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ザ・クルーズクラブ東京
おすすめポイント

■東京モノレール 「天王洲アイル駅」からすぐ

•中央改札口から、雨に濡れることなくダイレクトにお越しいただけます

•羽田空港から20分、新幹線も停車する品川駅からタクシーで5分

■日本唯一の複合型施設

• クルーズシップと陸上のクラブハウスを併せ持つ施設は、当店だけ

• クルーズのみ、クラブハウスのみという利用から、船と陸を組みあわせた利用まで可能

■レディクリスタル専用のプライベート桟橋

•レディクリスタルが使用する桟橋は、専用のプライベート桟橋です（他船は、公共桟橋を
使用しています）

•お客様のスケジュールに合わせた自由なクルーズ時間の設定ができます

•桟橋での写真やセレモニー、乗船前のウエルカムアワーの演出などの利用が自由にで
きます。（公共桟橋利用の場合は時間・使用方法に制限があります。）

■10名～200名まで収容できる施設

（陸上30名～200名）（船10名～140名＊最大定員190名）

• クルーズ・陸上ともに、部屋ごとの貸切から、施設全体の貸切まで

• 80名様から全船チャーターができ、ホストもゲストも充実した時間を過ごせます

•船と陸を組み合わせることで、記者会見や大型イベント、150名を越えるﾊﾟｰﾃｨｰにも柔軟
に対応できます

•天王洲アイル周辺の企業店舗様との協力により、宿泊・会議場・ホールなどとの組み合
わせも可能になりました

■常に期待感と感動があふれます

•エントランスから船に乗るまでのわくわく感は、公共の乗船待合所では味わえません

•出航後、15分後に目の前に現れる、レインボーブリッジとお台場の眺めは感動的です

•お開き後も、お帰りまで余韻を楽しめる会場の準備とおもてなしを大切にしています

■大型バス3台まで駐車可能

• （事前申請必要）
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船 籍： 日本

全 長： 46.5m

喫 水： 2.1m

総トン数： 346トン

全 幅： 8.8m

速 力： 12ノット（約22km/h）

就 航： 1990年5月8日
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Cruise Ship “LADY CRYSTAL”

メイン・デッキ １階

ロウアー・デッキ

プロムナード・デッキ ２階

フライング・デッキ



LADY CRYSTAL

船内１F ﾒｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ（90㎡）
着席スタイル3列・最大58名様

船内１F ﾒｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ（90㎡）
立食スタイル 右舷側料理台

船内１F ﾒｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ（90㎡）
立食スタイル 中央料理台

船内２F ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ（55㎡）
着席スタイル2列・最大32名様

船内２F ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ（55㎡）
立食スタイル 右舷側料理台

船内２F ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ（55㎡）
立食スタイル 前方料理台

船内１F 個室（30㎡）
着席スタイル2列・最大14名様

船内１F 個室（30㎡）
着席スタイル 1卓2名×4卓

船内１F 個室（30㎡）
立食スタイル

船内中央 エントランス～階段
（パブリックエリア）

船内２F バーカウンター
＊全船利用の場合は１Ｆにも設置します

船内２F ソファーエリア
（パブリックエリア）

船内のお部屋をどのように利用いただけるかの参考になさってください。
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天王洲アイル シーフォートスクエア全景
CLUBHOUSEと、専用桟橋に停泊する
LADY CRYSTAL

◆チャーターの場合は、運航時間ごとのコースと
なります。
◆2時間チャーターの場合は、２つのコースから
お選びいただけます。
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●アフタヌーンクルーズ ４５分
●ナイトクルーズ ６０分
速度調整によって運航

