
パーティー資料



仮予約 [ 仮予約日から1週間 ]

本予約（※1）

打ち合わせ [ 本予約日から1週間以内 ]

申込書のご提出 [ 打ち合わせ日から1週間以内 ]

前金のお支払い（※2） [ 当日の10日前まで ]

当日

当日までの流れ

※1 本予約後のキャンセルにつきましては、キャンセル料の対象となります。
※2 前金の金額はプランによって異なります。詳細は別紙をご参照下さい。

パーティープランパーティープランパーティープランパーティープラン

時間

DAY

SUNSET

NIGHT

12:30-14:30

16:00-18:00

19:30-21:30

6,300円からのリーズナブルな価格と、
30名からの保障人数で御利用いただけるお手軽プラン。

～～～～カジュアルプランカジュアルプランカジュアルプランカジュアルプラン～～～～

船種・ご利用人数・ご料金

船種 ご利用人数 ご料金

50名様～ 上記の通り

40～49名様 上記の料金+500円/名

30～39名様 上記の料金+1,000円/名

Marco Polo

■ セッティング費として6,000円の料金を別途頂戴いたします。
■ 桟橋使用料として10,000円の料金を別途頂戴いたします。
■ フリードリンクの料金は2時間の場合の料金です。
■ 当日の運航状況により、着岸時間の前後がある場合がございます。
■ 価格は全て税込価格となります。

ドリンク

カジュアル（5品）

スタンダード（7品）

スタンダード（7品）＆
ウェルカムスパークリングワイン

ビール/ワイン（赤白）/缶酎ハイ/ウーロン茶/オレンジジュース

ビール/ワイン（赤白）/マカディア/スミノフ/
ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

ビール/ワイン（赤白）/マカディア/スミノフ/
ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

＆ウェルカムスパークリングワイン

※スタンダード（7品）＆ウェルカムスパークリングワインは、スタンダード（7品）の料金+500円/名
となります。

※スタンダード（7品）は、カジュアル（5品）の料金+500円/名となります。

フード

各ランクの中からお好きなジャンルをお選びいただけます。

フィンガーフード(5品)

カジュアル(7品)

スタンダード（10品）

デラックス（12品）

※カジュアル（7品）は、フィンガーフード（5品）の料金+500円/名となります。

※スタンダード（10品）は、カジュアル（7品）の料金+500円/名となります。

※デラックス（12品）はスタンダード（10品）の料金+500円/名となります。

フィンガーフード5品

イタリアン7品/ヘルシー7品

イタリアン10品/ヘルシー10品

イタリアン12品/ヘルシー12品

オプション

時間延長

ウェルカムドリンク

カメラマン

30分につき1,000円/名

シャンパン 1,000円/スパークリングワイン 500円

25,000円

航路

パレットタウン パレットタウン-お台場-レインボーブリッジ-パレットタウン

カジュアルプラン

●●●● ブッフェブッフェブッフェブッフェ料理料理料理料理12121212品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク7777品品品品 8,3008,3008,3008,300円円円円

●●●● フィンガーフードフィンガーフードフィンガーフードフィンガーフード5555品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク5555品品品品 6,3006,3006,3006,300円円円円

●●●● ブッフェブッフェブッフェブッフェ料理料理料理料理7777品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク7777品品品品 7,3007,3007,3007,300円円円円

プラン例） 50名様でご利用の場合

●●●● ブッフェブッフェブッフェブッフェ料理料理料理料理10101010品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク7777品品品品 7,8007,8007,8007,800円円円円

※ご利用人数によって料金が異なります。詳しくは下記をご参照下さい。

[[[[DJDJDJDJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易PAPAPAPA設備設備設備設備////消費税消費税消費税消費税 ]]]]



仮予約 [ 仮予約日から1週間 ]

本予約（※1）

打ち合わせ [ 本予約日から1週間以内 ]

申込書のご提出 [ 打ち合わせ日から1週間以内 ]

前金のお支払い（※2） [ 当日の10日前まで ]

