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全船チャータープラン
ランチ・アフタヌーン２時間運航

人 数
着席：50～100名様 1階ダイニング（着席60席）+2階ダイニング（着席32席）

+個室（着席12席）
＊定員の都合上140名様までとなります。立食：50～140名様

運航時間

原則として下記運航スケジュールとなります
月～金曜日の平日は、11:00～17:00の間、お好きな時間での設定が可能です。

ランチクルーズ １１：３０～１３：３０

アフタヌーンクルーズ
１５：３０～１７：３０
（前後のスケジュールにより変更する場合があります）

• 全船貸切の場合は、他のお客様は乗船しません。

• 2時間コースでは、2つの運航コースをお選びいただけます。

• どちらも、東京スカイツリーを船上からご覧いただけます。

• ①羽田空港沖を折り返し、レインボーブリッジ・お台場・晴海・竹芝沖合いを周遊するコース。

• ②東京ゲートブリッジをくぐり、レインボーブリッジ・お台場・晴海・竹芝沖合いを周遊するコース。

• お客様のためのクルーズが実現します。

• 受付・待合後は、出航15分前より船内へご案内させていただきます。

• 出航後、約1時間～1時間15分がお食事の時間。

• ご挨拶や乾杯・お食事は１階メインダイニングで、食後は2階のダイニングやデッキにておくつろぎ下さい。

• 月曜日～金曜日の平日は、11:00～17:00の間でしたら、スケジュールに合わせた2時間の設定も可能です。

平日はさらにお得に！

－1－

フレンチコース料理

お一人様
料 金
税・サ込

チャーター
乗船料（2時間） お一人様 ￥4,000

お料理
ﾗﾝﾁﾒﾆｭｰ
￥5,000

￥8,000 ￥10,000

お飲物
フリードリンク

ランチ限定
￥2,000

￥3,000 ￥3,500

お一人様合計 ￥11,000～￥17,500

最低ご利用料金
土日祝日￥700,000～（チャーター乗船料・お料理・お飲物・税金・
サービス料の合計）
平日 ￥300,000～お引き受けいたします

ビュッフェ料理

お一人様
料 金
税・サ込

チャーター
乗船料（2時間） お一人様 ￥4,000

お料理
ランチ限定
￥4,500

￥6,000 ￥8,000

お飲物
フリードリンク

ランチ限定
￥2,000

￥3,000 ￥3,500

お一人様合計 ￥10,500～￥15,500

最低ご利用料金
土日祝日￥700,000～（チャーター乗船料・お料理・お飲物・税金
サービス料の合計）
平日 ￥300,000～お引き受けいたします

◆料金によって、ランチ限定のメニューおよびドリンクアイテムとなります。



全船チャータープラン
ディナークルーズ ２時間運航

人 数

着席：50～100名様 1階ダイニング（着席60席）+2階ダイニング（着席32席）+
個室（着席12席）
＊定員の都合上140名様までとなります。立食：50～140名様

