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Ocean-
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TAX

通常レート $1,399 $1,499 $2,199 $2,999 $3,099 $4,399

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

通常レート $2,499 $2,699 $4,099 N/A $4,599 $9,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $999 $1,199 $2,199 N/A $2,599 $7,299

通常レート $1,199 $1,499 N/A $1,699 $3,099 $4,449

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

通常レート $3,999 $4,899 N/A N/A $8,999 $16,199

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $2,999 $2,999 N/A N/A $6,999 $13,999

通常レート $1,999 $2,299 N/A N/A $3,999 $7,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,299 $1,399 N/A N/A $3,499 $7,299

通常レート $1,329 $1,399 $2,499 $2,949 $2,999 $5,499

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

通常レート $499 $599 N/A $699 $1,299 $1,799

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $449 $499 N/A $649 $999 $1,399

通常レート $1,799 $1,899 N/A N/A $3,399 $5,399

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,599 $1,599 N/A N/A $2,799 $5,399

通常レート $1,099 $1,299 N/A $1,399 $2,899 $4,199

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $749 $899 N/A $999 $2,199 $3,499

通常レート $1,399 $1,599 N/A N/A $2,799 $6,799

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $999 $1,199 N/A N/A $2,399 $6,799

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

ノールダム 2017/3/14 オーストラリア＆ニュージーランド13日間

シドニー～ホバート（停泊）～ポートアーサー～フィヨルドラン

ドクルージング～ポートチャーマス～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

詳細はこちら Explore4 $1,599 $1,799 N/A $2,399 $3,299 $5,299 $302.74

フォーレンダム 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

詳細はこちら 通常レート SOLD $2,949 N/A N/A $4,999 SOLD $100.87

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

ロッテルダム 2017/6/17 ロッテルダム発着北欧8日間

ロッテルダム～フロム～スタバンゲル～クリスチャンサン～

オスロ～ロッテルダム

詳細はこちら Explore4 $1,199 $1,399 $1,799 N/A $2,199 $3,199 $123.97

ザイデルダム 2017/7/4 コペンハーゲン発着

北欧バルト海13日間

コペンハーゲン～キエル～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）

詳細はこちら Explore4 $2,199 $2,499 N/A $2,999 $4,499 $5,599 $211.77

マースダム 2018/3/25 サンディエゴ発着

南太平洋周遊29日間

サンディエゴ～ホノルル/オアフ島～ラハイナ/マウイ島～タ

バアラン島～ボラボラ島～ライアテア島～モーレア島～パ

ペーテ（停泊）～ファカラバ島～ヌクヒバ島～サンディエゴ

詳細はこちら Explore4 $4,699 $5,199 $6,499 N/A $9,999 $16,499 $240.00

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。

プリセンダム 2016/11/19 カリブ海+アマゾン30日間

フォートローダーデール～セント・トーマス島～チャールズタ

ウン～カステリーズ～ポートオブスペイン～ブリッジタウン～

デビルズ島～マカパ～サンタレン～ボカダバレリア～マナウ

ス（停泊）～パリントン～アルテルドション～スカボロ～キン

グスタウン～セントジョージズ～ウィレムスタッド～オラニエ

スタッド～フォートローダーデール

詳細はこちら $554.95

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～ジョージタウ

ン～コズメル～キーウエスト～フォートローダーデール

東カリブ海10日間

フォートローダーデール～グランドターク～アンバーコーブ

～サンファン～フィリップスバーグ～ロードタウン～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 $134.70

詳細はこちら $173.00

$141.42

マースダム 2016/12/16 オーストラリア＆ニュージーランド18日

間

★ホリデークルーズ★

シドニー～イーデン～メルボルン～バーニー～ホバート～

フィヨルドランドクルージング～ポートチャーマス～アカロア

～ピクトン～ウエリントン～ネイピア～タウランガ～オークラ

ンド

詳細はこちら $394.93

2016/12/4 ハワイ周遊18日間

ニューアムステルダム

$218.33

パナマ運河通航16日間

サンディエゴ～プエルトバジャルタ～ファトゥルコ～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～

カルタヘナ～ハーフムーンケイ～フォートローダーデール

ユーロダム 2016/11/4 大西洋横断16日間

バルセロナ～パルマデマヨルカ～アリカンテ～マラガ～カ

ディス～フンシャル/マディラ～フォートローダーデール

2016/12/5

アムステルダム

詳細はこちら

ホーランドアメリカ　～今週のお買い得情報～

ロッテルダム 2016/10/28 大西洋横断18日間

フォートローダーデール～オルダ～ポンタデルガダ～マラガ

～アリカンテ～バルセロナ（停泊）～リボルノ～チビタベッキ

ア

詳細はこちら

ビーンダム 詳細はこちら

$221.87

2016/9/10 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

$232.83

詳細はこちら $396.32

サンディエゴ～ホノルル/オアフ島～ヒロ/ハワイ島～コナ/

ハワイ島～ナウィリウィリ/カウアイ島～ラハイナ/マウイ島

～エンセナダ～サンディエゴ

詳細はこちら $187.30

ビーンダム

フォーレンダム 2016/12/20 シンガポール発着インドネシア15日間

★ホリデークルーズ★

シンガポール～タンジュンプリオク～セマラン～スラバヤ～

コモド島～ロンボク島～ベノア/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

ニューアムステルダム 2016/12/18

2016/12/11 西カリブ海8日間