当日

当日までの流れ

※1 本予約後のキャンセルにつきましては、キャンセル料の対象となります。
※2 前金の金額はプランによって異なります。詳細は別紙をご参照下さい。

パーティープランパーティープランパーティープランパーティープラン

フォーマルなパーティーにも対応するベーシックプラン。
パーティーの内容にあわせ、最適なプランをお選び下さい。

ベーシックプラン

●●●● フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク5555品品品品 6,5006,5006,5006,500円円円円

●●●● ブッフェブッフェブッフェブッフェ料理料理料理料理7777品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク5555品品品品 8,5008,5008,5008,500円円円円

時間

DAY

SUNSET

NIGHT

12:30-14:30

16:00-18:00

19:30-21:30

●●●● ブッフェブッフェブッフェブッフェ料理料理料理料理10101010品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク7777品品品品 9,5009,5009,5009,500円円円円

プラン例）

●●●● ブッフェブッフェブッフェブッフェ料理料理料理料理12121212品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク7777品品品品 10,00010,00010,00010,000円円円円

～～～～ベーシックプランベーシックプランベーシックプランベーシックプラン～～～～

ベーシックプラン

航路

パレットタウン

大さん橋埠頭ビル

パレットタウン-お台場-レインボーブリッジ-パレットタウン

大さん橋-赤レンガ倉庫-みなとみらい-マリンタワー-ベイブリッジ-大さん橋

■ セッティング費として6,000円の料金を別途頂戴いたします。
■ パレットタウン発着の場合、桟橋使用料として10,000円の料金を別途頂戴いたし

ます。（準備片付でご乗船の場合は+10,000円）
■ 大さん橋埠頭ビル前発着の場合、桟橋使用料として5,000円/日の料金を別途頂

戴いたします。
■ パレットタウン発着の場合、トランスポート料として50,000円の料金を別途頂戴

いたします。
■ フリードリンクの料金は2時間の場合の料金です。
■ 当日の運航状況により、着岸時間の前後がある場合がございます。
■ 価格は全て税込価格となります。

ドリンク

カジュアル（5品）

スタンダード（7品）

スタンダード（7品）＆
ウェルカムスパークリングワイン

ビール/ワイン（赤白）/缶酎ハイ/ウーロン茶/オレンジジュース

ビール/ワイン（赤白）/マカディア/スミノフ/
ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

ビール/ワイン（赤白）/マカディア/スミノフ/
ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

＆ウェルカムスパークリングワイン

※スタンダード（7品）＆ウェルカムスパークリングワインは、スタンダード（7品）の料金+500円/名
となります。

※スタンダード（7品）は、カジュアル（5品）の料金+500円/名となります。

フード

各ランクの中からお好きなジャンルをお選びいただけます。

カジュアル(7品)

スタンダード（10品）

デラックス（12品）

※スタンダード（10品）は、カジュアル（7品）の料金+500円/名となります。
※デラックス（12品）はスタンダード（10品）の料金+500円/名となります。

イタリアン7品/ヘルシー7品

イタリアン12品/ヘルシー12品

イタリアン10品/ヘルシー10品

オプション

時間延長

ウェルカムドリンク

カメラマン

30分につき1,000円/名

シャンパン 1,000円/スパークリングワイン 500円

25,000円

船種・最低保障人数・発着場所

船種 最低保障人数 発着場所

CelebrityⅠ 平日50名様/週末60名様 パレットタウン/大さん橋埠頭ビル

CelebrityⅡ 平日60名様/週末75名様 パレットタウン/大さん橋埠頭ビル

※ 週末は金～日・祝日となります。

[[[[DJDJDJDJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易PAPAPAPA設備設備設備設備////消費税消費税消費税消費税 ]]]]



■ セッティング費として6,000円の料金を別途頂戴いたします。
■ パレットタウン発着の場合、桟橋使用料として10,000円の料金を別途頂戴いたし

ます。（準備片付でご乗船の場合は+10,000円）
■ 大さん橋埠頭ビル前発着の場合、桟橋使用料として5,000円/日の料金を別途頂

戴いたします。
■ パレットタウン発着の場合、トランスポート料として50,000円の料金を別途頂戴い

たします。
■当施設内で関連商品等の物品を販売される場合は、売上額(消費税込)