運航時間

原則として下記運航スケジュールとなります。
月～金曜日の平日は、17:00～21:00の間、お好きな時間での設定が可能です。

ディナークルーズ １９：００～２１：００

• 全船貸切の場合は、他のお客様は乗船しません。

• 2時間コースでは、2つの運航コースをお選びいただけます。

• どちらも、東京スカイツリーを船上からご覧いただけます。

• ①羽田空港沖を折り返し、レインボーブリッジ・お台場・晴海・竹芝沖合いを周遊するコース。

• ②東京ゲートブリッジをくぐり、レインボーブリッジ・お台場・晴海・竹芝沖合いを周遊するコース。

• お客様のためのクルーズが実現します。

• 受付・待合後は、出航15分前より船内へご案内させていただきます。

• 出航後、約1時間～1時間15分がお食事の時間。

• ご挨拶や乾杯・お食事は１階メインダイニングで、食後は2階のダイニングやデッキにておくつろぎ下さい。

２つの運航コースから
選べます！
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フレンチコース料理

お一人様
料 金
税・サ込

チャーター
乗船料（2時間） お一人様 ￥4,000

お料理
コースまたはビュッフェ

￥8,000 ￥10,000 ￥13,000

お飲物
フリードリンク

￥3,000 ￥3,500 ￥4,500

お一人様合計 ￥15,000～￥21,500

最低ご利用料金
￥1,050,000～ （チャーター乗船料・お料理・お飲物・税金・
サービス料の合計）

ビュッフェ料理

お一人様
料 金
税・サ込

チャーター
乗船料（2時間） お一人様 ￥4,000

お料理
コースまたはビュッフェ

￥6,000 ￥8,000 ￥10,000

お飲物
フリードリンク

￥3,000 ￥3,500 ￥4,500

お一人様合計 ￥13,000～￥21,500

最低ご利用料金
￥1,050,000～ （チャーター乗船料・お料理・お飲物・税金・
サービス料の合計）



全船チャータープラン
３時間

• 3時間コースは、一番長い運航コースとなります。羽田空港の沖合を通過し、東京ゲートブリッジ
をくぐり、お台場・晴海・竹芝沖合いを周遊いたします。

• 受付・待合後は、出航15分前より船内へご案内させていただきます。

• 出航後、1時間15分～30分がお食事の時間。ご挨拶や乾杯・お食事は1階メインダイニングで、食
後は2階のダイニングやデッキにておくつろぎ下さい。

• お時間がたっぷりございますので、エンターテイメントや食後のお時間も十分に楽しめます。

• 月曜日～金曜日の平日は、11:00～17:00の間でしたら、スケジュールに合わせた3時間の設定も
可能です。

－3－

東京港の見どころを
余すところなく！

人 数

着席：50～100名様 1階ダイニング（着席60席）+2階ダイニング（着席32席）+
個室（着席12席）
＊定員の都合上140名様までとなります。立食：50～120名様

運航時間

原則として下記運航スケジュールとなります
お客様のご事情による運航時間の変更は所定の手数料がかかる場合がございます。

ランチクルーズ １１：００～１４：００

アフタヌーンクルーズ
１４：３０～１７：３０
（前後のスケジュールにより変更する場合があります）

ディナークルーズ １８：００～２１：００

お一人様
料 金
税・サ込

チャーター
乗船料 お一人様 ￥5,500

お料理
コースまたはビュッフェ

￥9,000 ￥11,000 ￥14,000

お飲物
フリードリンク

￥3,500 ￥4,000 ￥5,000

お一人様合計 ￥18,000～￥24,500

最低ご料金
￥1,260,000～ （チャーター乗船料・お料理・お飲物・税金・
サービス料の合計）



船：お部屋ごとの
貸切プラン

クルーズ名 人 数 会場名

①部屋代

（税サ込）
＋

②プラン料金×人数

税・サ込

ランチ
クルーズ

12:00～13:40

土日祝日

着席：2名～14名様
立食：10名～25名様

1階：専用デッキ付
個室（約30㎡）

¥20,600
着席¥7,200・¥9,300
立食￥7,700～
（乗船料・料理・税サ込）

＋お飲物別途
＊ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝｸ¥1,900～

着席：15名～32名様
立食：25名～40名様

2階：展望ダイニング
（約60㎡）

¥30,900

着席：33名～60名様
立食：41名～80名様

1階：
メインダイニング
（約90㎡）

¥41,200

◆着席コース料理：前菜・スープ・メイン・デザート・パン・コーヒー
◆立食料理：洋食12品程度
◆フリードリンク：¥1,900～（瓶ﾋﾞｰﾙ・ﾜｲﾝ・ｳｰﾛﾝ・ｵﾚﾝｼﾞ）
◆お子様１プレート付 ¥4,200

