
全長 幅 支払方法 入会申込金 保証金
1ヶ月分の利

用料
保証システム
利用料

初回支払 初年度総額
2年目以降

総額

年払 ¥33,000 ¥11,000 ￥132,000 ×1 ¥11,000 ¥40,000 ¥216,000 ¥216,000 ¥152,000

半年払 ¥33,000 ¥11,350 ￥67,850 ×2 ¥11,350 ¥40,000 ¥152,200 ¥220,050 ¥155,700

月払 ¥33,000 ¥12,850 ￥12,850 ×12 ¥12,850 ¥40,000 ¥124,400 ¥240,050 ¥174,200

年払 ￥33,000 ￥8,250 ￥99,000 ×1 ￥8,250 ￥20,000 ￥160,250 ￥160,250 ￥119,000

半年払 ￥33,000 ￥8,500 ￥50,750 ×2 ￥8,500 ￥20,000 ￥112,250 ￥163,000 ￥121,500

月払 ￥33,000 ￥9,200 ￥9,200 ×12 ￥9,200 ￥20,000 ￥89,800 ￥172,600 ￥130,400

全長 幅 支払方法 入会申込金 保証金
1ヶ月分の利

用料
保証システム
利用料

初回支払 初年度総額
2年目以降

総額

年払 ¥33,000 ¥11,000 ￥132,000 ×1 ¥11,000 ¥40,000 ¥216,000 ¥216,000 ¥152,000

半年払 ¥33,000 ¥11,350 ￥67,900 ×2 ¥11,350 ¥40,000 ¥152,250 ¥220,150 ¥155,800

月払 ¥33,000 ¥12,850 ￥12,850 ×12 ¥12,850 ¥40,000 ¥124,400 ¥240,050 ¥174,200

年払 ￥33,000 ￥8,250 ￥99,000 ×1 ￥8,250 ￥20,000 ￥160,250 ￥160,250 ￥119,000

半年払 ￥33,000 ￥8,500 ￥50,750 ×2 ￥8,500 ￥20,000 ￥112,250 ￥163,000 ￥121,500

月払 ￥33,000 ￥9,200 ￥9,200 ×12 ￥9,200 ￥20,000 ￥89,800 ￥172,600 ￥130,400

全長 幅 支払方法 入会申込金 保証金
1ヶ月分の利

用料
保証システム
利用料

初回支払 初年度総額
2年目以降

総額

年払 ¥33,000 ¥5,100 ￥61,150 ×1 ¥5,100 ¥20,000 ¥119,250 ¥119,250 ¥81,150

半年払 ¥33,000 ¥6,150 ￥36,700 ×2 ¥6,150 ¥20,000 ¥95,850 ¥132,550 ¥93,400

月払 ¥33,000 ¥7,150 ￥7,150 ×12 ¥7,150 ¥20,000 ¥81,600 ¥145,950 ¥105,800

年払 ￥33,000 ￥4,600 ￥55,000 ×1 ￥4,600 ￥20,000 ￥112,600 ￥112,600 ￥75,000

半年払 ￥33,000 ￥5,500 ￥33,000 ×2 ￥5,500 ￥20,000 ￥91,500 ￥124,500 ￥86,000

月払 ￥33,000 ￥6,450 ￥6,450 ×12 ￥6,450 ￥20,000 ￥78,800 ￥136,850 ￥97,400

全長 幅 支払方法 入会申込金 保証金
1ヶ月分の利

用料
保証システム
利用料

初回支払 初年度総額
2年目以降

総額

年払 ￥55,000 ￥24,750 ￥297,000 ×1 ￥24,750 ￥60,000 ￥436,750 ￥436,750 ￥317,000

半年払 ￥55,000 ￥25,700 ￥154,000 ×2 ￥25,700 ￥60,000 ￥294,700 ￥448,700 ￥328,000

月払 ￥55,000 ￥28,450 ￥28,450 ×12 ￥28,450 ￥60,000 ￥228,800 ￥484,850 ￥361,400

利用料

利用料

利用料

キール付きヨット・大型ディンギー　料金表　(消費税10%込)

1.0m以下

※利用する船台が艇よりも大きい場合船台を含めた長さとします。

※月払いの最低利用期間は6ヶ月間です。

5m以下

4.5m以下

※保証システムは年度更新となり、更新料が20,000円かかります。

艇庫

ヤード

1.0m以下

1m以下

利用料

5m以下

ディンギー会員料金表（消費税10%込）

スロープで人力にて揚降可能な小型非動力艇

カヤック・カヌー会員料金表（消費税10%込）

スロープで人力にて揚降可能な小型非動力艇

SUP,ウインドサーフィン

艇庫

ヤード

ボード会員料金表(消費税10%込)

※艇の全長とは、概ね艇の最先端から最後端までの長さとします。

※利用する船台が艇よりも大きい場合船台を含めた長さとします。

※月払いの最低利用期間は6ヶ月間です。

5m以下 1.0m以下

※保証システムは年度更新となり、更新料が20,000円かかります。

※艇の全長とは、概ね艇の最先端から最後端までの長さとします。

5m以下

5m～6m以下 3.0m以下 ヤード

※艇の全長とは、概ね艇の最先端から最後端までの長さとします。

※利用する船台が艇よりも大きい場合船台を含めた長さとします。

※月払いの最低利用期間は6ヶ月間です。

2.0m以下

5m以下 2.0m以下

※保証システムは年度更新となり、更新料が20,000円かかります。

艇庫

ヤード



年払 ￥55,000 ￥29,350 ￥352,000 ×1 ￥29,350 ￥60,000 ￥496,350 ￥496,350 ￥372,000

半年払 ￥55,000 ￥30,250 ￥181,500 ×2 ￥30,250 ￥60,000 ￥326,750 ￥508,250 ￥383,000

月払 ￥55,000 ￥33,000 ￥33,000 ×12 ￥33,000 ￥64,800 ￥251,800 ￥548,800 ￥416,000

年払 ￥55,000 ￥34,850 ￥418,000 ×1 ￥34,850 ￥68,400 ￥576,250 ￥576,250 ￥438,000

半年払 ￥55,000 ￥35,750 ￥214,500 ×2 ￥35,750 ￥70,200 ￥375,450 ￥589,950 ￥449,000

月払 ￥55,000 ￥39,450 ￥39,450 ×12 ￥39,450 ￥77,400 ￥290,200 ￥645,250 ￥493,400

※動力付きで船検がある艇は、会員制の救助システム「BAN」への加入が必須となります。金額は艇の総トン数によって異なります。

入会金　10,000円 年会費　18,000円（5トン未満） ・ 36,000円（5～20トン未満） ・ 100,000円（20トン以上）

※利用する船台が艇よりも大きい場合船台を含めた長さとします。

※月払いの最低利用期間は6ヶ月間です。

6m～7m以下 3.0m以下

7m～8m以下 3.0m以下

※保証システムは年度更新となり、更新料が　20,000円かかります。

※艇の全長とは、概ね艇の最先端から最後端までの長さとします。

ヤード

ヤード