ビルの間から東京スカイツリーをご覧いただけます。
●ランチクルーズ

●ご注意ください
90分コースの場合は
東京ゲートブリッジをくぐりません
★印付近で折り返します

東京スカイツリー 東京ゲートブリッジ



●ディナークルーズ（羽田空港コース） ●ディナークルーズ（東京ゲートブリッジコース）

＜180分＞

●150分コースに、豊洲方面が加わったよくばりな運航コース－5－

大井埠頭沖より
サンセットを望む 東京ゲートブリッジ

２階デッキより
レインボーブリッジ

船上から眺める
東京スカイツリー



ﾚｽﾄﾗﾝ

ﾗｳﾝｼﾞ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ

ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ

BAR

Dressing
Room

Dressing
Room

多目的
化粧室女性

化粧室

男性
化粧室 厨 房

Staff Only

Staff Only

乗船口へ

ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ内共
用通路

シーフォートスクエア
屋外 共用エリア

ｸﾛｰｸ

CLUBHOUSE 陸上施設
シーフォートスクエア １階

ラウンジ
広さ・・・・・ 78㎡
天井高・・・・・・230～290cm
着席約40席
立食約60名
スクール約30席
シアター約50席

エントランス
【フロント・クローク】
広さ・・・・・ 約60㎡
天井高・・・・・・260cm

＊多目的化粧室
＊お支度部屋（2部屋）

京浜運河に面した、眺めの良い多目的スペース

【ラ ウ ン ジ】

お客様の受付・クローク、レセプションカウンター

【エントランス】

レストラン
広さ・・・・・ 134㎡
天井高・・・・・・230～650cm
着席約80席
立食約180名
スクール約70席
シアター約150席

高い天井と解放感ある空間、会議からイベントまで

【レストラン】

エントランスから続く円形カウンター

【バーカウンター】

バーカウンター
広さ・・・・・ 20㎡
天井高・・・・・・260cm
着席 7席
＊ﾚｽﾄﾗﾝ立食の場合は、
ﾊﾞｰｴﾘｱまで使用します。
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CLUBHOUSE

天王洲アイル シーフォートスクエア
と「レディクリスタル」

桟橋に停泊する、LADY CRYSTAL シーフォートスクエア１F
ザ・クルーズクラブ東京 エントランス

CLUBHOUSE内 レストラン（148㎡）
入口より室内方向

CLUBHOUSE内 レストラン（148㎡）
着席スタイル（最大90名様）

CLUBHOUSE内 レストラン（148㎡）
立食スタイル（80名～150名様）

CLUBHOUSE内 バーカウンターと
エントランスホール

CLUBHOUSE内 ラウンジ（78㎡）
着席スタイル （最大40名様）

CLUBHOUSE ラウンジ（78㎡）
立食スタイル （最大60名様）

CLUBHOUSE内 バーカウンター
ドリンクコーナー

CLUBHOUSE内 着付け室×2部屋

予約状況によってご利用いただけない場
合があります。

CLUNHOUSE内 エントランスホール
受付テーブル設置例

陸上のお部屋をどのように利用いただけるかの参考になさってください。

－7－



ドリンク メニュー （税・サ込）

◆パーティーのご趣旨やメニューに合わせて、お飲物の選定が可能です。ソムリエともご相談させていただきます。
◆お飲物のお持込みにつきましては、担当者にご相談ください。
◆ご予算に応じて、アイテムの変更が可能です。お気軽にお問い合わせください。

ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝｸ ドリンクアイテム

ランチ限定
￥2000/2時間

ウエルカムドリンク1杯・瓶ビール・ワイン・ウーロン茶・オレンジジュース

￥3,000/2時間
＜基本アイテム＞ウエルカムドリンク1杯・瓶ビール・ワイン・スコッチウイスキー・焼
酎・ウーロン茶・オレンジジュース・ノンアルコールビール

￥3,500/2時間
＜上記基本アイテム＞＋乾杯用スパークリングワイン１杯
または、＜上記基本アイテム＞＋日本酒・おすすめカクテル３種

￥4,000/2時間
＜上記基本アイテム＞＋乾杯用シャンパン１杯
さらに、日本酒・おすすめカクテル３種

¥5,000/2時間

ウエルカムドリンク1杯・乾杯用シャンパン1杯・瓶ビール・ワイン・スコッチウイスキー・
焼酎・日本酒・おまかせカクテル3種・ウーロン茶・オレンジジュース・グレープフルー

