
消費税10%込

全長 幅 置場 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

年払 ￥55,000 ￥82,500 ￥330,000 ×1 ￥27,500 ￥60,000 ￥527,500 ￥527,500 ￥350,000

半年払 ￥55,000 ￥85,350 ￥170,500 ×2 ￥28,450 ￥60,000 ￥370,850 ￥541,350 ￥361,000

月払 ￥55,000 ￥93,600 ￥31,200 ×12 ￥31,200 ￥62,400 ￥304,600 ￥585,400 ￥394,400

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 ￥96,300 ￥385,000 ×1 ￥32,100 ￥64,200 ￥600,500 ￥600,500 ￥405,000

半年払 ￥55,000 ￥99,000 ￥198,000 ×2 ￥33,000 ￥66,000 ￥418,000 ￥616,000 ￥416,000

月払 ￥55,000 ￥107,250 ￥35,750 ×12 ￥35,750 ￥71,500 ￥341,000 ￥662,750 ￥449,000

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

年払 ￥55,000 ￥112,800 ￥451,000 ×1 ￥37,600 ￥75,200 ￥694,000 ￥694,000 ￥471,000

半年払 ￥55,000 ￥115,500 ￥231,000 ×2 ￥38,500 ￥77,000 ￥478,500 ￥709,500 ￥482,000

月払 ￥55,000 ￥126,600 ￥42,200 ×12 ￥42,200 ￥84,400 ￥392,600 ￥772,400 ￥526,400

年払 ￥55,000 ￥161,400 ￥645,350 ×1 ￥53,800 ￥107,600 ￥969,350 ￥969,350 ￥665,350

半年払 ￥55,000 ￥165,000 ￥330,000 ×2 ￥55,000 ￥110,000 ￥660,000 ￥990,000 ￥680,000

月払 ￥55,000 ￥183,450 ￥61,150 ×12 ￥61,150 ￥122,300 ￥544,200 ￥1,094,550 ￥753,800

年払 ￥55,000 ￥126,600 ￥506,000 ×1 ￥42,200 ￥84,400 ￥772,000 ￥772,000 ￥526,000

半年払 ￥55,000 ￥129,300 ￥258,500 ×2 ￥43,100 ￥86,200 ￥529,000 ￥787,500 ￥537,000

月払 ￥55,000 ￥140,250 ￥46,750 ×12 ￥46,750 ￥93,500 ￥429,000 ￥849,750 ￥581,000

年払 ￥55,000 ￥143,100 ￥572,000 ×1 ￥47,700 ￥95,400 ￥865,500 ￥865,500 ￥592,000

半年払 ￥55,000 ￥145,800 ￥291,500 ×2 ￥48,600 ￥97,200 ￥589,500 ￥881,000 ￥603,000

月払 ￥55,000 ￥159,600 ￥53,200 ×12 ￥53,200 ￥106,400 ￥480,600 ￥959,400 ￥658,400

年払 ￥55,000 ￥162,300 ￥649,000 ×1 ￥54,100 ￥108,200 ￥974,500 ￥974,500 ￥669,000

半年払 ￥55,000 ￥165,000 ￥330,000 ×2 ￥55,000 ￥110,000 ￥660,000 ￥990,000 ￥680,000

月払 ￥55,000 ￥178,800 ￥59,600 ×12 ￥59,600 ￥119,200 ￥531,800 ￥1,068,200 ￥735,200

年払 ￥55,000 ￥181,500 ￥726,000 ×1 ￥60,500 ￥121,000 ￥1,083,500 ￥1,083,500 ￥746,000

半年払 ￥55,000 ￥184,350 ￥368,500 ×2 ￥61,450 ￥122,900 ￥730,750 ￥1,099,250 ￥757,000

月払 ￥55,000 ￥200,850 ￥66,950 ×12 ￥66,950 ￥133,900 ￥590,600 ￥1,193,150 ￥823,400

年払 ￥55,000 ￥214,500 ￥858,000 ×1 ￥71,500 ￥143,000 ￥1,270,500 ￥1,270,500 ￥878,000

半年払 ￥55,000 ￥217,350 ￥434,500 ×2 ￥72,450 ￥144,900 ￥851,750 ￥1,286,250 ￥889,000

月払 ￥55,000 ￥236,550 ￥78,850 ×12 ￥78,850 ￥157,700 ￥685,800 ￥1,395,450 ￥966,200

※10m以上の艇でダブルバースをシングルバース利用することができます。その際はすべての利用料を1.4倍とします。

※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）

桟橋
（ダブルバース）

桟橋
（ダブルバース）

桟橋
（ダブルバース）

桟橋
（ダブルバース）

7m～8m以下 3.6m以内

8m～9m以下 ４m以内 ヤード

利用料

桟橋
（ダブルバース）

5m～6m以下 3.0m以下

桟橋
（ダブルバース）

6m～7m以下 3.0m以下 ヤード

7m～8m以下 3.0m以下 ヤード

プレジャーボート(陸置、海上係留ダブルバース）料金表

6m以内 3.6m以内

6m～7m以下 3.6m以内

スロープで揚降不可能で、揚降施設で揚降可能な艇

ヤード

桟橋
（ダブルバース）

桟橋
（ダブルバース）

8m～9m以下 3.6m以内

9m～10m以下 3.6m以内

10m～11m以下 3.6m以内

※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。

11m～12m以下 3.6m以内

12m～13m以下 3.6m以内

※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。

13m以上 3.6m以内
桟橋

（ダブルバース）
相談


