実施：2019.01.01～
更新会員実施日：2019.04.01～

帆船「やまゆり」料金表
会員年会費
正会員

賛助会員

法人会員

協賛会員

年会費

３０，０００円/年

１２，０００円/年

１００，０００円/年

１，０００，０００円/年

入会金

3,000円

3,000円

5,000円

１００，０００円

会員権限

総会出席・議決権
乗船回数無制限
ゲストカード3枚/年
（1年間有効）

乗船カード４枚/年
（1年間有効）

乗船カード４０枚/年
（1年間有効）

セール・旗・吹流し等
による社名等掲揚、
その他チャーター等ご要望に
お応えします。

※入会ご希望の方は、下記連絡先のホームページかお電話でご連絡下さい。
※会員登録の際には、氏名・住所・郵便番号・いつもご連絡の取れる電話番号やメールアドレス・年齢・性別をお知らせ下さい。また、ヨットの経験や船舶免許の有無等もお知らせ下さい。
※「やまゆり」は、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」「海上衝突予防法」「海上交通安全法」「各条例」等を遵守した運航を行っています。
※「やまゆり」は、ヨット・モーターボート総合保険に加入しており、乗船から下船までに対応し、乗船中の皆様に安心してご利用頂けるよう心掛けています。
※「やまゆり」の運営（クルーや桟橋要員、メンテナンス作業、そして受付等）は、会員の皆様の無償のボランティ活動で成り立っています。
※毎年２月頃は、「やまゆり」の定期整備期間となり、各種催しは行われませんが、マストや船体のニス塗り、船底・船腹・ドッグハウス等の塗装作業が会員の皆様の手によって行われています。
※クルーとし積極的に活動の参加のご協力いただける方は、正会員にご入会頂き、月に2~3回の活動(クルー、メインテナンス等）参加と船長や運航担当者の推薦によって活躍していただけるプログラムもございます。

連絡先：
やまゆり倶楽部（事務局）
〒251-0036
神奈川県藤沢市江の島1-12-2
江ノ島ヨットハーバー内

会費等お支払い口座：
会費振込口座（郵便振替）：
00120-7-393821
やまゆり倶楽部

お電話でのお申込み：

パソコンやスマートフォン等からのお申込み：

受付時間： 9：30～16：30（土・日・祝日除く）
TEL ： :0466-90-3824
FAX ： 0466-90-3825

ホームページ：
http://yamayuri-club.jp/
E-MAIL ： info@yamayuri-club.jp

チャーター料金振込口座：
かながわ信用金庫 六会支店
（普）2104178
ＮＰＯ法人帆船やまゆり保存会

セーリング / クルーズ（例会）料金 （平日、土・日、祝日 共通）
セーリング/クルーズ

体験セーリング
10時,11時半,14時,15時半出港

目安時間

１時間

乗船者（大人1人料金）
基本現金料金(非会員)
ⓐ １、５００円/１セーリング
小学生５００円（大人引率）
未就学児無料 ※1
（大人引率、ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ持参）

催行人員

正会員

正会員のゲスト

賛助会員及び法人会員

賛助会員のゲスト

無料

ゲストカード１枚/終日
ｏｒ
ⓐ 現金料金

乗船カード１枚/終日
or
ⓐ 現金料金

乗船カード１枚/２セーリング/日
乗船カード２枚/終日
or
ⓐ 現金料金

大人5名以上
２０名以内

ショート・クルーズ
10時出港
葉山、えぼし岩、相模湾中央
方面

３時間

ⓑ ３、０００円/１クルーズ
小学生半額（大人引率）
未就学児無料 ※1
（大人引率、ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ持参）

