:00 pm
水 ヘルシンキ（フィンランド） 8:00 am 6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 キール（ドイツ） 6:00 am 6:00 pm
土 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
7月24日

バルト海クルーズ 7日間：ドイツ、ロシア、 
フィンランド、エストニア コペンハーゲン発着

航程 寄港地 入港 出港 
土 コペンハーゲン（デンマーク） 4:00 pm
日 ベルリン（ロストック）（ドイツ）7:00 am 10:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ヘルシンキ（フィンランド） 8:00 am 5:00 pm
水 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 am 6:00 pm
木 タリン（エストニア） 7:00 am 2:00 pm
金 終日クルージング — —
土 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
7月31日

バルト海クルーズ 7日間：ドイツ、ロシア、 
フィンランド、エストニア コペンハーゲン発着

航程 寄港地 入港 出港 
水 コペンハーゲン（デンマーク） 4:00 pm

木
ベルリン（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

6:30 am 9:00 pm

金 ピオネールスキー（ロシア） 3:00 pm 9:00 pm
土 クライペダ（リトアニア） 7:00 am 3:00 pm
日 ヘルシンキ（フィンランド） 11:00 am 8:00 pm
月 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 am 停泊
火 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
水 タリン（エストニア） 7:00 am 5:00 pm
木 ストックホルム（スウェーデン） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
7月20日

バルト海クルーズ 8日間：ドイツ、ロシア、 
フィンランド コペンハーゲン発ストックホルム着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 コペンハーゲン（デンマーク） 5:00 pm

1日目
ベルリン（ヴァーネミュンデ）
（ドイツ）

7:00 am 10:00 pm

2日目 終日クルージング — —
3日目 タリン（エストニア） 8:00 am 5:00 pm
4日目 サンクトペテルブルク（ロシア）7:00 am 停泊
5日目 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
6日目 ヘルシンキ（フィンランド） 7:00 am 4:00 pm
7日目 ストックホルム（ニーネスハム

ン）（スウェーデン）
7:00 am 7:00 pm

8日目 終日クルージング — —
9日目 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン  
エスケープ

ノルウェージャン  
ゲッタウェイ

2021年 2022年 2023年
5月28日 5月27日 9月2、20日
6月6、15、24日 9月3、12、30日 10月8、17日
7月3、12、21、30日 10月9日
8月8、17、26日
9月13、22日
10月1日

バルト海クルーズ 9日間：ドイツ、ロシア、 
スウェーデン、フィンランド コペンハーゲン発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 コペンハーゲン（デンマーク） 5:00 pm
1日目 ベルリン（ロストック）（ドイツ） 7:00 am 10:00 pm
2日目 終日クルージング — —
3日目 タリン（エストニア） 8:00 am 5:00 pm
4日目 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 am 停泊
5日目 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
6日目 ヘルシンキ（フィンランド） 7:00 am 4:00 pm
7日目 ストックホルム（スウェーデン） 8:00 am 4:00 pm
8日目 終日クルージング — —
9日目 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン  
エスケープ2021年

ノルウェージャン 
2022年

ゲッタウェイ 
2023年

9月4日 7月11日 5月17日
7月1日
8月24日

バルト海クルーズ 9日間：ドイツ、ロシア、 
スウェーデン、フィンランド コペンハーゲン発着
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タリン（エストニア）

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 コペンハーゲン（デンマーク） 5:00 pm

1日目
ベルリン（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

7:00 am 10:00 pm

2日目 終日クルージング — —
3日目 タリン（エストニア） 8:00 am 5:00 pm
4日目 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 am 停泊
5日目 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
6日目 ヘルシンキ（フィンランド） 7:00 am 4:00 pm
7日目 ストックホルム（スウェーデン） 7:00 am 7:00 pm
8日目 終日クルージング — —
9日目 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ
2022年 2023年
5月18日 5月8、26日
6月5、14、23日 6月4、13、22日
7月2、20日 7月10、19、28日
8月7、16、25日 8月15日

バルト海クルーズ 9日間：ドイツ、ロシア、 
スウェーデン、フィンランド コペンハーゲン発着

航程 寄港地 入港 出港 
土 コペンハーゲン（デンマーク） 4:00 pm

日
ベルリン（ロストック） 
（ドイツ）

6:30 am 9:00 pm

月 グディニャ（ポーランド） 1:00 pm 9:00 pm
火 クライペダ（リトアニア） 7:00 am 4:00 pm
水 リガ（ラトビア） 9:00 am 5:00 pm
木 ヘルシンキ（フィンランド） 10:30 am7:30 pm
金 サンクトペテルブルク（ロシア）7:00 am 停泊
土 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
日 タリン（エストニア） 7:00 am 5:00 pm
月 ストックホルム（スウェーデン）7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
7月2日

バルト海クルーズ 9日間：ロシア、ポーランド、 
フィンランド コペンハーゲン発ストックホルム着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 コペンハーゲン（デンマーク） 5:00 pm

1日目
ベルリン（ロストック） 
（ドイツ）

7:00 am 10:00 pm

2日目 終日クルージング — —
3日目 タリン（エストニア） 8:00 am 5:00 pm
4日目 サンクトペテルブルク（ロシア）7:00 am 停泊
5日目 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
6日目 ヘルシンキ（フィンランド） 7:00 am 4:00 pm
7日目 ストックホルム（ニーネスハム

ン）（スウェーデン）
8:00 am 4:00 pm

8日目 終日クルージング — —
9日目 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年 2023年
7月29日 8月6日
9月21日 9月11、29日

バルト海クルーズ 9日間：ドイツ、ロシア、 
スウェーデン、フィンランド コペンハーゲン発着
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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。

コペンハーゲン（デンマーク）

航程 寄港地 入港 出港 
日 コペンハーゲン（デンマーク） 4:00 pm
月 オーフス（デンマーク） 8:00 am 4:00 pm
火 グディニャ（ポーランド） 1:00 pm 10:30 pm
水 クライペダ（リトアニア） 7:00 am 4:00 pm
木 リガ（ラトビア） 9:00 am 5:00 pm
金 ヘルシンキ（フィンランド） 10:30 am 7:30 pm
土 サンクトペテルブルク（ロシア）7:00 am 停泊
日 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
月 タリン（エストニア） 7:00 am 5:00 pm
火 ストックホルム（スウェーデン）7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
8月7日

バルト海クルーズ 9日間：ロシア、ポーランド、 
フィンランド コペンハーゲン発ストックホルム着 

航程 寄港地 入港 出港 
土 コペンハーゲン（デンマーク） 4:00 pm
日 ベルリン（ロストック）（ドイツ） 6:30 am 9:30 pm
月 グディニャ（ポーランド） 1:00 pm 9:00 pm
火 終日クルージング — —
水 コトカ（フィンランド） 8:00 am 6:00 pm
木 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 am 停泊
金 サンクトペテルブルク（ロシア） 6:00 pm
土 タリン（エストニア） 8:00 am 5:00 pm
日 リガ（ラトビア） 9:00 am 6:00 pm
月 ヴィスビュー（スウェーデン） 9:00 am 5:00 pm
火 ストックホルム（スウェーデン） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
8月14日

バルト海クルーズ 10日間：ドイツ、ロシア、 
スウェーデン コペンハーゲン発ストックホルム着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 コペンハーゲン（デンマーク） 4:00 pm

1日目
ベルリン（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

6:00 am 9:00 pm

2日目 ヨーテボリ（スウェーデン） 10:00 am5:00 pm
3日目 オスロ（ノルウェー） 8:00 am 8:00 pm
4日目 終日クルージング — —
5日目 エジンバラ（ニューヘブン） 

（スコットランド）
7:00 am 6:00 pm

6日目 終日クルージング — —
7日目 アムステルダム（オランダ） 8:00 am 4:00 pm
8日目 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 5:00 pm

9日目 パリ（ルアーブル）（フランス） 7:00 am 7:00 pm
10日目 ロンドン（サウサンプトン）

（イギリス）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年 2022年
9月23日 9月26日

ヨーロッパクルーズ 10 日間：フランス、ドイツ、 
ノルウェー コペンハーゲン発ロンドン着
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航程 寄港地 入港 出港 
0日目 コペンハーゲン（デンマーク） 4:00 pm

1日目
ベルリン（ヴァーネミュンデ）
（ドイツ）

6:00 am 9:00 pm

2日目 終日クルージング — —
3日目 アムステルダム（オランダ） 10:00 am8:00 pm
4日目 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 5:00 pm

5日目 パリ（ルアーブル）（フランス） 6:00 am 11:00 pm
6日目 終日クルージング — —
7日目 ベルファスト（北アイルランド）7:00 am 6:00 pm
8日目 ダブリン（アイルランド） 3:00 am 6:00 pm
9日目 終日クルージング — —
10日目 ロンドン（サウサンプトン） 

（英国）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年

  
2023年

10月18日 10月26日

ヨーロッパクルーズ 10 日間：フランス、 
アイルランド、ドイツ コペンハーゲン発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
日 コペンハーゲン（デンマーク） 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 タリン（エストニア） 8:00 am 5:00 pm
水 サンクトペテルブルク（ロシア）7:00 am 停泊
木 サンクトペテルブルク（ロシア） 6:00 pm
金 終日クルージング — —

土
ベルリン（ヴァーネミュンデ）
（ドイツ）

8:00 am 10:00 pm

日 オーフス（デンマーク） 8:00 am 6:00 pm
月 オスロ（ノルウェー） 8:00 am 6:00 pm
火 終日クルージング — —
水 ブリュッセル/ブルージュ（ゼー

ブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 5:00 pm

木 パリ（ルアーブル）（フランス） 7:00 am 10:30 pm
金 ロンドン（サウサンプトン）

（イギリス）
6:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2021年
10月10日

バルト海クルーズ 12日間：フランス、ドイツ、 
ノルウェー コペンハーゲン発ロンドン着

パリ、フランス



86  北ヨーロッパクルーズ ロンドン発

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 

金
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

5:00 pm

土 終日クルージング — —

日
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

7:00 am 6:00 pm

月 リバプール（英国） 8:00 am 6:00 pm

火
グラスゴー（グリーノック） 
（スコットランド）

7:00 am 3:00 pm

水
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

1:30 pm 9:00 pm

木
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

8:00 am 6:00 pm

金
エジンバラ（ニューヘブン）、 
（スコットランド）

8:00 am 4:00 pm

土 終日クルージング — —

日
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
5月14日

ブリテン諸島クルーズ 9日間イギリス、 
アイルランド、スコットランド ロンドン発着

航程 寄港地 入港 出港 
月 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm

火 ポートランド（英国） 6:00 am 5:00 pm
水 コーク（コーブ）（アイルランド）10:00 am7:00 pm

木
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

7:00 am 7:00 pm

金 リバプール（英国） 7:00 am 5:00 pm
土 ストーノウェー（英国） 1:00 pm 8:00 pm

日
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

2:00 pm 10:00 pm

月
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

火
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

水 終日クルージング — —
木 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
9月13日

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランドクルーズ ロンドン発アムステルダム着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm

1日目 ブリュッセル/ブルージュ 
（ゼーブルージュ）（ベルギー）

8:00 am 5:00 pm

2日目 パリ（ルアーブル）（フランス） 7:00 am 8:00 pm
3日目 終日クルージング — —

4日目
ボルドー（ルヴェルドン） 
（フランス）

10:00 am 9:00 pm

5日目 ビルバオ（スペイン） 9:00 am 7:00 pm
6日目 ラ コルーニャ（スペイン） 11:00 am 5:00 pm
7日目 ポルト（ポルトガル） 8:00 am 6:00 pm
8日目 終日クルージング — —
9日目 チャンネル諸島ガーンジー 

（英国）
正午 6:00 pm

10日目
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年

  
2022年

10月14日 10月6、16日

ヨーロッパクルーズ 10 日間： 
フランス、スペイン、ポルトガル、ベルギー 
ロンドン発着

航程 寄港地 入港 出港 

金
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

7:00 pm

土 パリ（ルアーブル）（フランス） 6:00 am 8:00 pm
日 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
9:00 am 8:00 pm

月 ロッテルダム（オランダ） 8:00 am 6:00 pm
火 終日クルージング — —
水 オスロ（ノルウェー） 8:00 am 8:00 pm
木 コペンハーゲン（デンマーク） 正午 停泊
金 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2021年
5月21日

ヨーロッパクルーズ 7日間：フランス、オランダ、 
ノルウェー ロンドン発コペンハーゲン着

航程 寄港地 入港 出港 

土
ロンドン（サウサンプトン）（英
国）

5:00 pm

日 パリ（ルアーブル）（フランス） 6:00 am 8:00 pm
月 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
9:00 am 8:00 pm

火 アムステルダム（オランダ） 8:00 am 6:00 pm
水 終日クルージング — —
木 オスロ（ノルウェー） 8:00 am 5:00 pm
金 オーフス（デンマーク） 10:00 am 7:00 pm

土
ベルリン（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

6:30 am 9:30 pm

日 キール（ドイツ） 6:00 am 6:00 pm
月 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2023年
4月29日

ヨーロッパクルーズ 9日間：フランス、ドイツ、 
ノルウェー ロンドン発コペンハーゲン着

ロンドン（英国）
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航程 寄港地 入港 出港 

日
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

5:00 pm

月 終日クルージング — —

火
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

水
インバネス（インバーゴードン）
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

木 シェトランド諸島ラーウィック 
（スコットランド）

10:00 am 7:00 pm

金 ベルゲン（ノルウェー） 10:00 am 7:00 pm
土 オーレスン（ノルウェー） 8:00 am 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 9:00 pm

火
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 6:00 pm

水 レイキャビク（アイスランド） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
5月22日

アイスランドクルーズ 10日間：ノルウェー＆ 
スコットランドロンドン発レイキャビク着

航程 寄港地 入港 出港 

土
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

5:00 pm

日 ポートランド（英国） 7:00 am 5:00 pm

月
コーク（リンガスキディ） 
（アイルランド）

11:00 am 7:00 pm

火 ダブリン（アイルランド） 7:00 am 7:00 pm
水 リバプール（英国） 6:30 am 8:30 pm
木 ベルファスト（北アイルランド）7:00 am 3:00 pm

金
オークニー諸島カークウォール
（スコットランド）

1:30 pm 8:30 pm

土
インバネス（インバーゴードン）
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

日
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

月 終日クルージング — —
火 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
5月14日

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランドクルーズロンドン発アムステルダム着

航程 寄港地 入港 出港 

日
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

4:00 pm

月 パリ（ルアーブル）（フランス） 6:30 am 7:30 pm
火 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
9:00 am 8:00 pm

水 アムステルダム（オランダ） 8:00 am 6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 オスロ（ノルウェー） 8:00 am 6:00 pm
土 オーフス（デンマーク） 10:00 am 7:00 pm

日
ベルリン（ヴァーネミュンデ）
（ドイツ）

6:30 am 9:30 pm

月 キール（ドイツ） 6:00 am 6:00 pm
火 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am 停泊
水 コペンハーゲン（デンマーク） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年
5月8日

ヨーロッパクルーズ 10 日間：フランス、ドイツ、 
ノルウェー ロンドン発コペンハーゲン着
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コーク（アイルランド）

航程 寄港地 入港 出港 
月 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm

火 ポートランド（英国） 7:00 am 5:00 pm
水 コーク（コーブ）（アイルランド） 11:00 am 7:00 pm

木
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

7:00 am 7:00 pm

金 ベルファスト（北アイルランド） 7:00 am 3:00 pm

土
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

1:30 pm 8:30 pm

日
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

月
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

火 終日クルージング — —
水 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 6:00 pm

木 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
9月5日

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランドクルーズ ロンドン発アムステルダム着

航程 寄港地 入港 出港 
金 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
土 パリ（ルアーブル）（フランス） 7:00 am 7:00 pm
日 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 5:00 pm

月 アムステルダム（オランダ） 8:00 am 4:00 pm
火 ハンブルク（ドイツ） 正午 11:00 pm
水 終日クルージング — —
木 オスロ（ノルウェー） 10:00 am10:00 pm
金 ヨーテボリ（スウェーデン） 8:00 am 4:00 pm

土
ベルリン（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

6:30 am 9:30 pm

日 キール（ドイツ） 6:00 am 6:00 pm
月 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
9月16日

ヨーロッパクルーズ 10 日間：フランス、ドイツ、 
ノルウェー ロンドン発コペンハーゲン着

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23ページをご覧ください。

航程 寄港地 入港 出港 
金 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm

土 ポートランド（英国） 7:00 am 5:00 pm
日 コーク（コーブ）（アイルランド） 11:00 am7:00 pm
月 リバプール（英国） 9:00 am 8:00 pm

火
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

7:00 am 7:00 pm

水 ベルファスト（北アイルランド） 7:00 am 3:00 pm

木
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

1:30 pm 8:30 pm

金
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

10:00 am9:00 pm

土 ニューカッスル（タイン）（英国） 8:00 am 6:00 pm
日 終日クルージング — —
月 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
6月3日

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランドクルーズ ロンドン発アムステルダム着
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ローマ（イタリア）

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 
水 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ポルト（ポルトガル） 9:00 am 6:00 pm
土 リスボン（ポルトガル） 7:00 am 3:00 pm
日 セビリア（カディス）（スペイン） 9:00 am 7:00 pm
月 グラナダ（マラガ）（スペイン） 6:00 am 6:00 pm
火 カルタヘナ（スペイン） 8:00 am 3:00 pm
水 バルセロナ（スペイン） 7:00 am 6:00 pm
木 カンヌ（フランス） 10:00 am 7:00 pm

金
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

6:30 am 6:30 pm

土
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
10月26日

ヨーロッパクルーズ 10 日間：イタリア、フランス、 
スペイン、ポルトガル ロンドン発ローマ着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
月 ポートランド（英国） 7:00 am 5:00 pm
火 コーク（コーブ）（アイルランド） 11:00 am7:00 pm
水 ダブリン（アイルランド） 正午 9:15 pm
木 ベルファスト（北アイルランド） 7:00 am 3:00 pm

金
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

1:30 pm 8:30 pm

土
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

日
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

月 終日クルージング — —
火 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 6:00 pm

水 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
9月25日

ブリテン諸島クルーズ 10日間：イギリス＆アイルラ
ンドクルーズ ロンドン発アムステルダム着

航程 寄港地 入港 出港 
土 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 ラ コルーニャ（スペイン） 8:00 am 6:00 pm
火 ポルト（ポルトガル） 8:00 am 6:00 pm
水 リスボン（ポルトガル） 7:00 am 3:00 pm
木 セビリア（カディス）（スペイン）9:00 am 7:00 pm
金 グラナダ（マラガ）（スペイン） 6:00 am 5:00 pm
土 アリカンテ（スペイン） 9:00 am 5:00 pm
日 バルセロナ（スペイン） 7:00 am 5:00 pm
月 モンテカルロ（モナコ） 10:00 am6:00 pm

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
10月15日

ヨーロッパクルーズ 10 日間：スペイン、ポルトガ
ル、モナコ ロンドン発ローマ着
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セビリア（スペイン）

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23ページをご覧ください。

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
月 終日クルージング — —

火
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

水
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

木 スタバンゲル（ノルウェー） 正午 7:00 pm
金 オーレスン（ノルウェー） 10:00 am7:00 pm
土 ヘルシルト（ノルウェー）

ガイランゲル（ノルウェー）
8:00 am
11:00 am

9:00 am
5:00 pm

日 終日クルージング — —

月
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

6:00 am 4:00 pm

火
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

10:00 am6:30 pm

水 レイキャビク（アイスランド） 9:00 am 停泊
木 レイキャビク（アイスランド） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
7月18日

アイスランドクルーズ 11日間：ノルウェー＆ 
スコットランドロンドン発レイキャビク着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm

月 終日クルージング — —

火
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

水
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

木 ベルゲン（ノルウェー） 2:00 pm 10:00 pm
金 ヘルシルト（ノルウェー） 

ガイランゲル（ノルウェー）
11:00 am 
2:00 pm

正午
9:00 pm

土 オーレスン（ノルウェー） 7:00 am 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 9:00 pm

火
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 6:00 pm

水 レイキャビク（アイスランド） 6:00 am 停泊
木 レイキャビク（アイスランド） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
6月27日 

アイスランドクルーズ 11日間：ノルウェー＆ 
スコットランドロンドン発レイキャビク着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
月 終日クルージング — —

