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客室の詳細については、本パンフレットの48～69ページまたはウェブサイトにてご確認ください。

ファミリールーム
ノルウェージャンクルーズラインで
は、何かと融通の利く多彩なお部屋
をご用意して、ご家族連れのお客様
に最適なお部屋を選んでいただける
ようにしています。エキストラベッド
をご利用いただけるお部屋から、お
部屋同士がつながっていて使い勝手
のよいコネクティングルーム、複数の
お部屋に分かれているファミリー ス
イートに至るまでの各種お部屋の中
から、ご家族の状況に合わせて最適
なお部屋をお選びいただけます。
 

 
革新的なストゥーディオ
スタイリッシュなストゥーディオは、
お部屋の設計も料金設定もお一人
での旅行者向けのものとなってお
り、一人部屋の追加料金をお支払い
いただく必要はございません。専用
のカードキーを使って、ストゥー 
ディオの特別なエリアやバーを備え
たストゥーディオ専用ラウンジをご
利用いただき、お客様独自の空間を
お楽しみください。現在、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。

スパ施設のご利用に最適
とにかく時間があればスパを利用し
たいというお客様には、すっきりと
落ち着いた雰囲気のスパ ステート
ルームか、または贅沢なジャグジー
の付いたスパ スイートがお勧めで
す。これらのお部屋にご宿泊いただ
きますと、洋上でマンダラ スパの 
サーマルスイートやサウナ、スチー
ムルーム、ハイドロセラピープール
を無料でご利用いただけます。現
在、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 エピックでご利用
いただけます。
 

 

THE HAVEN BY NORWEGIAN®
客船の最上階に、階下の喧騒から逃れてひ
っそりと隠れるように、ひときわ豪華で設備
の整った高級感溢れる広々としたお部屋、
ザ・ヘブンがあります。そのすぐそばには、
このお部屋にご宿泊のお客様専用に用意さ
れた、プライベートで落ち着いたヘブン 
コートヤードやプールがございます。さらに
一部の客船では、ヘブンレストランやヘブ
ンラウンジで、豪華なお食事や美味しいカ
クテルもお楽しみいただけます。それはまる
で客船の中にご自分の船を所有しているよ
うな感覚であり、そこで過ごしたお時間は決
して忘れられないものになるでしょう。 
詳細は18～19ページをご覧ください。

ミニ スイート
＆バルコニー ステートルーム
一般のステートルームよりも広く、それで
いて思いのほかお手ごろな料金でご利用い
ただけるミニスイートでは、ちょっとした
贅沢なご気分を味わっていただくことがで
きます。広々としたリビングスペースで寛
いでいただいてもよいですし、お部屋に据
え付けられた専用バルコニーに出てオー 
シャンビューを楽しまれるのもよいでしょ
う。広めのバスルームにはバスタブがつい
ていますので（一部、ついていないお部屋
もございます）、ゆったりとお湯に浸かっ
て心身をリフレッシュしてください。また
専用バルコニーとお部屋をつなぐ大きな窓
は、快適さを追求したバルコニー ステート
ルームにも備え付けられています。バルコ
ニーステートルームはコネクティングタイ
プのお部屋も数多くご用意しておりますの
で、ご家族連れのお客様に最適な空間と 
なっています。

どの客船でもお楽しみいただける
夢のスイートライフ
スイートをご利用いただけるのは、ザ・ヘブ
ンだけではございません。すべての客船に
豪華なスイートやペントハウスが用意され
ており、それらにも同様の設備が完備され
ています。広々としたバルコニーやゆったり
とした設計、豪華なバスルームが、この上な
く贅沢な時間を演出してくれるはずです。
バトラーサービスやコンシェルジュサービ
スに加えて、無料のシャンパンやスパークリ
ングワイン、スペシャリティレストランへの
朝食や昼食のご招待といった特典が、贅沢
なご気分をいっそう高めてくれることでしょ
う。スイートの詳細についてはウェブサイト 

（www.ncl.com）をご覧ください。

オーシャンビュー ステートルーム
＆インサイド ステートルーム
ノルウェージャンクルーズラインの客船で
は、たとえ最もお手ごろな料金のステート
ルームをお選びいただいたとしても、快適
さと素晴らしいサービスのご提供をお約束
します。もしお手ごろな料金でありながら心
身をゆっくり休ませられる場所をお探しで
あれば、美しい海の景色が見られる窓付き
のオーシャンビュー ステートルームはいか
がでしょうか。また、できるだけ部屋に閉じ
こもらずに活発に出歩くつもりだから景色
はそれほど気にしないけれど、客室内の快
適さだけは妥協したくないという方には、イ
ンサイド ステートルームが最適です。
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限られたお客様のためだけにご用意された特別な空間
客船の最上階に、ひっそりと隠れるように佇むのは、ひときわ豪華で設備の整った高級感溢れる広々
としたお部屋、ザ・ヘブン BY ノルウェージャン（The Haven by Norwegian®）です。こちらにご宿泊
されるお客様には、ご自分専用のカードキーでザ・ヘブンの各種施設をご利用いただけるだけで
なく、船内にご用意しているそのほかのあらゆる施設やサービスにも容易にアクセスしてただく
ことができます。さらに、ご滞在中はずっと、コンシェルジュや24時間専属のバトラーによる行き
届いたサービスもお約束いたします。そして何よりも、お部屋のすぐ近くに設けられた、ザ・ヘブ
ンにご宿泊のお客様専用のプール付きコートヤードやサンデッキで、誰にも邪魔されることなく
穏やかにプライベートな時間をお過ごしいただくことができます。それはまるで、客船の中にご自
分の船を所有しているような感覚であり、それがお客様の休日をさらに素敵なものにしてくれる
でしょう。

