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ハナレイ湾、ハワイ

 
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。食べて、踊って、
笑って、くつろいで。スケジュールに縛られることなく、思い思いにお過ごしください。お好きな時
にお好きな場所で、素晴らしいお食事をお楽しみいただけます。夜は、洋上最高のエンターテイメ
ントを満喫。お気に入りのバーやラウンジでは特製カクテルで乾杯。クルーズの旅自体が、目的地
と同じくらいエキサイティング。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。
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ノルウェージャンクルーズラインで、花飾り「レイ」の国、ハワイを巡る自由気ままな旅を。受賞歴を誇る
当社のクルーズでは、およそ100時間の寄港時間で、オアフ島、カウアイ島、マウイ島、ハワイ島を訪問
し、ハワイのスピリットやソウルを思う存分満喫できます。ホノルル発着便を一年を通じて運航する唯一
のクルーズ船、プライド オブ アメリカにぜひご乗船ください。お客様のスケジュールに合わせてバケー
ションをお楽しみいただけます。スタイリッシュにハワイを周遊。船内には数多くのダイニングオプショ
ン、ご家族向けの快適な客室、広 と々したスイートをご用意しています。バルコニーステートルームからは
ホエールウォッチング、キラウエア火山、ドラマチックなナ・パリ・コーストの景色をお楽しみいただけま
す。荷ほどきはゆっくりと、自由な冒険を満喫してください。

スケジュールは思いのまま

2    ノルウェージャンクルーズラインをおすすめする理由

プライド オブ アメリカ、ナ・パリ・コースト、ハワイ 



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船上で繰り広げられるエンタ
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。ハリウッド・ミュージカルを見事に再現
した「ライト、カメラ、ミュージック！」では、人気映画でおなじ
みの場面がよみがえります。そして「シン・シティ」に足を踏み入
れ、「ベガス！ザ・ショー」で最も人気で素晴らしいエンターテイ
ナー達のパフォーマンスを堪能しましょう。「シン・シティ」のア
イコン的存在であるザ・ラット・パック、ソニーとシェールなど、
彼らの物語をラスベガススタイルでお楽しみいただけます。

アクティビティ
ノルウェージャンクルーズラインの客船では持て余す時間はあり
ません。プールは複数あり、のびのびと水遊びをお楽しみいただ
けます。プールの後は、スポーツコートへ。新しいお友達と一緒
にバスケットボールやバレーボールをプレーしませんか？ジムで
ひと汗かきたくなったら、さまざまな器具を備えたフィットネス
センターもご利用いただけます。

バー＆ラウンジ
ノルウェージャンクルーズラインの客船には、様々なバーやラウ
ンジがあります。どなたでもきっとお気に入りの場所を見つけら
れるでしょう。どの店もそれぞれ独自の雰囲気と特製ドリンクが
魅力です。フローズンドリンクを片手にプールサイドでのんびり
と過ごしてみてはいかがでしょう？また、船内でシャンパン やス
コッチ、日本酒を堪能するのも良いでしょう。そして太陽が沈ん
だらマルディグラ キャバレーラウンジ＆ナイトクラブへ。ダンシ
ングナイトが始まります。

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。ノルウ
ェージャンクルーズラインでは、モダンで快適な客室のオプショ
ンを幅広くご用意しております。一人旅、カップル、家族旅行な
ど、さまざまなお客様のご要望にお応えする快適な客室でおく
つろぎいただけます。

スパ
マンダラスパ（Mandara Spa®）で、自分にご褒美を。ホットス
トーンマッサージをはじめ、50を超えるスペシャリティトリート
メントからお選びいただけます。船内のスパでは、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。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。

ノルウェージャンクルーズラインをおすすめする理由        



4   ハワイ

ポイボール ダンス、ハワイ

ハワイの純粋なスピリットやソウルを体験できるクルーズは、ほかにはありません。マウイ島とカウアイ島での停泊
を含め、7日間で4つの島を周遊するのはノルウェージャンクルーズラインだけです。毎日いずれの島を訪れることが
できます。滝を見にハイキングをしたり、本場のルアウでフラダンスを習ったりと、さまざまな体験を存分にお楽し
みいただけます。島々の魅力をより堪能したいのであれば、クルーズご出発前にホテル滞在日数を追加してオアフ
探検クルーズツアーに参加してはいかがでしょう。ノルウェージャンクルーズラインは、およそ100時間の寄港地滞
在を航程に含むホノルル発着の周遊クルーズを通年運行する唯一のクルーズラインです。お客様のスケジュールに
合わせてバケーションを思う存分ご満喫いただけます。楽園で過ごす夢のような7日間。帰るのが惜しくなるほど島
の魅力に夢中になること間違いなしです。

