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プライド オブ アメリカへようこそ 

このたびはノルウェージャンクルーズラインをお選びいただき、誠にありがとうございます。 

1966 年より世界各都市をめぐる幅広い航路、気軽にお楽しみいただける充実のクルーズをお届けしてきた 

ノルウェージャンクルーズラインは、革新的なアイディアのもとに従来の伝統的な船旅に代わるクルーズコンセプト

「フリースタイル クルージング」を導入し、クルーズの新時代を築き上げました。 

自由度の高いフリースタイル クルージングでは、お好みや気分に応じて至福の時間をお過ごしいただけるよう 

多種多様な選択肢をご用意しております。 

フォーマルウェアでの形式ばったディナーをはじめとする堅苦しいマナーに気遣うことなく、毎日のお食事は

バラエティに富んだダイニングの中から、その日の気分でお好きなレストランで美食をご満喫ください。 

ドレスコードはバケーションにふさわしい寛ぎのリゾートカジュアルが基本です。 

それぞれに特長をもつノルウェージャンクルーズラインの各船で、思い出に残る素晴らしい船旅をお過ごしください。 

ノルウェージャンクルーズラインがお届けするフリースタイルクルージングでは、より気ままにクルーズを楽しんでいた

だくため、自由に、飲んで、食べて、遊んで、服装もダイニングも、お好みに応じてご自由に選択していただけます。 

アメリカ合衆国の国旗を掲げたプライド オブ アメリカは、一年を通じてハワイ四島周遊クルーズを運航する唯一

の客船です。寄港地での滞在時間が合計約 100 時間と長く、美しいビーチや景色をはじめ、ハワイの魅力を
たっぷりとお楽しみいただけます。また各寄港地では、秘境の滝ツアーや熱帯雨林ハイキング、活火山見学な

ど、充実のオプショナルツアーをご用意しておりますので、ぜひご満喫ください。

船内では   16 カ所のダイニング施設や   12 カ所のバー&ラウンジ&カフェ、迫力あるショーや多種多様なイベント・

アクティビティをご提供しており、他にもプール、フィットネスセンター、世界有数のマンダラ スパなど、洋上時間に

彩りをそえる充実した施設の数々をお届けしております。 
プライド オブ アメリカで、どうぞ自由気ままなフリースタイルクルージングをお楽しみください。 

プライド オブ アメリカの概要 

建造 : 2005年ﾛｲﾄﾞ社(ﾌﾞﾚｰﾒﾙﾊｰﾌｪﾝ)/改装: 2016年3月 航海速力 : 22 ノット 

総トン数 : 80,439 トン 船籍 : アメリカ

全長 : 281m デッキ数 : 14デッキ 

全幅 : 36.5m 乗客定員数 : 2,186名 

喫水 : 8m 乗組員数 : 927 名

■ダイニング16 種類 / バー&ラウンジ&カフェ12 種類

■プール3 面、子供用プール1 面、ジャグジー5 台

■スパ&フィットネスセンター

■ストゥーディオ
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ご出発の前に 

乗船される前に準備しておくものや、クルーズの基礎的な知識についてご案内します。 

パスポート (旅券) 

パスポートは乗船の際にご本人確認のため、ご提示いただきます。寄港地での下船時に身分証明書が必要になることが

ありますので、パスポートの写真のページを事前にコピーしてお持ちください。 

※クルーズ終了日から6ヶ月間有効なパスポートが必要となります。

ビザ (査証) 

寄港する国や地域によってビザが必要となる場合があります。詳細は、お申し込みの代理店へご確認ください。 

乗船券(Cruise Documents) 