の10%を物販手数料として申し受けます。
■ フリードリンクの料金は2時間の場合の料金です。
■ 当日の運航状況により、着岸時間の前後がある場合がございます。
■ 価格は全て税込価格となります。

仮予約 [ 仮予約日から1週間 ]

本予約（※1）

打ち合わせ [ 本予約日から1週間以内 ]

申込書のご提出 [ 打ち合わせ日から1週間以内 ]

前金のお支払い（※2） [ 当日の10日前まで ]

当日

当日までの流れ

※1 本予約後のキャンセルにつきましては、キャンセル料の対象となります。
※2 前金の金額はプランによって異なります。詳細は別紙をご参照下さい。

シーズンシーズンシーズンシーズンプランプランプランプラン
気分は船上ビアガーデン！！

大人数でのパーティーをご予定の方は、こちらのプランが断然オトクです 。

新年会・歓送迎会プラン

●●●● CelebrityCelebrityCelebrityCelebrityⅠⅠⅠⅠ 4,5004,5004,5004,500円円円円～～～～
[[[[おつまみおつまみおつまみおつまみセットセットセットセット////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク（（（（5555品品品品））））////
乗船料乗船料乗船料乗船料（（（（2222時間時間時間時間））））/ / / / DJDJDJDJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易PAPAPAPA設備設備設備設備////消費税消費税消費税消費税 ]]]]

●●●● CelebrityCelebrityCelebrityCelebrityⅡⅡⅡⅡ 5,0005,0005,0005,000円円円円～～～～
[[[[おつまみおつまみおつまみおつまみセットセットセットセット////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク（（（（5555品品品品））））////
乗船料乗船料乗船料乗船料（（（（2222時間時間時間時間）））） ////DJDJDJDJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易PAPAPAPA設備設備設備設備////消費税消費税消費税消費税 ]]]]

航路

パレットタウン

大さん橋埠頭ビル

パレットタウン-お台場-レインボーブリッジ-パレットタウン

大さん橋-赤レンガ倉庫-みなとみらい-マリンタワー-ベイブリッジ-大さん橋

最低保障人数・発着場所

最低保障人数 発着場所

CelebrityⅠ 100名様 パレットタウン/大さん橋埠頭ビル

CelebrityⅡ 120名様 パレットタウン/大さん橋埠頭ビル

時間

DAY

SUNSET

NIGHT

12:30-14:30

16:00-18:00

19:30-21:30

ドリンク
カジュアル（5品）

スタンダード（7品）

スタンダード（7品）＆

ウェルカムスパークリングワイン

ビール/ワイン/缶酎ハイ/ウーロン茶/オレンジジュース

ビール/ワイン（赤白/マカディア/スミノフ/
ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

ビール/ワイン（赤白）/マカディア/スミノフ/
ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

＆ウェルカムスパークリングワイン

※スタンダード（7品）＆ウェルカムスパークリングワインはスタンダード（7品）の料金+500円/名
となります。

※カジュアル（5品）はスタンダードの料金-500円/名となります。

フード

各ランクの中からお好きなジャンルをお選びいただけます。

おつまみセット

カジュアル ＋1,000円/名

スタンダード ＋1,500円/名

デラックス ＋2,000円/名

イタリアン7品/ヘルシー7品

イタリアン10品/ヘルシー10品

イタリアン12品/ヘルシー12品

おつまみ3品

オプション

時間延長

ウェルカムドリンク

カメラマン

30分につき500円/名

シャンパン 1,000円/名 | スパークリングワイン 500円/名

25,000円



仮予約 [ 仮予約日から1週間 ]

本予約（※1）

打ち合わせ [ 本予約日から1週間以内 ]

申込書のご提出 [ 打ち合わせ日から1週間以内 ]

前金のお支払い（※2） [ 当日の10日前まで ]

