
カ ープランが
―

わ́エン上質でス麦キ教2輪のシンフォ離時:ン ―ヽ‐ティールー‐・ムで非園館脅楽しむ～

3つのお料理スタイルからお選びください。

着席フランス料理コース
最上のおもてなしと五感を刺激する料理が至高の時間を演出する。
シェフ自慢のフランス料理をコースでゆつたりとお召し上がりいただけまi(4～ 6品、ハン、ヨーヒー)

o祝 賀/褒章/接待/親戚やご家族との集まり など

着席ブッフェ料理コース
表情豊かな景色と色とりどりの料理でゆっくりと会話を楽しむ。
約20種類以上のお料理をお好みでお取りいただきお席でお楽しみいただけまサl
(冷製料}望、温製料理、デザート)

0懇 親会/研修会/″日上`会議 など

立食ブッフェ料理コース
豪快に食べ、飲み、奔放に語らうプレミアムな刻を分ち合う。
約20種類以上のお料理をお好υ王ノでお取りいただ考自由なスタイルであ楽しみいただケナます,

(冷製料正J増、温製牟I理、デザート)

o歓 送迎会/忘新年会/謝恩会 など

アフタヌーンを船上で過ごすならプチ _4=t4=■ k4とく

追加でご注文いただけるお料理をご用意いたしました。[ブッフェ料理オプション] 優予約)

。和牛ローストビーフ *シエフが目の前で切り分けます 0にぎり寿司 *お好きなネタを寿司1歳人が提ります
。伊勢海老・キャビア・あわびなどのお料理 。フレッシュフルーツ穂り合わせ 。セレモニーケーキ

その他多数ごさいます。詳しくはお問い合せください。

パーティーを一層盛り上げる演出をご用意しておりま現
。お生産、景品(シンフォニーオリジナルグッズ、クルーズギフト券)

●花束、卓上装花 。ステージ看l皮 。バルーン装飾 (会場の雰囲気が和みます)

。スクリーン&プロジェクター ●映像中継 (全船チャーター時)

0ジャズバンド・弦楽四重奏・ピアノ′・琵琶・琴などの生演奏 ●コンくニオン(和装、洋ユく、パニーガー,レなど)

。司会者 。専属バーテンダー 0ものまね、マジックショー(各種演出)● 送迎バス

その他演出オプションも多数取り揃えてお|,ま す。詳しくはお問い合せください。

(要予約)

-21:30

ランチクルーズ
運航時間11:50～ 14:00

レインボーブリッジ&ゲートブリッジ、

東京タワー&東京スカイツリー①。話題

のスポットを船上から観光気分で満喫

できます。デイライトの優雄なひととき

をお過ごしいただけます。

フ  'ヽユ'― ツクダレー,

運航時間15:00～ 15:50

リッチなこのクルーズ。50分間のショー

トクルージングでお気車上kに ご乗船いただ

けます。スイーツやカフェで楽しむ大人

のおしゃれな午後をお楽しみ下さい。

サンセットクルーズ
運航時間16:20～ 18:20

夕日を卜l監 めながらゆったりと語り合う

ひととき。季節によって雰囲気が変わる
このクルージングはトワイライトの幻想

的で魅惑の瞬間を東京湾洋上にもたら

してくれま現

ディナークルーズ

マンハッタンを思わせる夜景、船内の

雰囲気もグッとムーディーになるラスト

クルージン鬼 誰もがエレガントになれる

夢のような瞬間が待っていま現
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部屋名 (階数)/面積 /天丼高/音響機材 /最大人数
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総トン数 :2,618ト ン
全  長 :83.20メート,レ

乗客数 :600名

∠F

附 355浦 (107坪 )26m/マイク4、 CDoMDプレイヤー

着席コース180名・立食フッフェ280名 ・着席フッフェ150名
施設使用料 :50,000円 最少人数70名

94市 (28坪)22m/マイク2、 CD・ MDプレイヤー

着席コース50名・立食チッフェ70名・着席ジッフェ35名
施設使用料 :20,000円 最少人数20名

104請 (31坪)22m/マイク2、 CDoMDブレイヤー

着席コース50名・立食ブッフェ70名 ・着席フッフェ35名
施設使用料 :30,000円 最少人数20名専用デッキ  喫煙室
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275ド (83坪)22m/マイク4、 CD・ MDブレイヤー
※全船チャーターの場合にご利用いただけるお部屋です。

38面 (12坪 )22m/音響機材はどさいません。
着席コース14名

施設使用料 判0,000円  最少人数6名
※特別室のため左記料金とは異なりますのでお問い合せください。

256浦 (78坪 )22m/マイク4、 CD・ MDブレイヤー

着席コース80名・立食ブッフェ120名・着席ジッフェ70名
施設使用料 :40,000円 最少人数40名

シンフォニー クラシカ コンチェルト(2F) ノ`ストラル (lF:,寺     F
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総トン数 :1′084トン
全  長 :70,00メートル
乗客数 :450名

160浦 (48坪)22m
マイク4、 CDoMDブレイヤー

着席コース80名
立食ウッフェloo名
着席ブッフェ60名
施設使用料 :40,000円

最少人数40名

195下 (59坪)24m
マイク4、 CD・ MDプレイヤー

着席コース90名
立食ジッフェ130名

着席ジッフェ70名
施設使用料:40,000円

最少人数40名
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53浦 (16坪)22m
音響機材はございません。
着席コース30名
立食フッフェ40名′′|

|

専用デッキ

、 着席ブッフェ20名
施設使用料 :10,000円

・最少人数15名

60下 (18坪)22m
マイク2、 CDoMDプレイヤー

着席コース30名
立食ブッフェ40名

着席ブッフェ20名

施設使用料 ¬0,000円

最少人数15名