火
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

水
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

木 ベルゲン（ノルウェー） 2:00 pm 10:00 pm
金 オーレスン（ノルウェー） 10:00 am 7:00 pm
土 ヘルシルト（ノルウェー）

ガイランゲル（ノルウェー）
8:00 am 
11:00 am

9:00 am 
5:00 pm

日 終日クルージング — —

月
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

6:00 am 4:00 pm

火
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

10:00 am 6:30 pm

水 レイキャビク（アイスランド） 6:00 am 停泊
木 レイキャビク（アイスランド） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
6月6日 
8月8日

アイスランドクルーズ 11日間：ノルウェー＆ 
スコットランドロンドン発レイキャビク着 



航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン） 

（英国）
5:00 pm 

月 パリ（ルアーブル）（フランス） 7:00 am 7:00 pm
火 ブリュッセル/ブルージュ+  

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 5:00 pm

水 アムステルダム（オランダ） 8:00 am 4:00 pm
木 終日クルージング — —

金
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

土 終日クルージング — —
日 オスロ（ノルウェー） 10:00 am 10:00 pm
月 ヨーテボリ（スウェーデン） 8:00 am 4:00 pm

火
ベルリン（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

6:30 am 9:30 pm

水 キール（ドイツ） 6:00 am 6:00 pm
木 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
9月12日

ヨーロッパクルーズ 11日間：フランス、ドイツ、 
ノルウェー ロンドン発コペンハーゲン着

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。
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航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
月 パリ（ルアーブル）（フランス） 7:00 am 8:00 pm
火 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
9:00 am 5:00 pm

水 アムステルダム（アイモイデン）
（オランダ）

8:00 am 5:00 pm

木
ニューカッスル（タイン） 
（英国）

9:00 am 6:00 pm

金 エジンバラ（サウスクイーンズ 
フェリー）（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

土
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

8:00 am 6:00 pm

日
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

7:00 am 2:00 pm

月 ベルファスト（北アイルランド） 正午 11:00 pm
火 ダブリン（アイルランド） 7:15 am 7:00 pm
水 終日クルージング — —

木 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
10月3日

ヨーロッパクルーズ 11日間：フランス、ベルギー、 
オランダ ロンドン発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm 
月 パリ（ルアーブル）（フランス） 7:00 am 7:00 pm
火 ブリュッセル/ブルージュ+  

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 5:00 pm

水 アムステルダム（オランダ） 8:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ベルファスト（北アイルランド） 正午 7:30 pm
土 ダブリン（アイルランド） 7:00 am 6:00 pm
日 コーク（コーブ）（アイルランド） 8:00 am 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ラ コルーニャ（スペイン） 7:00 am 6:00 pm
水 ポルト（ポルトガル） 8:00 am 6:00 pm
木 リスボン（ポルトガル） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
10月24日

ヨーロッパクルーズ 11日間：フランス、スペイン、 
アイルランド、ポルトガル ロンドン発リスボン着

航程 寄港地 入港 出港 
金 ロンドン（サウサンプトン） 

（英国）
5:00 pm

土 ブレスト（フランス） 正午 8:00 pm
日 終日クルージング — —
月 リスボン（ポルトガル） 8:00 am 5:00 pm
火 セビリア（カディス）（スペイン） 11:00 am 8:00 pm
水 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 6:00 pm
木 アリカンテ（スペイン） 9:00 am 6:00 pm

金
バルセロナ（タラゴナ） 
（スペイン）

7:00 am 4:00 pm

土 カンヌ（フランス） 9:00 am 6:00 pm

日
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

6:00 am 6:00 pm

月 ナポリ（イタリア） 10:00 am 7:00 pm

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2021年
10月22日

ヨーロッパクルーズ 11日間：イタリア、フランス、 
スペイン、ポルトガル ロンドン発ローマ着



グラナダ（スペイン）イーサフィヨルズル（アイスランド）
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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23ページをご覧ください。

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm 
月 終日クルージング — —

火
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

水
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

木 シェトランド諸島ラーウィック 
（スコットランド）

7:00 am 4:00 pm

金 スタバンゲル（ノルウェー） 10:00 am 5:00 pm
土 オーレスン（ノルウェー） 8:00 am 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 9:00 pm

火
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 6:00 pm

水 レイキャビク（アイスランド） 6:00 am 停泊
木 レイキャビク（アイスランド） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
8月14日

アイスランドクルーズ 11日間：ノルウェー＆ 
スコットランドロンドン発レイキャビク着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
月 終日クルージング — —

火
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

水
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

木 シェトランド諸島ラーウィック 
（スコットランド）

10:00 am 7:00 pm

金 ベルゲン（ノルウェー） 10:00 am 7:00 pm
土 オーレスン（ノルウェー） 8:00 am 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 9:00 pm

火
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 6:00 pm

水 レイキャビク（アイスランド） 6:00 am 停泊
木 レイキャビク（アイスランド） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
7月3日

アイスランドクルーズ 11日間：ノルウェー＆ 
スコットランドロンドン発レイキャビク着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm 
月 終日クルージング — —

火
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

水
インバネス（インバーゴードン） 
（スコットランド）

7:00 am 5:00 pm

木 シェトランド諸島ラーウィック 
（スコットランド）

10:00 am 7:00 pm

金 ベルゲン（ノルウェー） 10:00 am 7:00 pm
土 オーレスン（ノルウェー） 8:00 am 5:00 pm
日 終日クルージング — —

月
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 9:00 pm

火 アークレイリ（アイスランド） 10:00 am 9:00 pm

水
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 6:00 pm

木 レイキャビク（アイスランド） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
6月12日

アイスランドクルーズ 11日間：ノルウェー＆ 
スコットランドロンドン発レイキャビク着



グラナダ（スペイン）
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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 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ハウゲスン（ノルウェー） 10:00 am6:00 pm
水 オーレスン（ノルウェー） 10:00 am7:00 pm
木 終日クルージング — —
金 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 5:00 pm
土 レイキャビク（アイスランド） 正午 停泊
日 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ベルファスト（北アイルランド） 正午 9:00 pm
水 ダブリン（アイルランド） 7:00 am 4:00 pm
木 ポートランド（英国） 正午 6:00 pm

金
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
9月4日

アイスランドクルーズ 12日間：レイキャビク、 
ダブリン、ベルファスト ロンドン発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm

月 ブリュッセル/ブルージュ 
（ゼーブルージュ）（ベルギー）

8:00 am 5:00 pm

火 アムステルダム（オランダ） 7:00 am 5:00 pm
水～木 終日クルージング — —
金 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 2:00 pm
土 レイキャビク（アイスランド） 正午 停泊
日 レイキャビク（アイスランド） 3:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ベルファスト（北アイルランド） 正午 7:30 pm

水
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

7:00 am 6:00 pm

木 終日クルージング — —

金
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
5月2日

アイスランドクルーズ 12日間：レイキャビク、 
ベルファスト、アムステルダム ロンドン発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm

月 終日クルージング — —
火 ヒホン（スペイン） 8:00 am 4:00 pm
水 ビーゴ（スペイン） 9:30 am 4:30 pm
木 リスボン（ポルトガル） 7:00 am 3:00 pm
金 セビリア（カディス）（スペイン） 9:00 am 7:00 pm
土 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 6:00 pm
日 カルタヘナ（スペイン） 8:00 am 4:00 pm
月 バルセロナ（スペイン） 8:00 am 6:00 pm

火
プロヴァンス（マルセイユ） 
（フランス）

7:00 am 5:00 pm

水
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

8:00 am 8:00 pm

木 ナポリ（イタリア） 正午 8:00 pm

金
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
10月3日

ヨーロッパクルーズ 12 日間：イタリア、フランス、 
スペイン、ポルトガル ロンドン発ローマ着
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航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
月 終日クルージング — —

火
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 4:00 pm

水 スタバンゲル（ノルウェー） 11:00 am8:00 pm
木 オーレスン（ノルウェー） 11:00 am9:00 pm
金 ヘルシルト（ノルウェー）

ガイランゲル（ノルウェー）
8:00 am
11:00 am

9:00 am
5:00 pm

土 終日クルージング — —
日 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 9:00 pm

月
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 6:00 pm

火 レイキャビク（アイスランド） 6:00 am 4:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ベルファスト（北アイルランド） 正午 9:00 pm
金 ダブリン（アイルランド） 7:00 am 5:00 pm
土 ポートランド（英国） 1:00 pm 7:00 pm

日 ロンドン（サウサンプトン）（英国）5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
5月23日

アイスランドクルーズ 14日間：レイキャビク、 
ダブリン、ベルファスト ロンドン発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
月 終日クルージング — —

火
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 4:00 pm

水 スタバンゲル（ノルウェー） 11:00 am 8:00 pm
木 オーレスン（ノルウェー） 11:00 am 9:00 pm
金 ヘルシルト（ノルウェー）

ガイランゲル（ノルウェー）
8:00 am
11:00 am

9:00 am
5:00 pm

土 終日クルージング — —

日
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

6:00 am 4:00 pm

月
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

10:00 am 6:30 pm

火 レイキャビク（アイスランド） 6:00 am 4:00 pm
水 終日クルージング — —

木
グラスゴー（グリーノック） 
（スコットランド）

11:00 am 8:00 pm

金 ダブリン（アイルランド） 7:00 am 4:00 pm
土 ポートランド（英国） 1:00 pm 6:00 pm
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国）5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
8月29日

アイスランドクルーズ 14日間：レイキャビク＆ 
ダブリン ロンドン発着

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23ページをご覧ください。

マヨルカ島パルマ（スペイン）

航程 寄港地 入港 出港 
月 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 pm
火 パリ（ルアーブル）（フランス） 6:00 am 8:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ビーゴ（スペイン） 8:00 am 5:00 pm
金 リスボン（ポルトガル） 8:00 am 5:00 pm

土
セビリア（カディス） 
（スペイン）

11:00 am 8:00 pm

日 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 5:00 pm
月 カルタヘナ（スペイン） 8:00 am 5:00 pm
火 マヨルカ島パルマ（スペイン） 8:00 am 7:00 pm
水 バルセロナ（スペイン） 7:00 am 6:00 pm
木 ヴィルフランシュ（フランス） 10:00 am 7:00 pm

金
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

6:30 am 6:30 pm

土 ナポリ（イタリア） 11:30 am 7:30 pm

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年
11月14日

ヨーロッパクルーズ 13日間：イタリア、フランス、 
スペイン、ポルトガル ロンドン発ローマ着
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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 
木 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm

金
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 7:00 pm

土 アークレイリ（アイスランド） 7:00 am 3:00 pm
日 終日クルージング — —
月 ガイランゲル（ノルウェー）

ヘルシルト（ノルウェー）
7:00 am
6:00 pm

5:00 pm
8:00 pm

火 オーレスン（ノルウェー） 7:00 am 4:00 pm
水 ベルゲン（ノルウェー） 8:00 am 5:00 pm

木
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

11:00 am 6:00 pm

金
エジンバラ（ニューヘブン） 
（スコットランド）

8:00 am 6:00 pm

土 終日クルージング — —
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国）5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
6月17日

アイスランドクルーズ 10日間：スコットランド＆ 
ノルウェーレイキャビク発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
木 レイキャビク（アイスランド） 停泊
金 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm

土
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

6:00 am 4:00 pm

日
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

10:00 am 6:00 pm

月 終日クルージング — —
火 ベルファスト（北アイルランド）正午 10:00 pm

水
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

7:00 am 8:00 pm

木 終日クルージング — —
金 パリ（ルアーブル）（フランス） 7:00 am 7:00 pm
土 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
8:00 am 5:00 pm

日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
7月29日 

アイスランドクルーズ 10日間：フランス、アイルラン
ド、ベルギー レイキャビク発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
木 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm

金
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 4:00 pm

土
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

11:00 am6:00 pm

日 終日クルージング — —
月 ガイランゲル（ノルウェー）

ヘルシルト（ノルウェー）
7:00 am
6:00 pm

5:00 pm
8:00 pm

火 モーレイ（ノルウェー） 8:00 am 4:00 pm
水 ウルヴィク（ノルウェー） 8:00 am 4:00 pm

木
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

11:00 am8:00 pm

金
エジンバラ（ニューヘブン）、 
スコットランド

9:00 am 8:00 pm

土 終日クルージング — —
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国）5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
7月8日

アイスランドクルーズ 10日間：スコットランド＆ 
ノルウェーレイキャビク発ロンドン着

ノルウェージャン スター、アークレイリ（アイスランド）
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航程 寄港地 入港 出港 
月 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm
火～水 終日クルージング — —
木 カコトック（グリーンランド） 7:00 am 6:00 pm
金 ナノルタリーク（グリーンランド） 7:00 am 6:00 pm
土～日 終日クルージング — —

月
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 5:00 pm

火 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 8:00 pm

水
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 5:00 pm

木 レイキャビク（アイスランド） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年

7月25日

アイスランド＆グリーンランドクルーズ 10日間： 
レイキャビク発着

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23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。

航程 寄港地 入港 出港 
木 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm

金
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 8:00 pm

土 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 8:00 pm

日
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

9:00 am 6:00 pm

月 終日クルージング — —
火 ベルファスト（北アイルランド） 正午 9:00 pm
水 リバプール（英国） 7:00 am 6:00 pm
木 ダブリン（アイルランド） 3:45 am 9:00 pm
金 コーク（コーブ）（アイルランド） 8:00 am 4:00 pm
土 ポートランド（英国） 9:00 am 6:00 pm
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国）5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
6月23日
8月25日

アイスランドクルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランドレイキャビク発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
木 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm

金
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 4:00 pm

土
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

11:00 am6:00 pm

日 終日クルージング — —
月 ガイランゲル（ノルウェー）

ヘルシルト（ノルウェー）
7:00 am
6:00 pm

5:00 pm
8:00 pm

火 オーレスン（ノルウェー） 7:00 am 4:00 pm
水 ベルゲン（ノルウェー） 8:00 am 5:00 pm

木
オークニー諸島カークウォール 
（スコットランド）

11:00 am6:00 pm

金 エジンバラ（サウスクイーンズ 
フェリー）（スコットランド）

8:00 am 6:00 pm

土 終日クルージング — —
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国）5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
8月19日

アイスランドクルーズ 10日間：スコットランド＆ 
ノルウェーレイキャビク発ロンドン着

ダブリン（アイルランド）
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航程 寄港地 入港 出港 
木 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm

金
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 8:00 pm

土 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 8:00 pm

日
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

9:00 am 6:00 pm

月 終日クルージング — —
火 ベルファスト（北アイルランド） 正午 9:00 pm
水 リバプール（英国） 7:00 am 6:00 pm

木
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

7:00 am 6:00 pm

金 コーク（コーブ）（アイルランド） 7:00 am 4:00 pm
土 ポートランド（英国） 9:00 am 6:00 pm
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国）5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年

8月4日

アイスランドクルーズ 10日間：イギリス＆ 
アイルランド レイキャビク発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
木 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 ヌーク（グリーンランド） 7:00 am 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 カコトック（グリーンランド） 7:00 am 6:00 pm
水 ナノルタリーク（グリーンランド）7:00 am 6:00 pm
木～金 終日クルージング — —
土 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 9:00 pm

日
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

9:00 am 7:00 pm

月 レイキャビク（アイスランド） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年

7月14日

アイスランド＆グリーンランドクルーズ 11日間： 
レイキャビク発着

カコトック（グリーンランド）

航程 寄港地 入港 出港 
水 レイキャビク（アイスランド） 4:00 pm

木
イーサフィヨルズル 
（アイスランド）

8:00 am 8:00 pm

金 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 8:00 pm

土
セイジスフィヨルズル 
（アイスランド）

9:00 am 6:00 pm

日 終日クルージング — —

月
グラスゴー（グリーノック） 
（スコットランド）

10:00 am6:00 pm

火 ベルファスト（北アイルランド） 7:00 am 6:00 pm
水 リバプール（英国） 7:00 am 6:00 pm
木 ダブリン（アイルランド） 7:00 am 6:00 pm
金 コーク（コーブ）（アイルランド）7:00 am 4:00 pm
土 ポートランド（英国） 9:00 am 6:00 pm
日 ロンドン（サウサンプトン）（英国） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
6月1日

アイスランドクルーズ 11日間：イギリス、アイルラン
ド、スコットランド レイキャビク発ロンドン着
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航程 寄港地 入港 出港 
木 ストックホルム（スウェーデン） 4:00 pm
金 ヴィスビュー（スウェーデン） 8:00 am 4:00 pm
土 ヘルシンキ（フィンランド） 9:00 am 6:00 pm
日 サンクトペテルブルク（ロシア）7:00 am 停泊
月 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
火 タリン（エストニア） 7:00 am 5:00 pm
水 クライペダ（リトアニア） 11:00 am8:00 pm
木 グディニャ（ポーランド） 7:00 am 2:00 pm

金
ベルリン（ヴァーネミュンデ）
（ドイツ）

6:00 am 9:00 pm

土 キール（ドイツ） 6:00 am 6:00 pm
日 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
7月28日

バルト海クルーズ 10日間：ドイツ、ロシア、 
スウェーデン ストックホルム発コペンハーゲン着

航程 寄港地 入港 出港 
月 ストックホルム（スウェーデン） 4:00 pm
火 ヴィスビュー（スウェーデン） 8:00 am 4:00 pm
水 ヘルシンキ（フィンランド） 9:00 am 6:00 pm
木 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 am 7:00 pm
金 タリン（エストニア） 7:00 am 5:00 pm
土 クライペダ（リトアニア） 11:00 am8:00 pm
日 グディニャ（ポーランド） 7:00 am 2:00 pm

月
ベルリン（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

6:00 am 9:00 pm

火 キール（ドイツ） 6:00 am 6:00 pm
水 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
7月11日

バルト海クルーズ 9日間：ドイツ、ロシア、 
スウェーデン ストックホルム発コペンハーゲン着

航程 寄港地 入港 出港 
火 ストックホルム 

（ニーネスハムン）（スウェーデン）
4:00 pm

水 コトカ（フィンランド） 11:00 am8:00 pm
木 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 am 停泊
金 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
土 ヘルシンキ（フィンランド） 8:00 am 4:00 pm
日 クライペダ（リトアニア） 10:00 am7:00 pm
月 グディニャ（ポーランド） 7:00 am 2:00 pm

火
ベルリン（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

6:00 am 9:00 pm

水 コペンハーゲン（デンマーク） 10:00 am6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 アムステルダム（オランダ） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
8月24日

バルト海クルーズ 10日間：ドイツ、ロシア、 
ポーランド ストックホルム発アムステルダム着

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。

ストックホルム（スウェーデン）
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航程 寄港地 入港 出港 
火 ストックホルム（スウェーデン） 4:00 pm
水 ヘルシンキ（フィンランド） 8:00 am 6:00 pm
木 サンクトペテルブルク（ロシア）7:00 am 停泊
金 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
土 タリン（エストニア） 7:00 am 5:00 pm
日 クライペダ（リトアニア） 11:00 am8:00 pm
月 グディニャ（ポーランド） 7:00 am 2:00 pm

火
ベルリン（ヴァーネミュンデ）
（ドイツ）

6:00 am 9:00 pm

水 コペンハーゲン（デンマーク） 10:00 am6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 アムステルダム（オランダ） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
8月16日

バルト海クルーズ 10日間：ドイツ、ロシア、 
ポーランド ストックホルム発アムステルダム着

航程 寄港地 入港 出港 
月 ストックホルム（スウェーデン） 4:00 pm
火 ヴィスビュー（スウェーデン） 8:00 am 5:00 pm
水 ピオネールスキー（ロシア） 7:00 am 5:00 pm
木 リガ（ラトビア） 9:00 am 6:00 pm
金 タリン（エストニア） 10:00 am 7:00 pm
土 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 am 停泊
日 サンクトペテルブルク（ロシア） 7:00 pm
月 ヘルシンキ（フィンランド） 7:00 am 5:00 pm
火 クライペダ（リトアニア） 11:00 am 8:00 pm
水 グディニャ（ポーランド） 7:00 am 2:00 pm

木
ベルリン（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

6:00 am 9:00 pm

金 キール（ドイツ） 6:00 am 6:00 pm
土 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
6月20日

バルト海クルーズ 12日間：ドイツ、ロシア、 
スウェーデン ストックホルム発コペンハーゲン着

リガ（ラトビア）



航程 寄港地 入港 出港 
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
月 クシャダス（トルコ） 6:30 am 12:30 pm
火 イスタンブール（トルコ） 7:00 am 6:00 pm
水 ヴォロス（ギリシャ） 正午 9:00 pm
木 ミコノス島（ギリシャ） 8:00 am 7:00 pm
金 ロードス島（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
土 サントリーニ島（ギリシャ） 8:00 am 9:30 pm
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2021年