当日

当日までの流れ

※1 本予約後のキャンセルにつきましては、キャンセル料の対象となります。

お花見クルーズプラン

時間

DAY

SUNSET

NIGHT

12:30-14:30

16:00-18:00

19:30-21:30

たっぷり2222時間時間時間時間30303030分分分分のクルージングでお花見を満喫し、7,7,7,7,333300000000円円円円からのリーズナブルな価格と、

30303030名名名名からの保障人数で御利用いただけるお手軽プラン。

お花見クルーズプラン(2時間30分)

●●●● ブッフェブッフェブッフェブッフェ料理料理料理料理12121212品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク7777品品品品 9,3009,3009,3009,300円円円円

●●●● フィンガーフードフィンガーフードフィンガーフードフィンガーフード5555品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク5555品品品品 7,3007,3007,3007,300円円円円

●●●● ブッフェブッフェブッフェブッフェ料理料理料理料理7777品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク7777品品品品 8,3008,3008,3008,300円円円円

プラン例） 50名様でご利用の場合

●●●● ブッフェブッフェブッフェブッフェ料理料理料理料理10101010品品品品////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク7777品品品品 8,8008,8008,8008,800円円円円

※ご利用人数によって料金が異なります。詳しくは下記をご参照下さい。

船種・ご利用人数・ご料金

船種 ご利用人数 ご料金

50名様～ 上記の通り

40～49名様 上記の料金+500円/名

30～39名様 上記の料金+1,000円/名

Marco Polo

フード

各ランクの中からお好きなジャンルをお選びいただけます。

フィンガーフード(5品)

カジュアル(7品)

スタンダード（10品）

デラックス（12品）

※カジュアル（7品）は、フィンガーフード（5品）の料金+500円/名となります。

※スタンダード（10品）は、カジュアル（7品）の料金+500円/名となります。

※デラックス（12品）はスタンダード（10品）の料金+500円/名となります。

フィンガーフード5品

イタリアン7品/中華7品/ヘルシー7品

イタリアン10品/中華10品/ヘルシー10品

イタリアン12品/中華12品/ヘルシー12品

■ セッティング費として6,000円の料金を別途頂戴いたします。
■ 桟橋使用料として10,000円の料金を別途頂戴いたします。
■ 当日の運航状況により、着岸時間の前後がある場合がございます。
■ 価格は全て税込価格となります。

ドリンク

カジュアル（5品）

スタンダード（7品）

スタンダード（7品）＆
ウェルカムスパークリングワイン

ビール/ワイン（赤白）/酎ハイ/ウーロン茶/オレンジジュース

ビール/ワイン（赤白）/マカディア/スミノフ/
ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

ビール/ワイン（赤白）/マカディア/スミノフ/
ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

＆ウェルカムスパークリングワイン

※スタンダード（7品）＆ウェルカムスパークリングワインは、スタンダード（7品）の料金+500円/名
となります。

※スタンダード（7品）は、カジュアル（5品）の料金+500円/名となります。

航路

パレットタウン
パレットタウン-東京タワー-大川端花見エリア-隅田公園
-レインボーブリッジーお台場ーパレットタウン

オプション
時間延長

ウェルカムドリンク

カメラマン

プロジェクター･スクリーン代

30分につき1,000円/名

シャンパン 1,000円/スパークリングワイン 500円

25,000円

20,000円



おおおお花見花見花見花見クルーズクルーズクルーズクルーズ航路航路航路航路
船上から眺める満開の桜並木を、じっくりご堪能できるクルージングプラン!
のんびりお花見コースを回遊しながら、お酒とビュッフェ料理でみんなで盛り上がりましょう!!
コースはお台場パレットタウンを出発し、隅田川を北上。たくさんの橋を潜り抜けたら、ダイナミックな
桜の名所浅草の「隅田公園」へ!
もちろんあのレインボーブリッジを潜ります!
たっぷり2時間30分のクルージングで、今年のお花見は船上で満喫しましょう!!!