ツジュース・クランベリージュース・コーカコーラ・ジンジャーエール・ノンアルコール
ビール

ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸのみ
¥1,030/2時間

ウーロン茶・オレンジジュース・グレープフルーツジュース

ｼｮｰﾄｸﾙｰｽﾞ中
￥1,550
（45分～60分）

ビール・ワイン・スコッチウイスキー・おまかせカクテル3種・ウーロン茶・
オレンジジュース

ﾄﾞ ﾘ ﾝ ｸ

ウエルカム
ドリンク
￥520

お一人様：1杯のご提供となっております。
陸上または船内にてお待ち合わせ中にご提供いたします。
内容：アルコール1種（季節のｶｸﾃﾙまたは食前酒）、ソフトドリンク1種

乾 杯 酒
＋￥520：スパークリングワイン
＋¥1,030：シャンパン

ワ イ ン
グラスワイン：￥800～￥1450
白ワイン：ボトル ￥5000～￥11500
赤ワイン：ボトル ￥5000～43700

生ビール
（樽売り）

７リットルまたは１５リットルでの販売となります。
（詳しくはお尋ねください）

単品販売

ウイスキー ￥900～￥2600
ビール キリンラガー 小ビン￥750 中ビン￥950
キリンフリー￥650（ノンアルコール）
カクテル各種 ￥1000～￥1300
ノンアルコールカクテル 各種 ￥900～￥1100
ソフトドリンク各種 ￥600～￥700
ミネラルウォーター ￥700～

－8－

各会場にドリンクコーナーを設置いたします。着席正餐スタイルの場合は、お席にて係にお申し付けください。
ビュッフェスタイルの場合は、ドリンクコーナーにてお好みのアイテムをお取りいただきます。
ウエルカムドリンクは、開宴の３０分前からのご提供となります。（お一人様１杯）
フリードリンクアイテムは、乾杯時から閉会までのご提供となります。



＜ランチコース料理 ￥5,000 参考メニュー＞

自家製スモークサーモンのムース、クレープ包み
フレッシュトマトのクーリー

ウニのフラン、コンソメ添え

牛リブロース肉のパイ包み焼き、マッシュルームソース

デザート

コーヒー

フレンチコース料理 イメージ ＊ワインは料理に含まれておりません。
＊税金・サービス料込

◆ランチタイム メニュー 前菜・スープ・メイン（魚または肉）・デザート・コーヒー・パン
料理は4皿（約70分）のご提供となります。
◆ディナータイム メニュー 前菜（冷製）・スープまたは前菜（温製）・魚介料理・肉料理・デザート・
コーヒー・パン 料理は5皿（約90分）のご提供となります。

◆当日のメニューを事前にご提示することもできます。
◆アレルギー・宗教上・お子様など、特別なお料理をご手配することができます。お気軽にセールス担当まで
お申し付けください。
◆写真はイメージです。

－9－

＜コース料理 ￥10,000 参考メニュー＞

緑のグラデーションズワイ蟹のアボカド包み

グリーンピースのフラン

フォアグラ添え トリュフコンソメソース

オマール海老と魚介のブイヤベース

フランス・ニースより持ち帰ったレシピで

国産牛フィレ肉のステーキシェリーヴィネガーソース

デザート

コーヒー

＜コース料理 ￥8,000 参考メニュー＞

自家製スモークサーモンのムース、クレープ巻き

フレッシュトマトのクーリー

本日のスープ

鮮魚のポワレとオマール海老の焼きリゾット

ソースブールブラン

牛フィレ肉のステーキフォアグラ添えロッシーニ風

デザート

コーヒー

コース料理（¥13,000）
メニュー内容につきましては、お打合せの上ご提案させていただきます。



料理メニュー 例 （税金・サービス料込）

＜ランチタイム限定＞ビュッフェスタイル（¥4,500）

【冷 製】
●自家製スモークサーモン
●鮮魚のたたきサラダ
●3種のブルスケッタ（サラミ・生ハム・カプレーゼ）
●サンドウィッチ

●巻き寿司の盛り合わせ
●デザート2種
●コーヒー・ティー

【温 製】

●本日のピッザ
●鶏のから揚げ、甘酢あんかけ
●イカのグリル、2種のソース
●中華風ロールキャベツ
●低温ローストポーク、塩ネギソース、温野菜添え
●牛肉のグリル、シャリピアンソース
●本日のパスタ
●五目チャーハン