ノルウェージャン ジェイ
ド2022年

  
2023年

5月23日 4月17日 5月28日
6月13日 5月15日 6月18日
7月4、25日 6月5、26日 7月9、30日
8月15日 7月17日 8月20日
9月5、26日 8月7、28日 9月10日
10月17日 9月18日 10月1日

10月9日

ギリシャ諸島クルーズ 7日間： 
サントリーニ島、ミコノス島、イスタンブール 
アテネ発着

100  地中海クルーズ アテネ発

航程 寄港地 入港 出港 
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
月 クシャダス（トルコ）

パトモス島（ギリシャ）
6:30 am
5:30 pm

12:30 pm
10:30 pm

火 終日クルージング — —
水 アシュドッド（イスラエル） 6:00 am 11:00 pm
木 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 8:00 pm
金 リマソール（キプロス） 6:30 am 2:30 pm
土 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 9:00 pm
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2021年

ノルウェージャン ジェイド 
2022年                    2023年

5月2、9、16日 4月24日 5月14日
10月24、31日 5月1、8日 6月4、25日

10月16、23、30日 7月16日
11月6日 8月6、27日

9月17日
10月8日

ギリシャ諸島クルーズ 7日間：サントリーニ島、 
パトモス島、イスラエル アテネ発着 

航程 寄港地 入港 出港 
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
月 クシャダス（トルコ）

パトモス島（ギリシャ）
6:30 am
5:00 pm

12:30 pm
10:30 pm

火 ロードス島（ギリシャ） 8:00 am 5:00 pm
水 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm

木
ケファロニア島アルゴストリ 
（ギリシャ）

10:00 am6:00 pm

金 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm
土 サントリーニ島（ギリシャ） 12:30 pm9:00 pm
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2021年

ノルウェージャン ジェイド 
2022年

5月30日 5月22、29日 
6月6、20、27日 6月12、19日
7月11、18日 7月3、10、24、31日
8月1、8、22、29日 8月14、21日
9月12、19日 9月4、11、25日
10月3、10日 10月2日

ギリシャ諸島クルーズ 7日間：サントリーニ島、 
ミコノス島、ロードス島 アテネ発着

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。

スニオン岬（ギリシャ）
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航程 寄港地 入港 出港 
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
月 クシャダス（トルコ） 6:30 am 12:30 pm
火 イスタンブール（トルコ） 7:00 am 6:00 pm
水 ヴォロス（ギリシャ） 11:00 am9:00 pm
木～金 終日クルージング — —

土
シチリア島パレルモ 
（イタリア）

8:00 am 4:00 pm

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2021年
11月7日

地中海クルーズ 7日間：ギリシャ、トルコ、イタリア  
アテネ発ローマ着

イスタンブール（トルコ）

航程 寄港地 入港 出港 
木 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
金 イスタンブール（トルコ） 2:00 pm 停泊
土 イスタンブール（トルコ） 6:00 pm
日 クシャダス（トルコ） 1:00 pm 9:00 pm
月 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 9:00 pm
火 終日クルージング — —
水 カターニア（イタリア） 8:00 am 6:00 pm
木 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

金
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 9:00 pm

土
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年
11月11日

地中海クルーズ 9日間：イタリア、ギリシャ、トルコ  
アテネ発ローマ着

航程 寄港地 入港 出港 
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
月 ロードス島（ギリシャ） 8:00 am 6:00 pm
火 ボドルム（トルコ） 8:00 am 6:00 pm
水 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 9:30 pm
木 パロス（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm

金
クレタ島イラクリオン 
（ギリシャ）

7:00 am 6:00 pm

土 サントリーニ島（ギリシャ） 8:00 am 9:30 pm
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2023年
5月21日
6月11日
7月2、23日
8月13日
9月3、24日
10月15日

ギリシャ諸島クルーズ 7日間：サントリーニ島、 
ミコノス島、ロードス島 アテネ発着
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サントリーニ島（ギリシャ）

エルサレム（イスラエル）

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
1日目 クシャダス（トルコ） 8:00 am 2:30 pm
2日目 イスタンブール（トルコ） 10:00 am6:00 pm
3日目 パトモス島（ギリシャ） 1:00 pm 9:00 pm
4日目 終日クルージング — —
5日目 アシュドッド（イスラエル） 6:00 am 11:00 pm
6日目 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 8:00 pm
7日目 リマソール（キプロス） 7:00 am 3:00 pm
8日目 ロードス島（ギリシャ） 8:00 am 4:00 pm
9日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2023年
3月3、12、21日

地中海クルーズ 9日間： 
ギリシャ、トルコ、イスラエル、キプロス 
アテネ発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
1日目 クシャダス（トルコ） 7:30 am 12:30 pm
2日目 イスタンブール（トルコ） 8:00 am 8:00 pm
3日目 コンスタンツァ（ルーマニア） 9:00 am 8:00 pm
4日目 オデッサ（ウクライナ） 9:00 am 7:00 pm
5日目 ヴァルナ（ブルガリア） 9:30 am 8:00 pm
6日目 ネセバル（ブルガリア） 6:00 am 正午
7日目 ミコノス島（ギリシャ） 2:00 pm 8:00 pm
8日目 サントリーニ島（ギリシャ） 10:00 am 9:30 pm
9日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2023年
3月30日
4月26日
5月5日

地中海クルーズ 9日間： 
ギリシャ＆トルコ アテネ発着

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23ページをご覧ください。



地中海クルーズ アテネ発 103

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 
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 6:00 pm
月 ロードス島（ギリシャ） 9:00 am 6:00 pm
火 終日クルージング — —
水 アシュドッド（イスラエル） 6:00 am 11:00 pm
木 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 8:00 pm
金 リマソール（キプロス） 6:30 am 2:30 pm
土 パトモス島（ギリシャ） 1:00 pm 9:00 pm
日 クシャダス（トルコ） 6:30 am 1:30 pm
月 イスタンブール（トルコ） 8:00 am 6:00 pm
火 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 8:00 pm
水 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
11月14日

ギリシャ諸島クルーズ 10日間：サントリーニ島、 
ロードス島、イスラエル アテネ発着

航程 寄港地 入港 出港 
水 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 6:00 pm
木 サントリーニ島（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
金 クシャダス（トルコ） 6:30 am 1:30 pm
土 終日クルージング — —
日 アシュドッド（イスラエル） 6:00 am 11:00 pm
月 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 8:00 pm
火 リマソール（キプロス） 7:00 am 3:00 pm
水 ロードス島（ギリシャ） 8:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —

金
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

7:00 am 5:00 pm

土 ナポリ（イタリア） 6:30 am 4:30 pm

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
11月24日

地中海クルーズ 11日間：イタリア、ギリシャ、トルコ 
アテネ発ローマ着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 アシュドッド（イスラエル） 6:00 am 11:00 pm
3日目 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 8:00 pm
4日目 リマソール（キプロス） 7:00 am 3:00 pm
5日目 ロードス島（ギリシャ） 8:00 am 5:00 pm
6日目 クシャダス（トルコ） 6:00 am 12:30 pm
7日目 イスタンブール（トルコ） 8:00 am 6:00 pm
8日目 ミコノス島（ギリシャ） 1:00 pm 9:00 pm
9日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2023年
4月8、17日

地中海クルーズ 9日間： 
ギリシャ、トルコ、イスラエル、キプロス 
アテネ発着
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コルフ（ギリシャ）

航程 寄港地 入港 出港 
木 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 4:00 pm
金 クシャダス（トルコ） 6:30 am 12:30 pm
土 イスタンブール（トルコ） 7:00 am 6:00 pm
日 テッサロニキ（ギリシャ） 正午 8:00 pm
月 ヴォロス（ギリシャ） 7:00 am 5:00 pm

火
クレタ島イラクリオン 
（ギリシャ）

9:00 am 4:00 pm

水 コルフ（ギリシャ） 1:30 pm 8:00 pm
木 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:30 am 2:00 pm

金
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

11:00 am7:30 pm

土 ナポリ（イタリア） 7:00 am 4:30 pm

日
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 9:00 pm

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2022年
3月3日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間：クレタ島、コルフ島、
フィレンツェ アテネ発ローマ着

航程 寄港地 入港 出港 
水 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 5:00 pm
木 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
金 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm
土 コルフ（ギリシャ） 2:00 pm 9:00 pm
日 終日クルージング — —
月 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

火
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 9:00 pm

水 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm
木 バルセロナ（スペイン） 8:00 am 6:00 pm
金 終日クルージング — —

土
セビリア（カディス） 
（スペイン）

6:00 am 4:00 pm

日 リスボン（ポルトガル） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
11月16日

ヨーロッパクルーズ 11日間：イタリア、フランス、 
ギリシャ、スペイン アテネ発リスボン着

航程 寄港地 入港 出港 
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 停泊
水 ハイファ（イスラエル） 

ポートサイド（エジプト）
 
11:30 pm

11:00 am 
停泊

木 ポートサイド（エジプト） 
スエズ運河（エジプト）

 
—

2:00 am
—

金 サファガ（エジプト） 7:00 am 停泊
土 サファガ（エジプト） 7:00 pm
日 アカバ（ヨルダン） 6:00 am 8:00 pm
月～金 終日クルージング — —
土 マスカット（オマーン） 6:00 am 2:00 pm
日 アブダビ（アラブ首長国連邦）11:00 am 8:00 pm
月 ドバイ（アラブ首長国連邦） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
11月7日

15日間：エジプト、ヨルダン、イスラエル、オマーン 
アテネ発ドバイ着

航程 寄港地 入港 出港 
月 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 pm
火 終日クルージング — —
水 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 10:00 pm
木 アシュドッド（イスラエル） 6:00 am 停泊
金 アシュドッド（イスラエル） 

ポートサイド（エジプト） 11:00 pm
正午
深夜

土 スエズ運河（エジプト） — —
日 サファガ（エジプト） 7:00 am 停泊
月 サファガ（エジプト） 7:00 pm
火 アカバ（ヨルダン） 6:00 am 8:00 pm
水～土 終日クルージング — —
日 サラーラ（オマーン） 6:00 am 8:00 pm
月 終日クルージング — —
火 マスカット（オマーン） 7:00 am 6:00 pm
水 ハサブ（オマーン） 8:00 am 5:00 pm

木 アブダビ（アラブ首長国連邦） 6:00 am 6:00 pm

金 ドバイ（アラブ首長国連邦） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
11月15日

18日間：エジプト、ヨルダン、イスラエル、オマーン 
アテネ発ドバイ着

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23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。
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航程 寄港地 入港 出港 
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 pm
月 クシャダス（トルコ） 8:00 am 5:00 pm
火 終日クルージング — —
水 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 10:00 pm
木 アシュドッド（イスラエル） 6:00 am 停泊
金 アシュドッド（イスラエル）

ポートサイド（エジプト） 11:00 pm
1:00 pm 
深夜

土 スエズ運河（エジプト） — —
日 サファガ（エジプト） 7:00 am 停泊
月 サファガ（エジプト） 7:00 pm
火 アカバ（ヨルダン） 6:00 am 8:00 pm
水～土 終日クルージング — —
日 サラーラ（オマーン） 8:00 am 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 マスカット（オマーン） 8:00 am 6:00 pm

水
フジャイラ 
（アラブ首長国連邦）

7:00 am 5:00 pm

木 アブダビ（アラブ首長国連邦）9:00 am 11:00 pm

金 ドバイ（アラブ首長国連邦） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2022年
11月13日

19日間：トルコ、エジプト、ヨルダン、イスラエル 
アテネ発ドバイ着

ドバイ（アラブ首長国連邦）



航程 寄港地 入港 出港 
水 バルセロナ（スペイン） 5:00 pm
木 モンテカルロ（モナコ） 10:00 am7:00 pm
金 ラスペツィア（イタリア） 7:00 am 8:00 pm

土
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

日 ソレント（カプリ）（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
月 カターニア（イタリア） 6:30 am 3:00 pm
火 コトル（モンテネグロ） 1:30 pm 9:30 pm
水 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 4:00 pm
木 コペル（スロベニア） 10:00 am8:00 pm
金 ベニス（イタリア） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
8月18日

地中海クルーズ 9日間：イタリア、クロアチア、モナコ 
バルセロナ発ベニス着
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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 
日 バルセロナ（スペイン） 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ナポリ（イタリア） 7:00 am 7:00 pm

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am 7:00 pm

木
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

金 カンヌ（フランス） 8:00 am 6:00 pm
土 マヨルカ島パルマ（スペイン） 1:00 pm 8:00 pm
日 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年
5月2、9、16、23、30日
6月6、13、20、27日
7月4、11、18、25日
8月1、8、15、22、29日
9月5、12、19、26日
10月3、10、17、24日

西地中海クルーズ 7日間 
バルセロナ発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 バルセロナ（スペイン） 5:00 pm
月 アジャクシオ（フランス） 10:00 am 4:00 pm
火 ナポリ（イタリア） 8:30 am 7:00 pm

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
4月17日

西地中海クルーズ 3日間  
バルセロナ発ローマ着

航程 寄港地 入港 出港 
日 バルセロナ（スペイン） 5:00 pm
月 アジャクシオ（フランス） 10:00 am4:00 pm
火 ナポリ（イタリア） 8:30 am 7:00 pm

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am 7:00 pm

木
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

金 カンヌ（フランス） 8:00 am 6:00 pm
土 マヨルカ島パルマ（スペイン） 1:00 pm 8:00 pm
日 バルセロナ（スペイン） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年

  
2023年

4月17、24日 5月7、14、21、28日
5月1、8、15、22、29日 6月4、11、18、25日
6月5、12、19、26日 7月2、9、16、23、30日
7月3、10、17、24、31日 8月6、13、20、27日
8月7、14、21、28日 9月3、10、17、24日
9月4、11、18、25日 10月1、8、15、22、29日

地中海クルーズ 7日間：イタリア、フランス、スペイン 
バルセロナ発着

コトル（モンテネグロ）
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バルセロナ（スペイン）

航程 寄港地 入港 出港 
金 バルセロナ（スペイン） 6:00 pm
土 カルタヘナ（スペイン） 10:00 am 6:00 pm
日 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 5:00 pm

月
セビリア（カディス） 
（スペイン）

7:00 am 5:00 pm

火 リスボン（ポルトガル） 10:00 am 6:00 pm
水 ポルト（ポルトガル） 8:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —

金
ボルドー（ルヴェルドン） 
（フランス）

7:00 am 7:00 pm

土 終日クルージング — —
日 ロンドン（サウサンプトン） 

（英国）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
5月13日

ヨーロッパクルーズ 9日間：フランス、スペイン、 
ポルトガル バルセロナ発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 バルセロナ（スペイン） 5:00 pm
1日目 モンテカルロ（モナコ） 10:00 am7:00 pm
2日目 ラスペツィア（イタリア） 7:00 am 8:00 pm

3日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

4日目 ソレント（カプリ）（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
5日目 カターニア（イタリア） 6:30 am 3:00 pm
6日目 コトル（モンテネグロ） 1:30 pm 9:30 pm
7日目 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 6:00 pm
8日目 スプリト（クロアチア） 7:00 am 6:00 pm
9日目 コペル（スロベニア） 8:00 am 8:00 pm
10日目 ベニス（イタリア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
7月12日
9月24日

地中海クルーズ 10日間：イタリア、クロアチア、 
モナコ バルセロナ発ベニス着
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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 バルセロナ（スペイン） 6:00 pm
1日目 モンテカルロ（モナコ） 11:00 am9:00 pm

2日目
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

3日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

4日目 ナポリ（イタリア） 7:00 am 7:00 pm

5日目
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

7:00 am 5:00 pm

6日目 コルフ（ギリシャ） 10:00 am6:00 pm
7日目 コトル（モンテネグロ） 7:00 am 7:00 pm
8日目 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 7:00 pm
9日目 スプリト（クロアチア） 7:00 am 4:00 pm
10日目 ベニス（イタリア） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
4月3、23日

地中海クルーズ 10日間：イタリア、ギリシャ、 
クロアチア バルセロナ発ベニス着

航程 寄港地 入港 出港 
金 バルセロナ（スペイン） 5:00 pm
土 モンテカルロ（モナコ） 10:00 am7:00 pm
日 ラスペツィア（イタリア） 7:00 am 8:00 pm

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

火 ソレント（カプリ）（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
水 カターニア（イタリア） 6:30 am 3:00 pm
木 コトル（モンテネグロ） 1:30 pm 9:30 pm
金 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 6:00 pm
土 スプリト（クロアチア） 7:00 am 6:00 pm
日 コペル（スロベニア） 8:00 am 8:00 pm
月 ラベンナ（イタリア） 7:00 am 8:00 pm
火 ベニス（イタリア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
6月4日 

地中海クルーズ 11日間：イタリア、クロアチア、 
モナコ バルセロナ発ベニス着

航程 寄港地 入港 出港 
日 バルセロナ（スペイン） 5:00 pm
月 カンヌ（フランス） 8:00 am 6:00 pm

火
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

木 ナポリ（イタリア） 8:00 am 6:00 pm

金
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

7:00 am 4:00 pm

土 ドゥブロヴニク（クロアチア） 正午 8:00 pm
日 コルフ（ギリシャ） 9:00 am 4:00 pm
月 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 9:00 pm
火 クシャダス（トルコ） 8:00 am 6:00 pm
水 ミコノス島（ギリシャ） 8:00 am 4:00 pm
木 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年
10月31日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間：イタリア、クロアチ
ア、トルコ バルセロナ発アテネ着

スプリト（クロアチア）
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ピサ（イタリア）

航程 寄港地 入港 出港 
木 バルセロナ（スペイン） 7:00 pm

金
プロヴァンス（マルセイユ） 
（フランス）

8:00 am 4:00 pm

土
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

月 ナポリ（イタリア） 7:00 am 7:00 pm

火
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

7:00 am 4:00 pm

水
オリンピア（カタコロン） 
（ギリシャ）

10:00 am6:00 pm

木 サントリーニ島（ギリシャ） 9:00 am 8:00 pm
金 クシャダス（トルコ） 6:30 am 12:30 pm
土 イスタンブール（トルコ） 7:00 am 6:00 pm
日 ヴォロス（ギリシャ） 11:00 am7:00 pm
月 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
11月4日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間：サントリーニ島＆ 
オリンピア バルセロナ発アテネ着

航程 寄港地 入港 出港 
日 バルセロナ（スペイン） 6:00 pm
月 カンヌ（フランス） 9:00 am 6:00 pm

火
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

6:00 am 6:00 pm

水 ナポリ（イタリア） 11:00 am 8:00 pm

木
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

7:00 am 4:00 pm

金 ドゥブロヴニク（クロアチア） 12:30 pm 7:30 pm
土 コルフ（ギリシャ） 9:00 am 3:00 pm
日 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 9:00 pm
月 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
火 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 2:00 pm
水 終日クルージング — —

木
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
10月2日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間：サントリーニ島＆ 
アテネ バルセロナ発ローマ着
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ルクソール（エジプト）

航程 寄港地 入港 出港 
日 イスタンブール（トルコ） 5:00 pm
月 ミコノス島（ギリシャ） 11:00 am9:00 pm
火 クシャダス（トルコ） 

パトモス島（ギリシャ）
6:30 am 
6:30 pm

12:30 pm 
10:30 pm

水 ロードス島（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm

木
クレタ島イラクリオン 
（ギリシャ）

7:00 am 6:00 pm

金 サントリーニ島（ギリシャ） 8:00 am 10:00 pm
土 ナフプリオン（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ）6:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
10月31日

ギリシャ諸島クルーズ 7日間：サントリーニ島、 
ミコノス島、ロードス島 イスタンブール発アテネ着

ミコノス島（ギリシャ）

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23ページをご覧ください。

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ドバイ（アラブ首長国連邦） 深夜

1日目
アブダビ（アラブ首長国連
邦）

6:00 am 4:00 pm

2日目
フジャイラ 
（アラブ首長国連邦）

8:00 am 4:00 pm

3日目 終日クルージング — —
4日目 サラーラ（オマーン） 7:30 am 8:30 pm
5～8日目 終日クルージング — —
9日目 アカバ（ヨルダン） 6:00 am 8:00 pm
10日目 サファガ（エジプト） 7:00 am 停泊
11日目 サファガ（エジプト） 8:00 pm
12～13日目 スエズ運河（エジプト） — —
14日目 アシュドッド（イスラエル） 6:00 am 深夜
15日目 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 深夜
16日目 リマソール（キプロス） 10:00 am6:00 pm
17日目 ロードス島（ギリシャ） 9:30 am 3:30 pm

