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

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $399 $399 N/A $599 $999 $1,299

通常レート SOLD $649 N/A $799 $1,299 $1,699

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ SOLD $399 N/A $599 $999 $1,499

通常レート $949 $1,049 N/A $1,379 SOLD $3,399

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $549 $599 N/A $949 N/A N/A

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

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

通常レート $1,179 $1,399 N/A $1,599 $3,099 $6,399

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $599 $699 N/A $799 $2,899 N/A

通常レート $1,299 $1,399 $2,499 $2,949 SOLD SOLD

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

通常レート $1,099 $1,199 N/A N/A SOLD SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $699 N/A N/A SOLD SOLD

通常レート $1,299 $1,399 $1,899 N/A $2,199 $4,799

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $599 $699 $1,199 N/A $1,299 $3,199

通常レート $1,799 $1,899 SOLD N/A SOLD SOLD

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

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

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $599 $699 N/A $799 $1,499 $2,699

アムステルダム 2017/1/26
グランドワールドボヤージ区間18日間
（太平洋横断）
ホノルル発大阪着

ホノルル（停泊）～日付変更線通過～マーシャル諸島～グア
ム～サイパン～大阪（停泊）

詳細はこちら 通常レート $2,899 $3,399 N/A N/A $6,099 $11,499 $205.65

オーステルダム 2017/2/17 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
ステーリャ～コスタマヤ～タンパ

詳細はこちら Explore4 $999 $1,199 N/A $1,549 $2,499 $2,999 $123.30

フォーレンダム 2017/3/14 横浜発
東シナ海15日間

横浜～清水～大阪～宮崎～上海（停泊）～那覇～基隆（停
泊）～花蓮～高雄～香港（停泊)

詳細はこちら Explore4 $1,599 $1,699 $2,799 N/A $3,199 $5,999 $249.17

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 Explore4 $2,549 $2,949 SOLD 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 $839 $999 N/A $1,399 $1,999 $2,499 $242.66

Explore4 $919 $1,099 N/A $1,599 $2,199 $2,599

アムステルダム 2017/5/11 アメリカ西海岸4日間 サンフランシスコ～バンクーバー 詳細はこちら 通常レート $299 $349 N/A N/A $499 $749 $160.69

ザイデルダム 2017/6/22 北欧フィヨルド＆ハイランド13日間

コペンハーゲン～オスロ～クリスチャンサン～スタバンゲル～
フロム～ベルゲン～ラーウィック/シェトランド諸島～ポート
リー～インバーゴードン～サウスクイーンズフェリー/エジンバ
ラ～ニューカッスルアポンタイン～コペンハーゲン

詳細はこちら Explore4 $2,099 $2,499 N/A $2,999 $4,199 $5,199 $239.15

プリセンダム 2017/10/19 聖地とエーゲ海を巡る15日間
ピレウス～アンタルヤ～リマソル～ハイファ～アシュドッド～
ロードス島～ソウダ/クレタ島～バレッタ(停泊）～ゴゾ島～メッ
シーナ～ナポリ～チビタベッキア

詳細はこちら Explore4 $3,299 $3,499 N/A N/A $4,999 $9,999 $215.94

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。

シドニー～イーデン～メルボルン～バーニー～ホバート～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/ダニーデン～アカロア/クライストチャー
チ～ピクトン～ウエリントン～ネイピア～タウランガ/ロトルア
～オークランド

詳細はこちら $394.93

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

$95.90

$144.43

詳細はこちら

$134.97

メキシカンリビエラ8日間
★ホリデークルーズ★

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 $100.85

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

ニューアムステルダム

詳細はこちら

$141.56

2016/12/3

コーニングスダム 2016/12/4 南カリブ11日間

ユーロダム 2016/11/26

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

ウエステルダム 2016/12/31

ビーンダム 2016/12/5

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★

ザーンダム

ウエステルダム

$395.95

ブエノスアイレス（停泊）～モンテビデオ～スタンレー/フォーク
ランド諸島～プンタレナス～ウシュアイア～プエルトモン～バ
ルパライソ

詳細はこちら $522.35

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

詳細はこちら

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～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

ザイデルダム 2016/11/30 パナマ運河11日間

詳細はこちら $396.32

2016/11/27 西カリブ海8日間 詳細はこちら

2016/12/6 南米パッセージ15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

東カリブ海8日間
フォートローダーデール～グランドターク島～サンファン～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

詳細はこちら $204.74フォーレンダム 2016/12/6 東南アジア15日間
香港～ハロン湾～ダナン～ニャチャン～プーミー～シアヌー
クビル～レムチャバン（停泊）～サムイ島～シンガポール