• 全船チャーターの場合と異なり、通常運航の中でお部屋を貸切にてご利用いただくプランです。

• 人数によって、お部屋をご案内させていただきます。

• 受付・待合後は、出航10分前より船内へご案内させていただきます。

• エントランス、化粧室、外部デッキなどは、他のお客様との共有スペースとなります。

• お部屋貸切プランに限り、３か月前からのご予約開始となります。

－4－

ディナー
クルーズ

19:00～21:00

着席：2名～14名様
立食：10名～25名様

1階：専用デッキ付
個室（約30㎡）

¥30,900
着席¥12,900・¥17,000
立食￥10,300～
（乗船料・料理・税サ込）

＋お飲物別途
＊ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝｸ¥3,100～

着席：15名～32名様
立食：25名～40名様

2階：展望ダイニング
（約60㎡）

¥51,500

着席：33名～60名様
立食：41名～80名様

1階：
メインダイニング
（約90㎡）

¥61,800

◆着席コース料理：前菜・スープ・魚介・メイン・デザート・パン・コーヒー
◆立食料理：洋食13品程度
◆お部屋貸切の場合は、中学生未満のお子様も乗船いただけます。
お子様ミニコース¥7,200 お子様１プレート¥5,700

◆フリードリンク：¥3,100（瓶ﾋﾞｰﾙ・ﾊｳｽﾜｲﾝ・ｳｲｽｷｰ・ｳｰﾛﾝ・ｵﾚﾝｼﾞ）
◆フリードリンク：¥5,200（瓶ﾋﾞｰﾙ・特選ﾜｲﾝ・ｳｲｽｷｰ・ｶｸﾃﾙ・ｳｰﾛﾝ・ｵﾚﾝｼﾞ）
◆ソフトフリードリンク：¥1,600（ウーロン・オレンジ）

