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見つけてください 

あなたがハッピーになれる場所
ノルウェージャンクルーズラインでは、自由気ままな旅をお楽しみいただけます。荷 物をほどいたら、

ほぼ毎朝違う都市に到着。思いのままに、ヨーロッパの風 景や音、味覚を堪能してください。船内では 

お好きな時にお好きな場所で、おいしいお食事をお楽しみいただけます。そして、人気のブロードウェイショー 

など、洋上でのエンターテイメントも最高に充実しています。ヨーロッパクルーズの客船は受賞歴を誇る6隻が勢

ぞろい。ぜひ旧世界を新しいスタイルでご体験ください。ノルウェージャンクルーズラインで、思いのままに過ごす 

「フィールフリー」のクルーズをぜひご体験ください。



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上で繰り広げられる、受
賞歴を誇るエンターテイメントショーをご覧いただくと、きっと目
や耳を疑うほど驚かれることでしょう。驚きのアクロバットが見も
のの「シルク ドリームス・アンド・ディナー（Cirque Dreams and 

Dinner®）」。ノルウェージャン エピックでは華やかな演出の人気
ミュージカル「プリシラ」。海の上で、受賞歴を誇るエンターテイ
メントを毎日お楽しみください。

アクティビティ
スニーカーの紐を結んだら、複数階あるアクション満載のスポー
ツコンプレックスで様々なゲームに挑戦しましょう。気軽に楽し
めるバスケットボール。海の上で、巨大な岩の壁に向かってロッ
ククライミング。船の上を勢いよく滑るジップラインでは、他では
得られない経験を味わえます。アクティビティ満載のトップデッ
キは興奮に満ちあふれています。

バー＆ラウンジ
シュガーケーンモヒートバーでは、お好みに配合された作りたて
の特製モヒートをお楽しみください。マグナムズ シャンパン＆ワ
インバーでは、シャンパンを開けて素晴らしい人生に乾杯。5オク
ロック サムウェア バーはいつでもハッピーアワー。数多くのバー
やラウンジの中から、お気に入りを見つけてください。

客室
朝一番にプライベートバルコニーで感じる爽やかな潮風。あるい
は、最上階にある最も広く設備の整った豪華客室、ザ・ヘブン by 
ノルウェージャン（The Haven by Norwegian®）で過ごす極
上のバケーション。受賞歴を誇るノルウェージャンクルーズライン
では、お一人様、ファミリー、さらには団体様まで、さまざまなお
客様のご要望にお応えするモダンで快適な客室を幅広くご用意
しています。

スパ
マンダラスパ（Mandara Spa®）で自分だけの静かで贅沢な時
間をお過ごしください。50を超えるスペシャリティトリートメン
トのなかから、ホットストーンマッサージはいかがですか？ノルウ
ェージャンクルーズラインの船内にあるスパでは、クラシックな
ものから贅沢なものまで幅広いトリートメントを取り揃えており
ます。フェイシャル、マッサージ、鍼治療、フルメニューなど、スペ
シャリストのサービスでくつろぎとリフレッシュのひとときをご堪
能ください。

スパトリートメントの内容は客船によって異なります。

フリースタイル ダイニング
4コース料理と上質なボトルワインをゆっくりと堪能。あるい
はグリルで焼いたアツアツのハンバーガーはいかがですか。
ドレスアップしてお食事を楽しむのも、カジュアルな服装で食
事するのも思いのままです。お友達とご一緒に、または新しい
出会いを求めて。お食事は船内あるいはオーシャンサイドの 
ザ・ウォーターフロントで。自由でフレキシブルなフリースタイル 
ダイニングを取り入れているのはノルウェージャンクルーズライン
だけ。決まったお食事の時間やお席の割当てはありません。決め
られた予定ではなく、その時の気分でお選びください。

スペシャリティレストラン、バー、ラウンジをご利用の際は追加料金が発生
します。船内にてお支払いください。
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ザ・ウォーターフロント

荷物を整理する時間はいくらでもあります。まずは船内の探検から始めませんか。トップデッキに出

て、洋上最大級のロープコースに挑戦。海の上でバスケットボールをプレイすることもできます。ホット 

ストーンマッサージで癒され、高級宝飾店では自分へのご褒美のジュエリーを探しましょう。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。きらびやかなブロードウェイショーを鑑賞したり、抱腹絶

倒のコメディクラブのショーを楽しんだり。お気に入りのバーやラウンジで特製のカクテルを手に、新しく

出会った人たちと会話を楽しむのも素敵です。船内のあちらこちらで、それぞれに合った楽しみやくつろぎ

が見つかるはずです。

スケジュールは
思いのまま 



思い通りのお食事を、食べたいときにいつでも、お好きなように、お好きな場所でお召し上がりください。決め

られた時間やテーブルの制限に縛られることがないため、洋上で最高のメニューをご自身のペースで楽しめま

す。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、新鮮な素材を

使った料理を日替わりメニューでご提供し、毎日でも飽きることはありません。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、スペシャリティレストランのテーブルをご予約いただくことも可能です。どこでお

食事をしても、ご満足いただけるはずです。

 
気分にあわせて  

お好みのお食事を
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ダイニング＆ビバレッジパッケージ

スペシャリティダイニングパッケージを利用すると、定額で食事をお楽しみいただけます。ル ビストロではフランス
料理を。ラ クッチーナではイタリア料理を。一番いいのは、全部試してみること！またプレミアム ビバレッジ パッケ
ージをはじめとした各種ビバレッジパッケージもご用意しております。クルーズ中、定額で各種ソフトドリンク、ビー
ル、スピリッツ、カクテル、グラスワインをお楽しみいただけます。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。 

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、ジーンズなどでも気
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、アジア料理をご堪能ください。

カジュアルなビュッフェ
自慢のビュッフェでは、どんな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
洗練されたプライベートダイニングが体験できる、ザ・
ヘブン by ノルウェージャンのゲスト専用のレストラン。
朝食、昼食、夕食に創作料理と厳選したワインをご用意
しています。

スペシャリティレストラン 

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。名物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。デザートにはぜひアフォ
ガートをご注文ください。

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。 

ジミー・バフェット  
マルガリータヴィル アット シー
ノルウェージャン エスケープとノルウェージャン ゲッタ
ウェイのジミー・バフェット マルガリータヴィル アット 
シーで、トロピカルなライブミュージックとともにチーズ
バーガーを頬張るのはいかがでしょう？きっとパラダイ
ス気分に浸れるはずです。 

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？

シーフードスペシャリティ
ノルウェージャン ゲッタウェイのオーシャンブルーとノ
ルウェージャン エスケープのバヤモ バイ オーシャンブ
ルーでは、豪華なシーフードをご用意しています。

寿司バー
おいしいお寿司をお楽しみください。創作巻き寿司や
新鮮な刺身も豊富にご用意しています。

香港およびその他のアジア地域 
+852 2165 6000 (英語/中国語) 
ウェブサイト：NCL.COM 
旅行代理店にお問い合わせください
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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 エピックの壮大かつカラフルな特別空
間、スピーゲルテントでは「シルク ドリームス エピキュリ
アン」を。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」をご鑑賞ください。  

パーティー三昧
昼も夜もパーティーは続きます。乗船したらプールデ
ッキで出航を祝う、セイルアウェイパーティーにぜひご
参加ください。パーティー用に着飾って、ブリスウルト
ララウンジへ。あるいはきらめく星空の下、 
H20グローパーティーで踊り明かしませんか？

ブロードウェイショー
ノルウェージャン エピックでは華やかな演出の心あたた
まるミュージカル「プリシラ」。声の調子を整え、青いス
エードの靴を履いて、トニー賞（Tony Award®）受賞ミュ
ージカル「ミリオン・ダラー・カルテット」を鑑賞しなが
ら、なつかしのオールディーズを一緒に口ずさんでみま
せんか？ノルウェージャン エスケープでは、「アフター・
ミッドナイト」の受賞歴に輝く振り付けをお楽しみくださ
い。腰をくねらせ熱く抱擁する「バーン・ザ・フロア」のダ
ンスも見逃せません。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。