ご乗船の際、乗船カードとお引き換えする時に必要な書類です。忘れずにお持ちください。   

クレジットカード

乗船手続きの際、クレジットカードが必要となります。また、チェックアウトなどの手続きをスムーズに行うため、原則としては 

クレジットカードでの精算をお願いしております。クレジットカードをお持ちでない方は事前にご用意ください。ご使用可能な

クレジットカードは、VISA、MASTER、AMEX、DINERS、JCB となります。

※クレジットカード会社との通信状況により、ご利用いただけないカードがある場合がございますため、2 種類以上のクレジット

カードをお持ちいただくことをお奨めしております。

両替 

船内のレセプションで現地通貨への両替を行っております。クルーズによっては多額の両替はできないことがございますので、

予めご了承ください。また、両替の際には乗船カードが必要となりますのでお持ちください。 

海外旅行傷害保険 

ご旅行中の盗難、病気など万一の場合に備えて海外旅行傷害保険へ加入されることをお奨めいたします。 

ご出発前に、お申し込みの旅行代理店にお問い合わせください。 

荷 物 

船内へお持ち込みいただける荷物はおひとり様につき 2     つまで、またお荷物 　1 　つにつき 50          ポンド(22 キロ)の制限がございま

すので、ご注意ください。また各寄港地では、カードや現金、カメラ、常用薬などを入れる小さなバックがあると便利です。 

お持ち込み制限品 

船内にて、ロウソク、線香などの火災発生を要因とする品物は使用禁止になっております。船外でお求めになった場合は、セキュ

リティーで一旦お預かりし、下船日に預かり書と交換になります。ワインとシャンパンに関しては、持込料（1本あたりUS$15～）をお

支払い頂ければお持ち込み可能となりますが、その他のアルコール類に関しましては、一旦お預かりし、下船前夜（または下船

日）にご返却となります。なお、以下のものは船内への持ち込みが禁止されております。 

◆熱/炎を発するもの(アイロン、スチーマー、ロウソク、Samsung Galaxy Note7など)

◆銃器・武器全般(弾薬、刃物など)　◆ドローン　◆開封済みの食品　◆動物

◆飲料全般(アルコール類及び水やソーダ、ジュース等のノンアルコール飲料を含む)
※ボトルワインの持ち込みは上記ご参照
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ドクタークリニック 