ビュッフェスタイル（¥6,000）

【冷 製】
●自家製スモークサーモン

●鮮魚のカルパッチョ
●シーフードマリネサラダ
●3種のブルスケッタ
●サンドウィッチ

●巻き寿司の盛り合わせ
●デザート3種
●コーヒー・ティー

【温 製】
●本日のピッザ

●鶏の唐揚げ、甘酢あんかけ
●イカのグリル、2種のソース
●中華風ロールキャベツ
●カニと鮮魚のムース、クレープ包み
●ローストビーフ
●本日のパスタ
●五目チャーハン
●かき揚げそば

ビュッフェスタイル（¥8,000）

【冷 製】

●自家製スモークサーモン
●鮮魚のカルパッチョ
●シーフードマリネサラダ
●士幌ポテトサラダに3種のハムの盛り合わせ
●チーズカナッペ

●握り寿司の盛り合わせ

●デザート3種
●フルーツピンチョス
●コーヒー・ティー

【温 製】

●本日のピッザ
●鶏のから揚げ、甘酢あんかけ
●帆立貝とイカのソテー、2種のソース
●中華風ロールキャベツ
●仔牛肉のカツレツ、コルドンブルー
●ローストビーフ
●本日のパスタ
●五目チャーハン
●かき揚げそば

ビュッフェスタイル（¥10,000）

【冷 製】

●自家製スモークサーモン
●産地直送 鮮魚のカルパッチョ
●鮮魚のたたきサラダ
●スペインの生ハムと取り合わせ野菜の軽いマリネ
●フィンガーフード 5種

●握り寿司盛り合わせ

●デザート3種
●フルーツピンチョス
●コーヒー・ティー

【温 製】

●本日のピッザ
●海老の天ぷら
●イカのグリル、2種のソース
●洋風茶碗蒸し、フォアグラ添え、コンソメソース
●宮崎地鶏もも肉、レモン風味
●牛フィレ肉のステーキ
●本日のパスタ
●シーフードピラフ
●かき揚げそば

ビュッフェスタイル（￥13,000）
メニュー内容につきましては、お打合せの上ご提案させていただきます。

◆特別メニューの対応が可能ですので、事前にご相談ください。（宗教上の特別アレンジ・アレルギー・低カロリー・特別食）
◆メニュー内容は、季節・趣旨・年齢層を考慮し事前にご提示することもできます。お気軽にお尋ねください。
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PARTY MENU ビュッフェスタイル 料理イメージ

◆ビュッフェスタイルの場合
開演時：冷製・オードブル
開演後：温製・魚・肉
食事後：デザート・コーヒー

一般的には1時間前後です。
別途料金にて
寿司屋台の手配
そば屋台の手配
なども可能です。

当日のメニューを事前に
ご提示することも可能です。

他、料理のランクに
よって
ローストビーフ
大鯛の塩釜焼き
など、
カッティングサービス
を行います。

◆ビュッフェ料理は、食べ放題メニューではございません。
一部メニューを除き、出し切りの分量となりますので、
予めご了承ください。
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PARTY MENU ビュッフェスタイル 料理イメージ

