
as of 2017/2/1

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 $769 $899 N/A $1,249 SOLD $2,359

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $589 $589 N/A $699 SOLD $2,099

通常レート $699 $749 N/A $899 SOLD $1,799

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $499 $549 N/A $699 $1,469 $1,599

通常レート $799 $899 N/A $1,099 $1,599 $1,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $499 $549 N/A $699 $1,099 $1,799

通常レート $1,299 $1,499 SOLD N/A $2,199 $4,909

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,199 $1,199 N/A N/A $1,799 $4,799

通常レート $1,329 $1,829 N/A $1,899 $3,399 $8,099

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $829 $1,239 N/A $1,349 $2,499 $7,299

通常レート $1,499 $1,599 SOLD N/A SOLD $6,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $899 SOLD N/A $2,999 $6,499

通常レート $1,139 $1,199 N/A $1,599 $2,179 $2,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $749 $899 N/A $1,099 $1,599 $2,799

ビュー
＆

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

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $499 $599 $799 N/A $1,299 $2,999

ビュー
＆

ベランダ
$999 $1,599 N/A $1,599 $2,399 $4,799

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $499 $599 N/A $699 $1,299 $3,999

ビュー
＆

ベランダ
$1,899 $2,699 N/A $2,699 $4,699 $6,699

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $999 $1,199 N/A $1,799 $3,599 $5,599

ビュー
＆

ベランダ
$2,599 $2,599 $4,099 N/A $4,699 $8,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,999 $2,199 $3,699 N/A $3,899 N/A

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～グレーシャーベイ国立公園クルージ
ング～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
$1,019 $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～グレーシャー
ベイ国立公園クルージング～ケチカン～バンクーバー

3日
ビュー
＆

ベランダ
$929 $1,599 N/A $1,599 $2,199 $2,599 $210.12

ロッテルダム 2017/5/13 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～ゲイランゲ
ル～ベルゲン～ロッテルダム

2日
ビュー
＆

ベランダ
$999 $999 $1,799 N/A $1,799 $2,699 $117.39

ノールダム 2018/1/20 シドニー発着
南オーストラリア13日間

シドニー～メルボルン～ポートリンカーン～カンガルー島
～アデレード（停泊）～ポートアーサー～ホバート（停泊）
～シドニー

4日
ビュー
＆

ベランダ
$1,599 $2,499 N/A $2,499 $3,199 $5,499 $220.00

ザーンダム 2018/2/19 ブエノスアイレス発着
南米13日間

ブエノスアイレス～プンタデルエステ～アルマサン・ドス・
ブジオス～リオデジャネイロ（停泊）～イーリャグランデ～
サントス～ポルトベロ～モンテビデオ～ブエノスアイレス

3日
ビュー
＆

ベランダ
$1,499 $1,499 N/A N/A $2,999 $4,999 $375.00

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。

$381.05ザイデルダム 2017/3/29 パナマ運河12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～コ
ロン～プエルトリモン～フォートローダーデール

4日

ロッテルダム 2017/3/16 南カリブ海15日間

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～ロードタウ
ン/トルトラ島～バセテール～カストリーズ～セントジョー
ジズ～ブリッジタウン～ポワンタピートル～フィリップス
バーグ～サンファン～フォートローダーデール

4日

$100.87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

2017/2/25 西カリブ海8日間

2017/4/2 大西洋横断14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

$122.332日
タンパ～コズメル～マホガニーベイ～サント・トマス・デ・
カスティージャ～コスタマヤ～タンパ

西カリブ海8日間2017/3/10

フォーレンダム 2017/3/28

大西洋横断15日間
フォートローダーデール～フンシャル/マディラ島～カディ
ス～マラガ～カルタヘナ～バルセロナ

9日

9日

★横浜着★
東シナ海15日間

香港～上海（停泊）～仁川～天津/北京（停泊）～長崎～
鹿児島～横浜

ニューアムステルダム 2017/3/5

ホーランドアメリカ　～今週のお買い得情報～

西カリブ海8日間

コーニングスダム

ユーロダム

2日

オーステルダム

$135.38

6日

$144.71

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

$200.71

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～バセテール
～セントトマス～ハーフムーンケイ～フォートローダー
デール

$86.46

4日

$254.01

2日

$148.34

$412.397日

$125.51

コーニングスダム 2017/3/22

オーステルダム 2017/4/7 パナマ運河通航19日間

タンパ～ジョージタウン～ファルマス～オラニエスタッド～
パナマ運河通航～プエルトカルデラ～コリント～プエルト
ケツァル～プエルトチャパス～ファトゥルコ～プエルトバ
ジャルタ～サンディエゴ

南カリブ海12日間

フォートローダーデール～ポンタ・デルガダ～マラガ～ア
リカンテ～チビタベッキア

ロッテルダム 2017/3/30

★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2017/3/15までにご予約で最大10%引
④更にスイートを予約の方は基本のチップ無料!!!


