
ボート・ヨットの年間艇置料金（海上係留・陸置き） 

 

  年間艇置料 施設使用料 消費税（10％） 合計   

小バース           

２０ｆｔ \300,000 100,000  \40,000 \44,0000   

２１ｆｔ \315,000 100,000  \41,500 \456,500   

２２ｆｔ \330,000 100,000  \43,000 \473,000   

２３ｆｔ \345,000 100,000  \44,500 \489,500   

２４ｆｔ \360,000 100,000  \46,000 \506,000   

２５ｆｔ \375,000 100,000  \47,500 \522,500   

２６ｆｔ \442,000 150,000  \59,200 \651,200   

２７ｆｔ \459,000 150,000  \60,900 \669,900   

２８ｆｔ \476,000 150,000  \62,600 \688,600   

２９ｆｔ \493,000 150,000  \64,300 \707,300   

３０ｆｔ \510,000 150,000  \66,000 \726,000   

大バース           

３１ｆｔ \558,000 200,000  \75,800 \833,800   

３２ｆｔ \576,000 200,000  \77,600 \853,600   

３３ｆｔ \594,000 200,000  \79,400 \873,400   

３４ｆｔ \612,000 200,000  \81,200 \893,200   

３５ｆｔ \630,000 200,000  \83,000 \913,000   

３６ｆｔ \720,000 250,000  \97,000 \1,067,000   

３７ｆｔ \740,000 250,000  \99,000 \1,089,000   

３８ｆｔ \760,000 250,000  \101,000 \1,111,000   

３９ｆｔ \780,000 250,000  \103,000 \1133,000   

４０ｆｔ \800,000 250,000  \105,000 \1,155,000   

４１ｆｔ \902,000 300,000  \120,200 \1,322,200   

４２ｆｔ \924,000 300,000  \122,400 \1,346,400   

４３ｆｔ \946,000 300,000  \124,600 \1,370,600   

４４ｆｔ \968,000 300,000  \126,800 \1,394,800   

４５ｆｔ \990,000 300,000  \129,000 \1,419,000   



特大バース 年間艇置料 施設使用料 消費税（10％） 合計   

４６ｆｔ \1,081,000 350,000  \143,100 \1,574,100   

４７ｆｔ \1,104,500 350,000  \145,450 \1,599,950   

４８ｆｔ \1,128,000 350,000  \147,800 \1,625,800   

４９ｆｔ \1,151,500 350,000  \150,150 \1,651,650   

５０ｆｔ \1,175,000 350,000  \152,500 \1,677,500   

５１ｆｔ \1,198,500 400,000  \159,850 \1,758,350   

５２ｆｔ \1,222,000 400,000  \162,200 \1,784,200   

５３ｆｔ \1,245,500 400,000  \164,550 \1,810,050   

５４ｆｔ \1,269,000 400,000  \166,900 \1,835,900   

５５ｆｔ \1,292,500 400,000  \169,250 \1,861,750   

５６ｆｔ \1,400,000 450,000  \185,000 \2,035,000   

５７ｆｔ \1,425,000 450,000  \187,500 \2,062,500   

５８ｆｔ \1,450,000 450,000  \190,000 \2,090,000   

５９ｆｔ \1,475,000 450,000  \192,500 \2,117,500   

６０ｆｔ \1,500,000 450,000  \195,000 \2,145,000   

６１ｆｔ \1,525,000 500,000  \202,500 \2,227,500   

６２ｆｔ \1,550,000 500,000  \205,000 \2,255,000   

６３ｆｔ \1,575,000 500,000  \207,500 \2,282,500   

６４ｆｔ \1,600,000 500,000  \210,000 \2,310,000   

６５ｆｔ \1,625,000 500,000  \212,500 \2,337,500   

６６ｆｔ \1,650,000 550,000  \220,000 \2,420,000   

６７ｆｔ \1,675,000 550,000  \222,500 \2,447,500   

６８ｆｔ \1,700,000 550,000  \225,000 \2,475,000   

６９ｆｔ \1,725,000 550,000  \227,500 \2,502,500   

７０ｆｔ \1,750,000 550,000  \230,000 \2,530,000   

水上バイク年間艇置料金（陸置き） 

  年間艇置料 施設使用料 消費税（10％） 保証金 合計 

1～3人乗り \150,000 \50,000 \20,000 \100,000 \320,000 

 

●本料金表は契約期間中でも変更することがあります。 



艇置料：＊艇置料の支払いは、艇置契約締結時及び契約更新時に全額現金又は、当社指定

の銀行口座に振り込んでください。 

＊艇置料は契約日より１年間といたします。 

＊期間途中で退会されても、残余期間艇置料の返還はいたしません。 

 

施設使用料：＊施設使用料は、初回契約時のみ納めていただきます。 

＊いかなる場合も施設使用料の返還はいたしません。 

＊新艇に乗り換えの場合は施設使用料並びに艇置料の差額をいただきます。 

＊一度退会されて再度入会される場合にも新たに施設使用料をお支払いいだ

きます。 

 

保証金：＊契約終了後、滞納金等なければ全額返還いたします。但し、返還時までの期間

には利息は附しません。 

 

上下架予約：＊混雑・待ち時間回避のため、出艇日時は前日までの営業時間内に必ず事務

所へ連絡してください。 

 

船台：＊上下架の都合により当社指定の船台をお買い上げご使用ください。 

      ＊持ち込み船台の場合は、当社使用改造費をいただきます。 

 

出入港：＊出航の際は、出航届けを当事務所へ提出してください。 

＊寄稿した際は、口頭でその旨を報告してください。 

 

燃料：＊危険防止のため、持ち込みはお断りいたします。当社にて給油いたします。 

 

所定外費用：＊緊急時に要した費用は、実費で負担願います。 

 

保険：＊万一の災害等に備え、各自で必ずご加入ください。 

 

営業時間：当社カレンダー営業日・９：００～１７：００ 