＊パエリア
＊握り寿司

＊チーズ各種

◆ビュッフェ料理は、食べ放題メニューではございません。
一部メニューを除き、出し切りの分量となりますので、
予めご了承ください。

－12－

＊牛ホホ肉の煮込み

＊帆立貝とアスパラのソテー
＊牛肉のステーキ

＊料理台のイメージ

＊シーフードの冷製カッペリーニ

＊そ ば



PARTY MENU ビュッフェスタイル 料理イメージ

＊専門業者による、まぐろ解体ショー（20万円～）
写真は約100名分（約30万円＋諸費用）、さしみと鉄火丼にて
お楽しみいただきました。 曜日・時間制限あり

＊生ハムのカッティング

＊ローストビーフ（￥1,000/1名～）

＊大鯛の塩釜（￥850/1名）
50名様分より

＊寿司職人によるにぎり寿司
（￥1600/1名～ネタにより）

＊骨付豚もも肉の丸ごと
ロースト（￥850/1名）

70名様より
【陸上のみ】グリル料理（ステーキ）

￥1100～/1名
肉の部位によって異なる

＊鮮魚の舟盛り
（酒樽はディスプレイ用）

◆ビュッフェ料理は、食べ放題メニューではございません。
一部メニューを除き、出し切りの分量となりますので、
予めご了承ください。 －13－

＊大鯛のグリル
（￥850/1名）
50名様分より



PARTY MENU フィンガーフード 料理イメージ

商品発表会・展示会など
食事の時間が少ないパーティー、海外からの

お客様をお呼びする場合、カクテルパーティーに
は最適の提供方法です。

◆ビュッフェ料理は、食べ放題メニューではございません。

一部メニューを除き出し切りの分量となりますので、予めご了
承ください。 －14－



PARTY MENU デザート・オリジナルケーキ・カクテル

ご指定のロゴを使ったもの、材料・食材を使用したものなど。
＊大型ケーキ（ロゴマーク入り）
＊イメージカクテル
＊オリジナルデザート

◆ビュッフェ料理は、食べ放題メニューではございません。

一部メニューを除き出し切りの分量となりますので、予めご了
承ください。

オリンピックカラーをイメージ

指定製品を使ったオリジナルカクテル

海をイメージした
オリジナルカクテル

新商品のオリジナルカクテル

－15－

自家製パウンドケーキ（レモン・抹茶） 予約販売 ￥2,160（1本）

マーク・メッセージ

マーク
メッセージ



会場施工例 ①

－16－

＊ステージ設営（w360×D180×H20） レンタル対応
陸上クラブハウス レストラン内

＊ステージ設営（w180×D180×H10） レンタル対応
船内１F メインダイニング前方

＊受付テーブル（W220×D70×H90）

＊着付け室⇒出演者控室にて使用例（ﾃｰﾌﾞﾙ設置）

＊鏡開き 設置例 別途お見積り

＊船内１階 ドリンクコーナー設置例 ＊陸上レストラン 料理台設置例

＊ステージ設置＋吊看板設置(有料）
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会場施工例 ②

＊ハイテーブル設置例（船内１F）
直径60cm×高さ90cm ﾚﾝﾀﾙ対応

＊ハイテーブル設置例（船内１F）
直径60cm×高さ90cm ﾚﾝﾀﾙ対応

＊ハイテーブル設置例（船内2F）
直径60cm×高さ90cm ﾚﾝﾀﾙ対応

＊立食スタイル（船内2F）
料理台 会場中央設置

＊立食スタイル（陸ﾚｽﾄﾗﾝ）
直径60cm×高さ90cm ﾚﾝﾀﾙ対応

＊陸上レストラン テーブル表示例

＊ハイテーブル設置例（船内2F）
直径60cm×高さ90cm ﾚﾝﾀﾙ対応

＊船内２Fダイニング テーブルコーディネート例
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会場施工例 ③

＊陸上レストラン ステージ＋バックパネル

＊船内１F メインダイニング 記者会見

＊ステージ（W360×D180×H10）
船内１Fメインダイニング前方

＊陸上レストラン ステージ＋180ｲﾝﾁｽｸﾘｰﾝ
裏から投影、丸テーブルレンタル

＊陸上レストラン スクールスタイル レンタル対応

＊陸上レストラン プロジェクター（4m×3m）投影 ＊船内１Ｆ メインダイニング 80ｲﾝﾁｽｸﾘｰﾝ設置

＊陸上レストラン シアター席
（ステージ・メイン＋80ｲﾝﾁｽｸﾘｰﾝ２か所）
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会場施工例 ④

