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通常レート $1,299 $1,399 $1,999 N/A $2,599 $3,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $399 $499 $999 N/A $1,699 $3,499

通常レート $1,199 $1,299 N/A $1,739 $2,899 $3,899

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $799 N/A $1,499 $1,999 $3,299

通常レート $1,499 $1,999 N/A $2,099 $3,999 $7,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $899 $1,199 N/A $1,399 $2,999 $6,999

通常レート $899 $1,099 N/A $1,399 $1,999 $2,599

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $599 $799 N/A $899 $1,999 $2,199

通常レート $1,999 $2,299 N/A N/A $4,099 $7,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,499 $1,699 N/A N/A $3,599 $7,399

通常レート $1,399 $1,449 $1,999 N/A $2,449 $4,299

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $899 $1,099 $1,599 N/A $1,899 $3,499

通常レート $1,299 $1,399 $1,899 N/A $2,199 $4,799

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $899 $1,499 N/A $1,799 $3,799

通常レート $1,139 $1,199 N/A N/A $2,399 $4,199

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $899 N/A N/A $1,999 $3,599

通常レート $1,699 $1,899 N/A N/A $3,599 $6,599

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,399 $1,499 N/A N/A $2,999 $5,599

通常レート $1,149 $1,349 N/A $1,499 $3,299 $4,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $999 N/A $1,099 $2,699 $3,999

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 2017/2/7 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

ジャルタ～サンディエゴ

詳細はこちら Explore4 $799 $999 N/A $1,299 $2,099 $2,599 $105.69

ロッテルダム 2017/3/30 大西洋横断15日間

フォートローダーデール～フンシャル～カディス～マラガ～

カルタヘナ～バルセロナ

詳細はこちら Explore4 $1,399 $1,499 $1,999 N/A $3,399 $4,999 $139.46

ユーロダム 2017/4/29 日本人コーディネーター乗船！

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 Explore4 $799 $999 N/A $1,299 $1,999 $2,499 $242.66

ニューアムステルダム 2017/5/6 日本人コーディネーター乗船！

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 Explore4 $899 $1,099 $1,239 $1,599 $2,199 $2,599 $210.12

プリセンダム 2017/6/3 アムステルダム発着

アイスランド周遊15日間

アムステルダム～ガーンジー島～ミルフォードヘイブン～リ

バプール～ダブリン～キリーベグス～ゴールウェイ～グレン

ガリフ～ウォーターフォード～フリシンゲン～アントワープ

（停泊）～アムステルダム

詳細はこちら Explore4 $3,899 $4,199 N/A N/A $5,999 $12,299 $309.21

フォーレンダム 2017/9/27 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

ノールダム 2017/12/21 シドニー発着南太平洋16日間

★ホリデークルーズ★

シドニー～ヌーメア～イルデパン島～エアソ～ポートヴィラ

～シャンパーニュ湾～ルーガンビル～ペンテコスト島～マレ

島～シドニー

詳細はこちら Explore4 $2,899 $3,199 N/A $3,799 $4,999 $9,429 $180.00
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。

$204.74

詳細はこちら $522.35

ニューアムステルダム 2016/12/27 西カリブ海11日間

★ホリデークルーズ★

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～ファルマス～

ジョージタウン～マホガニーベイ～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 $179.61

ザーンダム

ホーランドアメリカ～今週のお買い得情報～

フォーレンダム 2016/12/6 東南アジア15日間

香港～ハロン湾～ダナン～ニャチャン～プーミーシアヌーク

ビル～レムチャバン（停泊）～サムイ島～シンガポール

詳細はこちら

オーステルダム 2016/9/28 地中海13日間

ベニス～コルフ島～カタコロン～ナフプリオン～ピレウス（停

泊）～ミコノス島～クサダシ～サントリーニ島～ナポリ(イタリ

ア)～チベタベッキア

詳細はこちら $148.17

ロッテルダム 2016/9/3 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～フリファックス～バーハーバー～ボストン

詳細はこちら $234.63

南米パッセージ15日間

ブエノスアイレス（停泊）～モンテビデオ～フォークランド諸

島～プンタレナス～ウシュアイア～プエルトモント～バルパ

ライソ

コーニングスダム 2016/10/24 大西洋横断17日間

チベタベッキア～パルマデマヨルカ～バルセロナ～アリカン

テ～マラガ～カディス～フンシャル～フォートローダーデー

ル

2016/12/6

パナマ運河11日間

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～オラニスタッド

～ウェルムスタッド～パナマ運河（ガトゥン湖で折り返し）～

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 $128.01

アムステルダム 2016/11/17 ハワイ周遊18日間

サンディエゴ～コナ/ハワイ島～ホノルル/オアフ島～ラハイ

ナ/マウイ島～ナウィリウィリ/カウアイ島～コナ/ハワイ島～

エンセナダ～サンディエゴ

詳細はこちら $187.59

ザイデルダム 2016/10/30

アムステルダム 2016/12/21 パナマ運河15日間

★ホリデークルーズ★

サンディエゴ～プエルトバジャルタ～ファトゥルコ～パナマ運

河（ガトゥン湖で折り返し）～カルタヘナ～ハーフムーンケイ

～フォートローダーデール

詳細はこちら $422.74

詳細はこちら $371.72

マースダム 2016/12/2 オーストラリア＆ニュージーランド15日間

オークランド～タウランガ～ネイピア～ウェリントン～ピクトン

～アカロア～ダニーデン～バーニー～メルボルン～シドニー

詳細はこちら $314.50