人数が少ない場合は、
お部屋ごとに貸切ができます。

ナイト
クルーズ

21:30～22:30

30名～80名様
1階：
メインダイニング
（約90㎡）

¥20,600

お一人様 ￥4,000

（乗船料・ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝｸ・お
つまみ付・税サ込）

◆会場内には、人数分のお席はございません。
◆おつまみ：ナッツ・チョコなどの簡単なスナックとなります。
◆飲食物のお持込はご遠慮ください。

◆お部屋貸切の場合は、小学生未満のお子様もご乗船いただけます。
お子様 ¥2,500



CLUBHOUSE

パーティー

人 数
レストラン（137㎡） 着席：30～80名様 立食：50～150名

ラウンジ（76㎡） 着席：20～40名様 立食：30～60名

営業時間
原則として下記時間となります
11:00～22:00の間
着席コース：2時間30分 立食スタイル：2時間

• 天王洲アイル シーフォートスクエア内１Fにある、水辺のCLUBHOUSE。

• 行き交う船や、ボードウォークを眺めながらお楽しみください。

• ご趣旨・人数によってお部屋ごとや全施設を貸切にすることもできます。

• ランチ・サンセット・ディナーを時間によってさまざまな表情を変える景色も演出のひとつです。

－5－

レストラン（陸上）お部屋貸切 フレンチコース

お一人様
料 金
税・サ込

お部屋代・席料 お一人様 ￥1,000

お料理 ￥8,000 ￥10,000 ￥13,000

お飲物
フリードリンク

￥3,000 ￥3,500 ￥4,500

お一人様合計 ￥12,000～￥18,500
レストラン

最低ご利用料金
￥600,000～ （お部屋代・席料・お料理・お飲物・税金・
サービス料の合計）

ラウンジ
最低ご利用料金

￥300,000～ （お部屋代・席料・お料理・お飲物・税金・
サービス料の合計）

レストラン（陸上）お部屋貸切 立食スタイル

お一人様
料 金
税・サ込

お部屋代・席料 お一人様 ￥700

お料理 ￥6,000 ￥8,000 ￥10,000

お飲物
フリードリンク

￥3,000 ￥3,500 ￥4,500

お一人様合計 ￥9,700～￥15,200
レストラン

最低ご利用料金
￥600,000～ （お部屋代・席料・お料理・お飲物・税金・
サービス料の合計）

ラウンジ
最低ご利用料金

￥300,000～ （お部屋代・席料・・お料理・お飲物の合計）



• 陸上と船の複合施設だからこそのセットプランです。

• 水辺のCLUBHOUSEでのパーティー。

• 行き交う船や、ボードウォークを眺めながらお楽しみください。

• お食事は陸上で、その後飲物を片手に船上でと楽しみ方も2倍。

• また、クルーズの後、陸上で懇親会といったご利用方法も可能です。

CLUBHOUSE レストラン ＆＋1時間クルーズ

人 数

着席：30～80名様
CLUBHOUSE レストラン(137㎡)
＋LADY CRYSTAL 全船チャーター利用

立食：50～150名様

営業時間
原則として下記時間となります
クルーズ乗船定員による乗船人数の制限（最大190名様）がございます。

－6－

ランチタイム
お食事12:00～14:00
アフタヌーンクルーズ14:15～15:15

お一人様
料 金
税・サ込

チャーター料・
お部屋代・席料 お一人様 ￥1,500

乗船料 お一人様 ￥2,000

お料理
コースまたはビュッフェ

ﾋﾞｭｯﾌｪのみ
￥4,500

￥5,000 ￥8,000

お飲物（陸＋船）
フリードリンク

ランチ限定
￥2,500

ランチ限定
￥2,500

￥3,000

お一人様合計 ￥8,500～￥14,500

最低ご利用料金 ￥700,000～ （チャーター乗船料・お料理・お飲物の合計）

ディナータイム
お食事19:00～21:00
ナイトクルーズ21:30～22:30

お一人様
料 金
税・サ込

チャーター料・
お部屋代・席料 お一人様 ￥1,500

乗船料 お一人様 ￥2,000

お料理
コースまたはビュッフェ

ﾋﾞｭｯﾌｪのみ
￥6,000

￥8,000 ￥10,000

お飲物（陸＋船）
フリードリンク

￥3,500 ￥4,000 ￥5,000

お一人様合計 ￥13,000～￥18,500

最低ご利用料金 ￥1,100,000～ （チャーター乗船料・お料理・お飲物の合計）



会議・セミナー

－7－

人 数

レストラン（137㎡）
レストランスタイル 着席：30～80名様
スクールスタイル 着席：30～70名様
シアタースタイル 着席：30～130名様

ラ ウ ン ジ（76㎡）
レストランスタイル 着席：20～40名様
シアタースタイル 着席：20～30名様
＊スクールスタイルはおすすめしておりません。

営業時間

月曜日～金曜日 平日限定
原則として下記時間となります

9:00～17:00の間の3時間単位

料 金
税・サ込

一式 ￥200,000～ （お部屋代・１ドリンク付き・税金・サービス料込）

プロジェクター・スクリーンなど、別途手配が必要な場合がございます。

◆昼食のご用意も可能です。
◆会議の後に、クルーズでの懇親会はいかがでしょうか？

• 天王洲アイル シーフォートスクエア内１Fにある、水辺のCLUBHOUSE。

• 開放的な空間と、水辺に面した静かな会場は、いつもと違うと好評です。

• ご趣旨・人数によってお部屋ごとや全施設を貸切にすることもできます。

臨時運航クルーズ（チャーター利用限定）

• お客様のスケジュールで、お客様だけのために特別運航いたします。

• 運航コースは、45分から最大180分間。（許可を受けた運航ルートとなります。）

• 日々移り変わる東京を、船上からご覧いただけますので、湾岸エリアの見学に最適です。

人 数
1階ダイニング（着席60席）+2階ダイニング（着席32席）+個室（着席12席）
＊45分から90分未満のクルーズは、190名様まで
＊90分から180分までのクルーズは、140名様まで

