
as of 2017/3/22

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 $1,099 $1,199 $1,699 $2,499 $2,599 $5,099

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $549 $599 $1,199 $1,499 $1,699 $3,999

通常レート $1,899 $1,999 N/A N/A SOLD $6,399

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $999 $1,099 N/A N/A N/A 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 $699 N/A $899 $1,499 $2,299

通常レート SOLD $1,189 N/A $1,399 $2,099 $2,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $749 $799 N/A $899 $1,799 $2,299

通常レート $999 $1,199 N/A $1,699 $2,199 $2,749

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $549 $599 N/A $799 $1,299 $1,699

通常レート $999 $1,099 $1,499 $1,899 $1,999 $3,599

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $549 $599 $1,299 $1,399 $1,499 $2,899

通常レート $1,099 $1,399 N/A $1,499 $1,919 $3,649

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,099 $1,099 N/A $1,099 N/A $3,199

通常レート $2,699 $2,799 N/A N/A $3,999 $9,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,199 $1,399 N/A N/A $2,599 $6,999

通常レート $899 $999 N/A $1,399 $1,799 $2,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $549 $599 N/A $799 $1,299 $1,699

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

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

通常レート $3,529 $3,779 N/A $4,149 SOLD $4,729

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,429 $1,629 N/A N/A N/A N/A

READY
SET SAIL

$899 $999 $2,029 N/A $2,269 $3,649

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $499 $599 $999 N/A $1,499 $3,299

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～グレーシャーベイ
国立公園クルージング～ダッチハーバー～日付変更線
通過～釧路～函館～横浜

7日
READY

SET SAIL
$1,499 $1,599 $2,299 N/A $2,699 $5,499 $275.00

マースダム 2017/12/19 オーストラリア＆ニュージーランド18日間

オークランド～ワイタンギ～シドニー～メルボルン～バー
ニー～ミルフォードサウンド＆フィヨルドランド国立公園ク
ルージング～ポートチャーマーズ～アカロア～ウエリント
ン～ネイピア～タウランガ～オークランド

6日
READY

SET SAIL
$1,999 $2,299 $3,299 N/A $4,599 SOLD $480.00

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。

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

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日ニューアムステルダム
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

大西洋沿岸+カナダニューイングランド
16日間

ダブルデナリ＆ユーコン12日間（Y3L）

フォートローダーデール～ポート・カナべラル～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

4日

ニューアムステルダム 2017/5/30

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～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

マースダム 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/プリンスエドワード島～ケベックシティ
～モントリオール

2017/5/29

コーニングスダム 2017/5/14 北欧フィヨルド8日間

オーステルダム
シアトル～ジュノー～ハバード氷河クルージング～シトカ
～ケチカン～ビクトリア～シアトル

コペンハーゲン～キール～タリン～サンクトペテルブル
グ（停泊）～ヘルシンキ～ストックホルム（停泊）～ワルネ
ミュンデ～コペンハーゲン（停泊）

ホーランド・アメリカ・ライン　～今週のお買い得情報～

シアトル発着アラスカ8日間

ザイデルダム

1日

ビーンダム 2017/5/13

ビーンダム 2017/4/21 $356.53

【アンカレッジ～デナリ国立公園（2日間）～フェアバンク
ス～ドーソンシティ（2日間）～ホワイトホース～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

※【】内はホーランドアメリカライン主催陸上ツアー

$229.12

1日

$210.00

$215.06

1日

2日

$647.83

ボストン～ハミルトン（３停泊）～ボストン 2日

2017/6/3

2017/5/21

北欧バルト海13日間

$209.62

$215.00

2017/5/6

$95.38アムステルダム～フロム～スタバンゲル～クリスチャン
サン～オスロ～アムステルダム

2日

$169.12

$389.182日

$210.12

$242.66

プリセンダム 2017/5/20 キール運河通航と北欧フィヨルド15日間

アムステルダム～ハンブルグ（２停泊）～キール運河通
航～フレゼリシア～ヘルシンゲル～コペンハーゲン（停
泊）～オスロ～オーレスン～フロム～ベルゲン～スタバン
ゲル～アムステルダム

2日

アムステルダム 2017/4/26 パナマ運河通航20日間

フォートローダーデール～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～ファ
トゥルコ～カボサンルーカス～サンフランシスコ～バン
クーバー～シアトル

9日

バミューダ8日間

ニューアムステルダム 2017/5/13 バンクーバー発着
アラスカ8日間

★READY SET SAIL ★2017/3/20～6/1★
2017/6/1～2018/3/30発のクルーズ（※）を2017/6/1までに

ご予約のお客様へ以下の特典が付きます！

①基本のチップ無料（１室につき２名様まで）
②１室につき最大$500の船上クレジットプレゼント

※ワールドおよびグランドボヤージを除く全クルーズ・全カテゴリー対象です