船内には医師と看護師が常駐するクリニックを完備しておりますが、念のため服用中のお薬や掛かりつけ医師による病状

説明書、常備薬などをお持ちいただくことをお奨めいたします。 

メディカルインフォメーション

特別な医療対応または注意を必要とする場合は、予約時にお知らせください(必要に応じて英文診断書をご用意いただく

場合がございます)。 また、お客様の健康と安全を守るため、次のような規定がございますので、予めご了承ください。 

 乗客の健康上の理由で、船専属医が航行丌可能と判断した場合には、乗船を中止していただくこともあります。

また、本人や他人に危険が及ぶと判断した場合、船長の権限で当事者の乗船拒否または途中下船を敢行すること

があります。上記のような理由による下船に際し、発生する貹用はお客様のご負担となります。

 車椅子をご利用のお客様は、必ず付き添いの方の同行が必要となります。船により乗下船の際にご利用いただける

貸出用車椅子がございますが、台数に限りがあるため必要な場合はお申込みの代理店へ事前にお知らせください。

また、ご自分の車椅子をお持ちになる方は、折りたたみ式のものをご用意ください。寄港地によっては、車椅子で下船が

難しい場合もございます。下船は船長の判断に従うようお願いいたします。なお、車椅子をご利用になる方は、予約時

にお申込みの代理店へお知らせください。

キャンセル料

御予約を解消になる場合のキャンセル料は、お申込みの代理店、または各旅行パンフレットにてご確認ください。 

★★乗船前のお願い★★

乗船の 2週間前までに、緊急連絡先などのお客様情報をご登録いただく必要がございます。 

※ノルウェージャンクルーズライン本国ホームページ(www.ncl.com)よりオンライン登録が可能です。

詳細は、お申込みの代理店へご確認ください。

服 装 

堅苦しいドレスコードはなく基本的にはリゾートカジュアルで問題ございません。ナイトタイムに関しては、「カジュアルな雰囲気

のレストランで食事を楽しむならリゾートカジュアルで」または「オシャレをしてスペシャリティレストランやパーティーを楽しむなら尐し

フォーマルに」など、お好みにあったスタイルにてお過ごしください。なお、船内と屋外では温度差がある場合もございますため、

羽織るものをご用意いただくと便利です。 

※一部レストランでは夕食時に短パンやジーンズ、キャミソール、T シャツなどをお断りする場合がございます。

※ドレスコードに関しては、船内新聞「フリースタイルデイリー」にてご案内いたします。

電化製品 

お部屋では 110 ボルト(A 型)および 220 ボルト(F 型)の電源が使用できます。 110 ボルトの電源では日本の二股コンセント

のまま使用できますが、ビデオカメラなど精密機械をご利用の際は変圧器をご利用されることをお奨めいたします。 

キャビン内の設備、及びアメニティー

一部を除いてお部屋に冷蔵庫、金庫、テレビ、エアコン、ドライヤーが設置されています。お部屋にはハンドソープ、タオル、

シャンプー、ボディソープなどをご用意しております。歯ブラシ、寝間着、スリッパ等が必要な場合、事前にご準備ください。

※ストゥーディオには冷蔵庫はございません。

http://www.ncl.com/
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船内での精算およびチップについて 

船内での精算はキャシュレスで精算の際に乗船カードを提示し金額をご確認の上、伝票にサインをするというシステム

です。1 泊あたりお一人様 13.99 ドル(スイート以上は 16.99 ドル/3 歳未満のお子様は不要)のサービスチャージが発

生いたします(上記金額に所定の税金が追加されます)。また、有料のお飲み物やスペシャリティレストランのご利用に

は、自動的に 20% (スパは18%)のサービスチャージが加算されます。スイート専任のバトラーやコンシェルジュサー

ビスをお受けになった場合には、内容に応じて適宜チップをお渡しください。

インターネットのご利用について
船内では客室内および、ほとんどの公共施設で   Wi-Fi による無線   LAN サービスを有料でご利用いただけます。

1 分毎：$0.95 250分パッケージ：$125($0.50/毎分) 100分パッケージ： $75($0.75/毎分) ※初回利用時に$3.95 が加算されます。 

緊急連絡先について【外部から船への電話】 

船への連絡は衛星電話を使用いたしますので、1 分間 7.95 ドルの料金が発生し、次の要領にて最大 10 分間の通話

が可能です。ご利用の際には、VISA、MASTER、AMEX、DINERSのいずれかのクレジットカードをご用意ください。 

1. 国際電話番号(010、0061、0041など)-1-732-335-3280 をダイアルします。

2. お話されたい客船を選んで所定の番号と#を押します。

0# カスタマーサービス 7# ノルウェージャン ジュエル

1# ノルウェージャン ブレイクアウェイ 8# ノルウェージャン パール

2# ノルウェージャン ドーン 9# プライド オブ アメリカ 

3# ノルウェージャン エピック 10# ノルウェージャン スカイ

4# ノルウェージャン ジェム 11# ノルウェージャン スピリット

5# ノルウェージャン ゲッタウェイ 12# ノルウェージャン スター

6# ノルウェージャン ジェイド 13# ノルウェージャン サン

3. カード番号を入力し、最後に#を押します。

4. カードの有効期限を月、年の順で 4 桁入力すると各客船のレセプションにつながります。

5. お話されたい方のお名前とお部屋番号をお伝えください。

お荷物チェックリスト 

【乗船当日にお持ちいただくもの】 □ 海外旅行損害保険証(加入された方のみ)