＊ハイテーブル設置例（船内１F）
直径60cm×高さ90cm ﾚﾝﾀﾙ対応

＊陸上ﾚｽﾄﾗﾝ 展示会
什器ﾚﾝﾀﾙ対応または持ち込み

＊センターコート 撮影・展示会
管理会社への申請必要・有料

＊センターコート リムジン乗り入れ
管理会社への申請必要・有料

＊桟橋でのボート試乗イベント（有料・申請要）

レッドカーペット設置（有料）
専用桟橋上：テーブルを設置

企業ロゴマークまたは名称などを
特殊カッティングシートにて船体に
貼り付け（オプション・有料）

＊陸上ﾊﾞｰｶｳﾝﾀｰ上 展示会
什器ﾚﾝﾀﾙ対応または持ち込み

＊センターコート側 軒下利用（外部）、喫煙不可
管理会社への申請必要・有料

桟橋にターポリン地などで
横断幕を作成・取付（オプション・有料）



＊かがり火風ライト （火気ではありません）

＊桟橋にレッドカーペットを敷設
テーブルとライトを設置し、おもてなしを演出

＊バルーン 装飾
バルーンリリースも可能

会場施工例 ⑤

－20－

＊船内１Fメイン 記者会見 スタンデイング

＊陸上エントランス バナー設置

＊ハンガーラック設置（簡易札付）

＊船内１Fメイン ルーレットダブル設置例 ＊陸上レストラン内 絵画パネル設置例

＊通信カラオケ（レンタル：有料）



LADY CRYSTAL お部屋貸切 １階 メインダイニング 90㎡

◆１階メインダイニングは、両側が窓に面し船内で一番大きなお部屋
です。マイクや音響の設備も独立しており、パーティー会場としてご
利用いただけます。
正面には、40ｲﾝﾁのＴＶモニターを常設しております。