コメディー
涙が出るほど、思い切り笑って楽しみたい時には、
お気に入りのカクテルを飲みながら、即興コメディ
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、夜を笑いで盛り上げる最高峰の
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？ジミー・バフェットの5オクロック サムウ
ェア バーで、トロピカルアイランド風の音楽に身を任せ
るもいいでしょう。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。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
「クワイア・オブ・マン」では、エネルギッシュなダンスに、
思わずグラスを掲げて乾杯したくなります。「シルクドリー
ムス・アンド・スティーム」では、壮大なパフォーマンスが
華麗に繰り広げられます。受賞歴を誇るミュージカル「シ
ックス」は、ヘンリー8世の6人の妻が繰り広げる物語。ダ
ンス、演劇、音楽など、数々のショーを心ゆくまでお楽しみ
ください。

「プリシラ」、ノルウェージャン エピック

ノルウェージャンクルーズラインの洋上エンターテイメントがさらに充実しました。パワーアップした各エンタ

ーテイメントをお楽しみください。「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情熱を

感じてください。ノルウェージャン ゲッタウェイでは、ジョニー・キャッシュ、ジェリー・リー・ルイス、カール・

パーキンス、エルビス・プレスリーの4大スターのそっくりさんと共に歌う「ミリオン・ダラー・カルテット」を。

ノルウェージャン エスケープでは、ニューヨーク・ハーレムのコットンクラブを再現した「アフター・ミッドナイ

ト」が迫力満点です。活気あふれるジャズバンドと華麗なダンサーたちがステージいっぱいにショーを繰り広

げます。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。

 
毎晩が、忘れられない

思い出に

香港およびその他のアジア地域 
+852 2165 6000 (英語/中国語) 
ウェブサイト：NCL.COM 
旅行代理店にお問い合わせください
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アントラージュ（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。あるいは、スペシャリ
ティレストランで美食を堪能するのもよいでしょう。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。いつお子様のお腹が空いても
大丈夫。いつでもお食事のオプションをご用意しています。

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
望にお応えできるよう、多彩なお部屋のオプションをご用意して
います。

スプラッシュアカデミー（小さなお子様向け）
クリエイティブな遊びやスポーツなど、お子様が楽しい時間を過
ごせる無料のユースプログラムです。テーマに沿ったアクティビ
ティからパーティーまで、コツを心得たスタッフが素敵なアイデ
アを提案します。また、スタッフが常駐するグループシッティン
グ*にお子様を預けて、寄港地観光に出かけたりロマンチックな
夜を過ごしたりすることも可能です。 
*小額の料金が加算されます。

グッピーズ （6カ月～3歳未満向け）
すべての客船でご利用いただける無料のグッピーズプログラム
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。乳幼児担当コーディネーターが受け持つこのプログラムで
は、感覚を育てる遊びやお絵かきなど、インタラクティブな親子
アクティビティを1日2時間までお楽しみいただけます。

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。

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？これは冗談ではありません。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をご用意しています。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、ノルウェージャンは洋

上最高の遊び場です。 

 
家族と笑顔で過ごす1日 



10  寄港地観光ツアー

寄港地観光を満喫
寄港地には、それぞれのストーリーやのぞいてみたい秘密がありま
す。美しい景色、氷河、古代の遺跡、どこを観光するにも、寄港地観光
ツアーでは素晴らしい体験が待っています。

ご予約は、担当スタッフまでお申し出ください。
 •   クルーズ前および乗船後、専属スペシャリストが 

ツアー手配をサポート

 •   全寄港地のオプショナルツアーを一度に簡単予約

 •    すべての交通費や入場料を事前通知

 •   桟橋からの送迎付き 

 •    事前予約 — 寄港地観光ツアーは早い段階で定員に 
達しますので、事前予約をおすすめします。

 •    万が一ツアーに変更があった場合、船内クレジットによ
る返金、もしくは再スケジュールを行います。

事前予約はncl.com/excursionsにて出航の2日前まで
受け付けています。

参加人数には限りがございます。  
お早目にご予約ください。

ローマのコロッセオ（イタリア）

大自然の驚異
カメラを片手に、マデイラ諸島の雄大なイルカやクジラ、ノルウェ
ーのツノメドリ、ギリシャのそびえ立つ断崖、イタリアの田園地帯
に広がるブドウ園など、さまざまな大自然の魅力をたっぷりご観
賞ください。

プライベートツアー プログラム
ご自身のペースで優雅に寄港地を探検するツアーはいかがです
か？個人や団体のお客様のご希望に応じてプランニングするカス
タムツアーで観光が楽しめます。ボートや運転手付きの4駆車、
水上飛行機、小型ボートなどを利用したプライベートツアーは、
きっと忘れられない思い出となることでしょう。

一部の寄港地でのみご利用いただけます。

史跡
写真でしか見たことのない場所を、自分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、素晴らしい状態で保存されているポンペイ遺跡
を訪ね、過去へ思いを馳せる旅をお楽しみください。歴史を学ぶ
のにこれ以上の方法はないでしょう。

寄港地観光ツアー   11   

サンクトペテルブルクでは、宮殿やペテルゴフの噴水の優雅な光景に感動。ローマのコロッセオでは、かつ

て繰り広げられた戦いを想像しながら歴史に思いを馳せてみませんか。有名なギリシャの古代遺跡を訪れ

たり、トスカーナのワイナリーでキャンティを味わったり。ノルウェージャンクルーズラインの寄港地観光ツ

アーで広い世界を探検し、新しいもの、普段と違うものを日々発見しましょう。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、忘れられない思い出となるはずです。

過去に思いを馳せる旅

香港およびその他のアジア地域 
+852 2165 6000 (英語/中国語) 
ウェブサイト：NCL.COM 
旅行代理店にお問い合わせください



アムステルダム（オランダ）

ヨーロッパを代表するクルーズラインに乗船し、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異

なる寄港地です。 見て、聞いて、味わって、たくさんの文化を思い思いに満喫してください。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のギロピタやワインを味わいながら、ダンスをしたり、ゆったりと過ごしたり。サンクトペテル

ブルクでは、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。客船は、受賞歴を誇る6隻が勢ぞろい。ヨーロッパを新しいスタイルで発見してください。

魅力溢れる街を探訪

12   ヨーロッパ ヨーロッパ   13   

EUROPE’S LEADING  
CRUISE LINE

WORLD TRAVEL AWARDS
12年連続受賞
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ストックホルム（スウェーデン） ノルウェージャン エスケープの5オクロック サムウェア バー
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香港およびその他のアジア地域 
+852 2165 6000 (英語/中国語) 
ウェブサイト：NCL.COM 
旅行代理店にお問い合わせください

北ヨーロッパクルーズ コペンハーゲン＆ロンドン（サウサンプトン）発   1514   北ヨーロッパクルーズ コペンハーゲン＆ロンドン（サウサンプトン）発

ベルリン（ドイツ）

スカンジナビア、ロシア、バルト海クルーズ 9日間  
コペンハーゲン発
ノルウェージャン エスケープ

ブリテン諸島クルーズ 12日間 
ロンドン（サウサンプトン）発
ノルウェージャン スター

ブリテン諸島クルーズ 12日間 
ロンドン（サウサンプトン）発
ノルウェージャン スター

ブリテン諸島クルーズ 12日間 
ロンドン（サウサンプトン）発
ノルウェージャン スター

バ
ル
ト
海

•

• • ••

•

タリン

サンクトペ
テルブルク

ストックホルム
（ニーネスハムン）

ヘルシンキ

コペンハーゲン

ベルリン
（ヴァーネミュンデ）

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）

7:30 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） 9:00 am 4:30 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

2020年
5月29日
6月7、16、25日
7月4、13、22、31日
8月9、18、27日
9月5、14、23日
10月2日

北海

北大西洋

アイリッシュ海

•

••

••

••

•
•

•
カークウォール

ポートランド

リバプール

インバネス（イン
バーゴードン）

ダブリン
ベルファスト

グラスゴー（グ
リーノック） エジンバラ（ニ

ューヘブン）

ロンドン（サウサ
ンプトン）

コーク（コーブ）

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） 8:00 am 6:00 pm

水 エジンバラ+（ニューヘブン） 
（スコットランド） 7:00 am 6:00 pm

木 カークウォール（オークニー
諸島） 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） 正午 9:00 pm