18日目
アテネ（ピレウス） 
（ギリシャ）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2022年

  
2023年

2月13日 2月13日

地中海クルーズ 18日間： 
ギリシャ、エジプト、ヨルダン、イスラエル 
ドバイ発アテネ着
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航程 寄港地 入港 出港 
0日目 イスタンブール（トルコ） 5:00 pm
1日目 ミコノス島（ギリシャ） 11:00 am9:00 pm
2日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ）7:00 am 6:00 pm
3日目 パロス（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
4日目 サントリーニ島（ギリシャ） 7:00 am 10:00 pm
5日目 終日クルージング — —
6日目 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 4:00 pm
7日目 スプリト（クロアチア） 10:00 am7:00 pm
8日目 コペル（スロベニア） 8:30 am 6:30 pm
9日目 ベニス（イタリア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
5月16日
6月23日
7月31日
9月5日
10月13日

ギリシャ諸島クルーズ 9日間：サントリーニ島、 
アテネ、クロアチア イスタンブール発ベニス着

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。

航程 寄港地 入港 出港 
土 リスボン（ポルトガル） 6:00 pm
日 終日クルージング — —
月 グランカナリア島ラスパルマス

（カナリア諸島）
10:00 am7:00 pm

火 サンタ クルス デ ラ パルマ 
（カナリア諸島）

8:00 am 6:00 pm

水 サンタ クルス デ テネリフェ 
（カナリア諸島）

7:00 am 7:00 pm

木 フンシャル（マデイラ諸島） 10:00 am7:00 pm
金 終日クルージング — —
土 リスボン（ポルトガル） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
11月13、20日

ヨーロッパクルーズ 7日間：カナリア諸島＆ 
マデイラ島 リスボン発着

航程 寄港地 入港 出港 
木 リスボン（ポルトガル） 5:00 pm
金 終日クルージング — —

土
プライア ダ ヴィトーリア 
（ポルトガル）

1:00 pm 9:00 pm

日
ポンタデルガダ 
（アゾレス諸島）

8:00 am 6:00 pm

月 終日クルージング — —
火 フンシャル（マデイラ諸島） 7:00 am 4:00 pm
水 グランカナリア島ラスパルマス

（カナリア諸島）
9:00 am 7:00 pm

木 サンタ クルス デ テネリフェ 
（カナリア諸島）

7:00 am 4:00 pm

金 終日クルージング — —
土 リスボン（ポルトガル） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
11月4日

ヨーロッパクルーズ 9日間：アゾレス諸島、 
カナリア諸島、マデイラ島 リスボン発着
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航程 寄港地 入港 出港 

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 pm

木
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

金 カンヌ（フランス） 8:00 am 6:00 pm
土 マヨルカ島パルマ（スペイン） 1:00 pm 8:00 pm
日 バルセロナ（スペイン） 5:00 am 6:00 pm
月 アジャクシオ（フランス） 11:00 am6:30 pm

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
5月11日

地中海クルーズ 6日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 pm

水 ナポリ（イタリア） 6:00 am 5:00 pm

木
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 9:00 pm

金 カンヌ（フランス） 7:00 am 5:00 pm
土 マヨルカ島パルマ（スペイン） 正午 8:00 pm
日 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
9月27日

地中海クルーズ 5日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発バルセロナ着 

ローマ（イタリア）

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 

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 pm

木
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

金 カンヌ（フランス） 8:00 am 6:00 pm
土 マヨルカ島パルマ（スペイン） 1:00 pm 8:00 pm
日 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年
10月27日

地中海クルーズ 4日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発バルセロナ着
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航程 寄港地 入港 出港 

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 pm

木
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

金 カンヌ（フランス） 8:00 am 6:00 pm
土 マヨルカ島パルマ（スペイン） 1:00 pm 8:00 pm
日 バルセロナ（スペイン） 5:00 am 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ナポリ（イタリア） 7:00 am 7:00 pm

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年
5月5、12、19、26日
6月2、9、16、23、30日
7月7、14、21、28日
8月4、11、18、25日
9月1、8、15、22、29日
10月6、13、20日

西地中海クルーズ 7日間 
ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

0日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 pm

1日目
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

2日目 カンヌ（フランス） 8:00 am 6:00 pm
3日目 マヨルカ島パルマ（スペイン） 1:00 pm 8:00 pm
4日目 バルセロナ（スペイン） 6:00 am 5:00 pm
5日目 アジャクシオ（フランス） 10:00 am4:00 pm
6日目 ナポリ（イタリア） 8:30 am 7:00 pm

7日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
4月20、27日
5月4、17、24、31日
6月7、14、21、28日
7月5、12、19、26日
8月2、9、16、23、30日
9月6、13、20日

地中海クルーズ 7日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

月 終日クルージング — —
火 ドゥブロヴニク（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm
水 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 5:00 pm
木 シチリア島メッシーナ（イタリア） 8:00 am 6:00 pm
金 ナポリ（イタリア） 6:30 am 4:30 pm

土
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

8:30 am 8:30 pm

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2022年
7月10、17日

地中海クルーズ 7日間：イタリア、ギリシャ、 
クロアチア ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

月
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

6:00 am 6:00 pm

火 ナポリ（イタリア） 11:00 am8:00 pm

水
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

8:00 am 4:00 pm

木 コルフ（ギリシャ） 9:00 am 6:00 pm
金 コトル（モンテネグロ） 8:00 am 4:00 pm
土 ドゥブロヴニク（クロアチア） 6:00 am 1:30 pm
日 ベニス（イタリア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2023年
4月30日

地中海クルーズ 7日間：イタリア、ギリシャ、 
クロアチア ローマ発ベニス着

カンヌ（フランス）



114  地中海クルーズ ローマ発

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 

金
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

土
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

日 ナポリ（イタリア） 正午 10:00 pm
月 終日クルージング — —
火 サントリーニ島（ギリシャ） 正午 10:00 pm
水 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm

木
ケファロニア島アルゴストリ 
（ギリシャ）

10:00 am5:00 pm

金 コトル（モンテネグロ） 11:00 am6:00 pm
土 スプリト（クロアチア） 8:00 am 4:00 pm
日 ベニス（イタリア） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
10月15日

ギリシャ諸島クルーズ 9日間：ナポリ、ミコノス島、 
サントリーニ島 ローマ発ベニス着

航程 寄港地 入港 出港 

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

木 終日クルージング — —
金 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
土 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm
日 コルフ（ギリシャ） 1:00 pm 8:00 pm
月 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 3:00 pm

火
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

正午 7:30 pm

水 ナポリ（イタリア） 6:30 am 4:30 pm

木
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

8:30 am 8:30 pm

金
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2022年
10月12日

ギリシャ諸島クルーズ 9日間：サントリーニ島、 
アテネ、フィレンツェ ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

火 終日クルージング — —
水 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
木 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 2:00 pm
金 コルフ（ギリシャ） 正午 7:00 pm
土 バレッタ（マルタ） 1:30 pm 10:00 pm

日
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

8:00 am 6:00 pm

月 ナポリ（イタリア） 6:30 am 4:30 pm

火
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

8:30 am 8:30 pm

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2023年
8月14日

ギリシャ諸島クルーズ 9日間：サントリーニ島、 
ミコノス島、フィレンツェ ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 
月

ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

火 終日クルージング — —
水 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
木 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 2:00 pm
金 コルフ（ギリシャ） 正午 8:00 pm
土 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 2:00 pm

日
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

11:00 am7:30 pm

月 ナポリ（イタリア） 6:30 am 4:30 pm

火
フィレンツェ/ピサ（リボルノ）
（イタリア）

8:30 am 8:30 pm

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2023年
6月5日

ギリシャ諸島クルーズ 9日間：サントリーニ島、 
ミコノス島、クロアチア ローマ発着

アテネ（ギリシャ）
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航程 寄港地 入港 出港 

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

火 終日クルージング — —
水 ドゥブロヴニク（クロアチア） 8:00 am 6:00 pm
木 コトル（モンテネグロ） 7:00 am 4:00 pm
金 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm
土 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
日 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 7:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

水
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 8:00 pm

木
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
5月31日 
6月21日
7月12日
8月2、23日
9月13日
10月4、25日

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ  
10日間ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

木
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

金 カンヌ（フランス） 7:00 am 6:00 pm

土
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

6:30 am 6:30 pm

日 ナポリ（イタリア） 11:30 am 7:30 pm

月
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

7:00 am 3:00 pm

火 ドゥブロヴニク（クロアチア） 正午 7:00 pm
水 コルフ（ギリシャ） 8:30 am 4:00 pm
木 サントリーニ島（ギリシャ） 1:30 pm 9:00 pm
金 クシャダス（トルコ） 8:00 am 5:00 pm
土 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
11月4日

ギリシャ諸島クルーズ 10日間：サントリーニ島、 
ミコノス島、フィレンツェ ローマ発アテネ着

航程 寄港地 入港 出港 

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

火 終日クルージング — —
水 スプリト（クロアチア） 8:00 am 6:00 pm
木 コトル（モンテネグロ） 7:00 am 4:00 pm
金 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm
土 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
日 ミコノス島（ギリシャ） 8:00 am 6:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

水
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 8:00 pm

木
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
5月10日

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ  
10日間ローマ発着

コトル（モンテネグロ）



航程 寄港地 入港 出港 

0日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

1日目 終日クルージング — —
2日目 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
3日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
4日目 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 2:00 pm
5日目 コルフ（ギリシャ） 正午 8:00 pm
6日目 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 2:00 pm

7日目
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

11:00 am7:30 pm

8日目 ナポリ（イタリア） 6:30 am 4:30 pm

9日目
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

8:30 am 8:30 pm

10日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン  
エスケープ 
2022年

ノルウェージャン  
ブレイクアウェイ 
2023年

5月11、31日 5月16、26日
6月10、20、30日 6月25日
10月2日 7月5日

10月3、13日

ギリシャ諸島クルーズ 10日間：サントリーニ島、 
アテネ、フィレンツェ ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

0日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

1日目 終日クルージング — —
2日目 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
3日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
4日目 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 2:00 pm
5日目 コルフ（ギリシャ） 正午 7:00 pm
6日目 バレッタ（マルタ） 1:30 pm 10:00 pm

7日目
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

8:00 am 6:00 pm

8日目 ナポリ（イタリア） 6:30 am 4:30 pm

9日目
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

8:30 am 8:30 pm

10日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン  
エスケープ 
2022年

ノルウェージャン  
ブレイクアウェイ 
2023年

7月24日 7月25日
8月3、23日 8月4日
9月2、12、22日 9月3、13日

ギリシャ諸島クルーズ 10日間：サントリーニ島、 
アテネ、フィレンツェ ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

土
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

日 終日クルージング — —
月 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 9:30 pm
火 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 6:30 am 3:00 pm
水 コルフ（ギリシャ） 正午 8:00 pm
木 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 3:00 pm

金
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

正午 8:00 pm

土 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

日
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 9:00 pm

月 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン  
エスケープ 
2022年

ノルウェージャン  
ブレイクアウェイ 
2023年

5月21日 5月6日
7月15日

ギリシャ諸島クルーズ 10日間：サントリーニ島、 
アテネ、フィレンツェ ローマ発着
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メッシーナ（イタリア）

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 

土
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

日 終日クルージング — —
月 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 9:30 pm
火 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 6:30 am 3:00 pm
水 コルフ（ギリシャ） 正午 7:00 pm
木 バレッタ（マルタ） 1:30 pm 10:00 pm

金
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

11:00 am8:00 pm

土 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

日
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 9:00 pm

月 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン  
エスケープ 
2022年

ノルウェージャン  
ブレイクアウェイ 
2023年

8月13日 9月23日

ギリシャ諸島クルーズ 10日間：サントリーニ島、 
アテネ、フィレンツェ ローマ発着
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航程 寄港地 入港 出港 

木
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

金 終日クルージング — —
土 コトル（モンテネグロ） 9:00 am 7:00 pm
日 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm
月 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm
火 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
水 ミコノス島（ギリシャ） 8:00 am 6:00 pm
木 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 7:00 pm
金 終日クルージング — —
土 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

日
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 8:00 pm

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
5月20日
9月2、23日
10月14日

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ  
11日間ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

木
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

金 終日クルージング — —
土 コトル（モンテネグロ） 9:00 am 7:00 pm
日 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm
月 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm
火 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
水 ミコノス島（ギリシャ） 8:00 am 6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

土
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 8:00 pm

日 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
6月10日
7月1、22日

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ  
11日間ローマ発着

バレッタ（マルタ）
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航程 寄港地 入港 出港 

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

木 シチリア島パレルモ（イタリア）8:00 am 6:00 pm
金 バレッタ（マルタ） 9:00 am 6:00 pm
土 終日クルージング — —

日
クレタ島イラクリオン 
（ギリシャ）

8:00 am 5:00 pm

月 サントリーニ島（ギリシャ） 8:00 am 5:00 pm
火 ロードス島（ギリシャ） 8:00 am 5:00 pm
水 クシャダス（トルコ） 6:30 am 12:30 pm
木 イスタンブール（トルコ） 7:00 am 6:00 pm
金 テッサロニキ（ギリシャ） 1:00 pm 9:00 pm
土 ヴォロス（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2022年
4月6日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間：サントリーニ島、 
ロードス島、イスタンブール ローマ発アテネ着

航程 寄港地 入港 出港 

木
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

金 終日クルージング — —
土 コトル（モンテネグロ） 9:00 am 7:00 pm
日 コルチュラ（クロアチア） 7:00 am 4:00 pm
月 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm
火 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
水 ミコノス島（ギリシャ） 8:00 am 6:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

土
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 8:00 pm

日 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日 
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
8月12日

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 11日間： 
ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

火 モンテカルロ（モナコ） 8:00 am 5:00 pm
水 ラスペツィア（イタリア） 6:00 am 6:00 pm
木 ナポリ（イタリア） 11:30 am 8:30 pm

金
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

8:00 am 5:00 pm

土
ケファロニア島アルゴストリ 
（ギリシャ）

8:00 am 5:00 pm

日 サントリーニ島（ギリシャ） 10:00 am 10:00 pm
月 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 5:00 pm
火 コルフ（ギリシャ） 1:30 pm 9:30 pm
水 コトル（モンテネグロ） 9:00 am 7:00 pm
木 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:30 am 1:30 pm
金 ベニス（イタリア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2022年
5月9日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間：サントリーニ島、 
アテネ、クロアチア ローマ発ベニス着

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23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。

プロヴァンス（マルセイユ）（フランス）

航程 寄港地 入港 出港 

木
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

金
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

土 カンヌ（フランス） 7:00 am 5:00 pm

日
プロヴァンス（マルセイユ） 
（フランス）

7:00 am 5:00 pm

月 バルセロナ（スペイン） 10:00 am 8:00 pm
火 バレンシア（スペイン） 8:00 am 1:30 pm
水 グラナダ（マラガ）（スペイン） 9:00 am 9:00 pm

木
セビリア（カディス） 
（スペイン）

7:00 am 6:00 pm

金 リスボン（ポルトガル） 9:00 am 4:00 pm
土 ビーゴ（スペイン） 9:00 am 4:00 pm
日 終日クルージング — —
月 ロンドン（サウサンプトン）

（イギリス）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
10月13日

ヨーロッパクルーズ 11日間：イタリア、フランス、 
スペイン、ポルトガル ローマ発ロンドン着
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航程 寄港地 入港 出港 

0日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

1日目 終日クルージング — —
2日目 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 9:30 pm
3日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
4日目 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 2:00 pm
5日目 コルフ（ギリシャ） 12:30 pm8:30 pm
6日目 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:30 am 3:00 pm

7日目
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

正午 8:00 pm

8日目 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

9日目
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 9:00 pm

10日目 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm

11日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン  
エスケープ 
2022年

ノルウェージャン  
ブレイクアウェイ 
2023年

10月21日 6月14日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間：サントリーニ島、 
アテネ、フィレンツェ ローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

土
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

日 モンテカルロ（モナコ） 8:00 am 6:00 pm

月
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

6:00 am 6:00 pm

火 ナポリ（イタリア） 11:30 am 9:00 pm

水
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

9:00 am 6:00 pm

木 コルフ（ギリシャ） 11:30 am 8:00 pm

金
オリンピア（カタコロン） 
（ギリシャ）

8:00 am 5:00 pm

土 サントリーニ島（ギリシャ） 10:00 am 7:00 pm
日 クシャダス（トルコ） 6:30 am 12:30 pm
月 イスタンブール（トルコ） 7:00 am 6:00 pm
火 ヴォロス（ギリシャ） 正午 7:00 pm
水 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
11月5日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間：サントリーニ島、 
オリンピア、フィレンツェ ローマ発アテネ着

航程 寄港地 入港 出港 

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

木 終日クルージング — —
金 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
土 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
日 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 2:00 pm
月 コルフ（ギリシャ） 正午 7:00 pm
火 バレッタ（マルタ） 1:30 pm 10:00 pm

水
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

8:00 am 6:00 pm

木 ナポリ（イタリア） 6:30 am 4:30 pm

金
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 9:00 pm

土 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2023年
8月23日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間： 
サントリーニ島、ミコノス島、フィレンツェローマ発着

航程 寄港地 入港 出港 

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

水 終日クルージング — —

木
クレタ島イラクリオン 
（ギリシャ）

正午 8:00 pm

金 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm
土 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 8:00 am 6:00 pm
日 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm
月 コルフ（ギリシャ） 2:00 pm 9:00 pm
火 終日クルージング — —
水 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

木
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 9:00 pm

金 モンテカルロ（モナコ） 7:00 am 2:00 pm
土 バルセロナ（スペイン） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
10月25日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間：サントリーニ島＆ 
アテネ ローマ発バルセロナ着

ヴォロス（ギリシャ）



120  地中海クルーズ ベニス発

航程 寄港地 入港 出港 
日 ベニス（イタリア） 5:00 pm
月 ドゥブロヴニク（クロアチア） 11:30 am6:30 pm
火 コルフ（ギリシャ） 8:00 am 4:00 pm
水 バレッタ（マルタ） 11:00 am7:00 pm

木
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

7:00 am 6:00 pm

金 ナポリ（イタリア） 6:30 am 4:30 pm

土
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

8:30 am 8:30 pm

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2021年

ノルウェージャン ジェム 
2022年

11月14日 11月6日

地中海クルーズ 7日間：イタリア、ギリシャ、 
クロアチア ベニス発ローマ着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ベニス（イタリア） 5:00 pm
月 コトル（モンテネグロ） 2:00 pm 9:30 pm
火 コルフ（ギリシャ） 正午 8:00 pm
水 ドゥブロヴニク（クロアチア） 8:00 am 6:00 pm
木 スプリト（クロアチア） 8:00 am 6:00 pm
金 ベニス（イタリア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2022年

  
2023年

7月10日 7月9日

地中海クルーズ 5日間： 
ギリシャ、クロアチア、モンテネグロ 
ベニス発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ベニス（イタリア） 5:00 pm
月 コトル（モンテネグロ） 2:00 pm 8:00 pm
火 コルフ（ギリシャ） 10:00 am4:00 pm
水 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 10:00 pm
木 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm

金
ケファロニア島アルゴストリ 
（ギリシャ）

9:00 am 3:00 pm

土 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:30 am 1:30 pm
日 ベニス（イタリア） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン  
ドーン ノルウェージャン ジェム

2021年 2022年 2023年
5月2、9、16、23、30日 5月29日 5月7、14、28日

6月6、13、20、27日 6月5、12、19、26日 6月4、11、18、25日

7月25日 7月3、24、31日 7月2、23、30日

8月1、8、15、22、29日 8月7、14、21、28日 8月6、13、20、27日

9月5、12、19、26日 9月4、11、18、25日 9月3、10、17、24日

10月3、10、17、24、31日 10月2、9、16、23、30日 10月1、8、15、22、29日

11月7日 11月5日

ギリシャ諸島クルーズ 7日間：サントリーニ島、 
ミコノス島、クロアチア ベニス発着

ベニス（イタリア）

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。
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航程 寄港地 入港 出港 
日 ベニス（イタリア） 5:00 pm
月 バール（モンテネグロ） 2:00 pm 8:00 pm
火 コルフ（ギリシャ） 10:00 am 4:00 pm
水 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 10:00 pm
木 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm

金
ケファロニア島アルゴストリ 
（ギリシャ）

9:00 am 3:00 pm

土 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:30 am 1:30 pm
日 ベニス（イタリア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2023年
5月21日

ギリシャ諸島クルーズ 7日間：サントリーニ島、 
ミコノス島、クロアチア ベニス発着

航程 寄港地 入港 出港 
火 ベニス（イタリア） 5:00 pm
水 ドゥブロヴニク（クロアチア） 正午 7:00 pm
木 コルフ（ギリシャ） 9:00 am 4:00 pm
金 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 9:00 pm
土 クシャダス（トルコ） 

