※

別途消費税を頂戴致します。
ー船員特別料金〈宝
土税別表品〉※サーピス料はいただきません。
＊船員であることが条件です。

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

¥ 6,000

(19.2mり(1名）
(2名）

セミダブル

¥ 8,000

¥ 8,000
(19.2m') (2名）
エキストラツイン
¥10,000
(192m') (2名）
ダブル
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
¥11,000
(28.Bm') (2名）
ツイン
(3名）
¥13,000
¥14,000

(28.Bm') (2名）
(3名）

¥16,000

和室8畳

(28.Bm') (2名）
(3名）

¥14,000
¥16,000

(4名）

¥18,000

和室12畳

(38.4m') (3名）
(4名）
(5名）

¥23,000
¥27,000

デラックスツイン

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

¥25,000

(6名）

¥29,000

(38.4m') (2名）
(57.6m') (4名）
(5名）

¥40,000

(6名）

¥44 000

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

ユニバ ー サルル ー ム
スイ

ー

ト（ファミリ ー タイプ）

¥12,000

¥42,000

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

●エキストラツイン及ぴツイン(3名）はエキストラベッド追加タイプ になります。
●デラックスツインはセミダプルベッドとダプルベッドの組み合わせになります
尚、3名利用の場合は、ダブルベッドに2名様でお休み頂くようになります。
●和室、スイートの布団はセルフになります。予めご了承下さい。
●花火大会 ・ 大晦日は別料金とさせて頂きます。
チェックイン…… 14:00

チェックアウト … …10:00

客室備品：テレビ、衛星放送、有料ピデオ、電話、インターネット接続(LAN形
＇
式）、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、アイスペ ール、ドライヤー、ス ボ
ンプ レッサ ー （貸出）、電気スタンド（貸出）、アイロン（貸出）、加湿器（貸出）、洗
浄機付ト イレ、ポディソ ー プ、シャンプ ー 、リ ンス、ハミガキセット、カミソリ、
ブラシ、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ

ーレストラン
オ

ー

シ ャ ン

…

1階

7:00-21:30 (UO 21 :00)

シ ー メンズクラブ … 3階

14:00-23:30 (UO 23:00)

ーバ ー ラウンジ

一宴会 ・ 会議
宴会場 ・ 会議室

…

2

階（中宴会場

200m / 小宴会場 60mり
2

ー駐車場（有料）・・・ 地下 1 階(42 台）

...

q

ナビオス横浜
International Seamen's Club & Inn

専用ダイヤル

045-633-6005

TEL 045-633-6000 FAX 045-633-6001
〒231-0001 横浜市中区新港二丁目1 - 1
http://www.navios-yokohama.com

-

SEAMEN'S SPECIAL RATES〈Excluding tax〉

※We have no service charge.
☆ Guests are reqmred to be seamen.

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

¥ 6,000
¥ 8,000
Extra Twin
(19.2㎡) (2persons)
¥ 8,000
(19.2㎡) (2persons)
Double room
¥ 10,000
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
(28.8㎡) (2persons)
¥ 11,000
Twin room
(3persons)
¥ 13,000
Deluxe Twin room
(28.8㎡) (2persons)
¥ 14,000
(3persons)
¥ 16,000
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
(28.8㎡) (2persons)
¥ 14,000
Japanese Style(8Mats)
(3persons)
¥ 16,000
(4persons)
¥ 18,000
(38.4㎡) (3persons)
¥ 23,000
Japanese Style(l 2Mats)
(4persons)
¥ 25,000
(5persons)
¥ 27,000
(6persons)
¥ 29,000
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
(38.4㎡) (2persons)
¥ 12,000
Universal room
(57.6㎡) (4persons)
¥ 40,000
Suite(Family type)
(5persons)
¥ 42,000
(6persons)
¥ 44,000
Single room

(19.2㎡)

(1person)

(2persons)

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

Extra Twin and Twin(3persons)are extra bed available.
Deluxe twin has a semi-double bed and a double bed.
Japanese Style and Suite, please put down futons on the mat by yourself.
● Japanese Holiday, Fireworks are special rates.

●
●
●

Check-in Time

…

14:00

Check-out Time

…

10:00

Amenities: Television , Satellite TV,Video On Demand,Telephone,lnternet Module(LAN),
Pot,Tea Set,Refrigerator,Ice pail,Hair Dryer,Trouser Presser(lending),Desk lamp(Lending),
lron(Lending),Humidifier(lending),Toilet With Automatic Douche, Body soap,Shampoo,
Rinse, Toothbrush, Razor, Brush, Towel, Bath Towel, Bathrobe (Japanese Style),Slippers

-

RESTAURANT

Ocean ........................... 1 F

-

BAR & LOUNGE

-

BANQUET

-

PARKING .................B1F

7:00-21 :30 (L/021:00)

Seamen's Club .......... 3 F
Banquet rooms ......... 2F

14 :00-23 :30 (L/023:00)

(Canal 200㎡/0rilla 60㎡)

�

NAVIOS YOKOHAMA
International Seamen's Club & Inn

1-1, Shinko-2chome Naka-ku, Yokohama 231-0001 Japan

TEL 045-633-6005
FAX 045-633-6001
TEL 045-633-6000
https://www.navios-yokohama.com