無料

ゲストカード１枚/１クルーズ
ｏｒ
ⓑ 現金料金

乗船カード１枚/１クルーズ
or
ⓑ 現金料金

乗船カード２枚/１クルーズ
or
ⓑ 現金料金

大人５名以上
２０名以内

サンセット・クルーズ
15時出港（10～3月）
16時出港（6～9月）
葉山、えぼし岩、相模湾中央
方面

2時間

ⓒ ３、０００円/１クルーズ
小学生半額（大人引率）
未就学児無料 ※1
（大人引率、ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ持参）

無料

ゲストカード１枚/１クルーズ
ｏｒ
ⓒ 現金料金

乗船カード１枚/１クルーズ
or
ⓒ 現金料金

乗船カード２枚/１クルーズ
or
ⓒ 現金料金

大人５名以上
２０名以内

海水浴クルーズ
10時出港
海水浴1.5～2ｈｒ
江の島海岸沖、葉山海岸沖

３－４時間

ⓓ ４、０００円/１クルーズ
小学生半額（大人引率）
未就学児無料 ※1
（大人引率、ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ持参）

無料

ゲストカード１枚/１クルーズ
ｏｒ
ⓓ 現金料金

乗船カード１枚/１クルーズ
or
ⓓ 現金料金

乗船カード２枚/１クルーズ
or
ⓓ 現金料金

大人５名以上
２０名以内

一日クルーズ
10時出港
葉山方面

４ー６時間

ⓔ ６、０００円/１クルーズ
小学生半額（大人引率）
未就学児は乗船できません。

無料

ゲストカード１枚/１クルーズ
ｏｒ
ⓔ 現金料金

乗船カード１枚/1クルーズ
or
ⓔ 現金料金

乗船カード２枚/１クルーズ
or
ⓔ 現金料金

大人5名以上
２０名以内

一泊２日クルーズ
10時出港
熱海・保田など

-

ⓕ ６、０００円/１日
小学生半額（大人引率）
未就学児は乗船できません

ⓕ 現金料金の半額/日

ⓕ 現金料金/日
2日目はゲストカード1枚使用可

ⓕ 現金料金/日

ⓕ 現金料金/日

大人１０名以上
２０名以内

ⓖ 現金料金と同じ

ⓖ 現金料金と同じ

ⓖ 現金料金と同じ

ⓖ 現金料金と同じ

３時間

ⓖ ６、０００円/１クルーズ
小学生半額（大人引率）
未就学児は乗船できません

２時間

ⓗ ５、０００円/１クルーズ
小学生半額（大人引率）
未就学児は乗船できません

鎌倉花火クルーズ
17時出港
（７月下旬予定）

ⓗ 現金料金と同じ
江ノ島花火クルーズ
17時40分出港
（１０月中旬予定）

※1 ・・・自分で座ることができる未就学児に限る

大人５名以上
２０名以内

予約申し込みが多数の場合、一週前に抽選を行って、当選者を発表させて頂きます。

ⓗ 現金料金と同じ

ⓗ 現金料金と同じ

予約申し込みが多数の場合、一週前に抽選を行って、当選者を発表させて頂きます。

ⓗ 現金料金と同じ
大人５名以上
２５名以内

チャーター料金
チャーター・クルーズ

目安時間

シーズン

乗船者代表（申込者）

平日・休日

催行人員

非会員

正会員

賛助会員及び法人会員

土日・祝祭日

１５０，０００円/日

１２０，０００円/日

１４０，０００円/日

平日

１３０，０００円/日

１００，０００円/日

１２０，０００円/日

土日・祝祭日

１３０，０００円/日

１００，０００円/日

１２０，０００円/日

平日

１１０，０００円/日

９０，０００円/日

１００，０００円/日

土日・祝祭日

１２０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

１００，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

１１，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

平日

１００，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

８０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

９０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

土日・祝祭日

１００，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

８０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

９０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

平日

