
    

大人 小人 幼児 大人 小人 幼児

     オリジナルケーキセット 4,100 2,970 1760（ケーキ代）

     パレットランチ 8700 7,100      観音屋チーズケーキ 4,600 3,400 2200（ケーキ代）

     ブルーオーシャン 11,000 9,500

     お子様メニュー 4,000 2,420

     カレーセット又はパンケーキセット 1,320

     貸切フレンチコース（平日） 11,000 8,800

     貸切フレンチコース（土日祝） 12,100 9,900

     貸切バイキング（平日） 12,000 7,000 1,320 大人 小人 幼児

     貸切バイキング（土日祝） 13,100 8,100 1,320

     ルーナ 12,500 10,700

     海岳（かいがく）コース 9,200 7,600      アルテミス 15,000 13,300

     海汐（うみしお）コース 11,400 9,800      ヴィーナス 21,000 19,500

     碧海（あおみ）コース 14,700 13,000      ※神戸牛コース 24,800 23,400

     お子様席料(軽食･ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ付) 1,210 　  お子様メニュー 3,800 2,420

　  カレーセット又はパンケーキセット 1,320

     貸切ルーナ 14,500 12,300

     貸切ヴィーナス 23,300 21,100

     貸切バイキング（平日） 12,000 7,000 1,320

お食事メニュー 乗船料+食事代      貸切バイキング（土日祝） 13,100 8,100 1,320

大人（個人） 小人（個人） 幼児

フレンチコース　      碧海（あおみ)コース 14,300 12,900

     ルーナ 12,500 10,700      溟海（うなばら）コース 20,900 19,500

     アルテミス 15,000 13,300      ※海王（かいおう）コース 24,800 23,400

     ヴィーナス 21,000 19,500      ※海神（かいじん）コース 44,000 40,000

    ※ 神戸牛コース 24,800 23,400

     お子様メニュー 3,800 2,420
     カレーセット又はパンケーキセット 1,320

貸切フレンチコース（8名様以上）乗船料・食事代・フリードリンク代・室料・税込み

     貸切ルーナ 14,500 12,300

     貸切ヴィーナス 23,300 21,100

貸切バイキング　（20名様以上）乗船料・食事代・フリードリンク代・室料・税込み

     貸切バイキング（平日） 12,000 7,000 1,320

     貸切バイキング（土日祝） 13,100 8,100 1,320

鉄板焼コース

     碧海（あおみ)コース 14,300 12,900

     溟海（うなばら）コース 20,900 19,500

    ※ 海王（かいおう）コース 24,800 23,400

    ※ 海神（かいじん）コース 44,000 40,000

鉄板焼コース

第 5 便　ナイトクルーズ
(4月～9月)19:30～21:15　（105分）

(10月～3月)19:15～21:00　（105分）

貸切フレンチコース（8名様以上）乗船料・食事代・フリードリンク代・室料・税込み

貸切バイキング　（20名様以上）乗船料・食事代・フリードリンク代・室料・税込み

貸切バイキング　（20名様以上）乗船料・食事代・フリードリンク代・室料・税込み
お食事メニュー

乗船料+食事代

フレンチコース　

鉄板焼コース　

フレンチコース　

第 4 便　トワイライトクルーズ
(4月～9月)17:15～19:00（105分）
(10月～3月）16:30～18:15（105分）

貸切フレンチコース（8名様以上）乗船料・食事代・フリードリンク代・室料・税込み

第 1 便　ランチクルーズ
12:00～14:00　（120分）

第 2 便　ティークルーズ
14:30～16:00　（90分）

お食事メニュー
乗船料+食事代

お食事メニュー
乗船料+食事代