■ セッティングとして6,000円の料金を別途頂戴いたします。
■ 桟橋使用料として10,000円の料金を別途頂戴いたします。
■ 時間延長は30分につき1000円の延長料がかかります。(フリードリンクの延長は

別途500円/30分となります。)
■ 当日の運航状況により、多少の時間の前後がある場合がございます。
■ 価格は全て税込価格となります。

仮予約 [ 仮予約日から1週間 ]

本予約（※1）

打ち合わせ [ 本予約日から1週間以内 ]

申込書のご提出 [ 打ち合わせ日から1週間以内 ]

前金のお支払い（※2） [ 当日の10日前まで ]

当日

当日までの流れ

※1 本予約後のキャンセルにつきましては、キャンセル料の対象となります。
※2 前金の金額はプランによって異なります。詳細は別紙をご参照下さい。

結婚式結婚式結婚式結婚式2222次会次会次会次会プランプランプランプラン””””カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル””””((((船種船種船種船種 : : : : マルコポーロマルコポーロマルコポーロマルコポーロ号号号号))))

航路

パレットタウン パレットタウン-お台場-レインボーブリッジ-パレットタウン

時間

DAY

SUNSET

NIGHT

12:30-14:30

16:00-18:00

19:30-21:30

ドリンク

スタンダード

デラックス

ビール/ワイン（赤白）/酎ハイ/ウーロン茶/オレンジジュース

ビール/ワイン（赤白）/マカディア/スミノフ/コーラ

ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

ウェディングオプション

ウェルカムドリンク

カメラマン

シャンパン 1,000円/スパークリングワイン 500円

30,000円

バルーンリリース代 要問合せ

ウェディングケーキ 要問合せ

船種・ご利用人数・ご料金

船種 ご利用人数 ご料金

50名様～ 上記の通り

40～49名様 上記の料金+500円/名

30～39名様 上記の料金+1,000円/名

Marco Polo

結婚式結婚式結婚式結婚式 2222次会次会次会次会プランプランプランプラン(50(50(50(50名様名様名様名様のののの場合場合場合場合))))

●●●●カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル 6,8006,8006,8006,800円円円円
[[[[プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター・・・・スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン////フィンガーフードフィンガーフードフィンガーフードフィンガーフード(5(5(5(5品品品品)/)/)/)/
フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク（（（（7777品品品品））））/DJ/DJ/DJ/DJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易PAPAPAPA機材一式機材一式機材一式機材一式////消費税消費税消費税消費税 ]]]]

●●●●スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード 7,3007,3007,3007,300円円円円
[[[[プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター・・・・スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン////ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェ料理料理料理料理(7(7(7(7品品品品)/)/)/)/
フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク（（（（7777品品品品））））/DJ/DJ/DJ/DJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易PAPAPAPA機材一式機材一式機材一式機材一式////消費税消費税消費税消費税 ]]]]

●●●●スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル 9,3009,3009,3009,300円円円円
[[[[プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター・・・・スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン////ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェ料理料理料理料理(12(12(12(12品品品品)/)/)/)/
ウェルカムシャンパンウェルカムシャンパンウェルカムシャンパンウェルカムシャンパン////フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク (7(7(7(7品品品品））））/DJ/DJ/DJ/DJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易
PAPAPAPA機材一式機材一式機材一式機材一式////消費税消費税消費税消費税 ]]]]

フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク、、、、ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェ料理料理料理料理、、、、プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター・・・・スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン、、、、DJ機材機材機材機材ががががセットセットセットセットでででで6800円円円円～～～～ごごごご案内案内案内案内!!

リーズナブルリーズナブルリーズナブルリーズナブルなななな料金料金料金料金でもでもでもでも、、、、素敵素敵素敵素敵なななな一日一日一日一日をををを演出演出演出演出できますできますできますできます。。。。

フード

各ランクの中からお好きなジャンルをお選びいただけます。

フィンガーフード(5品)

ビュッフェ料理(7品)

