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通常レート $1,899 $2,799 $3,499 $4,599 $4,599 $7,599

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $899 $2,099 $2,599 N/A $3,299 SOLD

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 $899 $899 $1,599 N/A $2,999 $5,999

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

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

通常レート $1,499 $1,599 $2,299 N/A SOLD $4,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $899 $899 $1,699 N/A N/A $3,999

通常レート $699 $799 N/A $849 $1,599 $2,199

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $549 $599 N/A $699 $1,199 $1,999

通常レート $499 $599 N/A $799 $1,399 $1,999

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

通常レート $1,799 $1,999 N/A N/A $3,999 $7,999

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

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

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $999 $1,099 $2,399 N/A $2,399 $6,799

通常レート $799 $899 N/A $1,099 $1,999 $2,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $799 N/A $899 $1,699 $2,699

通常レート $1,399 $1,499 $2,299 N/A $2,399 $4,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $999 $1,099 $2,199 N/A $2,299 $4,499

ザイデルダム 2017/2/5 カリブ＆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～オラニエスタッ

ド～ウィレムスタッド～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 Explore4 $1,199 $1,399 N/A $1,699 $2,799 $2,999 $368.20

ザーンダム 2017/3/7 南米パッセージ15日間

バルパライソ～プエルトモン～プエルトチャカブコ～プンタレナ

ス～ウシュアイア～スタンレー/フォークランド諸島～モンテビ

デオ～ブエノスアイレス（停泊）

詳細はこちら Explore4 $1,599 $1,699 N/A N/A $4,299 $5,399 $456.90

ビーンダム 2017/4/6 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

詳細はこちら Explore4 $2,099 $2,299 $3,299 $4,149 $4,299 $7,219 $439.66

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

Explore4 $899 $1,099 N/A $1,599 $2,199 $2,599
NA Special $799 N/A N/A $1,299 $2,000 N/A

プリセンダム 2017/6/3 アムステルダム発着

英国＆アイルランド15日間

アムステルダム～セントピーターポート～ミルフォードヘブン

～リバプール～ダブリン～キリーベグス～ゴールウエイ～グ

レンギャリフ～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 $439.66

ロッテルダム 2017/7/8 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

詳細はこちら Explore4 $1,299 $1,499 $1,899 N/A $2,299 $3,499 $116.03

ウエステルダム 2017/8/3 地中海13日間

バルセロナ～カディス～ジブラルタル～マラガ～アリカンテ～

パルマデマヨルカ～トゥーロン～カルヴィ～モンテカルロ～リ

ボルノ～チビタベッキア

詳細はこちら Explore4 $2,299 $2,699 N/A $2,999 $4,199 $5,199 $156.65
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）NA Special料金はExplore4等他特典との併用はできません。

お問い合わせ・ご予約は

 ㈱ビガー・トラベル・サービス               

大阪府知事旅行業3-2199　日本旅行業協会・正会員

ＴＥＬ：０６－６３８９－４３３３　ＦＡＸ：０６－６３８９－６５６５

http://www.vigour-travel.com　E-Mail  info@vigour-travel.com

総合旅行業務取扱管理者：森本　哲也

詳細はこちら $232.83

ビーンダム 2016/10/8 カナダ＆ニューイングランド14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～ニューヨー

ク～チャールストン～フォートローダーデール

詳細はこちら $359.72

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

詳細はこちら $141.42

$221.87

アムステルダム 2016/12/4 ハワイ周遊18日間

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

オークランド～タウランガ～ネイピア～ウエリントン～アカロア

～ポートチャーマーズ～フィヨルドランドクルージング～ホ

バート～メルボルン～バーニー～シドニー

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

詳細はこちら

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

東カリブ海8日間

フォートローダーデール～キーウエスト～グランドターク島～

アンバーコーブ～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

マースダム 2017/1/2 オーストラリア＆ニュージーランド14日間

マースダム

$138.83

ニューアムステルダム 2016/11/20

ホーランドアメリカ　～今週のお買い得情報～

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 $210.12

オーストラリア＆ニュージーランド15日間

シドニー～イーデン～ホバート～フィヨルドランドクルージング

～ポートチャーマーズ～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

フォートローダーデール～オルタ/アゾレス諸島～ポンタ・デ

ルガーダ/アゾレス諸島～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

$353.66

フォートローダーデール～グランドターク島～サンファン～フィ

リップスバーグ～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 $138.67

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

ジャルタ～サンディエゴ

詳細はこちら

詳細はこちら $333.50

2016/11/18

ロッテルダム 2016/10/28 大西洋横断18日間

$95.89

ユーロダム 2016/12/31 東カリブ海8日間

★ホリデークルーズ★