パトモス島（ギリシャ）
6:30 am 
6:30 pm

12:30 pm 
10:30 pm

日 アテネ（ピレウス）（ギリシャ）9:00 am 7:00 pm
月 ヴォロス（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm
火 イスタンブール（トルコ） 11:00 am停泊
水 イスタンブール（トルコ） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
6月15日

ギリシャ諸島クルーズ 8日間：サントリーニ島、 
アテネ、クロアチア ベニス発イスタンブール着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ベニス（イタリア） 5:00 pm
1日目 スプリト（クロアチア） 8:00 am 7:00 pm
2日目 コルチュラ（クロアチア） 7:00 am 4:00 pm
3日目 コルフ（ギリシャ） 7:30 am 4:00 pm
4日目 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 9:00 pm
5日目 クシャダス（トルコ）

パトモス島（ギリシャ）
6:30 am
6:30 pm

12:30 pm
10:30 pm

6日目 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 9:00 am 7:00 pm
7日目 ヴォロス（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm
8日目 イスタンブール（トルコ） 11:00 am停泊
9日目 イスタンブール（トルコ） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
5月7日
7月22日
8月27日
10月4日

ギリシャ諸島クルーズ 9日間：サントリーニ島、 
アテネ、クロアチア ベニス発イスタンブール着

航程 寄港地 入港 出港 
月 ベニス（イタリア） 5:00 pm
火 スプリト（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm
水 コトル（モンテネグロ） 7:00 am 5:00 pm
木 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm
金 カターニア（イタリア） 8:00 am 6:00 pm
土 ソレント（カプリ）（イタリア） 7:00 am 6:00 pm

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 6:00 pm

月 ラスペツィア（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
火 モンテカルロ（モナコ） 7:00 am 12:30 pm
水 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
8月9日

地中海クルーズ 9日間：イタリア、ギリシャ、 
クロアチア ベニス発バルセロナ着

航程 寄港地 入港 出港 
金 ベニス（イタリア） 5:00 pm
土 スプリト（クロアチア） 7:00 am 6:00 pm
日 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm
月 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm
火 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 9:00 pm
水 クシャダス（トルコ） 

パトモス島（ギリシャ）
6:30 am 
6:30 pm

12:30 pm 
10:30 pm

木 アテネ（ピレウス）（ギリシャ）9:00 am 7:00 pm
金 ヴォロス（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm
土 イスタンブール（トルコ） 11:00 am 停泊
日 イスタンブール（トルコ） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
10月22日

ギリシャ諸島クルーズ 9日間：サントリーニ島、 
アテネ、クロアチア ベニス発イスタンブール着



122  地中海クルーズ ベニス発

航程 寄港地 入港 出港 
金 ベニス（イタリア） 5:00 pm
土 スプリト（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm
日 コルチュラ（クロアチア） 7:00 am 4:00 pm
月 コトル（モンテネグロ） 7:00 am 5:00 pm
火 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm
水 カターニア（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
木 ソレント（カプリ）（イタリア） 7:00 am 6:00 pm

金
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 6:00 pm

土 ラスペツィア（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
日 モンテカルロ（モナコ） 7:00 am 12:30 pm
月 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
7月2日

地中海クルーズ 10日間：イタリア、ギリシャ、 
クロアチア ベニス発バルセロナ着

航程 寄港地 入港 出港 
木 ベニス（イタリア） 停泊
金 ベニス（イタリア） 4:00 pm
土 スプリト（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm
日 コトル（モンテネグロ） 7:00 am 5:00 pm
月 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm
火 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 10:00 pm
水 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 7:00 pm
木 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm

金
ケファロニア島アルゴストリ 
（ギリシャ）

9:00 am 3:00 pm

土 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 1:00 pm
日 ベニス（イタリア） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2021年
7月15日

ギリシャ諸島クルーズ 10日間:  
ベニス発着

航程 寄港地 入港 出港 
火 ベニス（イタリア） 5:00 pm
水 スプリト（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm
木 コトル（モンテネグロ） 7:00 am 5:00 pm
金 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm

土
ケファロニア島アルゴストリ 
（ギリシャ）

7:00 am 6:00 pm

日 カターニア（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
月 ソレント（カプリ）（イタリア） 7:00 am 6:00 pm

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 6:00 pm

水 ラスペツィア（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
木 モンテカルロ（モナコ） 7:00 am 12:30 pm
金 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
5月25日

地中海クルーズ 10日間：イタリア、ギリシャ、 
クロアチア ベニス発バルセロナ着

航程 寄港地 入港 出港 
火 ベニス（イタリア） 5:00 pm
水 スプリト（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm
木 コトル（モンテネグロ） 7:00 am 5:00 pm
金 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm
土 バレッタ（マルタ） 11:00 am7:00 pm
日 カターニア（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
月 ソレント（カプリ）（イタリア） 7:00 am 6:00 pm

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 6:00 pm

水 ラスペツィア（イタリア） 7:00 am 6:00 pm
木 モンテカルロ（モナコ） 7:00 am 12:30 pm
金 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン スピリット 
2021年
9月14日

地中海クルーズ 10日間：イタリア、ギリシャ、 
クロアチア ベニス発バルセロナ着

ノルウェージャン スター、ドゥブロヴニク、クロアチア
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 
金 ベニス（イタリア） 5:00 pm
土 コトル（モンテネグロ） 2:00 pm 8:00 pm
日 コルフ（ギリシャ） 10:00 am 4:00 pm
月 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 10:00 pm
火 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 7:00 pm
水 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm

木
ケファロニア島アルゴストリ 
（ギリシャ）

9:30 am 3:30 pm

金 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:30 am 7:00 pm
土 スプリト（クロアチア） 7:00 am 4:00 pm
日 ベニス（イタリア） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2022年

  
2023年

5月20日 7月14日
7月15日

ギリシャ諸島クルーズ 9日間：サントリーニ島、 
アテネ、クロアチア ベニス発着



地中海クルーズ ベニス発 123

航程 寄港地 入港 出港 
日 ベニス（イタリア） 5:00 pm
月 ドゥブロヴニク（クロアチア） 2:00 pm 9:00 pm
火 コトル（モンテネグロ） 8:00 am 5:00 pm
水 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm
木 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 10:00 pm
金 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ナポリ（イタリア） 8:00 am 7:00 pm

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am 7:00 pm

火
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

6:00 am 6:00 pm

水
プロヴァンス（マルセイユ） 
（フランス）

9:30 am 4:30 pm

木 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェイド 
2021年
10月24日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間： 
サントリーニ島＆アテネ ベニス発バルセロナ着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ベニス（イタリア） 5:00 pm
月 スプリト（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm
火 ドゥブロヴニク（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm
水 コルフ（ギリシャ） 8:00 am 4:00 pm
木 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 10:00 pm
金 アテネ（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 7:00 pm
土 ロードス島（ギリシャ） 10:00 am 6:00 pm
日 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm

月
ケファロニア島アルゴストリ 
（ギリシャ）

8:00 am 2:00 pm

火 コトル（モンテネグロ） 8:00 am 4:00 pm
水 ベニス（イタリア） 1:00 pm 停泊
木 ベニス（イタリア） 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2021年
7月4日

ギリシャ諸島クルーズ 11日間： 
ベニス発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ベニス（イタリア） 4:00 pm
1日目 スプリト（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm
2日目 ドゥブロヴニク（クロアチア） 8:00 am 7:00 pm
3日目 コトル（モンテネグロ） 6:00 am 5:00 pm
4日目 コルフ（ギリシャ） 8:00 am 5:00 pm

5日目
シチリア島メッシーナ 
（イタリア）

8:00 am 5:00 pm

6日目 ナポリ（イタリア） 7:00 am 7:00 pm

7日目
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

8日目
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

9日目
プロヴァンス（マルセイユ） 
（フランス）

10:30 am 4:00 pm

10日目 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
4月13日
5月3日

地中海クルーズ 10日間：イタリア、フランス、 
ギリシャ ベニス発バルセロナ着

ノルウェージャン スター、ドゥブロヴニク、クロアチア



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
金 ナウィリウィリ、カウアイ島

クルーズ ナ・パリ・コースト —
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 
2021年 2022年
5月1、8、15、22、29日 1月1、8、15、22、29日
6月5、12、19、26日 2月5、12、19、26日
7月3、10、17、24、31日 3月5、12、19、26日
8月7、14、21、28日 4月2、9、16、23日
9月4、11、18、25日
10月2、9、16、23、30日
11月6、13、20、27日
12月4、11、18、25日

ハワイ周遊クルーズ 7日間 
ホノルル発着

ハワイクルーズ ホノルル発

ヒロ/ハワイ島

ナ パリ コースト（カウアイ島）

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

ハワイクルーズ ホノルル発 125

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 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
4月30日 1月7、14、21、28日 1月6、13、20、27日

5月7、14、21、28日 2月4、11、18、25日 2月3、10、17、24日

6月4、11、18、25日 3月4、11、18、25日 3月2、9、16、23、30日

7月2、9、16、23、30日 4月1、8、15、22、29日 4月6、13、20、27日

8月6、13、20、27日 5月6、13、20、27日 5月4、11、18、25日

9月3、10、17、24日 6月3、10、17、24日 6月1、8、15、22、29日

10月1、8、15、22、29日 7月1、8、15、22、29日 7月6、13、20、27日

11月5、12、19、26日 8月5、12、19、26日 8月3、10、17、24、31日

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

10月7、14、21、28日 10月5、12、19、26日

11月4、11、18、25日 11月2、9、16、23、30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。



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 カリフォルニア州ロサンゼルス 3:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 カボサンルーカス（メキシコ） 10:00 am 8:00 pm
3日目 終日クルージング — —
4日目 エンセナーダ（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
5日目 カリフォルニア州ロサンゼルス 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2022年

ノルウェージャン ジョイ 
2023年

1月16日 1月3日
11月27日 2月7日

メキシカンリビエラクルーズ 5日間：カボ＆ 
エンセナーダ ロサンゼルス発着メキシカン 

リビエラ
ロマンス。アドベンチャー。ドラマ。メキシカンリビエラには、そのすべてがあります。

まずはボートに乗って「ランズエンド」をひと巡り。静かなビーチやドラマチックな岩

肌の織りなす複雑な景色を堪能。なかには「ロスアルコス」で知られる有名な岩も。カ

ボサンルーカスの海岸線をドライブして、眼を見張るような美しいオーシャンビューを

楽しみましょう。マサトランでは、岸壁を登るクリフダイバーの姿に息を呑むことでし

ょう。そしてアシエンダドナエングラシアでは、メキシコ随一の老舗テキーラ工場でテ

イスティングも。これこそバハの醍醐味。どこまでも続く旅をお楽しみください。

プエルトバジャルタ（メキシコ）

メキシカンリビエラクルーズ 
ロサンゼルス発126

航程 寄港地 入港 出港 
日 カリフォルニア州ロサンゼルス 4:00 pm
月～火 終日クルージング — —
水 プエルトバジャルタ（メキシコ）9:00 am 6:00 pm
木 マサトラン（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
金 カボサンルーカス（メキシコ） 7:00 am 3:00 pm
土 終日クルージング — —
日 カリフォルニア州ロサンゼルス 8:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2021年 2022年
10月31日 2月27日
11月7、14、28日 3月6、13、20日
12月5、12、19日 4月3、10日

メキシカンリビエラクルーズ 7日間：カボ＆ 
プエルトバジャルタ ロサンゼルス発着



航程 寄港地 入港 出港 
0日目 カリフォルニア州サンディエゴ 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 カボサンルーカス（メキシコ） 8:00 am 8:00 pm
3日目 終日クルージング — —
4日目 エンセナーダ（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
5日目 カリフォルニア州サンディエゴ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン  
ジュエル2021年

  
2022年

12月14日 4月17日

メキシカンリビエラクルーズ 5日間：カボ＆ 
エンセナーダ サンディエゴ発着

航程 寄港地 入港 出港 
日 カリフォルニア州ロサンゼルス 3:00 pm
月 終日クルージング — —
火 カボサンルーカス（メキシコ） 10:30 am 7:00 pm

水
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

正午 8:00 pm

木 マサトラン（メキシコ） 7:00 am 2:00 pm
金 終日クルージング — —
土 エンセナーダ（メキシコ） 正午 7:00 pm
日 カリフォルニア州ロサンゼルス 8:00 am

出発日

ノルウェージャン  
ブリス2021年 2022年

ノルウェージャン 
ジョイ 
2023年

11月21日 1月2、9日 2月12、19、26日
12月26日 2月20日 3月5、12、19、26日

3月27日 4月2、9日
10月30日
11月6、13、20日

メキシカンリビエラクルーズ 7日間：カボ＆ 
プエルトバジャルタ ロサンゼルス発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 カリフォルニア州サンディエゴ 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 カボサンルーカス（メキシコ） 10:00 am7:00 pm

3日目
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

正午 8:00 pm

4日目 マサトラン（メキシコ） 7:00 am 2:00 pm
5日目 終日クルージング — —
6日目 エンセナーダ（メキシコ） 正午 7:00 pm
7日目 カリフォルニア州サンディエゴ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2022年                         2023年
4月10日 1月7日
12月24、31日 4月2、9、16日

メキシカンリビエラクルーズ 7日間：カボ＆ 
プエルトバジャルタ サンディエゴ発着

メキシカンリビエラクルーズ ロサンゼルス発サンディエゴ着 127

航程 寄港地 入港 出港 
日 カリフォルニア州サンディエゴ 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火 カボサンルーカス（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm

水
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

10:00 am8:00 pm

木 マサトラン（メキシコ） 8:00 am 6:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 カリフォルニア州サンディエゴ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2021年                         2022年
12月19、26日 1月2日

メキシカンリビエラクルーズ 7日間：カボ＆ 
プエルトバジャルタ サンディエゴ発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 カリフォルニア州ロサンゼルス 4:00 pm
1日目 カリフォルニア州サンディエゴ 7:00 am 4:00 pm
2日目 終日クルージング — —
3日目 カボサンルーカス（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm

4日目
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

10:00 am8:00 pm

5日目 マサトラン（メキシコ） 7:00 am 2:00 pm
6日目 終日クルージング — —
7日目 エンセナーダ（メキシコ） 正午 7:00 pm
8日目 カリフォルニア州ロサンゼルス 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2022年
12月18、26日

メキシカンリビエラクルーズ 8日間：サンディエゴ＆
カボ ロサンゼルス発着

カボサンルーカス（メキシコ）



北米太平洋岸クルーズ ロサンゼルス発128

北米太平洋岸
開 放 感 を 味 わ う 太 平 洋 ク ル ー ジ ン グ。太 陽 の 光 を 浴 び 、

海 風 を 感 じ た ら 、そ こ に は ウ キ ウ キ す る 何 か が あ る は

ず 。ノ ル ウ ェ ー ジ ャ ン ク ル ー ズ ラ イ ン の 客 船 な ら な お

さ ら で す 。モ ダ ン 建 築 が 建 ち 並 ぶ サ ン フ ラ ン シ ス コ の 

ユニークな街並み、カナダの「庭園の街」ビクトリアの緑生い茂る沿

岸、目を見張るほど美しい光景があふれています。 

カリフォルニア州サンフランシスコ
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 カリフォルニア州ロサンゼルス 3:00 pm
火 終日クルージング — —

水
カリフォルニア州サンフラン
シスコ

8:00 am 7:00 pm

木 終日クルージング — —

金
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

正午 11:00 pm

土
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 アンコール 
2022年
5月2日

北米太平洋岸クルーズ 5日間：サンフランシスコ＆ 
ビクトリア ロサンゼルス発バンクーバー着

航程 寄港地 入港 出港 
日 カリフォルニア州ロサンゼルス 4:00 pm
月 エンセナーダ（メキシコ） 7:00 am 5:00 pm
火～水 終日クルージング — —

木
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

正午 8:00 pm

金
ブリティッシュコロンビア州 
バンクーバー

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2022年
4月17日

北米太平洋岸クルーズ 5日間：ビクトリア＆ 
エンセナーダ ロサンゼルス発バンクーバー着



北米太平洋岸クルーズロサンゼルス/サンディエゴ/バンクーバー発

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

深夜

火
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

9:00 am 3:00 pm

水 終日クルージング — —

木
カリフォルニア州 
サンフランシスコ

7:00 am

出発日
ノルウェージャン アンコール 
2021年
10月25日

北米太平洋岸クルーズ  
3日間バンクーバー発サンフランシスコ着

航程 寄港地 入港 出港 

日
ブリティッシュコロンビア州 
バンクーバー

深夜

月
ブリティッシュコロンビア州 
ビクトリア

7:00 am 2:00 pm

火 終日クルージング — —

水
カリフォルニア州サンフラン
シスコ

8:00 am 11:00 pm

木 終日クルージング — —
金 エンセナーダ（メキシコ） 7:00 am 5:00 pm
土 カリフォルニア州サンディエゴ 7:00 am 5:00 pm
日 カリフォルニア州ロサンゼルス 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2021年

  
2022年

10月24日 10月23日

北米太平洋沿岸クルーズ 7日間： 
サンフランシスコ＆サンディエゴ 
バンクーバー発ロサンゼルス着

航程 寄港地 入港 出港 
日 カリフォルニア州サンディエゴ 4:00 pm
月 カリフォルニア州サンタバーバラ 7:00 am 2:00 pm
火 終日クルージング — —
水 オレゴン州アストリア 11:00 am4:00 pm
木 ワシントン州シアトル 9:00 am 6:00 pm
金 終日クルージング — —
土 アラスカ州ケチカン 7:00 am 4:00 pm
日 終日クルージング — —

月
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 ジュエル 
2023年
4月23日

北米太平洋岸クルーズ 8日間：シアトル＆ 
ケチカンサンディエゴ発バンクーバー着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 カリフォルニア州ロサンゼルス 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —

2日目
カリフォルニア州 
サンフランシスコ

8:00 am 6:00 pm

3日目 終日クルージング — —

4日目
ブリティッシュコロンビア州 
バンクーバー

5:00 pm 停泊

5日目
ブリティッシュコロンビア州 
バンクーバー

8:00 am

出発日
ノルウェージャン  
ジョイ 
2023年

ノルウェージャン  
アンコール 
2023年

4月16日 5月1日

北米太平洋岸クルーズ 
5日間ロサンゼルス発バンクーバー着

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー
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パナマ運河クルーズ ロサンゼルス発130

パナマ運河
物事には2つの側面があるといいます。カリブ海と太平洋を結ぶ土木工

学の驚異的傑作、パナマ運河を渡り、運河の両側を見なければ、この壮

大な運河のことは語りつくせません。ボートに乗って太平洋岸を進み、ラ

ンズエンドで有名な岩層を眺めましょう。その反対側では、カルタヘナ

の石畳の小道を散策しながら、植民地時代に思いを馳せてはいかが？ 

さあ、ノルウェージャンクルーズラインで忘れられない船の旅へ出発です。 

サンフアンデルスル（ニカラグア）

航程 寄港地 入港 出港 
金 カリフォルニア州ロサンゼルス 3:00 pm
土 終日クルージング — —
日 カボサンルーカス（メキシコ） 10:00 am4:00 pm
月～火 終日クルージング — —
水 プエルトケツァル（グアテマラ）10:00 am4:30 pm

木
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

10:30 am7:00 pm

金 プンタレナス（プエルト  
カルデラ）（コスタリカ）

8:00 am 5:00 pm 

土 終日クルージング — —
日 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
7:00 am 10:00 

pm 
月 パナマ運河を通過 — —
火 カルタヘナ（コロンビア） 10:00 am5:00 pm
水～木 終日クルージング — —
金 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2022年
1月21日

パナマ運河クルーズ 14日間：メキシコ＆コスタリカ 
ロサンゼルス発マイアミ着

航程 寄港地 入港 出港 
土 カリフォルニア州ロサンゼルス 3:00 pm
日 終日クルージング — —
月 カボサンルーカス（メキシコ） 10:00 am7:00 pm

火
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

正午 10:00 pm

水 終日クルージング — —
木 アカプルコ（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
金 終日クルージング — —

土
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

7:00 am 4:00 pm

日
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

10:00 am7:00 pm

月 プンタレナス（プエルト  
カルデラ）（コスタリカ）

7:00 am 6:00 pm

火 終日クルージング — —
水 パナマ運河を通過 — —

木
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2022年
11月12日

パナマ運河クルーズ 12日間：カボ＆プエルトバジャ
ルタ ロサンゼルス発パナマシティ（コロン）着



パナマ運河クルーズ ロサンゼルス/マイアミ発

パナマ運河（パナマ）

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 
日 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火 プエルト プラタ 

