
as of 2016/10/4

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 $699 $799 N/A $1,099 $1,799 $2,799

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

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 $1,999 $2,299 N/A N/A $4,099 $7,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,099 $1,349 N/A N/A $3,499 $7,799

通常レート $899 $1,099 N/A $1,459 SOLD $2,599

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $799 N/A $1,199 N/A N/A

通常レート $1,299 $1,399 $2,499 $2,949 $3,149 $5,499

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

通常レート $899 $1,199 N/A $1,399 $2,899 $5,199

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ N/A $1,099 N/A $1,349 $2,599 N/A

ウエステルダム 2017/1/31 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
Explore4

+
Plan A Cruise

$979 $1,249 N/A $1,129 $1,799 $2,399 $105.70

ノールダム 2017/2/28
シドニー発着
ニュージーランド探訪15日間

シドニー～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～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～ワイタンギ～シ
ドニー

詳細はこちら
Explore4

+
Plan A Cruise

$1,799 $2,099 N/A $2,599 $3,799 $5,799 $345.71

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

+
Plan A Cruise

$1,599 $1,699 N/A N/A $4,299 $5,399 $456.90

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

+
Plan A Cruise

$799 $999 N/A $1,299 $1,999 $2,499 $242.66

Explore4
+

Plan A Cruise

$899 $1,099 N/A $1,599 $2,199 $2,599

ロッテルダム 2017/5/20
ロッテルダム発着
北欧フィヨルド8日間

ロッテルダム～フロム～スタバンゲル～クリスチャンサン～オ
スロ～ロッテルダム

詳細はこちら
Explore4

+
Plan A Cruise

$999 $1,199 $1,599 N/A $1,999 $2,899 $125.50

ウエステルダム 2017/6/4 地中海13日間
チビタベッキア～リボルノ～モンテカルロ～サントロぺ～コルシ
カ島～アルメリア～セウタ～マルセイユ～セット～バルセロナ
（停泊）

詳細はこちら
Explore4

+
Plan A Cruise

$1,899 $2,199 N/A $2,999 $4,199 $4,999 $148.97

ノールダム 2017/7/2 アラスカ8日間
バンクーバー～ケチカン～ジュノー～スキャグウェイ～スワー
ド

詳細はこちら
Explore4

+
Plan A Cruise

$1,099 $1,299 N/A $2,099 $2,699 $3,399 $224.99

ザイデルダム 2017/8/23 グリーン&アイスランド19日間
コペンハーゲン～ベルゲン～アークレイリ～イーサフィヨルズ
ル～レイキャビク（停泊）～カコトック～ナノータリク～セントジョ
ンズ～ハリファックス～ニューヨーク

詳細はこちら
Explore4

+
Plan A Cruise

$3,199 $3,999 N/A $4,399 $6,499 $7,999 $224.82

マースダム 2017/9/27 南太平洋横断24日間
サンディエゴ～ホノルル/オアフ島（停泊）～アピア/サモア～ス
バ～ドラヴィニ島～ポートヴィラ～マレ島～ヌーメア～シドニー

詳細はこちら
Explore4

+
Plan A Cruise

$2,749 $3,249 $4,249 N/A $5,799 $9,499 $220.00

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。

$138.71

$187.59

詳細はこちら $396.32

詳細はこちら

ビーンダム 2016/12/5 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

ザイデルダム 2016/11/20 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～オラニスタッ
ド～ウェルムスダッド～パナマ運河（ガトゥン湖で折り返し）
～プエルトリモン～フォートローダーデール

詳細はこちら

2016/11/17 ハワイ周遊18日間

2016/10/23 東カリブ海8日間

2016/11/4

アムステルダム

詳細はこちらユーロダム

サンディエゴ～ヒロ/ハワイ島～ホノルル/オアフ島～ラハイナ/
マウイ島～ナウィリウィリ/カウアイ島～コナ/ハワイ島～エンセ
ナダ～サンディエゴ

$141.42

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
～ファルマス～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

フォートローダーデール～グランドターク～サンファン～フィリッ
プスバーグ～ハーフムーケイ～フォートローダーデール

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
★ホリデークルーズ★

コーニングスダム

ニューアムステルダム

詳細はこちら $175.822016/12/30

$371.72

【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

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

http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?voyageCode=I678&destCode=C
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?voyageCode=D670&destCode=E
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?voyageCode=A672&destCode=H
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=C6F10F&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=U690&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?destCode=T&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=E688&directionCode=P&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?voyageCode=K665&destCode=X
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=M7R07W&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=W714&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=P614WH&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=N716&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=S6S14F&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=X716&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=O7WA14&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=V723&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?destCode=A&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=D733&directionCode=E&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?destCode=A&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=I733&directionCode=G&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?destCode=E&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=T731&directionCode=N&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=E7C12S&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=W738&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?destCode=A&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=N738&directionCode=N&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?destCode=E&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=U750&directionCode=T&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?voyageCode=M755&destCode=P