進行方向

ﾒｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ個室

ﾄﾞﾘﾝｸ

◆２列：着席最大４０名様 ◆３列：着席最大５８名様

ﾄﾞﾘﾝｸ

ﾄﾞﾘﾝｸ

◆２列：着席ビュッフェ４０名様

料理台 ﾄﾞﾘﾝｸ

◆３列：着席ビュッフェ５６名様

料
理
台

ﾄﾞﾘﾝｸ

◆立食ビュッフェ 料理台センター ４０～８０名様

料理台 ﾄﾞﾘﾝｸ

料理台

◆立食ビュッフェ 料理台右舷 ４０～１００名様

－21－



LADY CRYSTAL お部屋貸切 ２階 ダイニング 60㎡

◆２階ダイニングは、船内からの眺めが良く、周囲を外部デッキに囲まれたお部屋です。
パブリックスペースとの仕切りはありませんので、完全な個室ではございません。

貸切は、ラインよりも進行方向エリアとなります。

進行方向

バーカウンター
ﾄﾞﾘﾝｸｺｰﾅｰ

◆１列：着席最大２０名様

バーカウンター
ﾄﾞﾘﾝｸｺｰﾅｰ

◆２列：着席最大３２名様

バーカウンター
ﾄﾞﾘﾝｸｺｰﾅｰ

◆１列：着席ビュッフェ最大１８名様

バーカウンター
ﾄﾞﾘﾝｸｺｰﾅｰ

◆２列：着席ビュッフェ最大２８名様

料
理
台

バーカウンター
ﾄﾞﾘﾝｸｺｰﾅｰ

◆立食ビュッフェ 料理台右舷 ２０～３０名様

バーカウンター
ﾄﾞﾘﾝｸｺｰﾅｰ

◆立食ビュッフェ 料理台正面 ２５～４０名様

料
理
台

－22－



LADY CRYSTAL 全船ﾁｬｰﾀｰ

－23－

着席正餐スタイル 全船110名様

◆船内レイアウトは、４つのデッキのうち主に使用する２つの
デッキ（１Fと２Fのみ）を示しています。



LADY CRYSTAL 全船ﾁｬｰﾀｰ 立食ﾋﾞｭｯﾌｪ 全船80～100名様
最大140名様（2時間運航）

－24－



LADY CRYSTAL 全船ﾁｬｰﾀｰ 立食ﾋﾞｭｯﾌｪ 全船100～140名様
最大140名様（2時間運航）

－25－



LADY CRYSTAL 全船ﾁｬｰﾀｰ スクール・シアター

◆船内での会議・研修向け スクールスタイル １Ｆメイン：約３０名様 ２Ｆ：約２４名様
どちらかの会場を食事や懇親会の会場とする利用も可能です。

◆船内での会議・講演・研修向け、シアタースタイル １Fメイン＝70席 ２F＝40席
どちらかの会場を食事や懇親会の会場とする利用も可能です。

◆船内レイアウトは、４つのデッキのうち主に使用する２つのデッキ（１Fと２Fのみ）を示しています。

－26－



着席または着席ﾋﾞｭｯﾌｪ 80名様

－27－

プロジェクター投影
たて3m×よこ4m

プロジェクター投影
たて3m×よこ4m

CLUBHOUSE ﾚｽﾄﾗﾝ（134㎡）・ﾊﾞｰ

●レストラン 134㎡
天井高230～650cm
●バー 20㎡
天井高260cm

●レストラン 134㎡
天井高230～650cm
●バー 20㎡
天井高260cm

着席または着席ﾋﾞｭｯﾌｪ 100名様



立食ﾋﾞｭｯﾌｪ 80～120名様

立食ﾋﾞｭｯﾌｪ 120～200名様
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CLUBHOUSE ﾚｽﾄﾗﾝ（134㎡）・ﾊﾞｰ

●レストラン 134㎡
天井高230～650cm
●バー 20㎡
天井高260cm

●レストラン 134㎡
天井高230～650cm
●バー 20㎡
天井高260cm



CLUBHOUSE ﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾊﾞｰ スクール 72名様

壁：一部エリアは死角

白壁に投影：

ＢＡＲ

通 路

入口方向

9.0m

7.0m

3.9m

5.5m

17.7m

【陸上施設】
レストラン 134㎡ 天井高230～650cm

着席約70席、立食約100名
バー 20㎡天井高260cm

着席 7席

CLUBHOUSE ﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾊﾞｰ スクール 70名様

9.0m

7.0m

3.9m

5.5m

17.7m
通 路

写真右）

＊会議テーブル・クロスはレンタル
対応（45cm×180cm×70cm）
1台あたり￥1900（税込）
＊イスはレストランのものを使用
＊１テーブルに３名着席での場合

写真左）
＊議長席を通路側に設置した例
＊横断幕は紙製
縦50cm×横360cm

－29－

＊白壁の投影サイズ
横4.0ｍ×縦3.0ｍ



CLUBHOUSE ﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾊﾞｰ シアター 110名様

通 路

＊白壁の投影サイズ
横4.0ｍ×縦3.0ｍ

9.0m

7.0m

3.9m

5.5m

17.7m

壁：一部エリアは死角

白壁に投影 ＢＡＲ

入
口
方
向

【陸上施設】
レストラン 134㎡ 天井高230～650cm

着席約70席、立食約100名
バー 20㎡天井高260cm

着席 7席

写真左）
＊スクリーン80ｲﾝﾁ施工例
自立式 最大100ｲﾝﾁまで

写真左）シアター120名様の施工例

写真右）講演会施工例
金屏風・ステージはレンタル対応

CLUBHOUSE ﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾊﾞｰ シアター 130名様
【ｽｸﾘｰﾝ設置の場合は死角有】

9.0m

7.0m

3.9m

5.5m

17.7m

スクリーン
～１００インチまで
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CLUBHOUSE ラウンジ 着席または着席ﾋﾞｭｯﾌｪ 26名様