土 ベルファスト（北アイルランド） 7:00 am 6:00 pm

日  リバプール（英国） 7:00 am 6:00 pm
月  ダブリン（アイルランド） 2:00 am 停泊
火 ダブリン（アイルランド） 8:00 pm

水 コーク+（コーブ）（アイルランド） 8:00 am 4:00 pm
木 ポートランド（英国） 9:00 am 7:00 pm

金  ロンドン+（サウサンプトン）（英国） 5:00 am

2020年
8月23日

北海

北大西洋

アイリッシュ海

•

••

••
•

•
••

•
カークウォール

ポートランド

ホーリーヘッ
ド

インバネス
（インバーゴードン）

コーク
（リンガスキディ）

ダブリン
ベルファスト

グラスゴー
（グリーノック） エジンバラ

（ニューヘブン）

ロンドン
（サウサンプトン）

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  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   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

火  カークウォール（オークニー
諸島）

7:00 am 1:00 pm

水 グラスゴー+（グリーノック） 
（スコットランド） 正午 9:00 pm

木 ベルファスト（北アイルランド） 8:00 am 6:00 pm

金 ホーリーヘッド（ウェールズ） 
（英国）

8:00 am 6:00 pm

土 ダブリン（アイルランド） 7:00 am 停泊
日   ダブリン（アイルランド） 6:00 pm

月   コーク+（リンガスキディ） 
（アイルランド）

8:00 am 4:00 pm

火 ポートランド（英国） 9:00 am 7:00 pm

水 ロンドン+（サウサンプトン）（英国） 5:00 am

2020年
9月4日

北海北大西洋

アイリッシュ海

•

••

••
•

•
••

•
ストーノウェー

ポートランド

リバプール

インバネス
（インバーゴードン）

ダブリン
ベルファスト

グラスゴー
（グリーノック） エジンバラ

（サウスクイーン
ズフェリー）

ロンドン
（サウサンプトン）

コーク
（コーブ）

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   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 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   ストーノウェー（英国） 8:00 am 5:00 pm

月   グラスゴー+（グリーノック） 
（スコットランド）

9:00 am 6:00 pm

火  リバプール（英国） 8:00 am 8:00 pm

水 ベルファスト（北アイルランド） 8:00 am 6:00 pm

木 ダブリン（アイルランド） 7:00 am 停泊
金  ダブリン（アイルランド） 6:00 pm

土 コーク+（コーブ）（アイルランド） 8:00 am 4:00 pm

日  ポートランド（英国） 9:00 am 7:00 pm

月  ロンドン+（サウサンプトン）（英国） 5:00 am

2020年
9月16日
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フロインフォッサル滝、アイスランド

アーカート城、ハイランド地方ドラムナドロッキット（スコットランド）

ブリテン諸島、ノルウエー、アイルランドクルーズ  
14日間 アムステルダム発
ノルウェージャン ジェイド

北海

••••
•••

•

•••
•

ヘルシルト
ベルゲン

ダブリン

ベルファスト

ガイランゲル
オーレスン

エジンバラ（ニューヘブン）

インバネス
（インバーゴードン）

ロンドン（テ
ィルバリー）

パリ（ル・アーヴル）
ブルージュ（ゼーブルッヘ)
アムステルダム

航程 寄港地 入港 出港 
土 アムステルダム（オランダ） 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 7:00 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 4:00 pm

水 ベルゲン（ノルウェー） 1:00 pm 9:00 pm

木 オーレスン（ノルウェー） 9:00 am 6:00 pm

金   ガイランゲル（ノルウェー）
ヘルシルト（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   ベルファスト（北アイルランド） 10:00 am 8:00 pm

月   ダブリン（アイルランド） 8:00 am —

火  ダブリン（アイルランド） — 4:00 am

水 パリ+（ル・アーヴル） 
（フランス）

7:00 am 7:00 pm

木 ロンドン+（ティルバリー） 
（英国）

8:00 am 8:00 pm

金  ブルージュ+（ゼーブルージュ）（ベ
ルギー）

8:00 am 6:00 pm

土 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

2020年
5月16日

アイスランド、アイルランド、ノルウェークルーズ 
「フィヨルドの神秘」14日間 ロンドン（サウサンプトン）発  
ノルウェージャン スター

ノルウェー海

北海

•••

•

•

•

•

••

レイキャビク
アクレイリ

セイジスフィヨルズル

ロンドン
（サウサンプトン）

エジンバラ
（ニューヘブン）

グラスゴー
（グリーノック）

パリ（ル・アーヴル）

ダブリン
（ダン・レアリー）

ベルファスト

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・アーヴル）（フランス） 6:00 am 11:00 pm

火  終日クルージング — —

水 エジンバラ+（ニューヘブン） 
（スコットランド）

8:00 am 6:00 pm

木 終日クルージング — —

金   セイジスフィヨルズル（アイスランド） 8:00 am 6:00 pm

土 アークレイリ（アイスランド） 8:00 am 5:00 pm

日   レイキャビク（アイスランド） 正午 停泊
月   レイキャビク（アイスランド） — 3:00 pm

火  終日クルージング — —

水 グラスゴー+（グリーノック） 
（スコットランド）

10:00 am 8:00 pm

木 ベルファスト（北アイルランド） 正午 9:00 pm

金 ダブリン+（ダン・レアリー） 
（アイルランド）

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

2020年
5月31日

ノルウェー＆北極クルーズ「夏至のひととき」14日間 
ロンドン（サウサンプトン）発
ノルウェージャン スター

北海

ノルウェー海

••

•
•

•

•
••

•
オーレスン

エイドフィヨルド

トロンハイム

スバルトイスグレーシャー

ハウゲスン

ノールフィヨーレイド

クリスティアンサン

レクネス/ロフォーテン諸島
ホニングスヴォーグ

ハンメルフェスト

ロンドン
（サウサンプトン）

•
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   終日クルージング — —

火  ハウゲスン（ノルウェー） 8:00 am 4:00 pm

水 トロンヘイム（ノルウェー） 正午 9:00 pm

木 スヴァルティセン氷河クルーズ — —

金   ロフォーテン諸島レクネス（ノルウェー） 8:00 am 5:00 pm

土 ホニングスヴォーグ（ノルウェー） 正午 11:59 pm

日   ハンメルフェスト（ノルウェー） 8:00 am 5:00 pm

月   終日クルージング — —

火  オーレスン（ノルウェー） 10:00 am 7:00 pm

水 ノールフィヨーレイド、ノルウェー 8:00 am 5:00 pm

木 エイドフィヨルド（ノルウェー） 7:00 am 6:00 pm

金 クリスチャンスン（ノルウェー） 9:00 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

2020年
6月14日

香港およびその他のアジア地域 
+852 2165 6000 (英語/中国語) 
ウェブサイト：NCL.COM 
旅行代理店にお問い合わせください

北ヨーロッパクルーズ ロンドン（サウサンプトン）＆アムステルダム発  1716   北ヨーロッパクルーズ ロンドン（サウサンプトン）＆アムステルダム発

スカンジナビア、ロシア、バルト海クルーズ 14日間
ロンドン（サウサンプトン）発 
ノルウェージャン エスケープ

バ
ル
ト
海

• ••

•

•

•
••

•
•

タリン

サンクトペテルブルク
ヘルシンキ

アムステルダム
ベルリン（ヴァーネミュンデ）

ストックホルム（ニーネスハムン）

ブルージュ（ゼ
ーブルッヘ）パリ

（ル・アーヴル）

ロンドン
（サウサンプトン）

コペンハーゲン

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・アーヴル）（フランス） 7:00 am 7:00 pm

日 ブルージュ+（ゼーブルージュ） 
（ベルギー）

8:00 am 7:00 pm

月 アムステルダム（オランダ） 7:00 am 停泊
火 アムステルダム（オランダ）   4:00 pm

水 終日クルージング — —

木 ベルリン+（ヴァーネミュンデ）（
ドイツ）

7:00 am 9:00 pm

金 終日クルージング — —

土 タリン（エストニア） 8:00 am 5:00 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 ヘルシンキ（フィンランド） 8:00 am 5:00 pm