昼は太陽 
夜は炎の島
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ダイヤモンドヘッド、ホノルル、ハワイ

アオウミガメ、ハワイ

ホノルル

6    ハワイの寄港地ハイライト

広大な太平洋と見事なコオラウ山脈が、ハワイ最大の都市をドラマ

チックに演出しています。ダイヤモンドヘッドの頂上まで登ったり、

夕焼けをバックにワイキキビーチをロマンチックに散歩したり。アメ

リカで唯一の王宮、イオラニ宮殿もあります。真珠湾のアリゾナ記念

館では戦没者に敬意を表し、ワイキキビーチではサーフィンのレッス

ンを受けてみましょう。



カフルイ、マウイ島、ハワイ

ブリーチングをするザトウクジラ、ハワイ

カフルイ

ハワイの寄港地ハイライト    7   

豊かな自然の美しさと、島の人々の温かいおもてなしの心に満ちた

マウイ島は、ハワイで2番目に人気の島です。観光ボートからほんの

数メートル先で見られる、クジラのブリーチングは感動的。マウイ・

ヌイ植物園のトロピカルガーデンを散策したり、自然のままのビーチ

に寝そべったり、世界有数の美しさを誇るゴルフコースでのプレーも

おすすめです。お買い物の気分なら、ラハイナまで車で移動して、有

名なフロント・ストリートでお土産屋やアートギャラリーを訪れては

いかがですか？ 



ヒロ、ハワイ

フランジパニ、ハワイ

ヒロ

8    ハワイの寄港地ハイライト

ビッグアイランド、ハワイ島の緑あふれる東海岸に位置するヒロは、

島の東側を探検する出発点となります。キラウエア火山の周り18キ

ロにわたるドライブを楽しんだり、火山国立公園の溶岩一帯で自然

の偉大さを感じてみませんか？美しいアカカ滝では、落差120メート

ルを超える水の流れが圧巻です。1900年代初めに造られた日本庭

園、リリウオカラニ・ガーデンでは日本の美を感じられます。 



ワイルア滝、ハワイ

ルアウ・ダンサー

ナウィリウィリ

ハワイの寄港地ハイライト    9   

絵のように美しい港にかつて生い茂っていたウィリウィリの木が名

前の由来となるナウィリウィリ港は、ハワイで最も美しいと言われる

カウアイ島の玄関口です。コケエ州立公園の壮大な山々からハエナ

州立公園の熱帯雨林まで、「ガーデンアイランド」と呼ばれるカウア

イ島の魅力はこの大自然にあります。また、ハワイ独特のエンターテ

イメントである伝統的なルアウもお楽しみください。



10    ホノルル発ハワイクルーズ

プライド オブ アメリカ、コナ、ハワイ

最高のハワイを
体験する旅
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マウイ島、ハワイ

コナ（ハワイ島）

オアフ エクスプローラー 
プライド オブ アメリカ 
7泊クルーズの出航前にオアフ島のローカルな魅力を
体験するツアー。

•

•

•
• •

•
•

ノースショア

ワイキキ
サウスショア

ポリネシアカルチャーセンター

クアロアランチ

パールハーバー

現地ツアーのハイライト
• ヒルトン ハワイアンビ

レッジ ワイキキビーチ
リゾート3泊4日（パーシ
ャルオーシャンビューま
たはリゾートビュー）

• 経験豊富な現地ツアー
ガイドがご案内

• オアフ島のノースショア
とサウスショアの美しい
風景を探訪

• 専門ガイドと一緒に 
ポリネシアンカルチャー
センター訪問

• 真珠湾ツアー：アリゾナ
記念館、ボーフィン潜水
艦、戦艦ミズーリ、太平
洋航空博物館、国立太
平洋記念墓地

•  専門ガイドと一緒に 
クアロアランチ（牧
場）訪問

• ホノルル港への 
送迎サービス

• 自由時間（各自ワイキ
キを観光）

• ヒルトン ハワイアン
ビレッジ ワイキキビ
ーチリゾート内のノル
ウェージャンクルーズ
ライン ホスピタリテ
ィデスクを通じた現地
サポート

  現地ツアー訪問地

Pacific Ocean

•
• •

• •

Nāwiliwili

Hilo
Kona

Kahului

Kilauea Volcano

When conditions permit, ship will sail by Kilauea Volcano

Honolulu

Nā Pali Coast

航程 寄港地 入港 出港 
土 ホノルル（オアフ島） 7:00 pm
日 カフルイ（マウイ島） 8:00 am 停泊
月  カフルイ（マウイ島） — 6:00 pm
火 ヒロ（ハワイ島） 8:00 am 6:00 pm
水 コナ（ハワイ島） 7:00 am 5:30 pm
木  ナウィリウィリ（カウアイ島） 8:00 am 停泊