□ 乗船券 □ パスポート、ビザ(必要であれば)、航空券

□ 現金・クレジットカード(2種類以上) □ 日程表、オプショナルツアーお申込み控えなど

クレジットカードやパスポートは、予め番号や緊急先をお控えいただくと万一の紛失や盗難の際の再発行の手続きに便利です。

□ 日中のカジュアルウェア、その他衣類、水着 □ 常備薬

□ 靴 (日中用、ドレスコート用、寄港地用など) □ サングラス

□ 上着(ジャケット、セーター、カーディガンなど) □ 電卓

□ 寝間着(お部屋に寝間着や浴衣のご用意はありません) □ 寄港地のガイドブック

□ 防寒具(寄港地や季節に応じて) □ ビデオカメラ・カメラ

□ 靴下 □ 交換用電池(特殊電池は船内で販売しておりません)

□ 下着 □ 雨具(貸出用傘やレインコートのご用意はございません)

□ 帽子 □ 電気カミソリ

□ 小さなバック、風呂敷、小物入れなど □ 日焼け止め

□ 化粧品 □ 1 泊分の荷物がはいるバック

14#  ノルウェージャン　エスケープ
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乗船手続きについて 

乗船場所 

■ホノルル港の場所

港名：Port of Honolulu 

所在地：Pier 2/521 Ala Moana Blvd. Pier2, Honolulu, HI96813 

 ホノルル国際空港から約 25～30 分

※道路の混雑状況により、時間が前後する場合がございますので

予めご了承ください。

お荷物 

お預けの荷物にはノルウェージャンクルーズライン指定のバゲージタグ(荷物札)が付いていることをご確認ください。 

タグは現地で受け取ることも可能ですが、必ずお名前とキャビン番号が記入されていることをご確認ください。

ポーターをご利用の際は荷物 1 個につき 2 ドル程度のチップが必要となります。

荷物は通常夕刻までにお部屋へ届けられますが、すぐに必要なものはお手荷物でお持ちいただくことをお奨めいたします。 

必要書類 

チェックインの際に必要な書類をご確認ください。

1. パスポート

2. 乗船券(Cruise Documents)

3. クレジットカード(VISA、MASTER、AMEX、DINERS、JCBのいずれか)

上記を確認させていただいた上で、乗船カード(キャビンキー、身分証明、船内クレジットカードの機能含む)をお渡しします。

チェックインの流れ

1. 【荷物のお預け】お荷物※1 カウンターで係員に荷物をお預けください。

2. 【セキュリティーカウンター】パスポートおよび乗船券(Cruise Documents)を確認し、手荷物検査を受けます。

3. 【チェックインカウンター】健康調査票に必要事項をご記入の上、パスポートと乗船券をそえてご提出ください。続いて

クレジットカードをご提示ください。

4. 【乗船カードの受け取り】上記の手続きが終わり次第、顔写真を撮影し乗船カード※2 を受け取ります。

5. 【乗船】

※1 お荷物には名前、お部屋番号を明記したノルウェージャンクルーズライン指定のバゲージタグ(荷物札)を

必ずお付けください。 

※2 乗船カードはクルーズ中のお客様の身分証明となります。必ず(寄港地ではパスポート原本とご一緒に)携帯

   されるようお願いいたします。 
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総合案内 

避難訓練(セーフティードリル) 

クルーズでは原則としてご乗船の 24 時間以内に避難訓練が行われます。国際法にて全乗客の参加が義務付けられてお

りますので、ご協力ください。船内放送にてご案内されますので乗船カードに記された集合場所にお集まりください。

緊急時における避難用具の説明などが行われます。

オールインクルーシブ

クルーズ代金にはキャビン代の他に食事代金、船内でのエンターテイメントや施設使用料なども含まれています。

クルーズ代金に含まれるもの

■キャビンでの宿泊

■無料レストランでの食事(朝食、昼食、夕食)

■食事時の飲み水、コーヒー、紅茶、アイスティーと

朝食時に指定されたジュースなど(ミネラルウォーターは除く)

■船内のエンターテイメント、映画、ショー、イベント、

アクティビティなど(一部有料)