水 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

木 終日クルージング — —

金 コペンハーゲン（デンマーク） 7:00 am

2020年
5月15日
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アイスランド、アイルランド、ノルウェークルーズ 
「フィヨルドの神秘」14日間 ロンドン（サウサンプトン）発  
ノルウェージャン スター

ノルウェー海

北海
ガイランゲル

ヘルシルト
ベルゲン

オーレスン

••

•
•

••

•

•
•

レイキャビク
アクレイリ

ロンドン
（サウサンプトン）

ダブリン
ベルファスト

アムステルダム
（アイモンデン）

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   アムステルダム+（アイモイデン）（オ
ランダ）

10:00 am 10:00 pm

火  終日クルージング — —

水 ベルゲン（ノルウェー） 8:00 am 8:00 pm

木 オーレスン（ノルウェー） 8:00 am 8:00 pm

金   
 

ガイランゲル（ノルウェー） 
ヘルシルト（ノルウェー）

11:00 am
8:00 am

5:00 pm
9:00 am

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 5:00 pm

月   レイキャビク（アイスランド） 正午 停泊
火  レイキャビク（アイスランド） — 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 7:30 pm

金 ダブリン（アイルランド） 3:45 am 11:59 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

2020年
6月28日

アイスランド、アイルランド、ノルウェークルーズ「フィ
ヨルドの神秘」14日間 ロンドン（サウサンプトン）発  
ノルウェージャン スター

ノルウェー海

北海
ガイランゲル

ヘルシルト
ベルゲン

オーレスン

••

•
•
•

••
•
•

•

レイキャビク
アクレイリ

ロンドン
（サウサンプトン）

ダブリン
（ダン・レアリー）

ベルファスト エジンバラ（ニューヘブン）

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 ベルゲン（ノルウェー） 2:00 pm 10:00 pm

木 オーレスン（ノルウェー） 10:00 am 7:00 pm

金   
 

ガイランゲル（ノルウェー） 
ヘルシルト（ノルウェー）

8:00 am
4:00 pm

2:00 pm
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 5:00 pm

月   レイキャビク（アイスランド） 正午 停泊
火  レイキャビク（アイスランド） — 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+（ダン・レアリー） 
（アイルランド）

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

2020年
7月12日

   ゴーザフォスの滝、アクレイリ、アイスランド

北ヨーロッパクルーズ アムステルダム＆ロンドン（サウサンプトン）発     1918   北ヨーロッパクルーズ アムステルダム＆ロンドン（サウサンプトン）発

ダブリンの聖パトリック大聖堂

スカンジナビア、ロシア、アムステルダムクルーズ 
「究極のバルト海」14日間 アムステルダム発 
ノルウェージャン ジェイド

•

•

•

•

•
•
•
•

••

ヘルシンキ サンクトペテ
ルブルク

アムステルダム アムステルダム
（アイモンデン）

ストックホルム

コペンハーゲン

クライペダ
リガ

タリン

ベルリン
（ヴァーネミュンデ）

グディニャ（グダニスク）

航程 寄港地 入港 出港 
土 アムステルダム（オランダ） 5:00 pm

日 終日クルージング — —

月 ベルリン+（ヴァーネミュンデ） 
（ドイツ）

6:30 am 9:00 pm

火 グディニャ+（グダニスク） 
（ポーランド）

1:00 pm 9:00 pm

水 クライペダ（リトアニア） 7:00 am 3:00 pm

木 ヘルシンキ（フィンランド） 正午 8:00 pm

金 サンクトペテルブルク（ロシア） 8:00 am 停泊
土 サンクトペテルブルク（ロシア） 6:00 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 4:00 pm

火 リガ（ラトビア） 正午 8:00 pm

水 終日クルージング — —

木 コペンハーゲン（デンマーク） 8:00 am 5:00 pm

金 終日クルージング — —

土 アムステルダム+（アイモイデン） 
（オランダ）

7:00 am 

2020年
6月27日

アイスランド、アイルランド、ノルウェークルーズ「フィ
ヨルドの神秘」14日間 ロンドン（サウサンプトン）発  
ノルウェージャン スター

アイスランド、アイルランド、ノルウェークルーズ「フィ
ヨルドの神秘」14日間 ロンドン（サウサンプトン）発  
ノルウェージャン スター

ノルウェー海

北海

••

•

••

•
•

••

レイキャビク
アクレイリ

ロンドン
（サウサンプトン）

エジンバラ
（サウスクイー
ンズフェリー）

パリ（ル・アーヴル）

ダブリン
（ダン・レアリー）

ベルファスト

ガイランゲル
ヘルシルト

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・アーヴル） 
（フランス）

6:00 am 11:00 pm

火  終日クルージング — —

水 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

木 終日クルージング — —

金   
 

ガイランゲル（ノルウェー） 
ヘルシルト（ノルウェー）

8:00 am
4:00 pm

2:00 pm
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 5:00 pm

月  レイキャビク（アイスランド） 正午 停泊
火  レイキャビク（アイスランド） — 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+（ダン・レアリー） 
（アイルランド）

8:00 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

2020年
7月26日

北海

北大西洋

ノルウェー海

••

•••
• •

ヘルシルト

ダブリン
ベルファスト

ガイランゲル

パリ
（ル・アーヴル）ロンドン

（サウサンプトン）

エジンバラ
（ニューヘブン）

••レイキャビク
アクレイリ

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・アーヴル） 
（フランス）

6:00 am 11:00 pm

火  終日クルージング — —

水 エジンバラ+（ニューヘブン） 
（スコットランド）

7:00 am 6:00 pm

木 終日クルージング — —

金   
 

ガイランゲル（ノルウェー） 
ヘルシルト（ノルウェー）

8:00 am
4:00 pm

2:00 pm
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 5:00 pm

月  レイキャビク（アイスランド） 正午 停泊
火  レイキャビク（アイスランド） — 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 7:30 pm

金   ダブリン（アイルランド） 3:45 am 9:55 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

2020年
8月9日



マジョルカ島パルマ（スペイン）

アマルフィ海岸、イタリア

西地中海クルーズ 7日間  
バルセロナ発着 
ノルウェージャン エピック

地中海

•
••

•

••

バルセロナ ローマ
（チヴィタヴェッキア）

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

カンヌ

ナポリ
マヨルカ島
パルマ

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 マジョルカ島パルマ（スペイン） 1:00 pm 8:00 pm

日 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

2020年 2021年
5月3、10、17、24、31日 4月25日
6月7、14、21、28日 5月2、9、16、23、30日
7月5、12、19、26日 6月6、13、20、27日
8月2、9、16、23、30日 7月4、11、18、25日
9月6、13、20、27日 8月1、8、15、22、29日
10月4、11、18、25日 9月5、12、19、26日
11月1日 10月3、10、17、24、31日

11月7日

西地中海クルーズ 7日間  
ローマ（チビタベッキア）発
ノルウェージャン エピック

西地中海クルーズ 13日間
ローマ（チヴィタヴェッキア）発
ノルウェージャン ゲッタウェイ

地中海

•

• •
•

••

バルセロナ ローマ
（チヴィタヴェッキア）

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

カンヌ

ナポリ
マヨルカ島
パルマ

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 マジョルカ島パルマ（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

2020年 2021年
5月6、13、20、27日 4月28日
6月3、10、17、24日 5月5、12、19、26日
7月1、8、15、22、29日 6月2、9、16、23、30日
8月5、12、19、26日 7月7、14、21、28日
9月2、9、16、23、30日 8月4、11、18、25日
10月7、14、21、28日 9月1、8、15、22、29日

10月6、13、20、27日
11月3日

地中海

••
•

• •
•

•
•

•

••

•

サントリーニ

バルセロナ

ナポリ

ローマ
（チヴィタヴェッキア）フィレンツェ/ピサ

（リボルノ）

ミコノス島

アテネ
（ピレウス）

コトル

ドゥブロヴニク

コルフ

カンヌ

マヨルカ島
パルマ

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 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 5:00 pm

木 アテネ+（ピレウス） 
（ギリシャ）

7:00 am 5:00 pm

金  コルフ（ギリシャ） 1:30 pm 8:00 pm

土 ドゥブロヴニク（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm

日   コトル（モンテネグロ） 8:00 am 5:00 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 9:00 pm