運航時間

月曜日～金曜日 平日限定
原則として、下記時間となります。

11:00～17:00までの間の1時間単位

料 金
税・サ込

一式 ￥300,000～
（貸切運航料・1時間あたり乗船料・税金・サービス料込）

料理・飲物などは別料金にて手配可能。



CLUBチャーター （全施設貸切）

－8－

• 展示会や商品発表会、記者会見など、イメージが重要とされるお集まりは、会場選びが重
要なポイントです。

• 天王洲アイル シーフォートスクエア内１Fにある、水辺のCLUBHOUSE。

• そして、京浜運河の専用桟橋にただずむ白い船「LADY CRYSTAL」。

• ザ・クルーズクラブ東京は、クラブハウスと桟橋、レストランシップを併せ持つ唯一の施設で
す。

• 他にはない施設を、クライアントのイメージに合わせたコーディネートでその日だけのCRUISE
CLUBへ。

• 開放的な空間と、水辺に面した静かな会場は、いつもと違うと好評です。

人 数

クルーズシップ
LADY CRYSTAL

1階ダイニング（着席60席）+2階ダイニング（着席32席）+個室（着

席12席）
＊45分から90分未満のクルーズは、190名様まで
＊90分から180分までのクルーズは、140名様まで

陸上クラブハウス

レストラン（137㎡）
着席：30～80名様 立食：50～150名

ラウンジ（76㎡）
着席：20～40名様 立食：30～60名

時 間
原則として、11:00～22:30までとなります。
搬入・搬出などのために、深夜・早朝の利用がある場合は、別途料金がかかります。

料 金
税・サ込

クルーズシップ
LADY CRYSTAL

1日あたりのご利用料金：￥3,000,000～
（11：30～22：30）
＊クルーズの運航時間、料理・飲物の提供内容、乗船人数によっ
て料金は変わります。

陸上 クラブハウス

1日あたりのご利用料金：￥2,000,000～
（11:00～23:00）
＊開催時間、料理・飲物の提供内容、ご利用人数によって、料金
は変わります。

備 考
◆陸上施設の一部は、お客様のエントランスとなっておりますので、完全貸切とならない場
合がございます。
◆内容に沿って、最適なプランをご提案いたします。詳細は、お尋ねください。