■プール、ジャグジー、ジムなど施設の使用料(一部有料)

■ナイトクラブ、バー、ラウンジの入場料(一部有料)

■卓球、チェス、バスケットボール、テニス、ゴルフなど

設備の利用料

■託児施設とプログラムのご利用(一部有料)

クル－ズ代金に含まれないもの

■レストラン、バー、ラウンジなどでのお飲み物

■スペシャリティレストランでのお食事

■オプショナルツアー

■スパ施設のご利用と各種トリートメント

■一部のフィットネスクラスやアクティビティ

■一部のエンターテイメント施設

■インターネットカフェでのインターネットご利用と

船内での Wi-Fi ご利用

■電話やファックスのご利用

■専属カメラマンによる写真撮影

■ランドリーサービス

■その他、ショッピングなど個人的貹用

船内新聞「フリースタイルデイリー」 

毎日お配りする船内新聞「フリースタイルデイリー」には(当)翌日のエンターテイメントやイベント、アクティビティをはじめ、レストラ

ンなど各施設の営業時間、ドレスコード、寄港地ガイドや天候などクルーズに関する情報が満載です。

船内通貨 

船内でのスペシャリティレストラン、飲物代、有料施設などのご利用は、乗船カードの提示とサインによるキャッシュレスシステ

ムとなっております。なお、船内での通貨単位はすべて米ドル建てです。

※乗船カードはキャビンのキーとしての役割と、乗船中はクレジットカード、各寄港地においては身分証明書の機能を

果たします。常に携帯して紛失しないようご注意ください。

紛失物・貴重品 

クルーズ中に紛失したものについてはレセプションにお問い合わせください｡また、船内での貴重品の紛失については責任を

負いかねます。貴重品の管理はお部屋に備え付けのセーフティボックスをご利用ください。

喫煙および飲酒 

バルコニーを含めてお部屋は全面禁煙となっております。またレストランなどのパブリックスペースにおける喫煙は禁止されて

おります。オープンデッキまたはバーなど灰皿がある場所では喫煙が可能となっております。また、船内でのタバコは21歳以

上の方のみご購入いただけます。飲酒については 21 歳以上のお客様のみ可能となっており、船内スタッフにより年齢を

証明する書類の提示を求めることもございますので予めご了承ください。 (アラスカ・ハワイ航路を除き、18-20歳の若年

成人の方も、保護者の同意書の提出を条件として、ワインとビールのみ、お楽しみいただけます。)
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船内施設について 

【無料レストラン】 

一流のシェフたちが新鮮で良質な食材を使ってお客様のために腕をふるう美食の数々をお楽しみください。 

コース料理をお楽しみいただけるメインダイニングをはじめ、豊富なセレクションが並ぶビュッフェ、

24時間オープンの気軽なレストランやアジア料理、グリル料理などをご堪能いただくことができます。 

スカイライン デッキ 5後方 

【メインダイニング】 定員：574名 

ニューヨークのマンハッタンをモチーフにしたインテリアが印象的なメインダイニングは

朝食、昼食、夕食でご利用いただける無料のメインダイニングです。 

日替わりメニューをはじめ、バラエティに富んだお食事をお楽しみいただけます。 

リバティ デッキ 6後方 

【メインダイニング】 定員：417名 

植民地時代の歴史や、大統領をはじめとした要人を描いた絵画、彫刻などが飾られ

たメインダイニングでは、アメリカの伝統料理をはじめ、シェフがお届けする美食の数々

をご堪能ください。 

アロハカフェ デッキ 11 後方 

【ビュッフェ】 定員：680名 

朝食、昼食、夕食と世界各国の美食をお届けしているアロハカフェは、室内、屋外と

もにお食事をお楽しみいただくことができます。ビュッフェラインに並ぶ料理のみならず、

目の前で調理して出来立てをご提供するアクションステーションもございます。 

キャデラックダイナー デッキ 6中央 

【24 時間レストラン】 定員：99名 

24 時間軽食やお飲み物をお楽しみいただけるレストランです。 

1950 年代ロックスターの音楽とともに、居心地の良い雰囲気の中で、気軽にお食事

をお召し上がりいただけます。 

イーストミーツウェスト デッキ 5中央 

【アジア料理】 定員：50名 

アジアの美食をアラカルトでご提供しているレストランです。

各種ヌードルや炒飯、蒸し餃子、焼き餃子などをご堪能いただけます。 

※メニューは予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
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キーウェストバー&グリル デッキ 12 前方 