（ドミニカ共和国）
9:00 am 4:00 pm

水 終日クルージング — —
木 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 8:00 pm
金 オラニエスタッド（アルバ） 7:00 am 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 プエルトリモン（コスタリカ） 9:00 am 5:00 pm
月 パナマ運河を通過 — —
火 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2021年
10月24日

パナマ運河クルーズ 9日間：キュラソー＆アルバ 
マイアミ発パナマシティ（フエルテアマドール）着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 カリフォルニア州ロサンゼルス 3:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 カボサンルーカス（メキシコ） 10:00 am7:00 pm

3日目
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

正午
10:00 
pm

4日目 終日クルージング — —
5日目 アカプルコ（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
6日目 終日クルージング — —

7日目
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

7:00 am 4:00 pm

8日目
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

10:00 
am

7:00 pm

9日目 プンタレナス（プエルト  
カルデラ）（コスタリカ）

8:00 am 5:00 pm

10日目 終日クルージング — —
11日目 パナマ運河を通過 — —
12日目 カルタヘナ（コロンビア） 10:00 am5:00 pm
13～14日目終日クルージング — —
15日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2022年

ノルウェージャン ジョイ 
2023年

12月2日 1月8日

パナマ運河クルーズ 15日間：メキシコ＆コスタリカ 
ロサンゼルス発マイアミ着

航程 寄港地 入港 出港 
水 カリフォルニア州ロサンゼルス 3:00 pm
木 終日クルージング — —
金 カボサンルーカス（メキシコ） 10:00 am7:00 pm

土
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

正午 10:00 pm

日～月 終日クルージング — —

火
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

6:30 am 4:00 pm

水
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

10:00 
am

7:00 pm

木 プンタレナス（プエルト  
カルデラ）（コスタリカ）

8:00 am 5:00 pm

金 終日クルージング — —
土 パナマ運河を通過 — —
日 カルタヘナ（コロンビア） 10:00 am6:00 pm
月～火 終日クルージング — —

水
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

8:00 am 5:00 pm

木 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2021年
10月6日

パナマ運河クルーズ 15日間：メキシコ＆コスタリカ 
ロサンゼルス発マイアミ着
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ハーべストケイ（ベリーズ）ハーべストケイ（ベリーズ）

マグダレナ、コロンビア

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —

2日目
ジョージタウン 
（グランドケイマン）

8:00 am 5:00 pm

3日目 オーチョリオス（ジャマイカ） 8:00 am 5:00 pm
4日目 終日クルージング — —

5日目 パナマ運河/ガトゥン湖 
（パナマ） 
コロン（パナマ）

5:00 am

5:00 pm

3:00 pm 

8:00 pm

6日目 プエルトリモン（コスタリカ） 8:00 am 4:00 pm
7日目 終日クルージング — —
8日目 ハーべストケイ（ベリーズ） 9:00 am 4:00 pm
9日目 コスメル（メキシコ） 正午 6:00 pm
10日目 終日クルージング — —
11日目 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2022年

   
2023年

11月18日 1月16日
12月10日

パナマ運河クルーズ 11日間： 
メキシコ、ジャマイカ、コスタリカ 
マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
1日目 終日クルージング — —
2日目 ジョージタウン 

（グランドケイマン）
8:00 am 5:00 pm

3日目 終日クルージング — —
4日目 カルタヘナ（コロンビア） 6:00 am 2:00 pm

5日目 パナマ運河/ガトゥン湖 
（パナマ） 
コロン（パナマ）

5:00 am

5:00 pm

3:00 pm 

8:00 pm

6日目 プエルトリモン（コスタリカ） 8:00 am 4:00 pm
7日目 終日クルージング — —
8日目 ハーべストケイ（ベリーズ） 9:00 am 4:00 pm
9日目 コスメル（メキシコ） 正午 6:00 pm
10日目 終日クルージング — —
11日目 フロリダ州マイアミ 8:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2022年

  
2023年

11月29日 1月2日

パナマ運河クルーズ 11日間： 
メキシコ、コスタリカ、ベリーズ 
マイアミ発着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 6:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —
3日目 カルタヘナ（コロンビア） 6:00 am 1:30 pm
4日目 パナマ運河/ガトゥン湖 

（パナマ） 
コロン（パナマ）

5:00 am

5:00 pm

3:00 pm 

8:00 pm
5日目 プエルトリモン（コスタリカ） 7:00 am 4:00 pm
6日目 終日クルージング — —

7日目
ロアタン島、ベイ諸島、 
ホンジュラス

8:00 am 5:00 pm

8日目 ハーべストケイ（ベリーズ） 7:30 am 6:00 pm
9日目 コスタマヤ（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
10日目 終日クルージング — —
11日目 フロリダ州マイアミ 8:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2021年
11月18日

ノルウェージャン パール 
2021年 2022年
12月23日 1月3、17日

3月3日

パナマ運河クルーズ 11日間： 
メキシコ、コスタリカ、ベリーズ 
マイアミ発着

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23ページをご覧ください。
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パナマ運河クルーズ マイアミ発

ノルウェージャン ジョイ、パナマ

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 フロリダ州マイアミ 5:00 pm
火～水 終日クルージング — —
木 カルタヘナ（コロンビア） 6:00 am 1:00 pm
金 パナマ運河を通過 — —
土 終日クルージング — —
日 プンタレナス（プエルト  

カルデラ）（コスタリカ）
7:00 am 5:00 pm

月
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

7:00 am 6:00 pm

火 アカフトラ（エルサルバドル） 9:00 am 7:00 pm

水
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

6:30 am 4:30 pm

木 ウアトゥルコ（メキシコ） 11:30 am7:30 pm
金 終日クルージング — —

土
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

7:30 am 3:30 pm

日 カボサンルーカス（メキシコ） 8:00 am 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火 カリフォルニア州サンディエゴ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2021年
11月29日

パナマ運河クルーズ 15日間：メキシコ＆コスタリカ 
マイアミ発サンディエゴ着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —
3日目 カルタヘナ（コロンビア） 6:00 am 4:00 pm
4日目 コロン（パナマ） 8:00 am 8:00 pm
5日目 パナマ運河を通過 — —
6日目 終日クルージング — —
7日目 プンタレナス（プエルト  

カルデラ）（コスタリカ）
8:00 am 5:00 pm

8日目
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

7:00 am 4:00 pm

9日目
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

10:00 
am

7:00 pm

10～11日目終日クルージング — —

12日目
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

7:00 am 3:00 pm

13日目 カボサンルーカス（メキシコ） 7:00 am 2:00 pm
14日目 終日クルージング — —
15日目 カリフォルニア州ロサンゼルス8:00 am

出発日
ノルウェージャン アンコール
2022年                    2023年

ノルウェージャン  
ジョイ2023年

4月17日 4月16日 1月23日

パナマ運河クルーズ 15日間：メキシコ＆コスタリカ 
マイアミ発ロサンゼルス着

航程 寄港地 入港 出港 
水 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
木～金 終日クルージング — —
土 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 8:00 pm
日 ウィレムスタット（キュラソー）8:00 am 8:00 pm
月 クラレンダイク（ボネール） 8:00 am 1:00 pm
火 サンタマルタ（コロンビア） 9:00 am 6:00 pm
水 カルタヘナ（コロンビア） 6:00 am 2:00 pm

木 パナマ運河/ガトゥン湖 
（パナマ） 
コロン（パナマ）

5:00 am

5:00 pm

3:00 pm
 
8:00 pm

金 プエルトリモン（コスタリカ） 8:00 am 5:00 pm
土～日 終日クルージング — —
月 フロリダ州マイアミ 8:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2022年
12月21日

パナマ運河クルーズ 12日間： 
コスタリカ、アルバ、キュラソー 
マイアミ発着
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134  パナマ運河クルーズ マイアミ/ニューヨーク発

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。

リモン（コスタリカ）

航程 寄港地 入港 出港 
金 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ファルマス（ジャマイカ） 8:00 am 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 カルタヘナ（コロンビア） 7:00 am 4:00 pm
水 コロン（パナマ） 8:00 am 8:00 pm
木 パナマ運河を通過 — —
金 終日クルージング — —
土 プンタレナス（プエルト  

カルデラ）（コスタリカ）
8:00 am 5:00 pm

日
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

7:00 am 4:00 pm

月
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

10:00 am7:00 pm

火～水 終日クルージング — —

木
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

7:00 am 3:00 pm

金 カボサンルーカス（メキシコ） 7:00 am 2:00 pm
土 終日クルージング — —
日 カリフォルニア州ロサンゼルス 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2022年
2月4日

パナマ運河クルーズ 16日間：メキシコ＆ 
ジャマイカ マイアミ発ロサンゼルス着

航程 寄港地 入港 出港 
木 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 プエルトプラタ 

（ドミニカ共和国）
10:00 
am

5:00 pm

月
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

正午 8:00 pm

火 終日クルージング — —
水 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 8:00 pm
木 オラニエスタッド（アルバ） 7:00 am 4:00 pm
金 終日クルージング — —
土 プエルトリモン（コスタリカ） 9:00 am 5:00 pm
日 パナマ運河を通過 — —
月 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2022年
2月10日

パナマ運河クルーズ 11日間：キュラソー＆アルバ  
ニューヨーク発 
パナマシティ（フエルテアマドール）着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
1～2日目 終日クルージング — —
3日目 グランドターク 

（タークス・カイコス諸島）
8:00 am 6:00 pm

4日目 プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

7:00 am 4:00 pm

5日目
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

11:00 
am

7:00 pm

6日目 終日クルージング — —
7日目 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 8:00 pm
8日目 オラニエスタッド（アルバ） 7:00 am 4:00 pm
9日目 終日クルージング — —
10日目 プエルトリモン（コスタリカ） 9:00 am 5:00 pm
11日目 パナマ運河を通過 — —
12日目 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2023年
1月2、25日

パナマ運河クルーズ 12日間：キュラソー＆アルバ  
ニューヨーク発 
パナマシティ（フエルテアマドール）着

グラナダ（ニカラグア）



135パナマ運河クルーズ オーランド/パナマシティ（コロン）発

航程 寄港地 入港 出港 

水
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

5:00 pm

木 パナマ運河/ガトゥン湖 
（パナマ）

5:00 am 7:00 pm 

金 プエルトリモン（コスタリカ） 6:00 am 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 オラニエスタッド（アルバ） 11:00 am 9:00 pm
月 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 8:00 pm
火 クラレンダイク（ボネール） 6:00 am 4:00 pm
水 終日クルージング — —

木
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2022年
3月2日

パナマ運河クルーズ 8日間： 
キュラソー、アルバ、ボネール 
パナマシティ（コロン）発着

航程 寄港地 入港 出港 

土
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

5:00 pm

日 終日クルージング — —
月 オラニエスタッド（アルバ） 7:00 am 8:00 pm
火 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 8:00 pm
水 クラレンダイク（ボネール） 6:00 am 1:00 pm
木 終日クルージング — —
金 プエルトリモン（コスタリカ） 9:00 am 5:00 pm
土 パナマ運河を通過 — —
日 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
7:00 am 

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2023年
3月4日

パナマ運河クルーズ 8日間：キュラソー、アルバ、 
ボネール パナマシティ（コロン）発パナマシティ 
（フエルテアマドール）着

航程 寄港地 入港 出港 

日
フロリダ州オーランド 
（ポートカナベラル）

3:00 pm

月～火 終日クルージング — —
水 カルタヘナ（コロンビア） 9:00 am 2:00 pm
木 パナマ運河を通過 — —
金 終日クルージング — —
土 プンタレナス（プエルト  

カルデラ）（コスタリカ）
8:00 am 5:00 pm 

日
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

7:00 am 4:00 pm

月
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

10:00 am 7:00 pm

火～水 終日クルージング — —

木
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

7:00 am 3:00 pm

金 カボサンルーカス（メキシコ） 7:00 am 2:00 pm
土 終日クルージング — —
日 カリフォルニア州ロサンゼルス 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジョイ 
2022年
12月4日

パナマ運河クルーズ 14日間：メキシコ＆ 
コスタリカ オーランド発ロサンゼルス着



航程 寄港地 入港 出港 
水 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
5:00 pm

木 パナマ運河を通過 — —
金 カルタヘナ（コロンビア） 7:00 am 2:00 pm
土 オラニエスタッド（アルバ） 1:00 pm 8:00 pm
日 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 8:00 pm
月 クラレンダイク（ボネール） 8:00 am 4:00 pm
火 終日クルージング — —
水 プエルト プラタ 

（ドミニカ共和国）
8:00 am 5:00 pm 

木 終日クルージング — —
金 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2021年
12月8日

パナマ運河クルーズ 9日間：キュラソー＆アルバ 
パナマシティ（フエルテアマドール）発マイアミ着

航程 寄港地 入港 出港 

0日目
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

5:00 pm

1日目 カルタヘナ（コロンビア） 9:00 am 6:00 pm
2日目 終日クルージング — —
3日目 クラレンダイク（ボネール） 7:00 am 5:00 pm
4日目 オラニエスタッド（アルバ） 7:00 am 8:00 pm
5日目 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 2:00 pm
6日目 終日クルージング — —
7日目 プエルトリモン（コスタリカ） 9:00 am 5:00 pm
8日目 パナマ運河を通過 — —
9日目 パナマシティ（フエルテアマド

ール）（パナマ）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン  
スカイ2021年

ノルウェージャン ジュエル 
2022年                   2023年

11月11、29日 11月24日 1月26日
2月13日

パナマ運河クルーズ 9日間：キュラソー＆アルバ  
パナマシティ（コロン）発 
パナマシティ（フエルテアマドール）着 

航程 寄港地 入港 出港 
火 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
5:00 pm

水 パナマ運河を通過 — —
木 プエルトリモン（コスタリカ） 7:00 am 4:00 pm
金 終日クルージング — —
土 オラニエスタッド（アルバ） 11:00 am 8:00 pm
日 クラレンダイク（ボネール） 7:00 am 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 サンタマルタ（コロンビア） 8:00 am 5:00 pm
水 カルタヘナ（コロンビア） 7:00 am 3:00 pm

木
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン スカイ 
2021年
11月2日

パナマ運河クルーズ 9日間：アルバ＆ボネール  
パナマシティ（フエルテアマドール）発パナマシティ
（コロン）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23ページをご覧ください。

136  パナマ運河クルーズ パナマシティ（フエルテアマドール）/パナマシティ（コロン）発

カルタヘナ（コロンビア）

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 パナマシティ（フエルテアマド

ール）（パナマ）
5:00 pm

1日目 パナマ運河を通過 — —
2日目 プエルトリモン（コスタリカ） 7:00 am 3:00 pm
3日目 終日クルージング — —
4日目 クラレンダイク（ボネール） 1:00 pm 7:00 pm
5日目 オラニエスタッド（アルバ） 8:00 am 5:00 pm
6日目 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 8:00 pm
7日目 終日クルージング — —
8日目 カルタヘナ（コロンビア） 7:00 am 3:00 pm

9日目
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン  
スカイ 
2021年

ノルウェージャン ジュエル 
2022年               2023年

11月20日 2月21日 2月4日
3月20日 3月12日
12月3日

パナマ運河クルーズ 9日間：キュラソー＆アルバ  
パナマシティ（フエルテアマドール）発パナマシティ
（コロン）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。

航程 寄港地 入港 出港 

木
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

5:00 pm

金 終日クルージング — —
土 プエルトリモン（コスタリカ） 6:00 am 4:00 pm
日 終日クルージング — —
月 オラニエスタッド（アルバ） 11:00 am 9:00 pm
火 ウィレムスタット（キュラソー）7:00 am 8:00 pm
水 クラレンダイク（ボネール） 7:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —
金 カルタヘナ（コロンビア） 7:00 am 2:00 pm
土 パナマ運河を通過 — —
日 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2022年
1月20日
3月10日

パナマ運河クルーズ 10日間：キュラソー、アルバ、 
カルタヘナパナマシティ（コロン）発パナマシティ 
（フエルテアマドール）着 

 パナマ運河クルーズ パナマシティ（コロン）/パナマシティ（フエルテアマドール）発 137

航程 寄港地 入港 出港 
日 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
深夜

月 パナマ運河を通過 — —
火 カルタヘナ（コロンビア） 10:00 am 8:00 pm
水 サンタマルタ（コロンビア） 7:00 am 3:00 pm
木 ウィレムスタット（キュラソー）11:00 am 8:00 pm
金 クラレンダイク（ボネール） 6:00 am 1:00 pm

土
セントトーマス島 
（米領ヴァージン諸島）

正午 8:00 pm

日 サンフアン（プエルトリコ） 7:00 am 3:00 pm
月 グランドターク（タークス・ 

カイコス諸島）
10:00 am 6:00 pm

火～水 終日クルージング — —
木 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2022年
1月30日

パナマ運河クルーズ 11日間：キュラソー＆ 
カルタヘナ パナマシティ（フエルテアマドール） 
発ニューヨーク着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
深夜

1日目 パナマ運河を通過 — —
2日目 プエルトリモン（コスタリカ） 6:00 am 4:00 pm
3日目 終日クルージング — —
4日目 オラニエスタッド（アルバ） 11:00 am 9:00 pm

5日目
ウィレムスタット 
（キュラソー）

7:00 am 8:00 pm

6日目 終日クルージング — —

7日目
プエルト プラタ 
（ドミニカ共和国）

8:00 am 6:00 pm

8日目 グランドターク 
（タークス・カイコス諸島）

8:00 am 6:00 pm

9～10日目 終日クルージング — —
11日目 ニューヨーク州ニューヨーク 10:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2023年
1月14日
2月6日

パナマ運河クルーズ 11日間：キュラソー＆アルバ 
パナマシティ（フエルテアマドール）発ニューヨーク着

航程 寄港地 入港 出港 
水 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
5:00 pm

木 パナマ運河を通過 — —
金 プエルトリモン（コスタリカ） 7:00 am 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ウィレムスタット（キュラソー）2:00 pm 9:00 pm
月 クラレンダイク（ボネール） 7:00 am 8:00 pm
火 オラニエスタッド（アルバ） 7:00 am 8:00 pm
水 終日クルージング — —
木 サンタマルタ（コロンビア） 8:00 am 5:00 pm
金 カルタヘナ（コロンビア） 7:00 am 3:00 pm

土
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2023年
2月22日

パナマ運河クルーズ 10日間：キュラソー、アルバ、 
カルタヘナパナマシティ（フエルテアマドール） 
発パナマシティ（コロン）着

ノルウェージャン ジュエル、パナマ運河



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23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。

138  パナマ運河クルーズ パナマシティ（コロン）/サンディエゴ発

航程 寄港地 入港 出港 
日 カリフォルニア州サンディエゴ 4:00 pm
月 終日クルージング — —
火 カボサンルーカス（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
水～木 終日クルージング — —

金
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

9:00 am 7:00 pm

土 アカフトラ（エルサルバドル） 7:00 am 5:00 pm

日
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

9:00 am 7:00 pm

月 プンタレナス（プエルト カルデ
ラ）（コスタリカ）

7:00 am 6:00 pm

火 終日クルージング — —
水 パナマ運河を通過 — —

木
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2022年
1月9日

パナマ運河クルーズ 11日間：カボ＆プンタレナス  
サンディエゴ発パナマシティ（コロン）着

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 パナマシティ（コロン） 

（パナマ）
5:00 pm

1日目 パナマ運河を通過 — —
2日目 終日クルージング — —
3日目 プンタレナス（プエルト  

カルデラ）（コスタリカ）
7:00 am 5:00 pm 

4日目
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

7:00 am 6:00 pm

5日目 アカフトラ（エルサルバドル） 9:00 am 7:00 pm

6日目
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

6:30 am 4:30 pm

7日目 ウアトゥルコ（メキシコ） 正午 8:00 pm
8日目 終日クルージング — —
9日目 プエルトバジャルタ 

（メキシコ）
8:00 am 4:00 pm

10日目 カボサンルーカス（メキシコ） 7:00 am 2:00 pm
11日目 終日クルージング — —
12日目 カリフォルニア州サンディエゴ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2022年 2023年
3月29日 3月21日
12月12日

パナマ運河クルーズ 12日間：カボ＆プエルトバジャ
ルタ パナマシティ（コロン）発サンディエゴ着

アラフエラ（コスタリカ）



航程 寄港地 入港 出港 

木
カリフォルニア州 
サンフランシスコ

6:00 pm

金 終日クルージング — —
土 カリフォルニア州サンディエゴ 7:00 am 6:00 pm
日 終日クルージング — —
月 カボサンルーカス（メキシコ） 10:00 am 7:00 pm
火 プエルトバジャルタ（メキシコ） 正午 10:00 pm
水～木 終日クルージング — —
金 プエルトケツァル（グアテマラ） 7:00 am 4:00 pm