ビュッフェ料理（10品）

ビュッフェ料理（12品）

※ビュッフェ料理（7品）は、フィンガーフード（5品）の料金+500円/名となります。

※ビュッフェ料理（10品）は、ビュッフェ料理（7品）の料金+500円/名となります。

※ビュッフェ料理（12品）はビュッフェ料理（10品）の料金+500円/名となります。

フィンガーフード5品

イタリアン7品/ヘルシー7品

イタリアン10品/ヘルシー10品

イタリアン12品/ヘルシー12品



■ セッティングとして6,000円の料金を別途頂戴いたします。
■ パレットタウン発着の場合、桟橋使用料として10,000円の料金を別途頂戴いたし

ます。（準備片付でご乗船の場合は+10,000円）
■ Celebrityでのパレットタウン発着につきましては、東京発着料として50,000円の

料金を別途頂戴いたします。
■ 時間延長は30分につき1000円の延長料がかかります。(フリードリンクの延長は

別途500円/30分となります。)
■ 当日の運航状況により、多少の時間の前後がある場合がございます。
■ 価格は全て税込価格となります。

仮予約 [ 仮予約日から1週間 ]

本予約（※1）

打ち合わせ [ 本予約日から1週間以内 ]

申込書のご提出 [ 打ち合わせ日から1週間以内 ]

前金のお支払い（※2） [ 当日の10日前まで ]

当日

当日までの流れ

※1 本予約後のキャンセルにつきましては、キャンセル料の対象となります。
※2 前金の金額はプランによって異なります。詳細は別紙をご参照下さい。

航路

大さん橋埠頭ビル

パレットタウン

大さん橋-赤レンガ倉庫-みなとみらい-マリンタワー-ベイブリッジ-大さん橋

パレットタウン-お台場-レインボーブリッジ-パレットタウン

時間

DAY

SUNSET

NIGHT

12:30-14:30

16:00-18:00

19:15-21:15

ドリンク

スタンダード

デラックス

ビール/ワイン（赤白）/酎ハイ/ウーロン茶/オレンジジュース

ビール/ワイン（赤白）/マカディア/スミノフ/コーラ
ウーロン茶/オレンジジュース/ミネラルウォーター

フード

船種・最低保障人数・発着場所

船種 最低保障人数 発着場所

CelebrityⅠ 平日50名様/週末60名様 パレットタウン/大さん橋埠頭ビル

CelebrityⅡ 平日60名様/週末75名様 パレットタウン/大さん橋埠頭ビル

※ 週末は金～日・祝日となります。

ウェディングオプション

ウェルカムドリンク

カメラマン

シャンパン 1,000円/スパークリングワイン 500円

30,000円

バルーンリリース代 50,000円

ウェディングケーキ 50,000円～

●●●●デラックスデラックスデラックスデラックス 9,5009,5009,5009,500円円円円
[[[[プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター・・・・スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン////ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェ料理料理料理料理(10(10(10(10品品品品)/)/)/)/
フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク（（（（7777品品品品））））/DJ/DJ/DJ/DJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易PAPAPAPA機材一式機材一式機材一式機材一式////消費税消費税消費税消費税 ]]]]

●●●●スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル 11,00011,00011,00011,000円円円円
[[[[プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター・・・・スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン////ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェ料理料理料理料理(12(12(12(12品品品品)/)/)/)/
フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク（（（（7777品品品品））））/DJ/DJ/DJ/DJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易PAPAPAPA機材一式機材一式機材一式機材一式////
ウェルカムシャンパンウェルカムシャンパンウェルカムシャンパンウェルカムシャンパン////消費税消費税消費税消費税 ]]]]

フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク、、、、ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェ料理料理料理料理、、、、プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター・・・・スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン、、、、DJDJDJDJ機材機材機材機材がついてがついてがついてがついて9000900090009000円円円円～～～～ごごごご案内案内案内案内!!!!!!!!
最高最高最高最高のののの日日日日にににに最高最高最高最高ののののシチュエーションシチュエーションシチュエーションシチュエーションでででで、、、、一生一生一生一生のののの思思思思いいいい出出出出をつくりませんかをつくりませんかをつくりませんかをつくりませんか？？？？？？？？