【プールバー&グリル】 定員：94名 

オープンエアで海風を感じながらジューシーなハンバーガーやサラダバーなどを

お楽しみいただけるレストランです。店内または、プールサイドへお持ちいただいて 

お召し上がりいただくこともできます。 

24 時間ルームサービス 

オーダーを受けてから出来立てのお料理を、24時間お好きなタイミングで

お部屋にお持ちいたします。シェフ厳選のメニューや人気のピザなど、

豊富な種類のお食事から、お好みのものをお選びください。

※USD7.95のルームサービス手数料が別途発生いたします。

【スペシャリティレストラン】 

国際色豊かなお食事をお召し上がりいただけるスペシャリティレストランでは、フランスのビストロやイタリアの家庭料理、 

アメリカのステーキ、ブラジルのシュラスコ、日本の鉄板焼など文化を反映した雰囲気もお楽しみいただける本格グルメを

ご満喫ください。お席に限りがございますため、事前の予約をお奨めしております。 

ジェファーソンズビストロ デッキ 5中央 

【フレンチ】 アラカルト/ 定員：84 名

パリのビストロを思わせる雰囲気のレストランで、本格フランス料理をご提供していま

す。 上品な装飾が施された店内のお席では、洗練された雰囲気の中で、ゆったりと

寛ぎながら美食をご堪能いただくことができます。 

モデルノシュラスカリア デッキ 11 後方 

デッキ 5中央 

デッキ 6後方 

【日本食】 カバーチャージ : 29.95 +20%のSERVICE CHARGE/ 定員：32 名

シェフが目の前でパフォーマンスをしながら調理する鉄板焼は、目にも楽しく、

美味しい人気のレストランです。ステーキやシーフード、チキンなどからお好き

な コースをお選びください。

キャグニーズステーキハウス
【ステーキ】 アラカルト / 定員：119 名
ノルウェージャンクルーズラインが誇るシグネチャーステーキハウスでは、アンガスビーフ

認定のボリュームあるステーキをご堪能ください。名物のトリュフ風味フレンチフライは、

ぜひお試しいただきたい逸品です。 

【シュラスコ】 カバーチャージ : 24.95+20%のSERVICE CHARGE/ 定員：114 名

パサドールがボリュームのあるお肉をテーブルで切り分けるブラジルの名物料理、 

シュラスコは食べ放題。多種多様なお肉の他に、ご自由にお召し上がりいただけるサ

ラダバーも充実しています。

鉄板焼 
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ラ クチーナ デッキ 11 後方 

【イタリアン】 アラカルト / 定員：188 名 

本場イタリアの家庭的な味を活気と温かみ溢れる店内で気軽にお召し上がりいただ

けるレストランです。自慢のピザやパスタをはじめアペタイザー、メイン、デザートと 

幅広いメニューをご堪能ください。 

寿司バー デッキ 5中央 

【寿司】 アラカルト / 定員：9 名 

シェフが腕をふるう人気の寿司バーでは、握りや刺身の他にも、色とりどりのユニー

クなロールをはじめ、握り寿司や刺身もご提供しております。 日本食が恋しくなったら

ぜひお立ち寄りください。 

【バー&ラウンジ&カフェ】 

船内には、それぞれ趣向をこらしたバーやラウンジ、カフェがあり、洋上でのひとときに彩りをそえてくれます。心地よい風を

感じながらカクテルを片手に過ごすオープンデッキのバーや、大切な人との会話を楽しみながら過ごすラウンジ、音楽と

