
Entertainment Cruise　Yokohama

ロイヤルウイング　クルーズのご案内
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◆出航場所 （横浜港大さん橋国際客船ターミナルから出航）

都心からもアクセスの良いみなとみらい線（東急東横線・東京メトロ副都心線・西武鉄道・東武東上線　５社相互直通運転）

　　　　みなとみらい線日本大通り駅「県庁・大さん橋」２番出口より・・・  約７分 

　　　　　 JR京浜東北線（根岸線）「関内駅」南口より・・・・・・・・・・ 約２０分 

　　　　　 首都高速　湾岸線　横浜公園ランプより・・・・・・・・・・・・・ 約５分 

　　　　　 首都高速　横羽線　横浜公園ランプより・・・・・・・・・・・・・ 約５分 

　　　　　 首都高速　狩場線　阪東橋またはみなとみらいより・・・・・・・ 約１０分

電車

専用駐車場はございません。 

大さん橋に公営有料駐車場がござい
ます。（乗用車４００台、バス８台）

３時間まで・・・・・・・・５００円 

３時間以上24時間まで　１，０００円 

ご乗船のお客様はチケットカウンターにて割引
がございます。駐車券をご提示ください。 

１時間　１，０００円 

バスの駐車は予約制です。直接ご連絡をお
願いいたします。 

ご予約先　０４５ー２１２ー３３９６

割引料金

羽田空港・・・・・・・・・約３０分 

新横浜駅・・・・・・・・・約３０分 

東京駅・・・・・・・・・・約６０分 

鎌倉・・・・・・・・・・・約６０分 

東京ディズニーリゾート・・ 約７０分 

東京スカイツリー・・・・   約７０分

Access 観光バス利用およその所要時間

※当日の交通事情により異なります。

車

株式会社ロイヤルウイング　

駐車場

観光バス
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◆運航時間　・　お手続きについて

＜運航時間＞

ランチクルーズ　　　１２：００～１３：５０　[１１０分] 

ティークルーズ　　　１４：４５～１６：１５　　[９０分] 

ディナークルーズ　　１７：００～１８：５０　[１１０分] 

ディナークルーズ　　１９：３０～２１：２０　[１１０分]

※月曜日（祝日および１０月～１２月を除く）は運休日となります。
株式会社ロイヤルウイング　

出航の２０分前までに横浜港大さん橋国際客船ターミナルチケットカウンターにてチケットをお買い
求めになり、乗船手続きをお済ませください。時刻を過ぎますとご乗船になれない場合がございます。

＜お手続き＞

個人のお客様は２ヶ月前より、団体（１５名様以上）のお客様は１０ヶ月前よりご予約を承ります。
ご婚礼、全船貸切のお客様は、お問い合わせください。

＜ご予約＞
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◆クルーズについて

異国文化をいち早く迎えた歴史ある港町「横浜」 

かつて日本の玄関口として数々のドラマが生まれた場所「横浜港大さん橋」
より、ロイヤルウイングは出航します。心奪われるウォーターフロントの景
観と、創意を尽くした「美食」を愉みながらの極上クルージングで優雅な時
間をお過ごしください。

世界でも有数の規模を誇る「中華街」のある街、横
浜。だからこそ、あえて「中国料理」にこだわりま
した。ロイヤルウイングでは、卓越した料理技術は
もちろん、新鮮素材の仕入れからキッチンの設備に
至るまで、最高の状態で臨んでおります。お食事は
仕込み～調理まで船内で一貫して行います。洋上で
の大切な時間に本物の「中国料理」をご賞味いただ
けます。