●●●●スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード 9,0009,0009,0009,000円円円円
[[[[プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター・・・・スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン////ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェ料理料理料理料理(7(7(7(7品品品品)/)/)/)/
フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク（（（（7777品品品品））））/DJ/DJ/DJ/DJ機材機材機材機材・・・・簡易簡易簡易簡易PAPAPAPA機材一式機材一式機材一式機材一式////消費税消費税消費税消費税 ]]]]

各ランクの中からお好きなジャンルをお選びいただけます。

ビュッフェ料理(7品)

ビュッフェ料理（10品）

ビュッフェ料理（12品）

※ビュッフェ料理（10品）は、ビュッフェ料理（7品）の料金+500円/名となります。
※ビュッフェ料理（12品）はビュッフェ料理（10品）の料金+500円/名となります。

イタリアン7品/ヘルシー7品

イタリアン12品/ヘルシー12品

イタリアン10品/ヘルシー10品

結婚式結婚式結婚式結婚式 2222次会次会次会次会プランプランプランプラン プランプランプランプラン例例例例

結婚式結婚式結婚式結婚式2222次会次会次会次会プランプランプランプラン””””スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード””””((((船種船種船種船種 : : : : セレブリティセレブリティセレブリティセレブリティ1111号号号号／／／／2222号号号号))))
フリードリンクフリードリンクフリードリンクフリードリンク、、、、ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェ料理料理料理料理、、、、プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター・・・・スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン、、、、DJ機材機材機材機材ががががセットセットセットセットののののプランプランプランプラン。。。。

ゲストゲストゲストゲストもももも喜喜喜喜ぶぶぶぶ事間違事間違事間違事間違いいいい無無無無しのしのしのしの「「「「船上船上船上船上ウェディングウェディングウェディングウェディング」」」」をををを演出演出演出演出してみてはいかがでしょうかしてみてはいかがでしょうかしてみてはいかがでしょうかしてみてはいかがでしょうか。。。。



船船船船のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介
パーティーの内容にあわせて、お客様のご希望の船をお選びいただけます。

お気に入りの船の上から眺める東京湾・横浜港の極上の夜景を存分にお楽しみ下さい。

最高の開放感を体感できる屋上デッキと、
スタイリッシュな内装が特徴のCelebrityⅠでは、心地よい

潮風とともに東京湾・横浜港の光り輝く
イルミネーションをお楽しみいただけます。

スタイリッシュな外観と、広いイベントスペースが
特徴のCelebrityⅡでは、極上の夜景とともに、

ワンランク上のクルージングがご堪能いただけます。

カジュアルな内装と、揺れの少ない安定した走りが特徴
のマルコポーロでは、レインボーブリッジ・お台場・東京タ
ワー等の極上の夜景を、最高の開放感とともにご堪能い

ただけます。

■発着場所
東京 パレットタウン発着所
横浜 大さん橋埠頭ビル前発着所

■全長
23.8m
■全幅
8.0m

■総トン数
77トン

■定員
176名 （主催者様定員160名）

■平面図

■発着場所
東京 パレットタウン発着所
横浜 大さん橋埠頭ビル前発着所

■全長
22.5m
■全幅
9.0m

■総トン数
145トン

■定員
220名 （主催者様定員210名）

■平面図

■発着場所
東京 パレットタウン発着所（東京のみ）

■全長
23.94m

■総トン数
19トン

■定員
172名 （主催者様定員160名）

■平面図



アクセスアクセスアクセスアクセス

■お台場 パレットタウン発着所

みなとみらい線日本大通り駅3番出口（県庁・大さん橋）より徒歩8分。

みなとみらい線日本大通り駅の3番出口を出て右方向へ進み、次の大さん
橋入り口交差点を左方向へ。そのまま道なりに直進。大さん橋に向かう一
本道に入り、大さん橋の一番手前にある建物が大桟橋ふ頭ビルとなります。