木 カンヌ（フランス） 7:00 am 4:00 pm

金 マジョルカ島パルマ（スペイン） 正午 10:00 pm

土 バルセロナ（スペイン） 7:00 am

2020年
11月22日
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西地中海クルーズ バルセロナ/ローマ（チヴィタヴェッキア）発    2120   西地中海クルーズ バルセロナ/ローマ（チヴィタヴェッキア）発
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ザ・ヘブン コートヤード

地中海クルーズ バルセロナ＆ローマ（チヴィタヴェッキア）発    2322   地中海クルーズ バルセロナ＆ローマ（チヴィタヴェッキア）発

エッフェル塔、パリ（フランス）

バレッタ（マルタ）

イタリア、フランス、スペインクルーズ 12日間： 
リヴィエラクルーズ 
ローマ（チヴィタヴェッキア）発 
ノルウェージャン エスケープ

地中海

大西洋

••
••••

•

••

•

•
ロンドン

（サウサンプトン）

カンヌ

ナポリ

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

パリ（ル・アーヴル）

バルセロナ
リスボン

ポートランド

グラナダ（マラガ）

セビリア
（カディス）

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 ナポリ（イタリア） 7:00 am 3:00 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 カンヌ（フランス） 8:00 am 5:00 pm

木 バルセロナ（スペイン） 8:00 am 7:00 pm

金 終日クルージング — —

土 グラナダ+（マラガ）（スペイン） 6:00 am 7:00 pm

日 セビリア+（カディス）（スペイン） 6:00 am 5:00 pm

月 リスボン（ポルトガル） 8:00 am 4:00 pm

火 終日クルージング — —

水 ポートランド（英国） 正午 8:00 pm

木 パリ+（ル・アーヴル）（フランス） 7:00 am 8:00 pm

金 ロンドン+（サウサンプトン） 
（英国）

7:00 am

2020年
5月3日

「魅惑の地中海」11日間 
バルセロナ発
ノルウェージャン ドーン

地中海大周遊クルーズ 10日間
バルセロナ発
ノルウェージャン ジェイド

コルフ

メッシーナ

•

•
••
•• •

•
•
地中海

ベニス

コトル
スプリット

ドゥブロヴニク

ナポリ

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

バルセロナ ‧

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

モンテカルロ

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 am 6:00 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 7:00 pm

火 ナポリ（イタリア） 7:00 am 7:00 pm

水 メッシーナ（シチリア）（イタリア） 7:00 am 4:00 pm

木 コルフ（ギリシャ） 10:00 am 6:00 pm

金 コトル（モンテネグロ） 8:00 am 5:00 pm

土 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm

日 スプリット（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm

月 ベニス（イタリア） 8:00 am 停泊
火 ベニス（イタリア） 8:00 am

2020年
11月20日

地中海

•
••• •••

•

•

バルセロナ

ナポリ

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

メッシーナ海峡

カンヌ
モンテカルロ

ベニス

コトル

ドゥブロヴニク

航程 寄港地  入港 出港 
土 バルセロナ（スペイン） 7:00 pm

日  カンヌ（フランス） 10:00 am 8:00 pm

月  モンテカルロ（モナコ） 8:00 am 5:00 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）

7:00 am 8:00 pm

木 ナポリ（イタリア） 7:00 am 8:00 pm

金   メッシーナ海峡クルーズ — —

土 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 6:00 pm

日   コトル（モンテネグロ） 6:00 am 2:30 pm

月  ベニス（イタリア） 11:00 am 停泊
火  ベニス（イタリア） 停泊

2020年
10月10日

リスボンのベレンの塔（ポルトガル）



地中海クルーズ ローマ（チヴィタヴェッキア）発  2524 地中海クルーズ ローマ（チヴィタヴェッキア）発

ドゥブロヴニク（クロアチア）

ロンドンのビッグベン（英国）

「ホリデーセレブレーション」15日間：イタリア、ギリシ
ャ、スペインクルーズ ローマ（チヴィタヴェッキア）発   
ノルウェージャン ドーン

イスラエル、ギリシャ、イタリアクルーズ「驚きの 
地中海」15日間 ローマ（チヴィタヴェッキア）発
ノルウェージャン ドーン

•

•
•••

•
•

•

••

地中海

ベニス

コトル
ドゥブロヴニク

ナポリ

マヨルカ
島パルマ

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

バルセロナ

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

モンテカルロ

アテネ
（ピレウス）

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 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 4:00 pm

火 ベニス（イタリア） 11:00 am 停泊
水 ベニス（イタリア） 2:00 pm

木 コトル（モンテネグロ） 11:00 am 6:00 pm

金 終日クルージング — —

土 アテネ+（ピレウス）（ギリシャ） 8:00 am 6:00 pm

日 終日クルージング — —

月 ナポリ（イタリア） 7:00 am 4:00 pm

火 フィレンツェ/ピサ+（リボルノ） 
（イタリア）

8:00 am 8:00 pm

水 モンテカルロ（モナコ） 8:00 am 4:00 pm

木 バルセロナ（スペイン） 9:00 am 停泊

金 バルセロナ（スペイン）
マジョルカ島パルマ（スペイン） 正午

3:00 am
8:00 pm

土 終日クルージング — —

日 ローマ+（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

2020年
12月19日

•
•

••

•
•

•
•

•
••

ナポリ

マルタ

ローマ（チヴィタ
ヴェッキア）

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

モンテカ
ルロ

ロドス島

アテネ
（ピレウス）

地中海

リマソール

クシャダス

ハイファ
アシュドッド

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）

4:00 pm

月～火 終日クルージング — —

水 アシュドッド（イスラエル） 正午 深夜
木 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 停泊
金 ハイファ（イスラエル） 10:00 pm

土 リマソール（キプロス） 8:00 am 5:00 pm

日 ロドス島（ギリシャ） 9:00 am 6:00 pm

月 クシャダス（トルコ） 8:00 am 6:00 pm

火 アテネ+（ピレウス）（ギリシャ） 8:00 am 6:00 pm

水 終日クルージング — —

木 バレッタ（マルタ） 7:00 am 1:00 pm

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 9:00 pm

日 モンテカルロ（モナコ） 7:00 am 5:00 pm

月 ローマ+（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

5:00 am

2021年
1月3日

料金につきましては、お近くの旅行代理店にお問い合わせいただくか、ncl.comをご覧ください。表示の出発日、寄港地、寄港順序、入港時間、出港時間は異なる場合があります。航程は変更される場合があります。 
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香港およびその他のアジア地域 
+852 2165 6000 (英語/中国語) 
ウェブサイト：NCL.COM 
旅行代理店にお問い合わせください

西地中海クルーズ 15日間 
ローマ（チヴィタヴェッキア）発
ノルウェージャン ジェイド

地中海

大西洋

•••••

•

•
•

••••

•

ロンドン（ティルベリー）

カンヌ

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

ビルバオ ローマ（チヴィタ
ヴェッキア）

マヨルカ島パルマ

アムステルダム
ブルージュ（ゼーブルッヘ）

パリ
（ル・アーヴル）

バルセロナ
リスボン

グラナダ（マラガ）

セビリア
（カディス）

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）

8:00 am 8:00 pm

日 カンヌ（フランス） 8:00 am 5:00 pm

月 バルセロナ（スペイン） 9:00 am 6:00 pm

火 マジョルカ島パルマ（スペイン） 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 セビリア+（カディス）（スペイン） 7:00 am 7:00 pm

土 リスボン（ポルトガル） 10:00 am 7:00 pm

日 終日クルージング — —

月 ビルバオ（スペイン） 9:00 am 6:00 pm

火 終日クルージング — —

水 パリ+（ル・アーヴル）（フランス） 7:00 am 7:00 pm

木 ロンドン+（ティルバリー）（英国） 8:00 am 8:00 pm

金 ブルージュ+（ゼーブルージュ） 
（ベルギー）

8:00 am 6:00 pm

土 アムステルダム（オランダ） 7:00 am

2020年
5月1日



料金につきましては、お近くの旅行代理店にお問い合わせいただくか、ncl.comをご覧ください。表示の出発日、寄港地、寄港順序、入港時間、出港時間は異なる場合があります。航程は変更される場合があります。 
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香港およびその他のアジア地域 
+852 2165 6000 (英語/中国語) 
ウェブサイト：NCL.COM 
旅行代理店にお問い合わせください