14.0m
9.2m

化粧室

至：乗船口

料理台

5.8m
最少3.2ｍ

7.8m

CLUBHOUSE ラウンジ 着席または着席ﾋﾞｭｯﾌｪ 40名様

通 路

化粧室

至：乗船口

料理台

14.0m

9.2m

5.8m
最少3.2ｍ

7.8m

左）着席正餐スタイルの場合（約10名様）
窓から京浜運河がご覧になれます

左）着席正餐スタイル（約40名様）
窓から京浜運河がご覧になれます

【陸上施設】
ラウンジ 78㎡ 天井高230～290cm

着席約40席、立食約60名

【陸上施設】
ラウンジ 78㎡ 天井高230～290cm

着席約40席、立食約60名

－31－

ド
リ
ン
ク

ドリンク

料
理
台

通 路

スクリーン
～１００インチまで



CLUBHOUSE ラウンジ 立食ﾋﾞｭｯﾌｪ 50名様

14.0m 9.2m

5.8m
最少3.2ｍ

7.8m

左）立食ビュッフェスタイル
窓から京浜運河がご覧になれます

【陸上施設】
ラウンジ 78㎡ 天井高230～290cm

着席約40席、立食約60名

その他の使用例

－32－

至：乗船口

通 路

ドリンク

化粧室

料理台

着席スタイルでのお食事 お待合のお部屋として

料理台設置
キッズエリアとして クロークエリアとして



＜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、

ご予約金のご入金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。

ドレスコードはありますか？
ご来店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。室内・船内は冷暖房を完備しておりますが、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。ご利用の会場によっては、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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天王洲アイル シ－フォートスクエア
共用スペース大型バス駐車位置のご案内

ＬＡＤＹ ＣＲＹＳＴＡＬ

ザ・クルーズクラブ
東京

東京ﾌﾛﾝﾄﾃﾗｽ

第一ホテル
東京ｼｰﾌｫｰﾄ

＊バスでのご来店時は、駐車場入口のガードマンの指示に
従って所定の場所に駐車してください。（3台まで）
＊乗降のみの場合も事前にお知らせください。
＊事前申請が必要です。
＊駐車料金はかかりません。

◆乗降場所は、駐車位置となります。
（駐車位置での停止まで乗降させないようにしてください。）
◆JTB本社ビル前車寄せでの乗降は、ビル管理会社から禁止
されております。

株式会社クルーズクラブ東京
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

乗降場所：駐車位置

P
入口

P
出口

＊海岸通りにバスの先頭を出してから、
後進して所定の場所まで入っていただ
きます。

1

2
3



ザ・クルーズクラブ東京
「天王洲アイル」からのご案内図

■東京モノレールをご利用の方
「天王洲アイル駅」中央口より徒歩2分
※区間快速・各駅停車をご利用ください。
空港快速は停まりません

■りんかい線をご利用の方
「天王洲アイル駅」A出口より徒歩5分

■高速道路をご利用の方
▼首都高速 羽田線芝浦ICより約10分
▼首都高速 湾岸線千葉方面 大井ICより約10分

横浜方面 大井南ICより約15分

■ JR・京浜急行ご利用の方
▼都営バスご利用の場合品川駅東口(港南口）
都営バス5番乗り場品96乙系統
りんかい線天王洲アイル駅前行きにて
「天王洲アイル」下車すぐ
所要時間：約10分

▼タクシーをご利用の場合品川駅東口(港南口）より
所要時間：約6分

東京モノレール 中央口
中央口改札 ３階⇒
①改札を出たら、右へ進む
②エスカレーターで2階へ
③セブンイレブンを右へ
④ガレリア中央らせん階段にて１階へ
⑤トモズ（ドラッグストア）を右へ
⑥約３０ｍで店舗

りんかい線A出口より
地下改札⇒A出口⇒
①海岸通りを正面にして右へ進む⇒
②コインパーキングを過ぎ
③横断歩道を渡る
④高架に沿って直進
⑤1つ目の信号を右へ進む
⑥ガレリア（ガラス張り吹き抜け）を通り
⑦トモズ（ドラッグストア）を右へ
⑧約３０ｍで店舗へ

タクシー降車位置より
シーフォートスクエア ビル内へ進む
①ガレリア（ガラス張り吹き抜け）を通り
②トモズ（ドラッグストア）を右へ
③約３０ｍで店舗へ

駐車場のご利用

シーフォートスクエア
地下駐車場 約480台駐車可能
60分：￥640
30分：￥320
1日最大：￥1900
＊高さ 2.7ｍ以下

株式会社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
TEL：03-3450-4300 FAX：03-3458-1515

至：大井町

至：芝浦

至：大崎

至：勝島

至：新木場
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大型バスの駐車

シーフォートスクエア
共用スペースにて
最大3台まで駐車可能
乗降のみの場合も事前申請必要

銀河劇場（2階）
ザ・クルーズクラブ東京（1階）

センターコート
ガレリア

★東京モノレール 中央口より



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


