
as of 2016/9/28

Ship Sail Date Itinerary Itinerary details URL 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 $1,499 $1,999 N/A $2,099 $3,999 $7,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $1,199 N/A $1,199 $2,999 $7,499

通常レート $1,199 $1,299 N/A $1,499 $2,599 $3,699

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

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

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

通常レート $1,199 $1,599 N/A $1,799 $3,399 $5,949

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $849 $1,099 N/A $1,199 $2,799 $5,949

通常レート $499 $549 N/A $699 $1,099 $1,599

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $449 $499 N/A $649 $899 $1,399

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 $899 $1,399 N/A $1,699 $3,999

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 $899 $1,099 N/A $1,299 $2,599 $3,699

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $899 N/A $1,099 $2,399 $3,499

通常レート $1,799 $1,999 N/A $2,499 $3,499 $5,199

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,299 $1,399 N/A $1,799 $2,599 $4,599

Explore4 $1,599 $1,699 $2,699 N/A $2,999 $5,599

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

ザイデルダム 2017/1/15 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～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～オーチョリオス～フォートローダーデール

詳細はこちら Explore4 $1,099 $1,299 N/A $1,649 $2,799 $2,999 $371.70

ニューアムステルダム 2017/2/8 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～カストリーズ～

ブリッジタウン～フォール・ド・フランス～セントジョンズ～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

詳細はこちら Explore4 $1,399 $1,599 N/A $1,999 $4,299 $6,309 $142.51

オーステルダム 2017/3/3 西カリブ海8日間

タンパ～コズメル～マホンベイ～サント・トマス・デ・カスティー

リャ～コスタマヤ～タンパ

詳細はこちら Explore4 $899 $999 N/A $1,199 $1,799 $2,199 $123.30

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

ロッテルダム 2017/6/10 ロッテルダム発着

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 $1,199 $1,399 $1,799 N/A $2,199 $3,199 $116.03

マースダム 2017/7/8 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～ハリファックス～バーハーバー～ボストン

詳細はこちら Explore4 $1,149 $1,359 $1,799 N/A $2,499 $3,979 $220.00

ザーンダム 2017/8/27 アラスカ8日間 スワード～ヘーンズ～ジュノー～ケチカン～バンクーバー 詳細はこちら Explore4 $999 $1,149 N/A N/A $2,399 $3,399 $205.38
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。

詳細はこちら $202.24

2016/11/12

オーステルダム 2016/11/3 大西洋横断16日間

$173.00

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

詳細はこちら $95.90

ニューアムステルダム 2016/12/18 東カリブ海10日間

★ホリデークルーズ★

フォートローダーデール～グランドターク島～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／トルトラ島

～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

2016/12/3

【個人旅行(FIT)用】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

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

チビタベッキア～パルマデマヨルカ～カルタヘナ～マラガ～フ

ンシャル/マディラ～フォートローダーデール

$96.09

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

$183.33

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

メキシカンリビエラ8日間

オークランド～タウランガ～ネイピア～ウエリントン～ピクトン

～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～バーニー～メルボルン～シドニー

詳細はこちら

ノールダム 2016/12/21 シドニー発着

南太平洋15日間

★ホリデークルーズ★

ウエステルダム

シドニー～ヌーメア～ミステリー島～ポートヴィラ～ルーガン

ヴィル～スバ～ドラヴィニ島～ラウトカ～シドニー

コーニングスダム 2016/10/24 大西洋横断17日間

チビタベッキア～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/マディラ～フォートローダー

デール

詳細はこちら

詳細はこちらウエステルダム

コーニングスダム 2016/11/13

$314.50

南カリブ海11日間

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～グランドターク

島～アンバーコーブ～クラレンダイク/ボネール島～ウェルム

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 $142.40

$128.01

$108.63

詳細はこちら $134.97

フォーレンダム 2017/1/3 東南アジア15日間

シンガポール～サムイ島～レムチャバン（停泊）～シアヌーク

ビル～プーミー～ニャチャン～ダナン～ハロン湾～香港

詳細はこちら

詳細はこちら

ニューアムステルダム 2016/11/27 西カリブ海8日間

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


