
as of 2016/11/22

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

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $799 N/A $999 $2,199 $3,499

通常レート $1,499 $1,699 $2,299 N/A $3,499 $6,499

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

通常レート $1,399 $1,599 $2,599 SOLD SOLD SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $999 N/A N/A N/A N/A

通常レート $899 $999 N/A $1,199 $1,999 $2,999

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

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

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

通常レート $999 $1,199 N/A $1,499 SOLD $3,899

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $699 N/A $799 SOLD SOLD

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

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $799 SOLD N/A SOLD SOLD

通常レート $1,299 $1,399 $2,199 N/A $2,299 $4,999

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $799 $1,299 N/A $1,599 $3,499

通常レート $1,499 $1,939 N/A N/A N/A N/A

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $799 $999 N/A N/A N/A N/A

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／ロアタン島～サントト
マス・デ・カスティージャ～コスタマヤ～タンパ

詳細はこちら 通常レート $899 $1,099 N/A $1,549 $2,199 $2,699 $123.30

通常レート $899 $1,099 N/A $1,299 $1,899 $2,699

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $799 N/A $899 $1,299 $1,999

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 $2,499 SOLD N/A $4,499 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 通常レート $839 $999 N/A $1,299 $1,799 $2,299 $242.66

通常レート $829 $1,099 N/A $1,399 $2,099 $2,499

マースダム 2017/5/27 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

詳細はこちら 通常レート $799 $899 $1,499 $1,919 $3,399 $3,399 $225.77

ザーンダム 2017/6/15 アラスカ+ダブルデナリ12日間（D6L）
アンカレッジ～デナリ国立公園観光（2日間）～スワードにて乗
船～グレーシャーベイ国立公園クルージング～スキャグウェイ
～ヘーンズ～ジュノー～ケチカン～バンクーバー

詳細はこちら 通常レート $1,992 $2,192 N/A N/A $3,572 SOLD $240.04

コーニングスダム 2017/7/9 北欧フィヨルドとノースケープ15日間
アムステルダム～スタバンゲル～エイドフィヨルド～オーレスン
～トロンハイム～ホンニングスボーグ～ノースケープクルージ
ング～ガイランゲル～ベルゲン～フロム～アムステルダム

詳細はこちら 通常レート $2,099 $2,699 N/A $3,199 $3,899 $8,199 $126.47

プリセンダム 2017/9/7 キール運河通航と英国15日間

アムステルダム～ドーバー～ニューカッスルアポンタイン～ロ
サイス/エディンバラ～インバーゴードン～ラーウィック/シェトラ
ンド諸島～オスロ～コペンハーゲン～フレゼリシア～キール運
河通航～ハンブルグ（２停泊）～アムステルダム

詳細はこちら 通常レート $3,199 $3,399 N/A N/A $4,499 $10,899 $506.68

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。

$140.39ユーロダム 2016/12/24
西カリブ海8日間
★ホリデークルーズ★

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

ニューアムステルダム 2016/12/18

フォーレンダム

2016/12/31
カリブ海8日間
★ホリデークルーズ★

詳細はこちら

2016/12/20
シンガポール発着
インドネシア15日間
★ホリデークルーズ★

フォートローダーデール～キーウエスト～グランドターク島～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

詳細はこちら

オーストラリア・ニュージーランド14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

フォーレンダム

ビーンダム

2017/1/3

詳細はこちら

$173.00

シンガポール～タンジュンプリオク/ジャカルタ～セマラン～ス
ラバヤ～コモド島～ロンボク島～ベノア/バリ島（停泊）～プロ
ボリンゴ/ジャワ島～シンガポール（停泊）

詳細はこちら $221.87

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～セントマーチン島～トルトラ島～ハーフムーンケ
イ～フォートローダーデール

東カリブ海10日間 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～サンファン～セ
ントマーチン島～アンティグア島～バルバドス島～セントルシ
ア島～グレナダ島～ドミニカ島～トルトラ島～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

ウエステルダム 2016/12/31

東南アジア15日間

メキシカンリビエラ8日間
★ホリデークルーズ★

2017/1/2

ウエステルダム 2017/3/30

$138.83ユーロダム

詳細はこちら

$183.33

2017/1/4

ロッテルダム 2016/12/19
南カリブ海15日間
★ホリデークルーズ★

マースダム

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

【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

パナマ運河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

$439.66

$206.45

詳細はこちら

大西洋横断15日間

$100.85

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～チビタベッキア

詳細はこちら $104.09

オークランド～タウランガ/ロトルア～ネイピア～ウエリントン～
アカロア/クライストチャーチ～ポートチャーマーズ/ダニーデン
～フィヨルドランド国立公園クルージング～メルボルン～バー
ニー～シドニー

詳細はこちら $333.50

http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=C6E09H&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=I693&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=C6S14H&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=T681&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=O6A14H&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=V696&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=C6W07H&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=D685&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=C6T07H&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=D686&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=M6R07H&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=W697&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=P7HW13&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=M710&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=O614AW&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=V710&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?destCode=T&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=E710&directionCode=P&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=C707WW&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=O716&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=E7B14S&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=W725&
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=N&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=M726&directionCode=N&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseTourDetails.action?tourId=T7AD6L&webItineraryIdForAudit=A7S07AD6L&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=X733&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?destCode=E&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=K750&directionCode=N&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=E7S14S&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=P738&