土
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

10:00 am 7:00 pm

日 プンタレナス（プエルト  
カルデラ）（コスタリカ）

8:00 am 5:00 pm

月 終日クルージング — —
火 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
7:00 am 10:00 pm

水 パナマ運河を通過 — —
木 カルタヘナ（コロンビア） 10:00 am 5:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン アンコール 
2021年
10月28日

パナマ運河クルーズ 17日間：メキシコ＆コスタリカ 
サンフランシスコ発マイアミ着 

パナマ運河クルーズ サンディエゴ/サンフランシスコ/シアトル発 139

航程 寄港地 入港 出港 
土 カリフォルニア州サンディエゴ 4:00 pm
日 終日クルージング — —
月 カボサンルーカス（メキシコ） 10:00 am 7:00 pm

火
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

正午
10:00 
pm

水 終日クルージング — —
木 アカプルコ（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
金 終日クルージング — —

土
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

7:00 am 4:00 pm

日
サンフアンデルスル 
（ニカラグア）

10:00 am 7:00 pm

月 プンタレナス（プエルト  
カルデラ）（コスタリカ）

7:00 am 6:00 pm

火 終日クルージング — —
水 パナマ運河を通過 — —

木
パナマシティ（コロン） 
（パナマ）

7:00 am

出発日
ノルウェージャン ジュエル 
2023年
1月14日

パナマ運河クルーズ 12日間：カボ＆プエルトバジャ
ルタ サンディエゴ発パナマシティ（コロン）着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ワシントン州シアトル 4:00 pm
月 終日クルージング — —

火
カリフォルニア州 
サンフランシスコ

正午 9:00 pm

水 終日クルージング — —
木 カリフォルニア州ロサンゼルス 7:00 am 7:00 pm
金 カリフォルニア州サンディエゴ 7:00 am 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 カボサンルーカス（メキシコ） 9:00 am 4:00 pm

月
プエルトバジャルタ 
（メキシコ）

10:00 am 10:00 pm

火 終日クルージング — —
水 アカプルコ（メキシコ） 8:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —

金
プエルトケツァル 
（グアテマラ）

7:00 am 4:00 pm

土 サンフアンデルスル（ニカラグア）10:00 am 7:00 pm
日 プンタレナス（プエルト 

カルデラ）（コスタリカ）
8:00 am 5:00 pm

月 終日クルージング — —
火 パナマシティ（フエルテ 

アマドール）（パナマ）
7:00 am 10:00 pm

水 パナマ運河を通過
木 カルタヘナ（コロンビア） 10:00 am 7:00 pm
金～土 終日クルージング — —
日 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン アンコール 
2022年
10月23日

パナマ運河クルーズ 21日間：メキシコ＆コスタリカ 
シアトル発マイアミ着

アンティグア（グアテマラ）



イグアスの滝（アルゼンチン）

南米クルーズ ブエノスアイレス発

南米 
＆南極

まだあまり知られていないユニークな航路で、自分だけの南米を体験してみませ

んか？活気あふれるブエノスアイレスの街では、タンゴに挑戦。ティエラ デル フ

エゴ国立公園でハイキングに出かければ、勢い良く流れる滝や青 と々した森、高

らかにそびえる山々など、躍動的な風景が楽しめます。そして、船内にはたくさん

のレストランとバー。その数は、南米クルーズを運航している他のどのクルーズ会

社にも負けません。地の果てに挑むなら南極点へ。最上階デッキから見る氷山や

ペンギンの群れに息を呑むことでしょう。

航程 寄港地 入港 出港 
日 ブエノスアイレス（アルゼンチン） 5:00 pm
月 プンタデルエステ（ウルグアイ） 7:00 am 2:00 pm
火 終日クルージング — —
水 サントス（ブラジル） 9:00 am 8:00 pm
木 グランデ島（ブラジル） 8:00 am 8:00 pm
金 ブジオス（ブラジル） 8:00 am 8:00 pm
土 リオデジャネイロ（ブラジル） 7:00 am 停泊
日 リオデジャネイロ（ブラジル） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2023年
3月12日

南米クルーズ 7日間：サントス＆ブジオス  
ブエノスアイレス発リオデジャネイロ着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ブエノスアイレス（アルゼンチン） 5:00 pm
月 プンタデルエステ（ウルグアイ） 7:00 am 2:00 pm
火 終日クルージング — —
水 サントス（ブラジル） 9:00 am 8:00 pm
木 グランデ島（ブラジル） 8:00 am 8:00 pm
金 リオデジャネイロ（ブラジル） 7:00 am 停泊
土 リオデジャネイロ（ブラジル） 8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
3月13日

南米クルーズ 6日間：サントス＆グランデ島  
ブエノスアイレス発リオデジャネイロ着
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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23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。



スタンリー（フォークランド諸島）

航程 寄港地 入港 出港 
日 ブエノスアイレス（アルゼンチン） 6:45 pm
月 終日クルージング — —
火 プエルトマドリン（アルゼンチン）8:00 am 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 プンタアレナス（チリ） 8:00 am 4:00 pm
金 ウシュアイア（アルゼンチン） 10:00 am 5:00 pm
土 終日クルージング — —
日 デセプション島（南極）をク

ルーズ
— —

月 エレファント島/ルックアウト岬
（南極）をクルーズ

— — 

火 終日クルージング — —
水 スタンリー（フォークランド諸島）7:00 am 5:00 pm
木～金 終日クルージング — —
土 プンタデルエステ（ウルグアイ）8:00 am 5:30 pm
日 ブエノスアイレス（アルゼンチン）5:45 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年

  
2023年

1月16、30日 1月15、29日
2月13、27日 2月12、26日

南極＆南米クルーズ 14日間 
ブエノスアイレス発着

エレファント島（南極）

南米＆南極クルーズ ブエノスアイレス発 141



142  南米クルーズ ブエノスアイレス発

トーレスデルパイネ国立公園、チリ

航程 寄港地 入港 出港 
日 ブエノスアイレス（アルゼンチン） 6:45 pm
月 モンテビデオ（ウルグアイ） 8:30 am 3:30 pm
火 終日クルージング — —
水 プエルトマドリン（アルゼンチン） 10:30 am8:15 pm
木 終日クルージング — —
金 スタンリー（フォークランド諸島）9:30 am 8:00 pm
土 ホーン岬をクルーズ — —
日 ウシュアイア（アルゼンチン） 7:00 am 2:00 pm
月 プンタアレナス（チリ） 8:30 am 8:30 pm
火～水 終日クルージング — —
木 プエルトチャカブコ（チリ） 7:00 am 2:00 pm
金 プエルトモント（チリ） 8:00 am 6:00 pm
土 終日クルージング — —
日 サンティアゴ（サンアントニオ）

（チリ）
8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年
12月18日

南米クルーズ 14日間：アンティグア＆チリ  
ブエノスアイレス発サンティアゴ着

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23ページをご覧ください。

ブエノスアイレス（アルゼンチン）



航程 寄港地 入港 出港 
0日目 リオデジャネイロ（ブラジル） 停泊
1日目 リオデジャネイロ（ブラジル） 5:00 pm
2日目 ブジオス（ブラジル） 8:00 am 8:00 pm
3日目 グランデ島（ブラジル） 8:00 am 8:00 pm
4日目 サントス（ブラジル） 7:00 am 2:00 pm
5日目 終日クルージング — —
6日目 プンタデルエステ（ウルグアイ）10:00 am 5:00 pm
7日目 ブエノスアイレス（アルゼンチン）5:30 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年 2022年
12月11日 12月11日

南米クルーズ 7日間：サントス＆ブジオス  
リオデジャネイロ発ブエノスアイレス着

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。

南米クルーズ ブエノスアイレス/リオデジャネイロ/サンティアゴ発 143

航程 寄港地 入港 出港 
土 ブエノスアイレス（アルゼンチン） 6:45 pm
日 モンテビデオ（ウルグアイ） 8:30 am 3:30 pm
月 終日クルージング — —
火 プエルトマドリン（アルゼンチン） 10:30 am 8:19 pm
水 終日クルージング — —
木 スタンリー（フォークランド諸島）9:30 am 8:00 pm
金 ホーン岬をクルーズ — —
土 ウシュアイア（アルゼンチン） 7:00 am 2:00 pm
日 プンタアレナス（チリ） 8:30 am 8:30 pm
月～火 終日クルージング — —
水 プエルトチャカブコ（チリ） 8:00 am 6:00 pm
木 カストロ（チリ） 8:00 am 6:00 pm
金 プエルトモント（チリ） 8:00 am 6:00 pm
土 終日クルージング — —

日
サンティアゴ（サンアントニオ）
（チリ）

8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年
12月18日

南米クルーズ 15日間：アンティグア＆ 
チリ ブエノスアイレス発サンティアゴ着

航程 寄港地 入港 出港 

日
サンティアゴ（サンアントニオ）
（チリ）

7:00 pm

月 終日クルージング — —
火 プエルトモント（チリ） 7:00 am 5:00 pm
水 プエルトチャカブコ（チリ） 11:00 am5:00 pm
木～金 終日クルージング — —
土 プンタアレナス（チリ） 6:00 am 6:00 pm
日 ウシュアイア（アルゼンチン） 12:30 pm8:30 pm
月 ホーン岬をクルーズ — —
火 スタンリー（フォークランド諸島）9:00 am 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 プエルトマドリン（アルゼンチン）7:00 am 5:00 pm
金 終日クルージング — —
土 モンテビデオ（ウルグアイ） 11:00 am5:00 pm
日 ブエノスアイレス（アルゼンチン）5:45 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年 2023年
1月2日 1月1日

南米クルーズ 14日間：アンティグア＆チリ  
サンティアゴ発ブエノスアイレス着



リスボン（ポルトガル）

144

大西洋横断
ノルウェージャンクルーズラインで、大西洋を横断するエキサイティングな旅へ出発。

日常を忘れ、息をのむほどに美しいオーシャンビューを楽しみながら、ゆったりとした

時間をお過ごしください。素晴らしい料理に舌鼓を打ち、ショーやコメディーを楽し

んだり、スパでリラックスしたり。受賞歴を誇るカジノで運試しをするのもいいでしょ

う。ノルウェージャンクルーズラインの大西洋横断クルーズなら、船内でご利用いただ

けるあらゆるサービスを、思いのまま存分にお楽しみいただけます。きらめく大海原を

船が進む間、ゆっくりとおくつろぎください。 

大西洋横断クルーズ バルセロナ発

航程 寄港地 入港 出港 
土 バルセロナ（スペイン） 5:00 pm
日 終日クルージング — —

月
セビリア（カディス） 
（スペイン）

7:00 am 6:00 pm

火 リスボン（ポルトガル） 9:00 am 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）10:00 am5:00 pm
金～月 終日クルージング — —
火 王立海軍造船所（バミューダ） 9:00 am 3:00 pm
水 終日クルージング — —

木
NCLのプライベートアイランド、
グレートスターラップケイ 
（バハマ）

11:00 am6:00 pm

金 フロリダ州マイアミ 7:00 am 7:00 pm
土 終日クルージング — —
日 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
11月5日

大西洋横断クルーズ 15日間： 
バハマ、スペイン、バミューダ 
バルセロナ発タンパ着

航程 寄港地 入港 出港 
木 バルセロナ（スペイン） 5:00 pm
金 バレンシア（スペイン） 9:00 am 5:00 pm
土 カルタヘナ（スペイン） 9:00 am 5:00 pm
日 グラナダ（マラガ）（スペイン） 9:00 am 10:00 pm

月
セビリア（カディス） 
（スペイン）

7:00 am 6:00 pm

火 リスボン（ポルトガル） 9:00 am 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）正午 7:00 pm
金～月 終日クルージング — —
火 王立海軍造船所（バミューダ） 9:00 am 3:30 pm
水 終日クルージング — —
木 ニューヨーク州ニューヨーク 10:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2022年
12月8日

大西洋横断クルーズ 14日間：スペイン＆バミューダ 
バルセロナ発ニューヨーク着



リオデジャネイロ、ブラジル

大西洋横断クルーズ バルセロナ/リスボン/ロンドン発 145

航程 寄港地 入港 出港 
0日目 リスボン（ポルトガル） 5:00 pm

1日目
セビリア（カディス） 
（スペイン）

11:00 am9:00 pm

2日目 終日クルージング — —
3日目 ランサローテ島アレシフェ 

（カナリア諸島）
9:00 am 6:00 pm

4日目 サンタ クルス デ テネリフェ 
（カナリア諸島）

8:00 am 5:00 pm

5～6日目 終日クルージング — —

7日目 
ポルトグランデ 
（カーボヴェルデ）

8:00 am 5:00 pm

8～10日目 終日クルージング — —
11日目 レシフェ（ブラジル） 8:00 am 5:00 pm
12～13日目 終日クルージング — —

14日目
リオデジャネイロ 
（ブラジル）

8:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2021年

  
2022年

11月27日 11月27日

大西洋横断クルーズ 14日間：スペイン＆ブラジル 
リスボン発リオデジャネイロ着

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。

航程 寄港地 入港 出港 

日
ロンドン（サウサンプトン） 
（英国）

5:00 pm

月 終日クルージング — —
火 ビーゴ（スペイン） 10:00 am7:00 pm
水 リスボン（ポルトガル） 10:00 am4:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）9:00 am 3:00 pm
土～火 終日クルージング — —
水 王立海軍造船所（バミューダ） 9:00 am 3:30 pm
木 終日クルージング — —
金 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
12月4日

大西洋横断クルーズ 12日間：スペイン＆バミューダ 
ロンドン発ニューヨーク着

航程 寄港地 入港 出港 
金 バルセロナ（スペイン） 6:00 pm
土 マヨルカ島パルマ（スペイン） 7:00 am 6:00 pm
日 カルタヘナ（スペイン） 7:00 am 6:00 pm
月 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 7:00 pm
火 セビリア（カディス）（スペイン）7:00 am 6:00 pm
水 リスボン（ポルトガル） 9:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —
金 フンシャル（マデイラ諸島） 8:00 am 5:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）8:00 am 5:00 pm
月～木 終日クルージング — —
金 王立海軍造船所（バミューダ） 9:30 am 3:30 pm
土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2023年
5月5日

大西洋横断クルーズ 16日間：スペイン＆バミューダ 
バルセロナ発ニューヨーク着



146  大西洋横断クルーズ マイアミ/ニューヨーク発

バルセロナ（スペイン）

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ノバスコシア州ハリファックス 8:00 am 5:00 pm
水～日 終日クルージング — —
月 ベルファスト（北アイルランド）9:30 am 6:00 pm
火 ダブリン（アイルランド） 8:00 am 深夜
水 終日クルージング — —
木 パリ（ルアーブル）（フランス） 6:00 am 7:00 pm
金 ブリュッセル/ブルージュ 

（ゼーブルージュ）（ベルギー）
9:00 am 4:00 pm

土
ロンドン（サウサンプトン） 
（イギリス）

5:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2023年
4月16日

大西洋横断クルーズ 13日間：フランス＆ 
アイルランド ニューヨーク発ロンドン着

航程 寄港地 入港 出港 
土 フロリダ州マイアミ 4:00 pm
日～金 終日クルージング — —
土 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）8:00 am 5:00 pm
日～火 終日クルージング — —
水 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン ブリス 
2023年
4月8日

大西洋横断クルーズ  
11日間マイアミ発バルセロナ着



グラナダ（スペイン）

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ノバスコシア州ハリファックス 8:00 am 5:00 pm
水～日 終日クルージング — —
月 ベルファスト（北アイルランド）8:00 am 6:00 pm
火 ダブリン（アイルランド） 6:30 am 深夜
水 リバプール（英国） 7:30 am 6:00 pm
木 コーク（コーブ）（アイルランド） 8:00 am 5:00 pm
金 ポートランド（英国） 10:00 am7:00 pm
土 パリ（ルアーブル）（フランス） 6:00 am 8:00 pm
日 ロンドン（サウサンプトン） 

（英国）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年
4月24日

大西洋横断クルーズ 14日間：イギリス＆ 
アイルランド ニューヨーク発ロンドン着

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。

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 王立海軍造船所（バミューダ） 9:00 am 4:00 pm
水～土 終日クルージング — —
日 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）8:00 am 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 フンシャル（マデイラ諸島） 8:00 am 5:00 pm
水 終日クルージング — —
木 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 7:00 pm
金 アリカンテ（スペイン） 11:00 am7:00 pm
土 マヨルカ島パルマ（スペイン） 8:00 am 5:00 pm
日 バルセロナ（スペイン） 6:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2022年
4月3日

大西洋横断クルーズ 14日間：スペイン＆ 
バミューダ ニューヨーク発バルセロナ着

航程 寄港地 入港 出港 
日 ニューヨーク州ニューヨーク 8:00 pm
月～金 終日クルージング — —
土 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）8:00 am 4:00 pm
日 終日クルージング — —
月 リスボン（ポルトガル） 10:00 am 5:00 pm
火 セビリア（カディス）（スペイン）10:30 am 8:30 pm
水 グラナダ（マラガ）（スペイン） 6:30 am 5:00 pm
木 バレンシア（スペイン） 正午 8:00 pm
金 バルセロナ（スペイン） 7:00 am 5:00 pm
土 カンヌ（フランス） 8:00 am 5:00 pm

日
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

月
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2022年
4月24日

大西洋横断クルーズ 15日間：イタリア、フランス、 
スペイン ニューヨーク発ローマ着

147大西洋横断クルーズ ニューヨーク発



148  大西洋横断クルーズ ニューヨーク発

航程 寄港地 入港 出港 
月 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
火 終日クルージング — —
水 王立海軍造船所（バミューダ） 8:30 am 4:00 pm
木～日 終日クルージング — —
月 ポンタデルガダ（アゾレス諸島） 7:00 am 5:00 pm
火・水 終日クルージング — —
木 セビリア（カディス）（スペイン）7:00 am 7:00 pm
金 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 6:00 pm
土 アリカンテ（スペイン） 9:00 am 5:00 pm
日 バルセロナ（スペイン） 7:00 am 5:00 pm
月 カンヌ（フランス） 9:00 am 6:00 pm

火
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

水
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2022年
4月25日

大西洋横断クルーズ 16日間：イタリア、フランス、 
スペイン ニューヨーク発ローマ着

航程 寄港地 入港 出港 
土 ニューヨーク州ニューヨーク 4:00 pm
日～木 終日クルージング — —
金 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）8:00 am 4:00 pm
土 終日クルージング — —
日 リスボン（ポルトガル） 10:00 am4:30 pm
月 セビリア（カディス）（スペイン）10:00 am8:00 pm
火 グラナダ（マラガ）（スペイン） 6:00 am 5:00 pm
水 マヨルカ島パルマ（スペイン） 3:00 pm 10:00 pm
木 バルセロナ（スペイン） 7:00 am 5:00 pm
金 カンヌ（フランス） 9:00 am 6:00 pm

土
フィレンツェ/ピサ（リボルノ）
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

日
ローマ（チヴィタヴェッキア）
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ジェム 
2023年
4月15日

大西洋横断クルーズ 15日間：イタリア、フランス、 
スペイン ニューヨーク発ローマ着

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23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。

航程 寄港地 入港 出港 
土 ニューヨーク州ニューヨーク 7:30 pm
日 終日クルージング — —
月 王立海軍造船所（バミューダ） 9:00 am 5:00 pm
火～金 終日クルージング — —
土 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）8:00 am 5:00 pm
日 終日クルージング — —
月 フンシャル（マデイラ諸島） 8:00 am 5:00 pm
火 終日クルージング — —
水 セビリア（カディス）（スペイン）10:30 am8:30 pm
木 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 7:00 pm
金 マヨルカ島パルマ（スペイン） 8:00 am 5:00 pm

土
プロヴァンス（マルセイユ） 
（フランス）

8:00 am 5:00 pm

日 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2023年
4月22日

大西洋横断クルーズ 15日間：フランス＆スペイン 
ニューヨーク発バルセロナ着

アリカンテ（スペイン）



航程 寄港地 入港 出港 
0日目 リオデジャネイロ（ブラジル） 5:00 pm
1日目 終日クルージング — —

2日目
サルヴァドール デ バイア 
（ブラジル）

8:00 am 3:00 pm

3日目 終日クルージング — —
4日目 フォルタレザ（ブラジル） 11:00 am6:00 pm
5～7日目 終日クルージング — —

8日目
ポルトグランデ 
（カーボヴェルデ）

8:00 am 3:00 pm

9日目 終日クルージング — —
10日目 サンタ クルス デ テネリフェ 

（カナリア諸島）
1:00 pm 6:00 pm

11日目 フンシャル（マデイラ諸島） 9:00 am 5:00 pm
12日目 終日クルージング — —
13日目 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 6:00 pm
14日目 カルタヘナ（スペイン） 7:00 am 1:00 pm
15日目 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