ザ・ヘブン BY ノルウェージャンは現在、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、ノルウェージャン エスケープ、ノルウェージャン ジェム、ノルウェージャン ゲッタ
ウェイ、ノルウェージャン ジェイド、ノルウェージャン ジュエル、ノルウェージャン パールにて
ご利用いただけます。

洋上で楽しむ
贅沢なプライベート空間

ザ・ヘブンのパンフレットはこちらでご覧いただけます。WWW.THEHAVEN.NCL.COM
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ご宿泊のお客様限定のサービス
• 24時間専属バトラーサービス
• コンシェルジュサービス
• コートヤード内のサービス
• お部屋でお食事、専用メニューの

24時間ルームサービス
• 客室までのご案内

ご宿泊のお客様限定の特典
• ヘブンコートヤード、専用プール、

サンデッキ、ジャグジー、
フィットネス施設のご利用

• 乗船、下船の優先案内
• 専用プラチナカードキー
• テンダーボートの優先案内
• 港から空港までの無料送迎#

ご飲食に関する特典
• シャンパン、その他アルコール類、 

ミネラルウォーター、ソーダ、
果物などのサービス+

• ご乗船日にスパークリングワイン、
ミネラルウォーター、
果物などのサービス

• 24時間ルームサービス
• ヘブンレストランで特別メニューの

ご利用、またはプライベートエリ
アでの朝食や昼食サービス

• お好きなスペシャリティレストラン
からお食事のデリバリーサービス
（カバーチャージが発生します）

• ミニバー、
エスプレッソ＆カプチーノマシーン

• 毎日夕方お部屋へお届けする
スナックサービス

• 航海士とのカクテルパーティー

心のこもったおもてなし
• ブリスコレクション

（Bliss Collection by Norwegian™）
特製ピロートップマットレス

• 高級シーツ、羽毛布団、
枕のサービス

• プラッシュ製バスローブ、
スリッパ、タオル

ザ・ヘブン ガーデン ヴィラ
ベッドルーム3室、バスルーム3箇所、キングまたはクイーンサイズの
ベッド、リビングルーム、ダイニングルーム、屋外ダイニングスペース、
ジャグジー付きプライベートサンデッキが
ございます。

ザ・ヘブン
 （デラックス）スパ スイート
ジャグジーを備えたスパ スイートは、マン
ダラ スパ（Mandara Spa®）やジムの近く
に位置し、サーマルスイートやサウナ、ハ
イドロセラピープール、スチームルーム、
加温式デッキチェアなどの施設や設備を無
料でご利用いただけます。

ザ・ヘブン
 （コートヤード）ペントハウス
豪華なペントハウスは優美なデザインが特
長で、ロマンチックな旅にぴったりなお部
屋、または2名以上に適したお部屋もござ
います。

タイプ： Ｈ5、Ｈ6、Ｈ7
面積： 30～76㎡
最大定員数： 4名
ご利用可能な客船： ブレイクアウェイ、エピック、
 エスケープ、ジェム*、ゲッタ
 ウェイ、ジェイド*、ジュエル*、
 パール*

タイプ： Ｈ8、Ｈ9
面積： 28～30㎡
最大定員数： 3名
ご利用可能な客船： ブレイクアウェイ、エピック、
 エスケープ、ゲッタウェイ

ザ・ヘブン
 （デラックス）オーナーズ スイート
ベッドルーム1室、バスルーム1箇所、キン
グサイズのベッド、リビングダイニング
ルームまたはリビングルームとダイニング
ルーム、バルコニー（1～2箇所）がござい
ます。

タイプ： H2、H3
面積： 53～121㎡
最大定員数： 6名
ご利用可能な客船： ブレイクアウェイ、エピック、
 エスケープ、ジェム、ゲッタウェイ、
 ジェイド、ジュエル、パール

ザ・ヘブン ファミリー ヴィラ
ベッドルーム2室（お子様用ベッドルーム
1室）、バスルーム2箇所、クイーンサイ
ズのベッド、リビングダイニングルーム
がございます。

タイプ： Ｈ4
面積： 47～56㎡
最大定員数： 6名
ご利用可能な客船： ブレイクアウェイ、エピック、エスケープ、 
 ジェム、ゲッタウェイ、ジェイド、
 ジュエル、パール

タイプ： H1
面積： 395～454㎡
最大定員数： 8名
ご利用可能な客船： ジェム、ジェイド、
 ジュエル、パール

上記の間取り図は、それぞれジュエルクラス（ガーデン ヴィラ）、ブレイクアウェイクラス（デラックス オーナーズ スイート＆コートヤード ペントハウス）、
エピック（ファミリー ヴィラ）、エスケープ（スパ スイート）のものです。客船によってお部屋の種類や装飾は異なる場合がございます。
* こちらの客船にてペントハウスにご宿泊の場合、ザ・ヘブンのご利用はできません。
＃ ガーデン ヴィラにご宿泊のお客様限定です。
+ ガーデン ヴィラと（デラックス）オーナーズ スイートにご宿泊のお客様限定です。
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