８０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

６０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

７０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

８０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

６０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

７０，０００円/１ｸﾙｰｽﾞ

５～１０月
１日コース
10：00～17：00
(日没のすこし前に帰港）

６－７時間
１１～４月

５～１０月

半日コース
10：00～13：00
or
13：00～16：00
(日没のすこし前に帰港）

３時間
１１～４月

サンセットコース
1４：00～18：00の間の2時間
(日没のすこし前に帰港）

２時間

オールシーズン

オールデイ

協賛チャーター

最大７時間

オールシーズン

オールデイ

２００，０００円～/日
設定内容による

※ご利用方法等、お気軽に事務局または当倶楽部の企画・運航担当までご相談下さい。ご要望にお応え致します。

桟橋係留時使用料金（船上でのパーティ等ご利用料金）
利用可能時間

時間

１０時～１７時

３時間

平日・休日

乗船者代表（申込者）

ご利用人数

正会員

賛助会員及び法人会員

土日・祝祭日

２０，０００円

３０，０００円

平日

１５，０００円

２０，０００円

※桟橋係留時使用料金とは、出航予定がなく、桟橋に係留された状態で、飲食や談話などで『やまゆり』をご利用する時の料金です。

大人３０名以内

大人２０名以内

価格表補足説明 （必ずお読みください。）
予約とキャンセル
●事前にホームページか電話（土・日・祝日を除く）でご連絡下さい。
●当日の状況によっては、出航が出来ない場合もありますので、お申込みの際には、必ずご連絡のとれる携帯電話番号やメールアドレスをお知らせ下さい。
●チャーターのお申し込みは、必ず代表者の方が申し込んでください。（当日乗船出来なくとも必ずお願いします。）
●チャーターのご予約に付いては、ご入金（振込）の確認が出来た時点で予約確定とさせて頂きます。
●チャーターのキャンセルは、３日前までにお願いします。 この期日を過ぎた場合には、キャンセル料として３万円が必要となります。
●ゲストカード・乗船カードを会員様から譲渡されたお客様のご利用は、会員様ご本人からのお申込みが必要です。
●当日、乗船定員に達していない場合は、「やまゆり」の現場でもご乗船のお申し込みを受付ます。
●ご都合により予約をキャンセルされる方は、必ず事前にご連絡下さい。

ご利用料金のお支払い方法
●料金表記載の通り、現金・ゲストカード・乗船カードをご利用頂けます。
●お支払いは、現場受付もしくは乗船時に現金（ゲストカード/乗船カード含む）でお支払い下さい。
●チャーターの場合は、事前に当会指定の口座へお振込み下さい。

催行実施の目安
●催行の実施判断目安は、パソコンやスマートフォン等で、江ノ島ヨットハーバーの「現在の気象情報」「現在の出艇状況」のURLから確認して頂けます。
「現在の気象情報」： （雨量・風速）

http://www.s-n-p.jp/enoshima-yacht-harbor/weather_info.html
「現在の出艇状況」： （出艇禁止の赤フラグ）

http://www.s-n-p.jp/enoshima-yacht-harbor/sailing_info.html
催行の判断は、午前の部は９時、午後の部は１３時の段階で決定し発表しますので、当日9時以降にお電話またはホームページをご確認ください。
雨量は、１時間当たり２ｍｍ以上の場合は催行を取り止めとし、事務局からのご連絡も致しません.
風速の判断は微妙で、風速１０ ｍ/ｓ程度でも安定している場合もありますが、基本的には低気圧の接近や海況悪化を考慮してハーバーから出される出艇禁止の「赤フラグ」がおおよその目安です。
上記サイトをご覧になれない方は、事務局にご連絡下さい。
●目的地とセーリング/クルーズ等の実施は、上記の実施判断目安に基づいて、当日の目的地の状況・天候および海況によって船長が判断します。
●目的地は、当日の目的地の状況や天候および海況によって変更される事があります。
●ご利用時間は、季節・海況・気象等の諸条件によって変わってきます。
●催行人員は、ホームページ上で不足していても、当日の参加申し込みもあるので、ご自身で判断されずに必ず当日確認を行って下さい。 当日催行最低人数に達した場合には催行を実施します。

