
as of 2016/11/15

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 $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 $549 $599 N/A $729 $1,299 $1,699

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $399 $449 N/A $599 $999 $1,499

通常レート $869 $1,049 N/A $1,309 $1,699 $4,899

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $599 $799 N/A $899 $1,399 SOLD

通常レート $1,499 $1,699 $2,299 N/A $3,499 $7,399

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $999 $1,099 $1,499 N/A $2,499 SOLD

通常レート $2,999 $3,199 N/A N/A $6,999 $13,199

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,799 $2,199 N/A N/A $4,999 $11,999

通常レート $1,699 $1,899 N/A N/A SOLD SOLD

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $999 $999 N/A N/A SOLD SOLD

通常レート $799 $899 N/A $1,099 $1,599 $2,699

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $499 $599 N/A $699 $1,099 $2,199

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

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

Explore4 $1,899 $1,999 $2,699 N/A SOLD $5,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $699 $799 $1,299 N/A SOLD $4,499

Explore4 $2,599 $2,999 N/A $3,299 $5,499 $8,499

ﾌﾗｯｼｭﾚｰﾄ $1,399 $1,499 N/A $1,999 $3,999 $7,499

ビーンダム 2017/2/26 南米アマゾン25日間

リオデジャネイロ（２停泊）～フォルタレザ～アマゾン川クルー
ジング～サンタレン～ボカダバレリア～マナウス（停泊）～パ
リンティンス～アルテル・ド・ション～アマゾン川クルージング
～カストリーズ/セントルシア島～フィリップスバーグ/セント
マーチン島～キーウエスト～フォートローダーデール

詳細はこちら Explore4 $4,499 $4,799 $6,899 SOLD $7,899 $13,299 $474.60

プリセンダム 2017/3/11
グランドボヤージュ区間
大西洋横断23日間

フォートローダーデール～サンタクルズ・デ・ラ・パフマ/カナリ
ア諸島～サンタクルズ・デ・テネリフェ/カナリア諸島～アレシ
フェ/カナリア諸島～カサブランカ～英領ジブラルタル～カル
タヘナ～マホン～アルゲロ～リル・ルッス/コルシカ島～モン
テカルロ～リボルノ～チビタベッキア

詳細はこちら 通常料金 $3,499 $4,299 N/A N/A $7,299 $17,299 $358.61

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 $2,629 $2,949 SOLD N/A $5,279 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

ビーンダム 2017/5/13 バミューダ8日間 ボストン～ハミルトン(３停泊）～ボストン 詳細はこちら Explore4 $999 $1,199 $1,699 $1,899 $1,999 $3,499 $215.00

コーニングスダム 2017/6/4 北欧フィヨルド8日間
アムステルダム～エイドフィヨルド～オーレスン～ガイランゲ
ル～ベルゲン～アムステルダム

詳細はこちら Explore4 $1,199 $1,599 N/A $1,649 $2,099 $3,499 $85.95

ウエステルダム 2017/8/15 地中海・アドリア海11日間
チビタベッキア～メッシーナ～バレッタ(停泊）～ゴゾ島～コル
フ島～ドブロブニク～コトル～スプリト～ベニス（停泊）

詳細はこちら Explore4 $1,799 $1,999 N/A $2,499 $3,499 $4,299 $120.58

ロッテルダム 2017/10/7 カナダ＆ニューイングランド8日間
ボストン～バーハーバー～ハリファックス～シドニー～シャー
ロットタウン/プリンスエドワード島～ケベックシティ～モントリ
オール

詳細はこちら Explore4 $1,899 $2,099 $2,799 N/A $3,299 $4,699 $210.00

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。

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

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

ウエステルダム 2017/1/14 ハワイ周遊18日間
サンディエゴ～ヒロ/ハワイ島～ラハイナ/マウイ島～ナウィリ
ウィリ/カウアイ島～ホノルル/オアフ島～コナ/ハワイ島～エ
ンセナダ～サンディエゴ

詳細はこちら $183.59

マースダム

【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

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～ファルマス/
ジャマイカ～ジョージタウン/ケイマン諸島～コズメル～フォー
トローダーデール

$142.82

$206.45

詳細はこちら

$141.35ユーロダム

詳細はこちら

$422.74

2016/12/21

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★

コーニングスダム 2016/12/14 東カリブ海10日間

2016/12/21

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

パナマ運河通航15日間
★ホリデークルーズ★

メキシカンリビエラ8日間
★ホリデークルーズ★

2017/1/2 オーストラリア・ニュージーランド14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～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

ザーンダム

ザイデルダム

$172.29

バルパライソ～プエルトモン～カストロ～プエルトチャカブコ～
プンタレナス～ウシュアイア～パルマ―群島等南極クルーズ
～スタンレー/フォークランド諸島～プエルトマドリン～モンテ
ビデオ～ブエノスアイレス（停泊）

詳細はこちら $490.73

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/
英領バージン諸島～フィリップスバーグ/セントマーチン島～
バセテール～サンファン～グランドターク島～フォートロー
ダーデール

アムステルダム

2016/12/10 カリブ海8日間 詳細はこちら

2016/12/20
南米パッセージ22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

フォートローダーデール～ハーフムーンケイ～サンファン～
フィリップスバーグ/セントマーチン島～セントジョンズ/アン
ティグア・バーブーダ～ブリッジタウン/バルバドス～カスト
リーズ/セントルシア～セントジョージズ/グレナダ～ロゾー/ド
ミニカ～ロードタウン/英領バージン諸島～フォートローダー
デール

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

http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=O6AF14&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=V695&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=C6F07T&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=D680&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=C6E09F&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=K659&
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=S6N21H&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=X696&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=T6P14H&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=A680&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=C607WH&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=U695&
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=H7H17W&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=W711&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=S7SW24&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=E716B&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=W7M22W&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=P714B&
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?tourId=&webItineraryIdForAudit=B6R07S&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=E728&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=E707NS&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=K742&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?tourId=&webItineraryIdForAudit=E7A10S&fromSearchVacation=true&guestsCount=undefined&voyageCode=W752&
http://www.hollandamerica.com/find-cruise-vacation/CruiseDetails.action?destCode=N&flexibleMonths=false&noOfFlexibleMonths=1&pageNumber=0&voyageCode=T759&directionCode=N&tabName=ItineraryDetails&fromSearchVacation=true