※印のコースは、３日前までにご予約をお願いいたします。

～鉄板焼コース～
・ 溟海コース、海王コース、海神コースは２名様から承ります。

・生演奏はございません。

・トワイライトクルーズ、ナイトクルーズでは未就学のお子様はご遠慮いただいております。

・ランチクルーズでは３歳以上の未就学のお客様は、1,210円のお席料（軽食、オレンジジュース付）を頂戴いたします。

・フリードリンクの提供はございません。

大人:中学生以上

小人:小学生

幼児：3歳以上未就学児

～取消料について (乗船日の前日から起算してさかのぼって）～

・人数減の場合 ６日前～２日前迄・・・３０％／前日～出航前迄・・・５０％／出航後及び無連絡・・・食事代の全額

・全取消の場合 ご利用の３０日前～ ２０％ ／ ２０日前～ ３０％ ／ ６日前～ ５０％ ／ 当日及び出航後 全額

※メニュー未定で取消をされた場合は食事代金は￥５，０００(ティークルーズは￥１，５００)を算定基準とし、上記料率にて申し受けます。

コンチェルト クルーズ料金表

【アルコール】

瓶ビール（キリン）、ワイン（赤/白）、チューハイ3種（レモン、梅、グレープフルーツ）

日本酒、焼酎（麦、芋)、ウイスキー、ノンアルコールビール

【ソフトドリンク】

烏龍茶、コーラ、レモンスカッシュ、ジンジャーエール、カルピス

ジュース(オレンジ、アップル) 、コーヒー、紅茶

【追加ドリンク】

乾杯用スパークリングワイン 600円 乾杯用シャンパン 1,500円

大人:中学生以上

小人:小学生

幼児：3歳以上未就学児

大人:中学生以上

小人:小学生

幼児：3歳以上未就学児

大人:中学生以上

小人:小学生

幼児：3歳以上未就学児

２０２2年 １月 現在

単位：円（税込）



    

～運航ダイヤ～

クルーズ名　【６月～８月】

第1便　明石海峡大橋ランチクルーズ

第2便　夏の夕涼みディナークルーズ

第3便　夜景と明石海峡大橋ディナークルー
ズ

クルーズ名　【9月～５月】

第1便　明石海峡大橋ランチクルーズ

第2便　夕陽と明石海峡大橋ディナークルー
ズ

第3便　夜景と神戸空港ディナークルーズ

～プラン料金～

　メニュー 乗船料+食事代 　メニュー 乗船料+フリードリンク

  THE KOBE CRUISE　バイキング　大人 ¥7,700   BARクルーズプラン　　　大人 ¥3,850

  THE KOBE CRUISE　バイキング　小人 ¥3,300   BARクルーズプラン　　　小人 ¥2,480

  THE KOBE CRUISE　バイキング　幼児 ¥1,650   BARクルーズプラン　　　幼児 ¥1,100

団体貸切プラン(大人・小人含30名様～)

  貸切THE KOBE CRUISEバイキング　大人

  貸切THE KOBE CRUISEバイキング　小人

  貸切THE KOBE CRUISEバイキング　幼児

平日 土日祝

¥1,200,000 ¥1,500,000

¥3,850 ¥3,850

¥5,500 ¥5,500

¥820 ¥820

¥43,000 ¥43,000

¥43,000 ¥43,000

¥22,000 ¥22,000プロジェクター + スクリーン

301名様以上　大人・小人1名様につき

THE KOBE CRUISE　バイキング追加料金　大人

THE KOBE CRUISE　バイキング追加料金　小人

※エル・ダイナーはお食事利用不可の会場となります。
エル・ダイナー 音響一式

エル・ダイナー プロジェクター + スクリーン

¥1,650

エル・ダイナー貸切プラン

￥3,850（BARクルーズプラン）×人数＋￥165,000

乗船料＋フリードリンク＋室料＋DJ･音響･映像一式

チャータープラン

基本料金(乗船料+フリードリンク付) 300名様迄

　16:30～19:00　(150分)

　19:30～21:15　(105分) 　※明石海峡大橋は通過致しません

乗船料+食事代+フリードリンク+個室料金

¥9,800

¥5,000

クルーズ時間

12：30～15:00　(150分)

16:30～18:15　(105分)　 ※明石海峡大橋は通過致しません

18:45～21:15　(150分)

クルーズ時間

　12：30～15:00　(150分)

２０２2年 １月 現在

単位：円（税込）ルミナス神戸2 クルーズ料金表

大人:中学生以上 小人:小学生 幼児：3歳以上未就学児