ギリシャ周遊クルーズ 7日間
ベニス発 
ノルウェージャン ドーン

••
•

•

•
••

サントリーニ
地中海

ミコノス島

ベニス

コトル

ドゥブロヴニク

アルゴストリ

コルフ

航程 寄港地 入港 出港 
日 ベニス（イタリア）  6:00 pm

月 コトル（モンテネグロ） 2:30 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） 8:00 am 3:00 pm

金 アルゴストリ（ケファロニア島）（
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） 7:30 am  

2020年 2021年
5月24、31日 5月2、9、16、23、30日
6月7、14、21、28日 6月6、13、20、27日
7月26日 7月25日
8月2、9、16、23、30日 8月1、8、15、22、29日
9月6、13、20、27日 9月5、12、19、26日
10月4、11、18、25日 10月3、10、17、24、31日
11月1日

ギリシャ諸島クルーズ 9日間
ベニス発 
ノルウェージャン ドーン

イタリア＆ギリシャ諸島クルーズ 9日間
ベニス発 
ノルウェージャン ドーン

•••
•

• •

•
••

サントリーニ

アテネ
（ピレウス）

地中海

ミコノス島

ベニス 

コトル
ドゥブロヴニク

ロドス島

コルフ
アルゴストリ

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 ロドス島（ギリシャ） 10:00 am 6:00 pm

木 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm

金 アルゴストリ（ケファロニア島） 
（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） 8:00 am

2020年
5月15日

アルゴストリ
コルフ

•••
•

•

•
•••

サントリーニ

アテネ
（ピレウス）

地中海

ミコノス島

ベニス

コトルスプリット

ドゥブロヴニク

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 5:00 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 アルゴストリ（ケファロニア島） 
（ギリシャ）

10:00 am 5:00 pm

金 ドゥブロヴニク（クロアチア） 9:00 am 6:00 pm

土 スプリット（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm

日 ベニス（イタリア） 7:00 am

2021年
4月23日

ギリシャ諸島クルーズ ベニス発    2726   ギリシャ諸島クルーズ ベニス発

カナルダモール（コルフ島）（ギリシャ）

サントリーニ島（ギリシャ）
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香港およびその他のアジア地域 
+852 2165 6000 (英語/中国語) 
ウェブサイト：NCL.COM 
旅行代理店にお問い合わせください

フォロ・ロマーノ、ローマ、イタリア

ノルウェージャン ゲッタウェイのザ・プランク

ギリシャ諸島クルーズ アテネ（ピレウス）、ローマ（チヴィタヴェッキア）、ベニス発   2928   ギリシャ諸島クルーズ アテネ（ピレウス）、ローマ（チヴィタヴェッキア）、ベニス発

ハニア（クレタ島）（ギリシャ）

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 10日間  
ローマ（チビタベッキア）発
ノルウェージャン ゲッタウェイ

•
•

•

•
•

••

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

サントリーニ

地中海 ミコノス島

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

コトル
ドゥブロヴニク

コルフ

ナポリ

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 コトル（モンテネグロ） 9:00 am 7:00 pm

3日目 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm

4日目 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm

5日目 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm

6日目 ミコノス島（ギリシャ） 8:00 am 6:00 pm

7日目 終日クルージング — —

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 8:00 pm

10日目 ローマ+（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

2020年 2021年
5月8、18、28日 5月10、31日
6月18日 6月21日
7月9、30日 7月12日
8月20日 8月2、23日
9月10日 9月13日
10月1、22日 10月4、25日
11月12日

ノルウェージャン ジェイド
2020年
4月9日

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 10日間 
アテネ（ピレウス）発
ノルウェージャン ジェイド

地中海

•
••

•
•
•

•
•

•
•

•
バルセロナ ナポリ

マルタ

メッシーナ

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

アテネ
（ピレウス）

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

サントリーニ

ハニア

クシャダス

メッシー
ナ海峡

モンテカルロ

航程 寄港地 入港 出港 

火  アテネ+（ピレウス） 
（ギリシャ）

7:00 pm

水 クシャダス（トルコ） — —

木 サントリーニ島（ギリシャ） 8:00 am 5:00 pm

金 ハニア（クレタ島）（ギリシャ） 6:00 am 1:30 pm

土 バレッタ（マルタ） 1:30 pm 9:00 pm

日  
 

メッシーナ海峡クルーズ
メッシーナ+（シチリア） 
（イタリア）

—
8:00 am

—
5:00 pm

月   ナポリ（イタリア） 7:00 am 7:00 pm

火  ローマ+（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

水 フィレンツェ/ピサ+（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

木 モンテカルロ（モナコ） 6:00 am 1:00pm

金  バルセロナ（スペイン） 5:00 am

2020年
9月8日

ギリシャ諸島クルーズ 10日間
ベニス発着
ノルウェージャン ドーン

アルゴストリ

コルフ

•••
•

•

•
•••

サントリーニ

アテネ
（ピレウス）

地中海

ミコノス島

ベニス

コトル
ドゥブロヴニク

スプリット

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 スプリット（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 アルゴストリ（ケファロニア島） 
（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） 8:00 am

2020年 2021年
7月16日 7月15日
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+ 客船は括弧内の港に停泊します。オプショナルのショアエクスカーション（寄港地観光）あり。

ノルウェージャンクルーズライン    Job  Name :   40725  -  2019  Europe  Cru i s i ng  Gu ide  -  Japanese  FN 
 Lugar:  International Marketing–NCL:NEW D3:APAC:40725 - 2019 Europe Cruising Guide - Japanese:40725 - 2019 Europe Cruising Guide - Japanese FN

ノルウェージャンクルーズライン    Job  Name :   40725  -  2019  Europe  Cru i s i ng  Gu ide  -  Japanese  FN 
 Lugar:  International Marketing–NCL:NEW D3:APAC:40725 - 2019 Europe Cruising Guide - Japanese:40725 - 2019 Europe Cruising Guide - Japanese FN

ギリシャ諸島クルーズ ローマ（チヴィタヴェッキア）、ベニス、アテネ（ピレウス）発   3130   ギリシャ諸島クルーズ ローマ（チヴィタヴェッキア）、ベニス、アテネ（ピレウス）発

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 11日間 
ローマ（チヴィタヴェッキア）発 
ノルウェージャン ゲッタウェイ

ナポリ

•
•

•

••
•

•

••

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

サントリーニ

地中海 ミコノス島

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

コトル

アテネ
（ピレウス）ドゥブロヴニク

コルフ

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 コトル（モンテネグロ） 9:00 am 7:00 pm

3日目 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 5:00 pm

4日目 コルフ（ギリシャ） 7:00 am 3:00 pm

5日目 サントリーニ島（ギリシャ） 1:00 pm 10:00 pm

6日目 アテネ+（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 7:00 pm

7日目 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 7:00 pm

8日目 終日クルージング — —

9日目 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

10日目 フィレンツェ/ピサ+（リボルノ） 
（イタリア）

9:00 am 8:00 pm

11日目 ローマ+（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am

2020年 2021年
6月7、28日 4月29日
7月19日 5月20日
8月9、30日 6月10日
9月20日 7月1、22日
10月11日 8月12日
11月1日 9月2、23日

10月14日

ベニス（イタリア）

コトル（モンテネグロ）

ギリシャ諸島クルーズ 11日間
ベニス発着
ノルウェージャン ドーン

アルゴストリ

コルフ
•••

•

• •

•
•••

サントリーニ

アテネ
（ピレウス）

地中海

ミコノス島

ベニス
コトル

ドゥブロヴニク

ロドス島

スプリット

航程 寄港地 入港 出港 
日 ベニス（イタリア） 5:00 pm

月 スプリット（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 アルゴストリ（ケファロニア島）（
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） 8:00 am

2020年 2021年
7月5日 7月4日

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 11日間
アテネ（ピレウス）発
ノルウェージャン ジェイド

