お客様のホリデーをカスタマイズ

ホテル
パッケージ

Holland America Line は抜群の質を誇るご宿泊をお約束する特別なホテルパッ
ケージを手配しています。以下にその例となるホテルを記載しています。その他
のホテルの提供サービス、およびお客様が乗船または下船する世界の有名都市で
の 1 日、2 日、3 日、またはそれ以上の期間のご宿泊の手配に関しては、ご利用
の旅行代理店にお問い合わせいただくか、hollandamerica.com をご覧ください。
旅の詳細は私たちにお任せください
簡単にオンラインで直接予約できるた
め、Holland America Line にてホテルの
ご予約をしませんか？その理由は簡単で
す。お手軽であるためです。お客様のお荷
物は空港または船で引き取られ、客室まで
直接お届けします。もちろんチップ込みで
す。Holland America Line の担当者がフラ
イトが遅延した場合でもお客様をお迎えし、
移動のお手伝いをいたします。世界の主な都
市の多くでは非常に費用のかかる空港/ホテ
ルと船の間の移動は含まれています。
優れたホテル
■■

■■

乗船中および上陸中にもスムーズな旅行体験
を提供する Holland America Line の素晴ら
しく高いサービス
Holland America Line の担当者による下見
と宿泊によって所在地とそのサービスの質を
入念に調査されたホテル

■■

■■

煩わしさからの解放

アムステルダム（オランダ）

空港（または船）から直接お客様の客室へと
荷物を移動します

RENAISSANCE AMSTERDAM

1 度の予約のみ — 複数の確認番号、支払
い、その他の手続きを管理する必要はありま
せん

Renaissance は現代的、そして洗練されたホ
テルで、中央駅よりわずか1ブロックの場所
にあります。アムステルダムの多くの観光地
を探検するために便利な中心的な位置にあり
ます。

優れた価格設定

オークランド（ニュージーランド）

料金には部屋に対する税金、ベルマンへの■
チップ、および空港と船の移動が含まれてい■
ます。

■■

■■

SKY CITY GRAND

Sky City Grand は、街の中心にあり、新しい
豪華なスパを自慢としています。

パーソナルサービス

バルセロナ（スペイン）

制服を着用した Holland America Line の担
当者が空港でお客様をお出迎えいたします

HOTEL MELIÃ BARCELONA

ホテルにて Holland America Line の担当者
がご質問に答え、お客様の滞在を極上にする
ためのお手伝いをいたします

新規改装された Meliã Barcelona ではバルセロ
ナの高級地区の 1 つである中心地での豪華な
ご宿泊を提供しています。
ボストン（マサチューセッツ州）
FAIRMONT COPLEY PLAZA HOTEL

格式高い Fairmont Copley Plaza はボストンの
文化と伝統を代表しています。

hollandamerica.com
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ブエノスアイレス（アルゼンチン）

イスタンブール（トルコ）

ロサンジェルス（カリフォルニア州）

ファーストクラス

GRAND HYATT ISTANBUL

HILTON LOS ANGELES AIRPORT

SHERATON LIBERATOR BUENOS AIRES

現代的な施設によるスタイリッシュな利便性
を活用し、中心街の店と劇場に近い理想的な
場所での滞在をお楽しみいただけます。

価値
NOVATEL BUENOS AIRES

このホテルはブエノスアイレスの中心地とい
う理想的な場所にあり、トリブナレス地区に
隣接した有名なコリエンテス通りに位置して
います。フォートローダデール（フロリダ
州）

デラックス
HARBOR BEACH MARRIOTT

フロリダ南部で最大のプライベートビーチ
にあり、ここでのご宿泊は海に面したオー
シャンフロントの贅沢を存分に味わうことが
できます。

中級
WESTIN FORT LAUDERDALE

フォートローダデールからすぐの場所にある
品質と価値を備えたこの美しい宿泊施設をお
楽しみください。
香港（中華人民共和国）
INTERCONTINENTAL GRAND STANFORD

エレガントな 5 つ星のこのホテルは、目の前
に九竜半島の主要なショッピングエリアがあ
り、さらに息を呑むような港の風景をお楽し
みいただけます。
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東西の伝統的な文化は Grand Hyatt Istanbul に
て気が付かぬ間に融合することができます。
このホテルはイスタンブールの中心にあり、
タムシム広場、イスティクラル通り、繁華
街、さまざまなショッピングモールに加えて
アヤソフィア、ブルーモクス、トプカプ宮殿
にも近い場所にあります。豪華な客室からは
街とボスポラス海峡の素晴らしい眺めをお楽
しみいただけます。
リマ（ペルー）
SHERATON LIMA

Sheraton Lima はペルーの最高のおもてなしの
心が優れた快適性のスタンダードと融合され
ています。
ロンドン（英国）
GROSVENOR HOUSE JW MARRIOTT

1929 年に創立し、あらゆる歴史的な側面を持
つこのホテルはスタイリッシュに改装されて
います。ウエストエンド劇場の近くのメイフ
ェア地区にあり、高級感のある五つ星のご宿
泊を提供しています。

プ ー ル 、 庭 園 、 お い し い お 食 事 が 誘う オ ア
シ ス へ と 。 ロ サ ン ゼ ル ス 国 際 空 港 から わ ず
か 500m の場所にあり、お客様のお越しをお
待ちしています。
大阪（日本）
帝国ホテル
大阪の中心部にあり、川沿いに立地するリゾ
ート地のような雰囲気とすばらしい公園の眺
めをお楽しみください。
ローマ（イタリア）