ー海事関係者特別料金〈 一 室税別表記〉

※別途消費税を頂戴致します。
＊海事関係従事者であることが条件です。 ※サ ー ビス料はいただきません。
セミダブル

(192m') (1名）
(2名）

エキストラツイン

(192m') (2名）

ダブル

(192mり(2名）
(28.8mり(2名）

ツイン

¥ 6,500
¥ 9,000
¥ 9,000
¥11,000
¥12,000

(3名）

¥14,500

デラックスツイン

(28.Sm') (2名）
(3名）

¥15,000
¥17,000

和室8畳

(28Bm') (2名）
(3名）

¥17,500

(4名）

¥20,000

和室12畳

(384m') (3名）
(4名）

¥27,000

¥15,000

¥24,500

(5名）

¥29,500

(6名）

¥32,000

ユニバ ー サルル ー ム
(384m') (2名）
スイート（ファミリータイプ） (57.6mり(4名）
(5名）

¥42,000
¥44,500

(6名）

¥47,000

¥13,000

●エキストラッィン及びツイン(3名）はエキストラベッド追加タイプになります。
● デラックスツインはセミダプルベッドとダプルベッドの組み合わせになります。
尚、3名利用の場合は、ダプルベッドに2名様でお休み頂くようになります。
●和室、スイートの布団はセルフになります。予めご了承下さい。
● G.W・花火大会•お盆クリスマス・ 年末年始等特定日は別料金とさせて頂きます。
チェックイン…… 14:00

チェックアウト …… 10:00

客室備品：テレビ、衛星放送、有料ビデオ、電話、インタ ー ネット接続(LAN形
式） 、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、 ドライヤ ー 、ズボンプ レ ッサ ー
（貸出）、電気スタンド（貸出）、アイロン（貸出）、加湿器（貸出）、洗浄機付トイレ、
ボディソープ、シャンプ ー 、リンス、ハミガキセット、カミソリ、ブラシ、タオル、
パス タオル、浴衣、一ス リッバ

ーレストラン

オーシ ャ ン

…

1階

7:00-21:30 (UO 21 :00)

シ ー メンズクラブ・・・3階

14:00-23:30 (UO 23:00)

ーバ ー ラウンジ

一宴会・会議
宴会場・会議室
ー駐車場（有料）

…2階（中宴会場200m 2 /小宴会場60m 2 )
…

地下1 階(42台）

�

ナビオス横浜
International Seamen's Club & Inn

専用ダイヤル

045-633-6005

TEL 045-633-6000 FAX 045-633-6001
〒231-0001 横浜市中区新港二丁目1 - 1
http://www.navios-yokohama.com

ヽ

MARITIME SPECIAL RATES〈Excluding tax〉
※We have no service charge
Guests are required to be engaged in mantime Jobs

*

(19 2m') (1 person)
(2persons)
(19.2m') (2persons)
(19 2m') (2persons)
(28Sm') (2persons)
(3persons)
(28Sm') (2persons)
(3persons)
(288mり(2persons)
(3persons)
(4persons)
(384mり(3persons)
(4persons)
(Spersons)
(6p,rs
e ons)
(384m') (2persons)
(576mり(4persons)
(Spersons)
(6persons)

Single room
Extra Twin
Double room
Twin room
Deluxe Twin room
Japanese Style(BMats)

Japanese Style(7 2Mats)

臣

Universal room
Suite(Family type)

¥ 6,500
¥ 9,000
¥ 9,000
¥11,000
¥12,000
¥14,500
¥15,000
¥17,000
¥15,000
¥17,500
¥20,000
¥24,500
¥27,000
¥29,500
¥32,000
¥13,000
¥42,000
¥44,500
¥47,000

● Extra Twin and Twin(3persons)are extra bed available.
● Deluxe twin has a semi-double bed and a double bed
● Japanese Style and Suite, please put down futons on the mat by yourself.
● Japanese Holiday, Fireworks, X'mas etc.are special rates
Check-in Time

…

14:00

Check-out Time

…

10:00

Amenities: Television,Satellite T Y,Video On Demand,Telepho ne,lnternet Module
(LAN), Po t, Tea Set,Refr,gerator,lce pail,Ha,r Dryer, Tr ouser Presser(lending),Desk
lamp (lending),lr o n(lending),Humidif1er (lending),Toilet With Automatic Douche,
Body soap,Shampoaぷinse, Toothbrush,Raz o r,Brush, Towel,Bath Towel,Bathr o be
Uapanese Style),Slippers
- RESTAURANT
Ocean .................. 1 F

7:00-21 :30 (L/021:00)

- BAR & LOUNGE
Seamen'sClub ...... 3F

14:00-23:30 (U023:00)

-

BANQUET
Banquet rooms

-

｀

……

2F C
( anal 200m2 /0rilla 60mり

PARKING .. …....... B1 F

Q

NAVIOS YOKOHAMA
International Seamen's Club & Inn
1-1, Shinko-2chome Naka-ku, Yokohama 231-0001 Japan
TEL 045-633-6005
TEL 045-633-6000
FAX 045-633-6001
http://www.navios-yokohama.com

ヽ；