地中海

•
••

•
•

•
•

•
•
• •

•

バルセロナ ナポリ

マルタ

メッシーナ

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

アテネ
（ピレウス）

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

サントリーニ
ハニア

クシャダス

ロドス島メッシーナ

モンテカルロ

航程 寄港地 入港 出港 

火 アテネ+（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 pm

水 ロドス島（ギリシャ） 10:00 am 6:00 pm

木 クシャダス（トルコ） 8:00 am 5:00 pm

金  サントリーニ島（ギリシャ） 8:00 am 11:00 pm

土 ハニア（クレタ島）（ギリシャ） 6:00 am 1:30 pm

日  バレッタ（マルタ） 1:30 pm 9:00 pm
月
   

メッシーナ海峡クルーズ
メッシーナ（シチリア）（イタリア）

—
8:00 am

—
5:00 pm

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）

7:00 am 8:00 pm

木 フィレンツェ/ピサ+（リボルノ） 
（イタリア）

7:00 am 8:00 pm

金 モンテカルロ（モナコ） 6:00 am 1:00 pm

土 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

2020年
9月29日



ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ ベニス＆ローマ（チヴィタヴェッキア）発   3332   ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ ベニス＆ローマ（チヴィタヴェッキア）発

スプリトにある聖ドムニウス大聖堂の鐘楼（クロアチア）

グエル公園、バルセロナ、スペイン

料金につきましては、お近くの旅行代理店にお問い合わせいただくか、ncl.comをご覧ください。表示の出発日、寄港地、寄港順序、入港時間、出港時間は異なる場合があります。航程は変更される場合があります。 
+ 客船は括弧内の港に停泊します。オプショナルのショアエクスカーション（寄港地観光）あり。

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 12日間
ローマ（チヴィタヴェッキア）発
ノルウェージャン ジェイド

•

• •
•
••

•

•
••

コトル
コルフ

カンヌ

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

ナポリ ミコノス島

サントリーニ

ドゥブロヴニク

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

アテネ
（ピレウス）

地中海

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 コトル（モンテネグロ） 8:00 am 6:00 pm

水 ドゥブロヴニク（クロアチア） 8:00 am 6:00 pm

木 コルフ（ギリシャ） 8:00 am 4:00 pm

金 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 10:00 pm

土 アテネ+（ピレウス） 
（ギリシャ）

7:00 am 7:00 pm

日 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 5:00 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 カンヌ（フランス） 8:00 am 5:00 pm

金 ローマ+（チヴィタヴェッキア）（
イタリア）

6:00 am

2020年
4月19日
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ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 11日間 
ローマ（チヴィタヴェッキア）発 
ノルウェージャン ドーン

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 11日間 
ベニス発 
ノルウェージャン ジェイド

地中海

•
•

•

•
•••

••
•

•

ナポリ

ローマ
（チビタベッキア）

アテネ
（ピレウス）

ベニス

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

サントリーニ

ミコノス島

コトル
ドゥブロヴニク

アルゴストリモンテカルロ

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 フィレンツェ/ピサ+（リボルノ）（
イタリア）

7:00 am 7:00 pm

木 ナポリ（イタリア） 正午 10:00 pm

金 終日クルージング — —

土 サントリーニ島（ギリシャ） 正午 10:00 pm

日 アテネ+（ピレウス） 
（ギリシャ）

7:00 am 7:00 pm

月 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm

火 アルゴストリ（ケファロニア島）（
ギリシャ）

10:00 am 5:00 pm

水 コトル（モンテネグロ） 11:00 am 6:00 pm

木 ドゥブロヴニク（クロアチア） 7:00 am 1:00 pm

金 ベニス（イタリア） 7:00 am

2021年
4月12日

地中海

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

ナポリ

ベニス

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

アテネ
（ピレウス）

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

サントリーニ

ハニア

クシャダス

メッシー
ナ海峡

メッシーナ

コルフ

ドゥブロヴニク
スプリット

航程 寄港地 入港 出港 
火  ベニス（イタリア） 5:00 pm

水 スプリット（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm

木 ドゥブロヴニク（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm

金 コルフ（ギリシャ） 8:00 am 5:00 pm

土 サントリーニ島（ギリシャ） 2:30 pm 11:00 pm

日  クシャダス（トルコ） 8:00 am 5:00 pm

月   アテネ+（ピレウス） 
（ギリシャ）

8:00 am 5:00 pm

火  ハニア（クレタ島）（ギリシャ） 6:00 am 1:00 pm

水 メッシーナ（シチリア）（イタリ
ア）メッシーナ海峡クルーズ

正午
—

8:00 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 8:00 pm

土 ローマ+（チヴィタヴェッキア）（
イタリア）

7:00 am

2020年
10月20日



ギリシャ諸島＆地中海クルーズ バルセロナ、ベニス、ローマ（チヴィタヴェッキア）発   3534   ギリシャ諸島＆地中海クルーズ バルセロナ、ベニス、ローマ（チヴィタヴェッキア）発

クリオンの古代遺跡、リマソール（キプロス）

ハイファのバハーイー寺院（イスラエル）

イタリア、ギリシャ、イスラエルクルーズ 13日間： 
「驚きの地中海」 ローマ（チヴィタヴェッキア）発
ノルウェージャン スピリット

•
•

•

•
•

•
•••

ナポリ

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

イラクリオン/クレタ島

アテネ
（ピレウス）

地中海

クシャダス
ロドス島

ハイファ

アシュドッド

リマソール

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 ナポリ（イタリア） 7:00 am 5:00 pm

2日目 終日クルージング — —

3日目 アテネ+（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 6:00 pm

4日目 クシャダス（トルコ） 8:00 am 6:00 pm

5日目 ロドス島（ギリシャ） 8:00 am 5:00 pm

6日目 リマソール（キプロス） 9:00 am 6:00 pm

7日目 アシュドッド（イスラエル） 6:00 am 8:00 pm

8日目 ハイファ（イスラエル） 6:00 am 停泊
9日目 ハイファ（イスラエル） 8:00 pm

10日目 終日クルージング — —

11日目 イラクリオン（クレタ島）（ギリシャ） 7:00 am 1:00 pm

12日目 終日クルージング — —

13日目 ローマ+（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

7:00 am

2020年
1月3日

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 12日間
ベニス発
ノルウェージャン ドーン

コルフ

•
•

• •

•
••• •

•

サントリーニ

アテネ
（ピレウス）

地中海

ベニス
コトル

ドゥブロヴニク

マルタ

ナポリ

ローマ
（チヴィタヴ
ェッキア）

バルセロナ

モンテカルロ

‧‧

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

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 バレッタ（マルタ） 7:00 am 2:00 pm

月 ナポリ（イタリア） 8:00 am 7:00 pm

火 ローマ+（チヴィタヴェッキア） 
（イタリア）

6:00 am 7:00 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 モンテカルロ（モナコ） 6:00 am 1:00 pm

金 バルセロナ（スペイン） 5:00 am

2020年
11月8日

ギリシャ諸島＆イタリアクルーズ 12日間
バルセロナ発
ノルウェージャン ドーン

地中海

•
•

•
•

•
•••

••
•

•
バルセロナ
（タラゴナ）

ナポリ

ローマ
（チヴィタヴェッキア）

アテネ
（ピレウス）

ベニス

フィレンツェ/ピサ
（リボルノ）

サントリーニ

ミコノス島

バール

スプリット アルゴストリカンヌ

航程 寄港地 入港 出港 
日 バルセロナ（スペイン） 7:00 pm

月 カンヌ（フランス） 10:00 am 8:00 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 終日クルージング — —

土 サントリーニ島（ギリシャ） 2:00 pm 10:00 pm

日 アテネ+（ピレウス）（ギリシャ） 7:00 am 7:00 pm

月 ミコノス島（ギリシャ） 7:00 am 4:00 pm

火 アルゴストリ（ケファロニア島） 
（ギリシャ）

9:00 am 4:00 pm

水 バール（モンテネグロ） 8:00 am 6:00 pm

木 スプリット（クロアチア） 8:00 am 5:00 pm

金 ベニス（イタリア） 8:00 am

2020年
5月3日

料金につきましては、お近くの旅行代理店にお問い合わせいただくか、ncl.comをご覧ください。表示の出発日、寄港地、寄港順序、入港時間、出港時間は異なる場合があります。航程は変更される場合があります。 
+ 客船は括弧内の港に停泊します。オプショナルのショアエクスカーション（寄港地観光）あり。
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香港およびその他のアジア地域 
+852 2165 6000 (英語/中国語) 
ウェブサイト：NCL.COM 
旅行代理店にお問い合わせください