創意を尽くした上質美食の中国料理を

爽やかな船上で至福の時を刻む　異国情緒溢れる横浜の風景とともに

株式会社ロイヤルウイング　
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◆クルーズコースと見所

　　　  
本牧ふ頭沖 

<クルーズコース>

株式会社ロイヤルウイング　

A

B C

D E

　　　  
昼・夜ともに異なるドラマチックなパノラマを求めて 

「みなとみらいの新しい街並や」「横浜の古い街並」
など、視界を遮るものがない船上では、横浜港周辺の
景色を大パノラマでご覧いただくことができます。 

それらの景色は「昼の顔」「夕方の顔」「夜の顔」を
持ち、訪れるたびに異なる姿で乗船されるお客様をお
出迎えします。

　　　  
みなとみらいの 
新しい街並

　　　  
横浜の古い街並

　　　  
ベイブリッジ下

　　　  
ベイブリッジからの 
みなとみらい

A
B

C

D

E
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◆ロイヤルウイングの基本コンセプト

ご乗船いただいたお客様がいかに楽しんでいただけるか・・・。

『横浜の魅力をあますことなく味わいつくす』 

これがロイヤルウイングのエンターテイメントクルーズ。

すべてはお客様の笑顔のために・・・・。

エンターテイメント 

Yokohama　Cruising　　　クルージング 

Gourmet　　　　　　　　  本格中国料理 

Music　　　　　　　　　　生演奏 

Balloon　art　　　　　　　バルーンアート

エンターテイメントレストラン船

株式会社ロイヤルウイング　
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◆船内デッキマップ

最大乗船人員　６３０名（着席４５０名）

Ａ
デ
ッ
キ

Ｂ
デ
ッ
キ

Ｃ
デ
ッ
キ

Ｄ
デ
ッ
キ

Ｅ
デ
ッ
キ

　　　　カサブランカ（特別室） 

　　　　サンデッキ
１

２

フリージア 

ラベンダー 

サンデッキ
ローズ 

マーガレット 

コスモス
ギフトショップ 

エントランス
カトレア

３

４
５
６
７
８

９

Ａデッキ

Ｂデッキ

Ｃデッキ

Ｄデッキ

Ｅデッキ
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◆船内デッキマップ

Ａデッキ

カサブランカ『高貴』という名をもつ部屋１ ２

プライベートデッキをもつ優雅な個室。上質なくつ
ろぎを求める方にピッタリなラグジュアリーな空間
が広がります。

サンデッキ

収容人数　１２名　部屋面積　４１．５㎡ 

室料　３０，０００円
どこまでも続く海の上をまるでひとりじめしている
ような気分にさせる心地よいオープンデッキ。昼は
やわらかな光と爽やかな風を受け夜は街のイルミネー
ションに満点の星を仰ぐ最高のスペースです。

面積　２２０．５㎡

株式会社ロイヤルウイング　
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◆船内デッキマップ

Ｂデッキ

フリージア『無邪気』という名をもつ部屋３ ４

お子様連れなどのご家族、仲良しグループな
どわいわい楽しく、気軽にお楽しみいただけ
る、船内で一番大きなレストランスペース。
気品溢れる空間でありながらもカジュアルな
雰囲気もあわせ持っています。

ラベンダー『期待』という名をもつ部屋

収容人数　１２２名　部屋面積　２５２．０㎡ 

室料　１００，０００円

５サンデッキ

収容人数　４０名　部屋面積　８０．０㎡ 

室料　３０，０００円
面積　９５．０㎡

これから始まるエンターテイメントの数々に
わくわくする。そんな楽しいパーティーにぴっ
たりなお部屋。サンデッキ横の会場なので、
お料理をゆっくり味わいたい人、景色を存分
に楽しみたい人にもＯＫなスペースです。

Ａデッキよりタラップをおりたスペース。プ
ライベートデッキ感覚で景色をお楽しみいた
だけます。

株式会社ロイヤルウイング　
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◆船内デッキマップ

株式会社ロイヤルウイング　

Ｃデッキ

ローズ『幻想的な雰囲気を醸し出す』６ ７

船上ということを忘れてしまうほどに広く美
しい空間が広がる、様々なタイプの間接照明
や洗練された室内によって、まるで異国のレ
ストランにいるような雰囲気を体験できる、
船内で最大級を誇るレストランスペースです。

マーガレット『真実と友情』という名をもつ部屋

収容人数　１３４名　部屋面積　２７８．０㎡ 

室料　１００，０００円

８コスモス『真心』という名をもつ部屋

収容人数　２４名　部屋面積　３０．０㎡ 

室料　１５，０００円
収容人数　３０名　部屋面積　４８．０㎡ 

室料　２０，０００円
やさしい明りを演出する間接照明に、洗練さ
れた小物が並ぶ個室空間。大切な友達たちと
のお食事会やパティーにいかがですか。飾り
窓の奥に覗く横浜港の景色を眺めながら、ゆっ
たり流れる時間をお楽しみいただけます。

落ち着いた照明にセンスの良い調度品が並ぶ
少人数パーティー向けの個室空間は、自由に
仕切ることのできるフレキシブルルーム。２
名様から３０名様まで、ご要望に応じてまご
ころこめておもてなしさせていただきます。
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◆船内デッキマップ

Ｄデッキ

エントランスホール　エンターテイメントへの入り口９

まるでホテルのロビーを思わせる落ち着いた空間。
楽士の奏でるウエルカムミュージックで、皆様をエ
ンターテイメントの世界へと誘います。

ギフトショップ　あなたも今日からエンターティナー

乗船口右側、船内Ｄデッキに位置するギフトショッ
プには、船内エンターテイメントでお馴染みの手品
グッズから、ロイヤルウイングオリジナル商品、横
浜港ゆかりの商品まで手に入ります。

株式会社ロイヤルウイング　
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◆船内デッキマップ

Ｅデッキ

カトレア『優美』という名をもつ部屋

船内とは思えない天井高、木をふんだんに使用し
た室内インテリア、吹き抜けを生かした広がりの
ある空間、やわらかな間接照明の数々で、洗練さ
れた落ち着きのある雰囲気を提供いたします。

収容人数　８８名　部屋面積　１８１．0㎡ 

室料　８０，０００円

株式会社ロイヤルウイング　
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◆ご提案

・企業の周年パーティー
・社員旅行
・報奨旅行
・歓送迎会
・制作発表　　記者発表　　新商品発表
・アフターコンベンションのパーティー
・クローズドイベント（ファンクラブ/会員イベント）

・展示販売会後のお客様ご招待　など

・船上結婚式＆披露宴　　　
・披露パーティー　　　
・２次会　など

パーティー＆イベント

ウエディング

記念日プラン

・お誕生日
・結婚記念日
・卒業　　入学祝　など

ギフト
・乗船券＆お食事券

すべてのお食事をギフト用として
ご使用いただけます。

株式会社ロイヤルウイング　



Entertainment Cruise　Yokohama

株式会社ロイヤルウイング　

ご乗船おまちしております