オプション―１

装 花

会場装花・
メイン料理台

1台 ¥32,400～

スタンド花 1台 ¥21,600～

ゲストテーブル装花 1台 ¥3,240～

受付台装花 1台 ¥3,240～

贈呈用花束 1束 ¥5,400～

会場設備関連

吊り看板 1台 ¥54,000～
H60×W540（cm）単色
サイズ・デザインによって別途お見積もりいたします。

床置きステージ 1台
¥7,560～
¥8,640～

W90×D180×H10（cm）
W90×D180×H20（cm）

マイク 1本 ¥540

司会台 ¥540

スクリーン 1台 ¥10,800～ 三脚自立式 W180×H180（cm）

プロジェクター 1台 ¥27,000～ ベーシックタイプ

テレビモニター
（37ｲﾝﾁ）/
DVD＆VHSビデオデッキ

1ｾｯﾄ ¥19,440～ モニター台付き

スポットライト 1台 ¥5,400 キャスター付き、2機

ホワイトボード 1台 ¥7,560～ W180×H180（cm） キャスター付き

受付台 ¥3,240 会議テーブル、クロス張り、宴席名掲示

黒盆 1台 ￥540

大型受付台設置 ¥5,400 クロス張り、宴席名掲示（1ｾｯﾄのみ）

会議用テーブル 1台 ¥2,160～ W180×H180×D45（cm） 白クロス付

折りたたみ会議用いす 1台 ¥540～

宴会用いす 1台 ¥1,296～

団体名表示 ¥1,080 施設入り口・受付周辺に2箇所

ネームカード作成 1枚 ¥54～ 名刺サイズ、5日前までにデータ提出

席表作成 1枚 ¥540 B4ないしA3サイズ 5日前までにデータ提出

着付室使用 １部屋 ¥10,800 2部屋まで

船内クローク設置 ¥5,400 クロークタグ・ハンガーラック・ハンガー付きスタッフが付く場合は応相
談

ピアノ使用料 ¥10,800 お客様が使用される場合

－9－

税金・サービス料込



アトラクション手配

まぐろ解体ショー 一式 応相談 築地のマグロ職人による解体ショー、詳細はお尋ねください

すし職人
（にぎり寿司）

1名 ￥1620～ 最低60名様分より、1名あたり４～５貫目安

集合写真 1枚 ¥1,450～ 日にち・宴席名入り、最低30枚以上

コンパニオン 1名 ¥30,240～ 洋装2時間、和装など応相談

ピアノ奏者 1名 ¥48,600～ ピアノ使用料込み

ハープ演奏者 1名 ¥75,600～ ハープ使用料込

デュオ
（ピアノ＆ヴァイオリン等）

¥108,000～ 楽器の種類はご相談ください

ジャズ演奏
（ピアノ＆サックス等）

¥162,000～ 楽器の種類はご相談ください

ゴスペル歌手 ¥64,800～
日本人・2時間
12月のシーズン中や、外国人の指定は承れない場合がございます

司会者 ¥86,400～ 2時間・クルーズガイド応相談

マジシャン ¥108,000～ テーブルマジック等

大道芸人 ¥129,600～ バルーンアート・パントマイム等

その他

電飾ビンゴゲーム ¥10,800～ 電飾ビンゴ盤・カード付き

卓上型ビンゴ ¥1,080 ビンゴ機貸出のみ（カードなし）

ルーレット ¥129,600～ ディーラー1名付き

バカラ・大小 ¥108,000～ ディーラー1名付き

バニーガール ¥27,000～ カジノアシスタント 2時間

送迎バス手配 ご相談

ご宿泊手配 ご相談

会議室手配 ご相談

この料金表は、2016年4月1日現在を基準としております。
消費税8%にて表示しております。
（内容については予告なく変更する場合がございます）
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税金・サービス料込



＜ご予約について＞

◆ご予約は、ご希望日の１年前から承ります。一部のプランは3ヶ月前からのお引き受けとなっております。

◆仮予約は、ご予約受付日の１４日後までを期限とさせていただきます。

この仮予約の期限内にご利用の有無をご確定ください。

ご用命いただきます場合はご予約金１０万円をご入金いただき、

この確認をもちまして正式なご予約とさせていただきます。

◆仮予約の期限内にご連絡がなく、かつご予約金のご入金が確認されていない場合は、

誠に勝手ながらお取り消し扱いとさせていただきます。

＜人数の確定＞

◆ご利用日の7日前までに、人数の確定をいただきセールスまでご連絡ください。

料理・飲物・乗船料の発注数を確認させていただきます。

◆ご利用確定人数をもとに、最終お見積り書をご提示いたします。

＜お支払い＞

◆ご利用日の７日前までにご利用 人数を確定いただき、お見積り総額の７０％をご入金いただきます。

また、残金はご利用当日までに完納いただきます。

◆お振込み手数料は、お客様にてご負担をお願いいたします。

お振込み指定銀行口座

三菱東京ＵＦＪ銀行 本店
普通口座 １３２９５９２
名義：（株）クルーズクラブ東京

＜お取り消し料・ご変更料について＞
◆ご予約金のご入金以降、お客様のご都合によるお取り消し・期日のご変更には下記のお手数料を申し受けます。
◆ご利用日の7日前以降のご人数減員には下記のお手数料を申し受けます。

ご連絡日 お取り消し 期日の変更 人数の変更

予約決定日～

ご利用の３ヶ月前まで
お見積り総額の１０％ お見積り総額の１０％ －

ご利用の３ヶ月前～

２ヶ月前まで
お見積り総額の５０％ お見積り総額の１０％ －

ご利用の２ヶ月前～

１か月前まで
お見積り総額の７０％ お見積り総額の３０％ －

ご利用の1か月前～

１４日前まで
お見積り総額の８０％ お見積り総額の５０％ －

ご利用の１４日前～

７日前まで
同上 同上

ご利用日の7日前に

人数確定

ご利用の７日前～

２日前まで
同上 同上 基本料金の３０％

ご利用の前日・当日 お見積り総額の１００％ 基本料金の１００％

2016年4月1日 現在

株式会社クルーズクラブ東京 営業部
〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-16 ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ1階

TEL：03-3450-4300 FAX：03-3458-1515
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ご 質 問 ご 回 答