※渋谷駅から東急東横線、直通みなとみらい線で最短36分（日本大通り
駅）

ゆりかもめ「青海」駅下車徒歩1分。
りんかい線「東京テレポート」駅下車徒歩5分。

■横浜 大さん橋埠頭ビル前発着所



フードメニューフードメニューフードメニューフードメニュー
パーティーの内容にあわせて、お客様のご希望のお料理をお選びいただけます。

フィンガーフードからイタリアン、中華、新鮮な野菜をふんだんに使用したヘルシーな料理まで、
お客様のご要望に幅広く対応いたします。

イタリアン ヘルシー

デラックスデラックスデラックスデラックス [12[12[12[12品品品品]]]]

スモークサーモンのマリネ

トマトとモッツァレラチーズ

魚介のマリネ

生ハムとフルーツ

カポナータ バケット添え

彩り野菜とポークのコブサラダ

チキンハーブ焼き

牛ほほ肉の煮込み フェットチーズ添え

白身のフリット トマトソース

海鮮パエリア風ピラフ

本日のパスタ

プチケーキ盛り合わせ

スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード [10[10[10[10品品品品]]]]

スモークサーモンのマリネ

トマトとモッツァレラチーズ

牛肉のカルパッチョ

水菜と蒸し鶏のサラダ

ローストポーク デミグラスソース

チキンのトマト煮込み

小海老のフリカッセ

本日のパスタ

本日のピラフ

プチケーキ盛り合わせ

カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル [7[7[7[7品品品品]]]]

洋風オードブル

スモークサーモンのマリネ

トマトとモッツァレラチーズ

シーザースサラダ

合鴨のスモーク オレンジ風味

フライドチキン・フライドポテト

ローストポーク サルサソース

本日のパスタ

デラックスデラックスデラックスデラックス [12[12[12[12品品品品]]]]

スモークサーモンのオードブル

トマトとモッツァレラチーズ

シーフードマリネ

枝豆と川海老の唐揚げ

彩り野菜とポークのコブサラダ

合鴨のスモークと木野子のマリネ

生ハムとオリーブ

チーズ盛り合わせ

冷製ローストビーフ

鮮魚のカルパッチョ

本日のパスタ

カットフルーツ

スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード [10[10[10[10品品品品]]]]

スモークサーモンのオードブル

トマトとモッツァレラチーズ

小海老のカクテルソース

枝豆と川海老の唐揚げ

水菜と蒸し鶏のサラダ

合鴨のスモークと木野子のマリネ

チーズ盛り合わせ

冷製ローストポーク

本日のパスタ

カットフルーツ

カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル [7[7[7[7品品品品]]]]

スモークサーモンとホタテのカナッペ

トマトとカッテージチーズのミント風味

小海老のカクテルソース

枝豆と塩茹で落花生

水菜と蒸し鶏のサラダ

冷製ローストポーク

本日のパスタ

※フィンガーフードはカジュアルプランの場合のみお選びいただけます。
※上記はあくまでも一例です。

船種、人数，季節等よって変わる場合がございます。予めご了承下さい。

※写真はイメージです。

フィンガーフード

[5[5[5[5品品品品]]]]

各種サラミ・チーズ盛り合せ

洋風串揚げ盛り合せ

サンドウィッチ

豚バラ肉のチーズ巻き大葉風味

季節のフルーツ盛り合せ

※セレブリティー1号・2号の場合

メニュ－が異なります。



ボトルボトルボトルボトルメニューメニューメニューメニュー
パーティーの内容にあわせて、お客様のご希望の銘柄をお選びいただけます。

スパークリングワインスパークリングワインスパークリングワインスパークリングワイン

フレシネ コルドン ネグロ
芳醇な香りのさっぱりとした辛口

5,000円

シャンパンシャンパンシャンパンシャンパン

モエ・エ・シャンドン ブリュットアンペリアル
世界に愛されている一品 ドライな辛口

8,000円

ヴーヴ・クリコ イエローラベル
さわやかな口当たりで 小気味よい辛口の味わい

9,000円

ドンペリニヨン
エレガントでドライな辛口 芸術の１品

25,000円

※ご予約は当日の7日前までにお願いいたします。
※マリーンシャトルを除く船にて承っております。

※全て税込み価格です。


