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TAX

通常レート $1,099 $1,299 N/A SOLD SOLD SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $819 $899 N/A N/A N/A N/A

通常レート $1,299 $1,399 $2,299 $2,899 $2,999 SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $999 $1,999 N/A $2,399 N/A

通常レート $1,319 $1,499 N/A $2,299 $2,899 $3,699

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $539 $619 N/A $1,079 $1,799 $3,499

通常レート $3,599 $3,699 N/A N/A $5,199 $12,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,999 $2,099 N/A N/A $4,599 N/A

通常レート $1,499 $1,999 N/A $2,099 $2,499 $4,399

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,199 $1,499 N/A $1,799 N/A N/A

通常レート $1,399 $1,499 $1,999 N/A $2,599 $3,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $899 $1,599 N/A $2,299 N/A

通常レート $999 $1,199 N/A $1,649 $1,899 $2,399

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $849 $899 N/A $1,039 $1,699 $1,999

アムステルダム 2016/9/26 アメリカ西海岸5日間 バンクーバー～アバロン～サンディエゴ 詳細はこちら 通常レート $249 $299 N/A N/A $499 SOLD $109.95

ニューアムステルダム 2016/10/4 アメリカ西海岸4日間 バンクーバー～アストリア～サンフランシスコ 詳細はこちら 通常レート $199 $249 N/A $349 $449 $649 $125.73

ウエステルダム 2016/11/26 メキシカンリビエラ8日間

サンディエゴ～カボサンルーカス～マサトラン～プエルトバ

ヤルタ～サンディエゴ

詳細はこちら 通常レート $599 $699 N/A $929 $1,499 $1,999 $95.89

ノールダム 2016/12/7 シドニー発着ニュージーランド15日間

シドニー～ダニーデン～アカロア～ピクトン～ウェリントン～

ネイピア～タウランガ～オークランド～ワイタンギ～シドニー

詳細はこちら 通常レート $1,399 $1,499 N/A $1,799 $2,699 $4,299 $309.65

コーニングスダム 2016/12/14 カリブ海10日間

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～トルトラ～セ

ントマーチン島～セントクリストファー島～サンファン～グラ

ンドターク島～フォートローダーデール

詳細はこちら 通常レート $899 $999 $1,079 $1,099 $2,099 $4,299 $172.29

ザイデルダム 2017/1/4 パナマ運河12日間

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～オラニエス

タッド～ウィレムスタッド～カルタヘナ～パナマ運河/ガトゥン

湖～コロン～プエルトリモン～フォートローダーデール

詳細はこちら Explore4 $1,299 $1,699 N/A $1,899 $2,599 $3,599 $383.63

フォーレンダム 2017/1/31 シンガポール発着インドネシア15日間

シンガポール～ジャカルタ～スマラン～スラバヤ～コモド島

～ロンボク島～バリ島（停泊）～プロボリンゴ～シンガポー

ル（停泊）

詳細はこちら Explore4 $1,899 $2,099 $2,799 N/A $3,899 $6,499 $228.46

ウエステルダム 2017/2/14 サンディエゴ発着ハワイ周遊19日間

サンディエゴ～ホノルル（停泊）～ナウィリウィリ～ラハイナ

～コナ～ヒロ～エンセナダ～サンディエゴ

詳細はこちら Explore4 $2,999 $3,299 N/A $3,599 $5,999 $8,999 $184.83

ユーロダム 2017/2/25 西カリブ海8日間

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～ケイマン諸島

～コズメル～キーウエスト～フォートローダーデール

詳細はこちら Explore4 $999 $1,099 $1,239 $1,299 $2,199 $2,699 $144.71

ビーンダム 2017/3/22 パナマ運河通航16日間

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～カルタヘナ～

パナマ運河通航～プエルトカルデラ～コリント～プエルトケ

ツァル～プエルトチアパス～カボサンルーカス～サンディエ

ゴ

詳細はこちら Explore4 $2,299 $2,499 $3,299 $4,249 $4,549 $7,399 $392.19

フォーレンダム 2017/4/11 横浜発着15日間

横浜～大阪（停泊）～那覇～石垣島～済州島～仁川（停泊）

～宮崎～横浜

詳細はこちら Explore4 $2,549 $2,949 SOLD N/A $4,999 SOLD $100.87

フォーレンダム 2016/9/27 横浜着太平洋横断16日間

バンクーバー～ケチカン～ジュノー～ダッチハーバー～日

付変更線通過～釧路～函館～横浜

詳細はこちら Explore4 $1,999 $2,199 $3,199 N/A $3,599 $6,599 $275.00
１）料金は２名様一室利用時のお一人様分の料金、USドル建て表記となります。
２）ホーランドアメリカラインでは、2008年12月17日以降出航の燃油サーチャージ徴収を一時中止させていただきます。
　　ＮＹＭＥＸの取引高に応じてお一人様一泊あたりＵＳ＄9を再適用させていただく場合がございます。予めご了承ください。
３）グループへの適用はできません。また、料金・TAXは予告なく変動いたします。予めご了承くださいませ。

ロッテルダム 2016/9/10 カナダ＆ニューイングランド8日間

ボストン～バーハーバー～ハリファックス～シドニー～

シャーロットタウン～ケベックシティ～モントリオール

詳細はこちら $225.50

スワード～ヘーンズ～ジュノー～ケチカン～バンクーバー 詳細はこちら $187.92

シアトル発着アラスカ8日間

シアトル～ジュノー～シトカ～ケチカン～ビクトリア～シアト

ル

詳細はこちら $255.06

$221.03

プリセンダム 2016/8/23 アイスランド周遊15日間

アムステルダム～アントワープ～ガーンジー島～英領シ

リー諸島～ダブリン（停泊）～ベルファスト～キリーベグス～

ガルウェイ～コーク～プリマス～アムステルダム

詳細はこちら $241.28

コーニングスダム 2016/8/28 北欧バイキングクルーズ8日間

ホーランドアメリカ～今週のお買い得情報～

ノールダム 2016/9/18 バンクーバー発着アラスカ8日間

バンクーバー～ジュノー～スキャグウェイ～ケチカン～バン

クーバー

詳細はこちら

カナダ&ニューイングランド8日間

モントリオール～ケベックシティ～シャーロットタウン～シド

ニー～ハリファックス～バーハーバー～ボストン

詳細はこちら

アムステルダム～フロム～スタヴァンゲル～クリスチャンサ

ン～オスロ～アムステルダム

ビーンダム 2016/8/13 $207.38

アムステルダム 2016/8/7

詳細はこちら $88.62

ノールダム 2016/8/14 アラスカ8日間


