
as of 2016/12/7

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 $919 $1,099 N/A $1,399 $2,799 $3,699

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $849 N/A $999 $2,599 $3,599

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

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $599 $699 N/A $799 $1,499 $2,199

通常レート $999 $1,199 $1,699 N/A $1,899 SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $799 $1,399 N/A N/A N/A

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

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $799 SOLD N/A SOLD SOLD

通常レート $999 $1,299 N/A $1,599 $2,499 $3,299

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $699 N/A $899 $2,099 $3,649

通常レート $1,739 $1,999 $3,299 N/A $4,699 $7,499

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

通常レート $1,399 $1,499 N/A $1,699 $2,599 $4,399

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

通常レート $2,799 $3,099 $5,599 N/A $5,999 $11,799

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,799 $1,999 $3,599 N/A $4,599 $9,999

ロッテルダム 2017/3/30 大西洋横断15日間
フォートローダーデール～フンシャル/マディラ～カディス
～マラガ～カルタヘナ～バルセロナ

9日
ビュー
＆

ベランダ
$1,199 $1,199 $1,499 N/A $2,599 $4,199 $125.51

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

5日
ビュー
＆

ベランダ
$2,599 $2,599 SOLD N/A $4,699 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

2日
ビュー
＆

ベランダ
$809 $1,399 N/A $1,399 $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

3日
ビュー
＆

ベランダ
$909 $1,599 N/A $1,599 $2,199 $2,599 $210.12

ザイデルダム 2017/6/22 北欧フィヨルドとハイランド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～サウスクイーンフェリー
～ニューカッスルアポンタイン～コペンハーゲン

1日
ビュー
＆

ベランダ
$1,799 $2,599 N/A $2,599 $3,499 $4,499 $239.15

ウエステルダム 2017/7/10 地中海・アドリア海13日間
ベニス～アルゴストリ～カタコロン～ナフプリオン～ピレ
ウス（停泊）～ミコノス島～クサダシ～サントリーニ島～ナ
ポリ～チビタベッキア

2日
ビュー
＆

ベランダ
$1,799 $2,299 N/A $2,299 $3,699 $4,599 $151.71

ビーンダム 2017/8/12 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/プリ
ンスエドワード島～シドニー～ハリファックス～バーハー
バー～ボストン

1日
ビュー
＆

ベランダ
$1,499 $1,499 $1,999 $2,699 $2,799 $4,399 $210.00

ノールダム 2017/9/24 南太平洋横断12日間
バンクーバー～シアトル～サンフランシスコ～ヒロ/ハワ
イ島～ホノルル/オアフ島

7日
ビュー
＆

ベランダ
$1,599 $2,199 N/A $2,199 $2,999 $3,999 $275.00

フォーレンダム 2017/10/13 横浜発
東シナ海15日間

横浜～清水～大阪～瀬戸内海クルージング～済州島～
仁川（停泊）～天津/北京（停泊）～青島～上海（停泊）

4日
ビュー
＆

ベランダ
$2,199 $2,199 SOLD N/A $3,999 $6,799 $165.00

マースダム 2017/11/9 オーストラリア9日間
フリーマントル/パース（停泊）～アルバニー～アデレード
～カンガルー島～メルボルン

3日
ビュー
＆

ベランダ
$2,599 $2,599 $3,399 N/A $5,499 $7,999 $290.00

オーステルダム 2017/12/2 ハワイ周遊19日間
サンディエゴ～ヒロ/ハワイ島～ラハイナ/マウイ島～ホノ
ルル/オアフ島（停泊）～コナ/ハワイ島～ナウィリウィリ/
カウアイ島～エンセナダ～サンディエゴ

10日
ビュー
＆

ベランダ
$1,999 $2,699 N/A $2,699 $4,499 $7,999 $180.00

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。
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$183.33

ノールダム

ビーンダム 2017/2/2 南米フェスティバル25日間

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～ウィレムス
タッド～オラニエスタッド～ポートオブスペイン～スカボ
ロー～ブリッジタウン～デビルス島～赤道通過～ベレン
～レシフェ～マセイオ～サルバドール・ダ・バヒア～イリェ
ウス～ヴィトーリア～イリャベラ～リオデジャネイロ

8日

南太平洋の島々14日間

2016/12/31 東カリブ海8日間

フォートローダーデール～フィリップスバーグ～ロゾー～
カストリーズ～ブリッジタウン～フォールドフランス～フレ
デリックステッド～ハーフムーンケイ～フォートローダー
デール

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

フォートローダーデール～キーウエスト～グランドターク
～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

2017/1/4 パナマ運河12日間

2017/1/3 東南アジア15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～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

マースダム

$160.16

$383.63

オーストラリア＆ニュージーランド15日間

2017/1/18

ホーランドアメリカ　～今週のお買い得情報～

ザイデルダム

ロッテルダム 2017/1/2

$138.83

$398.94

シドニー～ヌーメア～エアソ～ポートヴィラ～ドラヴニ島
～ラウトカ～イルデパン～シドニー

$227.46

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～ティマル～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

$179.61

2017/1/15

ニューアムステルダム 2016/12/27 西カリブ海11日間
フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～ファルマス
～ジョージタウン～マホガニーベイ～コズメル～キーウエ
スト～フォートローダーデール

ユーロダム

東カリブ海12日間

フォーレンダム

★ビュー＆ベランダキャンペーン★
2017/2/28までに対象クルーズをお申込み頂くと以下特典が付帯されます。
①キャビンアップグレード（ただし空室状況により提供できない場合があります）
※上記赤字がアップグレードされたカテゴリーです

②１室につき最大$500の船上クレジット
③対象の寄港地観光を10%引
④更にスイートを予約の方は基本のチップ無料!!!