ダンスを存分に楽しめる賑やかなナイトクラブなど、思い思いの過ごし方で充実の時間をご満喫ください。 

アロハラナイバー デッキ 11 後方 

気持ちのよい海風にあたりながらグラスをかたむけて、ゆっくりとした時の流れに身を 

任せる・・・船旅の醍醐味を存分に味わうことができる場所です。 

アトリウムバー/カフェ デッキ 5中央 

落ち着いた雰囲気のアトリウムバー/カフェでは、プレミアコーヒーやスイーツなど 

ほっと一息つける時間をお過ごしください。 

オーシャンドライブバー デッキ 11 中央 

プールサイドのバーでは開放的な空間の中で、太陽の日差しを浴びながら 

リフレッシュできるひとときをご満喫ください。

ドルチェ ジェラート　　　　　　　　 　　　　　　デッキ11中央

2016年3月の改装で新設されたジェラート専門店。豊富な種類のジェラートか
らお選びいただけます。開放的な空間で、甘いひと時をお楽しみください。
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ゴールドラッシュサルーン デッキ 11 中央 

ゴールドラッシュの時代をコンセプトにした内装のバーでは、ドラフトビールをご用意。 

気軽な雰囲気の中でスポーツ観戦やカラオケ、ダーツ、ビリヤードなどをしていただく ことも

できます。 

ナパワインバー デッキ 6中央 

カリフォルニアの著名なワイン産地ナパバレーにちなんだワインバーでは

多種多様な品種のワインをご満喫ください。 

ピンクスシャンパンバー デッキ 6中央 

ワイキキの王宮ホテルをモチーフにした落ち着いた雰囲気のバーでは、

ピアノの生演奏などもお楽しみいただけます。 

ワイキキバー デッキ 13 後方 

ワイキキのビーチにいるかのごとくリラックスできる雰囲気の屋外

バーでは、海の絶景を眺めながら、美味しいドリンクの数々をご堪

能ください。 

マルディグラスラウンジ デッキ 6前方 

ニューオリンズ風インテリアのナイトクラブラウンジでは昼夜問わず

様々なイベントやアクティビティが行われています。 

【スポーツ&レクリエーション施設】 

アクティブに過ごしたい方も、リラックスしてのんびりと寛ぎたい方も、ノルウェージャンクルーズラインの船旅なら

ご自身の思うままに。 

ハリウッドシアター デッキ 4、5 前方 

【定員：880 名】 きらびやかな内装が目をひくシアターでは、華や

かなショーやイベントを 毎晩お楽しみいただくことができます。 

プール デッキ 11 中央/デッキ 12後方 

ジャグジーを併設した洋上のプールでは、心地よい日差しの中でクールダウン 

したり、デッキチェアに寝転んでお気に入りの本を片手に読書やお昼寝をしたりと 

思い思いの時間をお過ごしください。 
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フィットネスセンター デッキ 12 後方 

海をみながら楽しめるランニングマシーン他、テクノジムの最新トレーニングマシーンを

備えるフィットネスセンターでは、各種クラスもお楽しみいただけます。 

(クラスは一部有料)

ビューティーサロン デッキ 12 後方 

各種ビューティーケアメニューをご用意しております。 

ネイルサロンもご利用いただけます。

マンダラ スパ デッキ 12 後方 

数々の受賞歴を誇るマンダラ・スパでは、ロミロミやホットストーンなど様々なトリートメン

トで心身ともに癒されるひとときをお過ごしください。

(スパの利用、トリートメントなど全て有料)