金  ナウィリウィリ（カウアイ島）
ナ・パリ コーストクルーズ

—
—

2:00 pm
停泊

月   ホノルル（オアフ島） 7:00 am

2020年 2021年 2022年

1月4、11、18、25日 1月2、9、16、30日 1月1、8、15、22、29日

2月1、8、15、22、29日 2月6、13、20、27日 2月5、12、19、26日

3月7、14、21、28日 3月6、13、20、27日 3月5、12、19、26日

4月4、11、18日 4月3、10、17、24日 4月2、9、16、23日

6月6、13、20、27日 5月1、8、15、22、29日 5月7、14、21、28日

7月4、11、18、25日 6月5、12、19、26日 6月4、11、18、25日

8月1、8、15、22、29日 7月3、10、17、24、31日 7月2、9、16、23、30日

9月5、12、19、26日 8月7、14、21、28日 8月6、13、20、27日

10月3、10、17、24、31日 9月4、11、18、25日 9月3、10、17、24日

11月7、14、21、28日 10月2、9、16、23、30日 10月1、8、15、22、29日

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

12月4、11、18、25日 12月3、10、17、24、31日

ハワイクルーズ 7泊
ホノルル発着
プライド オブ アメリカ



12  スイート、バルコニー、オーシャンビュー、インサイド、ストゥーディオ客室

バルコニー ステートルーム
ファミリーバルコニー ステートルームは無料のユ
ースプログラム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、バルコニーを含む17平方メートル*のスペース
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。素晴らしい眺望を楽
しめる17～27平方メートル*のバルコニー ステート
ルームにはリビングエリアがあり、4名様*までご利
用可能です。 

オーナーズ スイート
広さ63～128平方メートル*のデラックス オーナー
ズ スイートとオーナーズ スイートには、キングサイズ
ベッド、ジャグジー付きの贅沢なバスルームをご用
意しています。ダブルソファベッドとテレビが2台付
いた広々としたリビング/ダイニングルームでおくつ
ろぎいただけます。6名様*までご利用可能。 

ペントハウス＆ファミリースイート
広さ45～82平方メートル*のペントハウスには、キ
ングサイズベッドまたはクイーンサイズベッド、大
型のシャワー＆バスタブ付きの贅沢なバスルーム、
リビング/ダイニングエリアだけでなく、壮大なオー
シャンビューを臨む素晴らしいバルコニーが備わ
っています。6名様*までご利用可能。広さ31～60
平方メートル*のファミリースイートには、クイーン
サイズベッドと独立した子ども部屋、大型のシャワ
ー＆バスタブ付きのバスルームだけでなく、素晴ら
しいオーシャンビューを臨むプライベートバルコニ
ーが備わっています。8名様*までご利用可能。

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。スイートでは、

無料でご利用いただける贅沢なアメニティの数々、専属のバトラーやコンシェルジュにパーソ

ナルサービスでおもてなしいたします。また、すべてのバルコニー 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ご満喫ください。 

インサイド、オーシャンビュー、またはお一人様用にデザインされたストゥーディオ ステート

ルームもお選びいただけます。

さわやかな潮風を感じて

*面積、間取り、定員は、記載と異なる場合があります。
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スチュディオ
受賞歴を誇るスチュディオは、広さ約10平方メート
ル*。業界初の試みとして、お一人様でクルーズを楽
しまれる方がご利用になりやすい料金設定で、スタ
イリッシュなクルーズをご提供します。スチュディオ
にご宿泊のお客様は、スチュディオ専用ラウンジを
終日ご利用になれます。

オーシャンビュー ステートルーム
美しい海を望むオーシャンビュー ステートルー
ムは、広さ13～21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、追加ベッドを入れれば、4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、12～20平方メートルのリビングスペース*
があります。



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。

インド +91 22 71279333
シンガポール +65 31 651 680
マレーシア +60 3 30992294
フィリピン +63 28 6263209
中国本土 400 842 8361
香港およびその他アジア地域 +852 2165 6000
お気軽に旅行代理店までお問い合わせください
NCL.COM
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ノルウェージャンクルーズラインのSNSをフォローして、最新ニュースと限定情報を入手しましょう。 
Facebook / Instagram / YouTube：@NorwegianCruiseLine、Twitter / Snapchat：@CruiseNorwegian 

ワールド・トラベル・アワード 
4年連続受賞 

ワールド・トラベル・アワード 
8年連続受賞 

ポートホール・クルーズ・マガジン 
2004～2017年、2019年

ご予約・ご相談は、旅行代理店までお問い合わせください

BEST HAWAI`I
ITINERARY