出発日
ノルウェージャン スター 
2022年

  
2023年

3月19日 3月19日

大西洋横断クルーズ 15日間：スペイン＆ブラジル 
リオデジャネイロ発バルセロナ着

航程 寄港地 入港 出港 
木 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
金 終日クルージング — —
土 王立海軍造船所（バミューダ） 9:00 am 4:00 pm
日～水 終日クルージング — —
木 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）7:00 am 4:00 pm
金 終日クルージング — —
土 リスボン（ポルトガル） 10:00 am4:00 pm
日 セビリア（カディス）（スペイン）10:30 am8:30 pm
月 グラナダ（マラガ）（スペイン） 6:30 am 5:00 pm
火 バレンシア（スペイン） 正午 8:00 pm
水 バルセロナ（スペイン） 7:00 am 5:00 pm
木 カンヌ（フランス） 8:00 am 5:00 pm

金
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

土
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

出発日
ノルウェージャン ブレイクアウェイ 
2023年
4月20日

大西洋横断クルーズ 16日間：イタリア、フランス、 
スペイン ニューヨーク発ローマ着

航程 寄港地 入港 出港 
木 ニューヨーク州ニューヨーク 5:00 pm
金 終日クルージング — —
土 ノバスコシア州ハリファックス 8:00 am 5:00 pm
日～水 終日クルージング — —
木 レイキャビク（アイスランド） 8:00 am 停泊
金 レイキャビク（アイスランド） 2:00 pm
土 終日クルージング — —
日 ベルファスト（北アイルランド）10:00 am8:00 pm

月
ダブリン（ダンレアリー） 
（アイルランド）

7:00 am 5:00 pm

火 終日クルージング — —
水 アムステルダム（アイモイデン）

（オランダ）
9:00 am 7:00 pm

木 ブリュッセル/ブルージュ 
（ゼーブルージュ）（ベルギー）

7:00 am 4:00 pm

金 パリ（ルアーブル）（フランス） 7:00 am 8:00 pm
土 ロンドン（サウサンプトン） 

（英国）
5:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2022年
4月28日

大西洋横断クルーズ 16日間：フランス＆ 
アイルランド ニューヨーク発ロンドン着

レイキャビク（アイスランド）

149大西洋横断クルーズ ニューヨーク発リオデジャネイロ着
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ポンタデルガダ（アゾレス
諸島）

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 

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

水
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

6:00 am 6:30 pm

木
プロヴァンス（マルセイユ） 
（フランス）

10:00 am5:00 pm

金 バルセロナ（スペイン） 8:00 am 6:00 pm
土 バレンシア（スペイン） 8:00 am 6:00 pm
日 アリカンテ（スペイン） 7:00 am 4:00 pm
月 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 8:00 pm
火 セビリア（カディス）（スペイン）6:00 am 6:00 pm
水 リスボン（ポルトガル） 9:00 am 5:00 pm
木 終日クルージング — —
金 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）8:30 am 3:00 pm
土～水 終日クルージング — —
木 フロリダ州マイアミ 8:00 am

出発日
ノルウェージャン パール 
2021年
12月7日

大西洋横断クルーズ 16日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発マイアミ着 

航程 寄港地 入港 出港 

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

水
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 6:00 pm

木 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm

金
バルセロナ（タラゴナ） 
（スペイン）

9:00 am 5:00 pm

土 カルタヘナ（スペイン） 10:00 am 6:00 pm
日 グラナダ（マラガ）（スペイン） 8:00 am 5:00 pm
月 セビリア（カディス）（スペイン）7:00 am 6:00 pm
火 リスボン（ポルトガル） 8:00 am 3:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）正午 8:00 pm
金～月 終日クルージング — —
火 王立海軍造船所（バミューダ） 8:00 am 4:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ニューヨーク州ニューヨーク 6:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2021年
11月2日

大西洋横断クルーズ 16日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発ニューヨーク着 

航程 寄港地 入港 出港 

土
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

日
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

月 カンヌ（フランス） 7:00 am 5:00 pm
火 バルセロナ（スペイン） 8:00 am 6:00 pm
水 カルタヘナ（スペイン） 11:00 am8:00 pm
木 グラナダ（マラガ）（スペイン） 9:00 am 7:00 pm
金 セビリア（カディス）（スペイン）7:00 am 6:00 pm
土 終日クルージング — —
日 フンシャル（マデイラ諸島） 8:00 am 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ポンタデルガダ（アゾレス諸島） 7:00 am 3:00 pm
水～土 終日クルージング — —
日 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン エピック 
2021年
11月20日

大西洋横断クルーズ 15日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発ニューヨーク着 



セイシャル（マデイラ島）

航程 寄港地 入港 出港 

日
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

月
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

火 カンヌ（フランス） 7:00 am 5:00 pm
水 バルセロナ（スペイン） 9:00 am 7:00 pm
木 バレンシア（スペイン） 6:00 am 2:00 pm
金 グラナダ（マラガ）（スペイン） 9:30 am 10:00 pm
土 セビリア（カディス）（スペイン）7:00 am 6:00 pm
日 リスボン（ポルトガル） 9:00 am 5:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）正午 7:00 pm
水～土 終日クルージング — —
日 王立海軍造船所（バミューダ） 9:00 am 3:30 pm
月～火 終日クルージング — —
水 フロリダ州マイアミ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2021年
12月5日

大西洋横断クルーズ 17日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発マイアミ着

航程 寄港地 入港 出港 

日
ローマ（チヴィタヴェッキア）
（イタリア）

5:00 pm

月
フィレンツェ/ピサ（リボルノ）
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

火 モンテカルロ（モナコ） 7:00 am 5:00 pm
水 バルセロナ（スペイン） 10:00 am8:00 pm
木 マヨルカ島パルマ（スペイン） 6:00 am 12:30 pm
金 グラナダ（マラガ）（スペイン） 9:30 am 10:00 pm
土 セビリア（カディス）（スペイン）7:00 am 6:00 pm
日～木 終日クルージング — —
金 王立海軍造船所（バミューダ） 9:00 am 停泊
土 王立海軍造船所（バミューダ） 正午
日 終日クルージング — —
月 フロリダ州オーランド

（ポートカナベラル）
8:00 am 7:00 pm

火 終日クルージング — —
水 フロリダ州タンパ 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ドーン 
2021年
11月21日

大西洋横断クルーズ 17日間：イタリア、スペイン、 
バミューダ ローマ発タンパ着

航程 寄港地 入港 出港 

日
ローマ（チヴィタヴェッキア）
（イタリア）

7:00 pm

月
フィレンツェ/ピサ（リボルノ）
（イタリア）

7:00 am 6:00 pm

火 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm
水 バルセロナ（スペイン） 9:00 am 5:00 pm
木 カルタヘナ（スペイン） 10:00 am 6:00 pm
金 グラナダ（マラガ）（スペイン） 8:00 am 5:00 pm
土 セビリア（カディス）（スペイン）6:00 am 5:00 pm
日 リスボン（ポルトガル） 8:00 am 3:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）正午 8:00 pm
水～土 終日クルージング — —
日 王立海軍造船所（バミューダ） 8:45 am 3:00 pm
月 終日クルージング — —
火 ニューヨーク州ニューヨーク 7:00 am

出発日
ノルウェージャン ゲッタウェイ 
2022年
11月27日

大西洋横断クルーズ 16日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発ニューヨーク着 

航程 寄港地 入港 出港 

火
ローマ（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 pm

水
フィレンツェ/ピサ（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 7:00 pm

木 カンヌ（フランス） 8:00 am 5:00 pm
金 バルセロナ（スペイン） 8:00 am 5:00 pm
土 アリカンテ（スペイン） 8:00 am 4:00 pm
日 グラナダ（マラガ）（スペイン） 7:00 am 7:00 pm
月 セビリア（カディス）（スペイン）8:00 am 5:00 pm
火 リスボン（ポルトガル） 8:00 am 4:00 pm
水 終日クルージング — —
木 ポンタデルガダ（アゾレス諸島）9:00 am 4:00 pm
金～月 終日クルージング — —
火 王立海軍造船所（バミューダ） 8:30 am 3:30 pm
水 終日クルージング — —
木 ニューヨーク州ニューヨーク 6:00 am

出発日
ノルウェージャン エスケープ 
2022年
11月1日

大西洋横断クルーズ 16日間：イタリア、フランス、 
スペイン ローマ発ニューヨーク着
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ノルウェージャンクルーズラインの 

リワードプログラム
ノルウェージャンクルーズラインご利用のお客様限定の特典をお見逃しな

く。

152   ラティチュード リワード プログラム

ラティチュード リワード プログラムの特典

ノルウェージャンクルーズラインでは、クルーズをご利用
いただいているお客様を大切にし、そのお気持ちにお応
えします。ラティチュード リワード プログラムでは、乗船
の優先案内、スペシャリティレストランでの無料のお食
事、寄港地観光ツアーやスパサービスの割引など、ティア
レベルに従って素晴らしい特典をご利用いただけます。ク
ルーズのご利用日数が多くなるほどポイントがたくさん
貯まります。

新規予約の際は、ラティチュードポイントが加算され、獲
得した船内特典を受けられるよう、ラティチュード リワー
ド番号の入力をお忘れなく。

詳細については
ncl.com/latitudesをご覧ください。

LOYALTY HAS ITS PRIVILEGES®



 
ノルウェージャンクルーズラインの 

リワードプログラム

CRUISENEXTプログラム 153

次回クルーズ用のステートルームデポジットを船内でご購入いただいた方に、 

最大500ドル分の船内クレジットを進呈 

ノルウェージャンクルーズラインでは、ご乗船
中に将来のクルーズに向けて船内でステート
ルームデポジットを購入していただくプログ
ラムをご用意しています。デポジットを購入
いただくと、その時点でご利用中のクルーズ
で使える船内クレジット最大500ドル分が自
動的に適用されます。また、次回のクルーズ
旅行までに十分な時間（4年）が確保できるた
め、日程や行き先などはゆっくりと計画を立
てることができます。

獲得クレジット： ご購入条件：

500ドル分の船内クレジット
ステートルームの 
デポジット 250ドル×4  

375ドル分の船内クレジット
ステートルームの 
デポジット 250ドル×3

250ドル分の船内クレジット
ステートルームの 
デポジット 250ドル×2

100ドル分の船内クレジット
ステートルームの 
デポジット250ドル×1

CruiseNextステートルームデポジットを購入
されたお客様とご予約を代行した旅行代理店 
（該当する場合）に領収書をEメールでお送り
します。

CruiseNextステートルームデポジットは、ノル
ウェージャンクルーズラインへのお電話、パーソ
ナル クルーズ コンサルタントもしくはご利用の
旅行代理店を介して、またはncl.comよりご利用
いただけます。

詳 細 に つ い て は n c l . c o m /
cruisenextをご覧ください。
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一般利用規約
プロモーション

 •  プロモーションは在庫状況やその他の事由により常に変更 される場合があります。

アメニティ(オンボードパッケージやギフト)と事前販売商品
 •  事前販売商品は、予約時点でのお支払いが必要となります。48 時間以内にお支払いいただけない場合、ノルウェージャンクルーズラインはアメ

ニティや事前販売商品のご注文を取り消せるものとします。

予約内容の変更
 • 乗客数の変更

  o  予約された客室が 1 名利用から 2 名利用に変更になっても、元のクルーズ代金から変更はありません。

  o  2 名利用のご予約で 2 人目のお客様がキャンセルされた場合、違約金は発生しません。（乗船される 1 人目のお客様にクルーズ料金の 
200％と諸経費をご負担いただきます。）

  o  追加のお客様（3～8 人）のクルーズ料金は予約時に確定されます。

 • クルーズの変更

  o  キャンセル料発生期間内に出航日を変更すると、キャンセル&リブックとなり、手数料が発生します。

 • ステートルームのカテゴリー変更

  o  キャンセル料発生期間に入ると、料金の低いカテゴリーへのダウングレードはできません。カテゴリー変更に伴う差額は払い戻しされず、
手数料が発生します。

  o  ただしキャンセル料発生期間に入っても、在庫状況によりアップグレードあるいは同等カテゴリーへの変更は認められます。その際、即時
のお支払いが必要となります。出航前 14 日以内にご予約された場合は、カテゴリー変更時にクレジットカードでお支払いいただく必要
があります。
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ギャランティ（GTY）予約
ギャランティ（GTY）予約したステートルームは、予約時点で客室番号が指定されていません。

 •   ギャランティ料金は次の事項のみを保証します：当該客船、出航日、クルーズ代金、お支払い済みのものと同等またはそれ以上のカテゴリーの
ステートルーム。

 •  ギャランティ料金は次の事項を保証しません：デッキまたは位置、ベッドアレンジ、特定の客室番号、視界制限の有無、あるいはアップグレー
ド。

 •  ステートルームは、最終お支払いの完了から出航日までに指定されます。

 • ステートルームが指定されてからのご変更はできません。

キャンセルおよびノーショー
 •  3～8 人目のお客様のキャンセル料は、1 人目と 2 人目のお客様のスケジュールに準拠します。

 •  出航 14 日前をきってからのお名前および出発日の変更は予約キャンセル扱いとなり、該当するキャンセル料が科せられます。詳細は、個人 
FIT 予約のキャンセルに関するスケジュールをご覧ください。

 •  すべてのクルーズにおいてノーショー(クルーズ開始後および無連絡不参加時)の払い戻しは受けられません。

 •  ビザ申請が却下されたお客様にも同キャンセル規程が適用されます。

 航行要件
医療のサポートが必要なお客様は、accessdesk@ncl.com にご連絡いただき、必要なニーズをお伝えください。ノルウェージャンクルーズラインは、
安全面や健康面の懸念により安全上に問題があると思われるお客様の乗船をお断りできるものとします。お客様とトラベルパートナーは、旅行に堪
えうる健康状態であり、以下に記載することを始めとする航行要件を履行する責任があります。チェックインまでに航行要件を満たしていないお客様
は、支払済のクルーズ料金の払い戻しもなく乗船を拒否させていただく場合もあります。
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 •  ノルウェージャンクルーズラインの客船への乗船時点で、6 
ヶ月未満のお子様はご乗船いただけません。また、航行日が 
3 日以上続くクルーズについては、乗船時点で 12 ヶ月未満
のお子様はご乗船いただけません。

 •  ノルウェージャンクルーズラインの方針では、18 歳未満の未
成年の方が乗船される場合は、乗船時点で 18 歳以上の大
人が同室あるいは隣のステートルーム（またはコネクティン
グルーム）に宿泊されることを条件としています(米国・カナ
ダ・中国国籍の方や、北米・中国を航路に含む場合は 21 歳
未満が未成年となります)。

  o  ご夫婦であれば未成年であっても同じステートルームに
ご宿泊いただけます。港でのチェックインの際、ノルウェ
ージャンクルーズラインの係員に結婚証明書をご提示く
ださい。

 •  親または法的保護者（法定後見人）の同伴のない 18 歳未満
の未成年者をお連れの場合は、港でのチェックインの際、当
該未成年者の渡航に加えて緊急時の治療も認可する親また
は保護者の同意書をノルウェージャンクルーズラインの係員
にご提示ください。

  o  カナダに渡航される際は、カナダ法によって同意書のほ
かに別途許可書が必要です。

 •  ノルウェージャンクルーズラインでは、下船時点で妊娠 24 週
目以降のお客様はご乗船いただけません。妊娠中の方は、担
当医師が出産予定日と渡航への適合性について記載した診
断書をご乗船前にご提出ください。ノルウェージャンクルー

ズラインは、クルーズ中に発生した妊娠中の方の事故について一切
の責任を負いません。

支払期限の延長
 • いかなる場合もデポジットと残金については、お支払期限の延長は
できません。

 • 出航 14 日前を切ってからのご予約は、クレジットカードで予約と
同時に全額お支払いいただく必要がございます。

お支払いを伴う緊急のお申込み
 •  事前購入品でお支払を伴うお申込みの場合、予約と同時に全額お支

払いいただく必要がござ います。24 時間以内にお支払いの確認が
とれない場合、お申込みについては権利放棄またはキャンセル扱い
とさせていただきます。お申込み内容には、寄港地観光ツアー、ダイ
ニング、スパ、エンターテイメントなどが含まれます。

eDocs（電子書類）発行
 •  ご予約代金の全額お支払いが確認されると、出航日の 120 日前(6 

日以下のクルーズの通常カテゴリは 60 日前)より eDocs が入手
可能になります。ギャランティ（GTY）予約したステートルームに関
する eDocs は、出航日の 30 日前より入手可能になります。eDocs 
の発行後にお支払が発生した場合、オリジナルの eDocs は無効に
なります。

 •  eDocs チケットはお支払が完了しないと発券できません。
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ビザおよび渡航文書
 •  必要なビザはすべて旅行会社またはお客様ご本人で管理いただ

く必要があります。ノルウェージャンクルーズラインはビザ情報
を提供しません。

 

乗船時刻
ノルウェージャンクルーズラインは、すべての寄港地に関し、公開され
ている到着/出発時刻を遵守できなかったことに対する責任を負わない
ものとします。

 •  乗船手続きがスムーズに行えるよう、出航日の 2 日以上前まで
にオンラインチェックインをお済ませいただくことをお勧めし
ております。

 •  オンラインチェックインがお済みのお客様はクルーズターミナ
ルで乗船手続きを済ませ、クルーズのご案内に記載されている
出航時刻の 1 時間以上前までにご乗船ください。

 •  出航の 1 日前までにオンラインチェックインがお済みではない
お客様は、クルーズのご案内に記載されている出航時刻の 2 時
間以上前までにクルーズターミナルでチェックインを必ずお済ま
せください。

 •  出航に間に合わなかったお客様については、許可された寄航港
にて途中乗船することができます。途中乗船されたお客様は、
次の寄航港までの旅費や関連するその他すべての費用はお客様
のご負担となりますのでご了承ください。

代替および旅程変更
ノルウェージャンクルーズラインは、ストライキ、ロックアウト、労働者
の作業中止、暴動、悪天候、機械的故障などの問題が発生した際に、予
定されていた渡航や旅程を予告なく取消、繰上、延期、代 替手配でき
るものとします。

 •  ノルウェージャンクルーズラインは、義務ではありませんが、渡
航に使用する客船を代替手配する場合があります。また、取消、
繰上、延期、代替を理由としてお客様に与えた損害に対する責任
は負いません。

 •  全船チャーターとなった場合はご予約が変更または取消される
ことがあり、その際にノルウェージャンクルーズラインはお客様
がお支払済のクルーズ料金を全額払い戻しするものとします。

個人 FIT 予約の条件
個人 FIT 予約のデポジットおよび支払いスケジュール

 • 個人 FIT 予約にはお客様のお名前が必要となります。

 •  キャビンアサインにはデポジットが必要です。確認書に記載の支
払期日をご確認ください

全カテゴリ
出航日から さかのぼって クルーズ、

クルーズツアーのキャンセル料

69-50 デポジット

49-29 50%

28-15 75%

14 以降 0%

全カテゴリ
予約確定連絡 デポジット

額
デポジットのお

支払い
(予約確定から

～日以内)

残金のお支
払い

30 日前まで：3 日
以内(7 日延長可)

クルーズ代 
金*の 20％

90 日前ま
で：28 日以内

出航日の
70 日前

29-15 日前：24 時
間以内(4 日延長可)

89-31 日前： 
14 日以内

14 日以降：24 時
間以内

30-15 日前： 
6 日以内

※ヘブン・スイート
は予約と同時に予約
確定処理が必 要と
なります。

14 日前以降：
即時

 *クルーズ代金=キャビン代+NCF

個人 FIT 予約のキャンセル料に関するスケジュール

*出航日の 70 日前までは、デポジットは払い戻しいたします。
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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。

©2021 NCL Corporation Ltd. 船籍：バハマ＆アメリカ合衆国  37827  1/21
香港ライセンス番号 354364

ノルウェージャンクルーズラインのサービスが賞に輝く理由を 
お客様ご自身でお確かめください。

セリャラントスフォス、アイスランド

マンダラ スパ リスボン、ポルトガル

バルセロナ、スペインノルウェージャン アンコール

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 
12年連続受賞

CARIBBEAN’S 
LEADING CRUISE LINE

ワールド・トラベル・アワード 
7年連続受賞