【その他施設】 

船内には充実の洋上時間に彩りをそえる数々の施設があります。 

気の向くままに、自由にフリースタイル クルージングをお楽しみください。 

レセプション デッキ 5中央 

船内での時間を安心して存分にお楽しみいただけるよう、レセプションでは 

お客様を 24時間体制でサポートいたします。 

アートギャラリー デッキ 5後方 

様々なアーティストによる絵画の数々を展示、販売しているコーナーです。 

インターネットルーム デッキ 6前方 

24時間専用パソコンにてインターネットの使用が可能です。(有料) 

カードルーム デッキ 6前方 

シャッフルカードゲームやボードゲームなどを自由に楽しむことができる

団欒スペースです。 
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クムカルチャーセンター デッキ 6中央 

定期航路、ホテルからサーフィンまで、20世紀ハワイの歴史を多方面からたどる 

貴重品の展示スペースです。 

ショップ デッキ 5前方 

免税価格でお買い物を楽しめるお店をはじめ、船グッズやお土産などを取りそろえた 

お店、ハワイアンジュエリーを扱うお店もご用意しております。 

旅のお土産を探しに、ぜひお立ち寄りください。 

キッズクラブ デッキ 12 中央 

お子様に安心してお楽しみいただけるキッズスペースです。 

キッズシネマや流れるプールなども併設しています。

ティーンズクラブ デッキ 12 中央 

スタイリッシュなティーン専用のクラブは各種イベントをお届けしており、

自由にご参加いただくことができます。(一部有料) 

ビデオアーケード デッキ 13 中央 

様々な種類のマシーンで遊べるゲームセンターです。(有料) 

フォトギャラリー デッキ 5前方 

素晴らしい船旅の思い出に、プロのカメラマンが船内で撮影した写真を 

ご購入いただけます。 

フォトスタジオ デッキ 6中央 

新設されたフォトスタジオでは、旅行の大切な思い出を形に変えて 

おさめてもらうことができます。 

ライブラリー デッキ 6中央 

かつてハワイとアメリカ本土に就航した「SSアメリカ」をテーマにした図書館です。 

当時の遺品が展示されている他、多数の書物を取りそろえています。 

※各施設の営業時間は、船内新聞をご確認ください。
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デッキプラン 
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デッキプラン 
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デッキプラン 
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下船のご案内 

下船準備について 

下船前夜に、下船用バゲージタグ(色別)と税関申告書をレセプションでお受取りください。バッゲージタグには、名前、住所、

電話番号などを記入の上、スーツケースにつけておきます。このタグの色は下船の際の荷物を見つける為の目印となります

ので覚えておいてくださいまた貴重品は必ずお手荷物にご用意ください。  

お荷物(スーツケースなど)は下船前日に指定された場所にご準備ください。 

精算について 

下船日当日の早朝に、ご利用明細がお部屋に届きますので、内容をご確認ください。 

ご丌明な点がなければレセプションデスクでのチェックアウトの必要はございません。 

なお、明細書には   1 泊あたりお一人様   13.99 ドル(スイート以上は   16.99 ドル/3 歳未満のお子様は丌要)のサービスチャージ

が加算されております(上記金額に所定の税金が追加されます)。クレジットカードの決済前に明細書をご覧になりたい場合、

あるいは現金でのご精算を希望される場合は下船日前日の夕方までにレセプションデスクへお越しください。 

※サービスチャージは事前払いが可能です。詳細は、お申込みの代理店へご確認ください。

※有料のお食事やお飲み物には20%、スパのご利用には18%のサービスチャージが自動的に加算されます。

下船について

バゲージタグの色別に順番に下船のご案内をいたします。色毎のアナウンスがあるまでお部屋でお待ちになる

か､朝食をとったり、パブリックスペースにてお寛ぎください。船からおろしたお荷物は、タグの色別に所定の場所に

置いてありますので、お間違えの無いようご確認の上お受け取りください。

お申込み旅行代理店 

本情報は 2017年12月現在のものとなり、掲載内容は予告なく変更される場合がございます。 

ノルウェージャンクルーズラインホールディングス
日本オフィス