ザ・クルーズクラブ東京は会員
制ですか？

いいえ。会員制ではございません。どなたでもご利用いただけます。

服装はどうすればいいのです
か？

ご乗船にあたってドレスコードはございませんが、ご心配な方はジャケットやカーティガンな
どが あるとよろしいかと思います。船内は冷暖房を完備いたしておりますが、外部デッキに
出られる際には、季節によって寒い場合もございます。

受付・待合の場所は
ありますか？

受付はエントランスホール内に受付台をご用意いたします。ご利用なさる会場によっては、開
始までのお時間をお過ごしいただける待合場所をご用意いたします。

お日にち・時間によって場所が変更されることがありますのでセールス担当とお打ち合わせく
ださい。

乗船開始は何時からですか？
各クルーズとも出航時間の１０分くらい前からとなります。スタッフが順番にご案内させていた
だきますのでお待ちください。

遅れそうになったら場合は？

出航時間になりましたら、原則として出航させていただきます。
出航の15分前を過ぎてもお見えいただいていないお客様には、ご連絡を差し上げております。
現在の所在地と状況を確認の上判断させていただきます。

ご連絡先がつながらない場合もございますので、できましたらお客様からご一報いただけると
幸いでございます。

駐車場はありますか？
シーフォートスクエア地下駐車場がございます。（約480台） 1時間：640円
高さ2.7ｍを越える車両は駐車できません。大型バスの駐車は別途申請が必要です。

車イスでも大丈夫ですか？

車イスのお客様は、スロープを使って陸上・船内までご移動いただくことができます。
陸上・船内とも車イス用トイレを設置しております。船内にはリフトがございません。

また、階段・段差などで移動が難しい場所がございますが、その際はスタッフが介助させてい
ただきます。

子供でも利用できますか？
ベビーカーでも大丈夫ですか？

陸上レストラン・クルーズともご利用いただけます。ベビーカーでも大丈夫です。

手荷物を預かってくれる

クロークはありますか？

クラブハウスのフロントにてお預かりいたします。（貴重品はご自身でお持ちください。）
なお、船内にはクロークがございませんので、ご希望の方は乗船前にお預けください。

アレルギーなどの対応は

できますか？
アレルギーの内容をお知らせください。事前にご連絡いただければ、できる限り対応させてい
ただきます。

船酔いが心配なのですが・・・。
「レディクリスタル」は、構造自体が揺れにくく、東京港内を中心としたコースです。ご心配な方
は、フロントまたは船内に酔い止めの薬をご用意いたしておりますので、スタッフにお申し付け
ください。もし、ご気分がすぐれない場合は、お近くのスタッフまでお申し出ください。

悪天候時は出航するのですか。

常に天候調査を行っておりますので、お客様側での判断をされないようにお願いいたします。
通常の雨・風では運航いたします。
通常運航に支障のある場合、船長の判断で、随時波・風の少ないコースに変更します。
出航できないような悪天候の場合、台風の暴風雨圏内に入ったような天候（風速15ｍ以上、
波高1.0ｍ以上、視界500ｍ以下）は、桟橋に停泊させたままパーティーを実施します。

高潮が予想される場合、桟橋までの通行が難しい場合には陸上施設への振り替えを検討しま
す。（施設の予約状況によって）
いずれにせよ、幹事様・お客様と綿密な打ち合わせをさせていただきます。

緊急時の設備
通常の火災予防および避難設備に加えて、船内には救命胴衣・救命浮環・救命浮器が搭載さ
れており、定期的に訓練を実施しております。
ＡＥＤは、陸上施設および船内にそれぞれ用意しております。

保険等に関して
船舶の事故、船内での事故・ケガは、社団法人日本旅客船協会
陸上施設での事故・ケガは、東京海上日動火災保険株式会社
それぞれ加入しております。

所轄官公庁に関して

海上保安庁 東京海上保安部
警視庁 品川警察署
東京消防庁 品川消防署
品川区 品川保健所

PARTY GUIDE Q&A
よくある質問をまとめました。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。
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ザ・クルーズクラブ東京
〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-16  ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ1階

http://cctokyo.co.jp

TEL：03-3450-4300 FAX：03-3458-1515