ザ・ヘブン BY ノルウェージャン（THE HAVEN BY NORWEGIAN®）   3736    ザ・ヘブン BY ノルウェージャン（THE HAVEN BY NORWEGIAN®）

ザ・ヘブン デラックス オーナーズ  
スイート（バルコニー付き） 
足元から天井までの大きな窓から移り行く景色をお楽し
みいただけるシックなスイートです。贅沢なバスルーム
付きのベッドルーム1室（客船によっては2室）に、別々の
造りとなったリビングルームとダイニングルーム。最大約
121平方メートル*、6名様*までご利用可能です。

ザ・ヘブン オーナーズ  
スイート（バルコニー付き）
専用バルコニーからの広大な景色をお楽しみいただけ
る豪華なオーナーズ スイートで快適な時間をお過ご
しください。ベッドルームには贅沢なバスルームが付
いており、リビングルームとダイニングルームは別々の
造りとなっています。最大約77平方メートル*の豪華
な客室です。4名様*までご利用可能です。

ザ・ヘブン コートヤード ペントハウス
（バルコニー付き）
贅沢なペントハウスでは、最大41平方メートル*のスペ
ースをご用意しています。 
クイーンサイズベッド付きで、カップルのお客様に理想
的な隠れ家風デザインのロマンチックな客室もご利用
いただけます。他にも、床から天井までの大きな窓や、
追加のお客様向けの客室を用意したものもあります。
どのお部屋タイプも専用バルコニー付きです。3名様*
までご利用可能です。

ザ・ヘブン デラックス スパスイート＆ス
パスイート（バルコニー付き）
最大約50平方メートル*の贅沢で静かな空間でおくつろぎ
ください。柔らかい色合いの室内、クイーンサイズのベッ
ド、素晴らしい海の眺めを満喫できる専用ジャグジーだけ
がこのスイートの魅力ではありません。ザ・ヘブンにご宿
泊のお客様だけの特典とマンダラ スパのサーマルスイー
トの優先利用をお楽しみいただけます。2名様*までご利
用可能です。

ザ・ヘブン 3ベッドルーム  
ガーデン ヴィラ
広 と々したリビングルーム、足元から天井までのウィンドウ
ウォール、ジャグジー付きのテラス、ダイニングルームを備
えたコンテンポラリーなデザインのお部屋です。フルバスル
ームが3つと、ハーフバスルームが1つ付いています。最大
約622平方メートル*の広さのガーデン ヴィラは、8名様*
までご利用可能です。

*面積、間取り、定員は、客船により異なります。実際のアメニティは客船とカテゴリーによって異なります。

ザ・ヘブン 2ベッドルーム  
ファミリーヴィラ（バルコニー付き）
シックでモダンなデザインの魅力的なヴィラです。心休ま
る静かなひとときを過ごせるマスターベッドルーム、お子
様にはフラットスクリーンテレビと専用バスルーム付きの
ベッドルームをご用意しています。さらに、専用バルコニー
が付いており、海上で誰にも邪魔されない安らぎの場所
を提供します。最大約53平方メートル*、6名様*までご利
用可能です。

ザ・ヘブンに一度ご滞在になれば、他のクルーズにはないその素晴らしさを実感していただけることでしょう。広 と々したス

イート、ペントハウス、あるいはファミリーヴィラの完璧なまでの心地よい空間でおくつろぎください。足元から天井までの

大きな窓から、絶え間なく変化する美しい海の景色を眺めたり、プライベートバルコニーに出て、穏やかな海風に吹かれた

り。美しい大理石のバスルームにはジャグジーがあり、こちらからも素晴らしい眺めをお楽しみいただけます。どのお部屋

をお選びいただいても、ブリスコレクション（The Bliss Collection by Norwegian®）の高級リネン、特製ピロートップマ

ットレスとブルガリ（Bvlgari®）のバスコレクションをご利用いただけます。

 
洋上で楽しむ贅沢なプライベートな空間

ノルウェージャン ゲッタウェイのザ・ヘブン コートヤード



38    ミニスイート、バルコニー、ファミリー、オーシャンビュー、インサイド  ミニスイート、バルコニー、ファミリー、オーシャンビュー、インサイド    39

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。すべてのミ

ニ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、ソファーベッドま

たは収納式ベッド、たっぷりとした収納スペースをご用意しています。2名様用のお部屋、

ご家族用の広めのお部屋、便利なコネクティングルームなど、豊富な客室オプションから

ご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ご満喫ください。インサイド、オ

ーシャンビューのステートルームもご利用いただけます。

さわやかな潮風を感じて

ミニスイート＆バルコニー ステートルーム
朝目覚めるといつもガラスドア越しに素晴らしい景色が。リビングスペース付き、広さ
17～54平方メートルのミニスイート／バルコニー ステートルーム。4名様*までご利用
可能です。

ファミリーバルコニー ステートルーム
ファミリーサイズのお部屋。無料のユースプログラム（詳細は9ページ）やプールデ
ッキなど、お子様向けアクティビティのご利用に便利な場所にあります。また、17
～48平方メートルのスペースでバルコニーがあり、ご家族でリラックスしてお過ご
しいただけます。4名様*までご利用可能です。

オーシャンビュー ステートルーム
美しい海を臨むオーシャンビュー ステートルームは、広さ13～31平方メートル*の
お部屋。つなげるとクイーンサイズになるベッド2台が備わっています。一部のオー
シャンビュー ステートルームでは、予備の寝具を追加すると5名様*までご利用可
能です。

インサイド ステートルーム
ダイニング、アクティビティ、エンターテイメントを楽しむことが旅の目的なら、客室で
過ごす時間はわずか。インサイド ステートルームはそんなアクティブな方や、リーズナ
ブルなお部屋を希望される方に最適です。室内は快適でスタイリッシュ、定員4名様
で、11～18平方メートルのリビングスペース*があります。

*面積、間取り、定員は、客船により異なります。実際のアメニティは客船とカテゴリーによって異なります。
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ノルウェージャン エピック（NORWEGIAN EPIC®）

アクアパークのプランジ

改装 .....................................................2015年 建造 ..........................2010年
総トン数 ..........................................155,873 全幅 ...............................52M
全長 .......................................................329M 喫水 ..................................9M
乗客定員数........................................4,100人 乗組員数 ................1,724人

ノルウェージャン エスケープ（NORWEGIAN ESCAPE®）

フード リパブリック

建造 .....................................................2015年 全幅 ................................41M
総トン数 ...........................................165,157 喫水 ..................................9M
全長 .......................................................326M 乗組員数 ................1,733人
乗客定員数........................................4,266人

ノルウェージャン ゲッタウェイ（NORWEGIAN GETAWAY ®）

ノルウェージャン スター（NORWEGIAN STAR®）

ジップライン

マンダラ スパ

改装 .....................................................2019年 建造 ..........................2014年
総トン数 ..........................................145,655 全幅 ...............................52M
全長 .......................................................325M 喫水 ..................................9M
乗客定員数........................................3,963人 乗組員数 ................1,646人

改装 .....................................................2018年 建造 ..........................2001年
総トン数 .............................................91,740 全幅 ...............................38M
全長 .......................................................294M 喫水 ..................................9M
乗客定員数....................................... 2,348人 乗組員数 ................1,031人

ノルウェージャン ドーン（NORWEGIAN DAWN®） 

ノルウェージャン ジェイド（NORWEGIAN JADE®）
ル ビストロ

エエエエエ

改装 .....................................................2016年 建造 ..........................2002年
総トン数 ............................................92,250 全幅 ...............................38M
全長 .......................................................294M 喫水 ..................................9M
乗客定員数....................................... 2,340人 乗組員数 ................1,032人

改装 .....................................................2017年 建造 ..........................2006年
総トン数 ............................................93,558 全幅 ...............................38M
全長 .......................................................294M 喫水 ..................................9M
乗客定員数.......................................2,402人 乗組員数 ................ 1,037人
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