ゲストカード・乗船カード
●ゲストカードと乗船カードのご利用は、会員が現存会員である事が必要です。
●既に発行されている有効期限が記載されていないゲスト・カードは、２０２１年（平成３３年）末までご利用頂けます。
●既に発行されている有効期限が記載されていない乗船カードは、２０１８年（平成３０年）末までのご利用で終了となります。
●一度に使用出来る正会員のゲストカードは、５名（５枚）までです。
●一度に使用出来る賛助会員の乗船カードは、会員を除いて、５名（１０枚）までです。
●一度に使用出来る法人会員の乗船カードは、１０名（２０枚）までです。
●乗船カードの追加購入は、一般会員の年会費分の金額で乗船カード４枚の購入が出来ます。
●チャーターでは、ゲストカードや乗船カードのご利用は出来ません。 別途チャーター料金が必要です。

乗船時のお願い
●出港時間の３０分程前にはお集まり下さい。皆様の安全確保の為に出港前準備やご説明をさせて頂きます。
●会員の方は、会員証をご持参下さい。 受付時に拝見させて頂きます。
●乗船中、海水浴中は、必ずライフジャケット着用して頂きます。
●ライフジャケットは、準備しておりますが、小人用ライフジャケットはサイズ等にも制限があるので、出来るだけご自身で事前にご用意下さい。
●裸足やヒールが尖ったり高い靴はご遠慮下さい。出来るだけ平で滑りにくい底の靴でご乗船下さい。
●洋上では、陸上とは異なり、急に冷たい風が吹いたり雨が降ったりします。ウィンドブレーカーやレインパーカ等天候に対応できる服装をご用意下さい。
●マリントイレ（ヘッド）をご使用になれますが、一般のトイレとは異なりますので、ご使用方法を守ってお使い下さい。
●危険物等（花火等も含む）の持ち込みはご遠慮下さい。
●飲食物の持ち込みは出来ますが、火気厳禁です。
●持ち込まれた、ガラス容器等は割れ防止対策を必ず行い、ごみは必ずお持ち帰り下さい。
●夏場のクルーズご参加の際は必ず熱中症対策をお願いします。
●衣服等が濡れる場合がありますので、着替え等をご持参ください。
●手荷物の落下にはご注意ください。メガネと帽子には落下防止のヒモがあると安心です。
●乗り物酔いをしやすい方は事前に酔い止めをご用意ください。
●乗船中は、スタッフの指示に必ず従ってください。
●広報の一環として参加者を撮影することがございます。撮影した画像は予告なく、印刷物やホームページなどで紹介することがありますので予めご了承ください。

セーリング/クルーズ料金（平日、土・日、祝日 共通）補足
●体験セーリングの終日とは、同一日内に複数の体験セーリングに参加出来る事を意味しています。
●目的地における飲食代等は、ご自身で別途お支払い下さい。

チャーター料金補足
●目的地については、当会の準備した設定の中から選択して頂きます。
ただし、協賛チャーターは お客様のご意向で時間コースなどを設定いたします。（但し、安全確保が可能な範囲で）
●協賛チャーターは、必要とされる人員・時間・事務費等で金額が異なってまいりますので、事務局または当クラブの企画・運航担当までご相談下さい。

桟橋係留時使用料金（船上でのパーティ等ご利用料金）補足
●桟橋係留時使用料金のお支払いについては、乗船時に現金でお支払い下さい。
●チャーターの際、天候等の事情で、出航出来なかった時にもご利用頂けます。
●船内には、小さなギャレー（台所）があり、流し台と水タンク（飲料不適）の水をご使用頂けます。
●電気は、桟橋の給電ボックスから延長ケーブル（やまゆりに常備）を引いてご使用頂けます。
●係留中、トイレの使用は出来ないので、ハーバー内施設をご利用下さい。

