
 貸切屋形船  月～木10名様から、金・土・日・祝日は15名様から。 
     　　　（ハイ・シーズンは月～木15名様から金・土・日・祝日は20名様より） 
■所用時間：2時間30分以内。
■出船時間：午前10時から午後7時30分の間お客様のお好きな時間をお選び　
　　　　　  ください。
■周遊コース：4コースの中から選択
■料理コース：（お一人様（税別）（乗船料、お料理、飲み放題含む）
　  ・葵   御膳コース 　 10,000 円（税別）
※1・舞姫御膳コース　  10,000 円（税別）
 　 ・彩   御膳コース　  12,000 円（税別）
　  ・雅   御膳コース 　 15,000 円（税別）
※2・蘭   御膳コース　　 8,000 円（税別）
※1 人数の半数以上が女性の場合にご利用いただけます。
※2 ＰＭ3：00までの出船
      ・小学生は子供料金、中学生以上は大人料金、子供料金は半額です。 
■飲み物 :ビール、日本酒、ウィスキー、ハイ
             ボール、梅酒、焼酎、ジュース、コー
             ラ、ジンジャエール、ウーロン茶、
             緑茶、各種カクテル
■予約方法：予約フォーム またはお電話。
　　　　　　　　　　　(日本語のみ対応）
■お支払方法：全額前払い
                   （銀行振込み又はネット決算）
■乗船：出航15分前までに、乗船手続きを
　　　お済ませ下さい。

■キャンセル料  20日～11日前  10日～前々日　 前日　    当日 

 乗合屋形船  予約可能人数2名様より
■所用時間：2時間30分以内。
■出船曜日：    金曜日 　　土曜日 　　日曜日 
■出船時間：   19 : 00      18 : 00 　  17 : 30 
■料　　金：お一人様　￥10,000（税別）（乗船料、お料理、飲み放題含む）
■周遊コース：お台場・隅田川コース又は、東京スカイツリーコースになります。
■お料理：平井御膳コース（天ぷら・お刺身は個人盛り）
■飲み物：ビール、日本酒、ウィスキー、ハ
              イボール、梅酒、焼酎、ジュース
              コーラ、ジンジャエール、ウーロ
              ン茶、緑茶、各種カクテル

■予約方法：予約フォーム / 乗合屋形船運航カレンダーまたはお電話。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(日本語のみ対応）
乗合屋形船予約フォームからのご予約は前々日の20：00までとさせていただきます。
                 前日～当日11：00までのお申込みはお電話でお願い致します。
　　　       ※出船決定の日で余席ある場合は、乗船当日の11：00まで受付
■最低催行人数：10名様
　  予約人数が10名に満たない場合は、休船又は他の運航日に振り替える場合 
     がございます。その場合舟宿からご連絡差し上げます。
　※乗合船の場合、カラオケのご使用はできません。
■お支払方法：全額前払い（銀行振込み又はネット決算）
■乗船：出航15分前までに、乗船手続きをお済ませ下さい。

 ●キャンセル料  10日～3日前    前々日　　 前日　　 当日 

↑貸切船用(天ぷら・お刺身5人盛り）

↑乗合船用(天ぷら・お刺身1人盛り）

　　　30％　　　　 50％ 　　　80％ 　100％ 

　    30％　　    50％　 　 80％ 　 100％ 

↑Chartered Cruise: 5Person Set 

　　　30％　　　　　 50％ 　　　80％ 　  100％ 

　　　30％　　　　 50％ 　　　80％ 　    100％ 

・The Aoi course is 10000 yen plus tax.
※1・The Maihime course is 10000 yen plus tax. 

※1Only available when over half of the guests are female. 

・The Irodori course is 12000 yen plus tax. 
・The Miyabi course is 15000 yen plus tax. 

※2・The Ran course is 8000 yen plus tax.

※2Only available for departures up until 15:00. 

■Crusing Time: 2 hours and 30 minutes or less. 
■Departure Time: Customers can select a time between 10:00-19:30
■Route: Choose between 4 courses. 

11 ～ 20 days before  2 ～ 10days before     day before   　day of 　 

 

10 ～ 3 days before    2 days before    day before        day of 　 

 

Chartered cruises                                       Require a minimum of 10 people from Mondays to
                                           Thursdays. On Fridays, Saturdays, and Sundays a 
minimum of 15 people is required. (During high season from Monday to 
Thursday a minimum of 15 people is required and on Friday, Saturday, 
Sunday and holidays a minimum of 20 people is required). 

・Children of junior high school age and above are adult's price. 
Elementary school age and below are half adult's price. 

■Drinks: beer, Japanese sake, whiskey, 
　high balls, plum wine, shochu, juice, 
　cola, ginger ale, oolong tea, green tea, 
　and assorted cocktails. 
■How to make a reservation: fill in the
　reservation form or reserve on the telephone 
　(in Japanese only). 
■How to process payment: All payment must 
　be completed in advance either by bank 　
　transfer or bank deposit. 
■Boarding: Please arrive at the boarding 
place at least 15 minutes in advance, and 
complete all pre-boarding proceedures. 
■Cancelation policy

For shared cruising           Reservations must be made in groups of 2 people or more. 
■Cruising time: 2 hours and 30 minutes or less. 
■Days of deparature:   Friday　  Saturday　 Sunday 
■Departure Times:        19:00           18:00          17:30
■Price: 10000 yen plus tax (includes cruising fee, food, and all you can drink). 
■Courses: Odaiba, Sumida River Course and Tokyo Sky Tree Course 
■Hirai Course (tempura, and personal sashimi assortment plate). 

■How to make a reservation: fill in the 
   reservation form/view the shared
   cruising calendar online or by telephone. 

■How to pay: full payment is required in advance (by bank transfer or online payment)
■Boarding: please arrive at least 15 minutes in advance prior to your departure and 
                     complete all pre-boarding proceedures. 
■Cancelation policy

※Karaoke is not available on shared cruising. 

 ※In some cases where there is still room on a shared cruise we may accept 
  phone bookings up until 11:00 on the day of cruising. 

■For bookings the day before or the day of please make a reservation by phone 
  before 11:00. 

■A minimum of 10 people is required for cruising. If the goal of 10 people is  
  not met the cruise may be canceled or it maybe be moved to another day.
  In this case you will be contacted by the boat company.

■Drinks: beer, Japanese sake, whiskey,  
                high balls, plum wine, shochu, 
                juice,cola, ginger ale, oolong tea, 
                green tea, and assorted cocktails. 

■Dining Course: (price is per person including tax and includes all food and 
                               all you can drink). 

■For online bookings for shared cruising we 
  accept booking until the day before at 20:00. ↑Shared Cruise: 1 Person Set
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周遊コース

乗船場案内図

※

※

※

電車の方：JR品川駅　高輪口 下車　徒歩 9分 /京浜急行　北品川駅 下車　徒歩 3分
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Route

Sumida River (cherry blossom) 
Tokyo Sky Tree Course 

Odaiba, Tokyo Bay Course 

Odaiba Sumida River Course 

Odaiba Tokyo Gate Bridge Course 

Shared cruising will be 
one of the above courses. 

By train: Take the JR Yamanote Line to Shinagawa. It's a 9 minute 
                walk from the Takanawa exit. 
                Take the Keihin Kyuko to Kita Shinagawa. It's a 3 minute 
                walk from the station. 

Boarding place guide 
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