
as of 2017/3/2

Ship Sail Date Itinerary Itinerary details 終日航海
日数

Rate type
Interior

From
Ocean-

view From
Lanai From

Verandah
From

Signature or
Vista Suites

From

Neptune
Suites From TAX

通常レート $1,299 $1,499 SOLD N/A SOLD SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $899 $899 SOLD N/A SOLD SOLD

通常レート $1,139 $1,199 N/A $1,599 SOLD SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $849 N/A $1,099 N/A N/A

通常レート $999 $1,099 $1,499 N/A $2,399 $3,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $499 $499 $799 N/A $1,299 $2,999

通常レート $1,099 $1,399 N/A $1,699 $2,099 SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $499 $549 N/A $699 SOLD SOLD

通常レート $2,599 $2,899 N/A $3,999 $4,999 $6,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,499 $1,699 N/A $2,399 $2,999 N/A

通常レート $2,199 $2,499 SOLD N/A $4,499 $7,799

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

通常レート $1,199 $1,599 N/A $1,999 $2,449 SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $599 $799 N/A $999 $1,699 N/A

通常レート $999 $1,099 $1,599 $2,399 $2,499 $4,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $599 $699 $1,199 N/A $1,899 $4,499

通常レート $1,499 $1,599 $2,999 N/A $4,099 $7,099

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

通常レート SOLD $999 N/A $1,199 $1,799 $2,299

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ SOLD $849 N/A $1,099 $1,799 $2,299

通常レート $829 $1,099 N/A $1,399 $2,099 $2,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ SOLD N/A N/A $1,299 $1,899 N/A

通常レート $799 $1,099 N/A $1,299 $1,899 $2,399

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $549 $599 N/A $849 $1,399 $1,999

通常レート $939 $999 $1,699 N/A $1,799 $2,549

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $799 $1,099 N/A $1,199 $1,799

コーニングスダム 2017/10/18 南カリブ海12日間

フォートローダーデール～フィリップスバーグ～ポワンタ
ピートル～ブリッジタウン～フォール・ド・フランス～バセ
テール～セントトーマス～ハーフムーンケイ～フォート
ローダーデール

3日
ﾊｰﾌﾑｰﾝｹｲ
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ

$1,079 $1,499 N/A $1,549 $2,599 $4,699 $145.00

ロッテルダム 2018/2/4 西カリブ海8日間
タンパ～キーウエスト～マホガニーベイ～サント・トマス・
デ・カステージャ～コスタマヤ～タンパ

2日
ﾊｰﾌﾑｰﾝｹｲ
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ

$799 $899 $1,099 N/A $1,599 $2,199 $135.00

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。
４）コレクターズボヤージ（連続乗船）は以下特典対象外となる事がございます。詳しくはご予約時にご確認くださいませ。

$242.66

$200.71

カナダ・ニューイングランド12日間
ボストン～バーハーバー～セントジョン～ハリファックス
～シドニー～シャーロットタウン/プリンスエドワード島～
サグネ～ケベックシティ（停泊）～モントリオール

2日

5日

2017/3/29

バンクーバー発着アラスカ8日間

シアトル～ジュノー～グレーシャーベイ国立公園クルージ
ング～シトカ～ケチカン～ビクトリア～シアトル

2日

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～グレーシャー
ベイ国立公園クルージング～ケチカン～バンクーバー

3日

ロッテルダム 2017/3/16 南カリブ海15日間

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～ロードタウ
ン～バセテール～カストリーズ～セントジョージズ～ブ
リッジタウン～ポワンタピートル～フィリップスバーグ～サ
ンファン～フォートローダーデール

4日

オーステルダム

マースダム 2017/4/26 パナマ運河通航20日間

サンディエゴ～プエルトバジャルタ～マンサニヨ～ファトゥ
ルコ～プエルトチャパス～プエルトケツァル～コリント～
プエルトカルデラ～パナマ運河通航～オラニエスタッド～
ウィレムスタッド～グランドターク～フォートローダーデー
ル

2017/4/11 日本人コーディネーター乗船！
★横浜発着★日本・韓国周遊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

フォーレンダム

ホーランドアメリカ　～今週のお買い得情報～

西カリブ海8日間

ザイデルダム

2日

14日ノールダム

パナマ運河12日間

南太平洋横断24日間
シドニー～ヌーメア～エアソ～ラウトカ～ドラヴィニ島～
日付変更線通過～パゴパゴ～赤道横断～ヒロ/ハワイ島
～ホノルル/オアフ島～ビクトリア～バンクーバー

ビーンダム 2017/4/25

ロッテルダム

2017/4/8

$478.92

シアトル～ジュノー～グレーシャーベイ国立公園クルージ
ング～シトカ～ケチカン～ビクトリア～シアトル

$381.05

2日

$280.89

$119.10

$100.87

$210.12

2017/3/31

2017/3/30 大西洋横断15日間

7日

2017/5/6

2017/4/29

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

$242.66

$117.392日

4日

$285.00

$125.51フォートローダーデール～フンシャル/マディラ～カディス
～マラガ～カルタヘナ～バルセロナ

9日

タンパ～キーウエスト～マホガニーベイ～サント・トマス・
デ・カスティージャ～コスタマヤ～タンパ

$145.20

ロッテルダム 2017/5/13 北欧フィヨルド8日間
ロッテルダム～エイドフィヨルド～オーレスン～ガイランゲ
ル～ベルゲン～ロッテルダム

ユーロダム

ユーロダム
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

ニューアムステルダム

ザイデルダム 2017/4/19 大西洋横断17日間
フォートローダーデール～オルタ/アゾレス諸島～ポンタ・
デルガダ/アゾレス諸島～シェルブール～ゼーブルー
ジュ～アムステルダム～コペンハーゲン

10日

★ハーフムーンケイ・アニバーサリー★2017/3/1～3/19★
ハーフムーンケイ20周年を記念して、対象のカリブ海クルーズが週替わりで特典が付帯されます！

3/7までの１週目のご予約は・・・
①クルーズ中の基本チップ無料
②デポジット割引 ※デポジットは返金不可