デラックス
GRAND HOTEL PARCO DEI PRINCIPI

ヴィラボルゲーゼに近く、美しい庭園の緑に
囲まれ、またスタイリッシュで、エレガント
であり、その持ち味がこの格調高いホテルを
特長づけています。

ファーストクラス
VISCONTI PALACE HOTEL

ロングビーチ（カリフォルニア州）

テヴェレ川の岸のすぐ傍にあり、ポポロ
広場、スペイン広場、ナヴォーナ広場、バチ
カン市国に近い一流の宿泊地でのんびりしま
しょう。

RENAISSANCE LONG BEACH HOTEL

空港

ロングビーチの繁華街の中心に位置したシッ
クで、おしゃれな、利便性を備えたホテル
で、あらゆる観光地にすぐ行くことができ
ます。

SHERATON GOLF PARCO DE MEDICI
HOTEL & RESORT

ロ ー マ の 主 要 空 港 に 近 く 、 ホ テ ル の敷 地 は
27 ホールのゴルフコースに囲まれ、スイミン
グプール、フィットネスクラブとトルコ風呂
を備えています。

ロッテルダム（オランダ）

シンガポール（シンガポール共和国）

ベニス（イタリア）

HILTON ROTTERDAM HOTEL

FAIRMONT SINGAPORE

デラックス

中心街にあるこのホテルからヨーロッパ最大
の港町を探検しましょう。街の主要観光地は
徒歩圏内です。
サンディエゴ（カリフォルニア州）

ライオンシティの中心部に位置する Fairmont
Singapore からユニークで贅沢な旅が始まりま
す。このホテルはシンガポールの世界有数の
ショッピングとエンターテインメントをすぐ
に楽しめる理想的な場所に位置しています。

SHERATON SAN DIEGO HOTEL

CROWNE PLAZA CHANGI AIRPORT

AND MARINA

入り江に囲まれた街全体のパノラマ景色と
ウォーターフロントでの滞在を楽しみまし
ょう。
サンチアゴ（チリ）
SHERATON SANTIAGO HOTEL &
CONVENTION CENTER

文化遺産、素晴らしいショッピング街とワク
ワクする夜の外出先に近い、豪華な立地条件
の Sheraton ではサンティアゴでの最高のおも
てなしを提供します。
シアトル（ワシントン州）

デラックス
FAIRMONT OLYMPIC HOTEL

最高に贅沢なホテルである、Fairmont
Olympic は非の打ち所のないサービスと見事
なイタリア ルネッサンス建築用様式を誇って
います。

ファーストクラス
SHERATON SEATTLE HOTEL

この非常にモダンなホテルは落ち着いた南国
の雰囲気を特長とし、チャンギ空港からすぐ
の場所にあります。
シドニー（オーストラリア）
SOFITEL WENTWORTH

シドニーのハーバーブリッジ、歴史的ある
ロック地区または有名なオペラハウスへと出
掛けましょう。
タンパ（フロリダ州）
GRAND HYATT TAMPA

現代的な客室、豪華な食事と賞を受賞してい
るスタッフがタンパの Grand Hyatt での快適
なご宿泊を保証します。
東京

BAUER HOTEL

交代制で展示される現代美術品、大運河と専
用の波止場を眺めながらの心のこもった高級
料理を特長する五つ星の贅沢なご宿泊をお楽
しみください。

ファーストクラス
HOTEL BONVECCHIATI

1790 年からベニスの中心地でお客様をお出迎
えしている Hotel Bonvecchiati はサンマルコ広
場からほんの 3 分、リアルト橋から 5 分の場
所にあります。
パッケージに含まれるもの：
1 部屋を 2 名様でご利用の場合の 1 名様の料金およびす
べての送迎。Holland America Line は同等レベルのホテル
に変更する権限を所有します。ホテルによってはトリプ
ルおよびクワドでご宿泊できません。ご利用できる場合
には、ダブルベッド 2 台となり、大人 3 名には適用でき
ません。ベッドをもう 1 台ご希望の場合には、クルーズ
開始前に追加の部屋を事前にご購入する事をお勧めいた
します。喫煙、キングサイズまたはダブルベッドなどの
特別なご要望は、ホテルの判断によりご提供できない場
合があります。注記されていない限りは、お客様が雑費
と食費に関して責任を負います。
その他のホテルオプションに関しては
hollandamerica.com をご覧ください。

HOTEL NEW OTANI TOKYO

贅沢なスパ、ティーハウス 18 のレストランと
バーを併設しています。この優雅なホテルは
すべてを備え、さらに 10 エーカーの広さを誇
る日本庭園が深い安心感を与えてくれます。

街の活気ある中心地に落ち着いた雰囲気でた バンクーバー
たずむ Sheraton Seattle はノースウエスト地区 （ブリティッシュ コロンビア州）
のすべての観光地、入り江やアクティビティ
PAN PACIFIC VANCOUVER HOTEL
に向う出発地点になります。
埠頭にそびえ、繁華街のウォーターフロント
空港
に位置するバンクーバーの高級ホテル、Pan
Pacific Vancouver は 503 室の設備の整った部
HILTON SEATTLE AIRPORT
定番の空港ホテルとは違い、この幅広いフル 屋を特長としています。
サービスを提供するホテルはシアトル・タコ
マ国際空港に近く、最高級のアメニティを特
長としています。

左から右へ：
シンガポール（シンガポール共和国）；■
リマ（ペルー）；フォートローダデール ■
（フロリダ州）
hollandamerica.com
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