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 海上タクシー実施日程表  
      (令和４年９月 29日現在) 

海上タクシーは以下の実施日、航路、料金で行います。 

なお、天候等により、実施日等を変更する場合があります。また、新型コロナウイルス感染症の状況により中止

等することがあります。 

【乗合の航路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貸切の航路】 
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１ 運航事業者・予約方法 

運航事業者 
予約方

法 
予約サイト、電話、メール、Webサイト、キャンセル料金 

（株）葉山マリーナー 電話 TEL:046-875-0002 

電話受付時間：平日 9:00～17:00、土・日・祝 8:00 ～17:00（定休日 火

曜日） 

https://hayamamarina.com/ 

キャンセル料金:当日 100% 

※ただし事業者判断の天候不良による運航中止をのぞく 

（株）リビエラリゾート 予 約 サ

イト 

予約サイト(乗船前日まで) 

https://www.riviera.co.jp/marina/event/ 

お問合せ先電話番号(当日予約(11 月 20 日除く)、乗船に関するお問合

せ) 

TEL:0467-24-1000 

https://www.riviera.co.jp/marina/about/ 

電話受付時間：9:00～17:00（定休日：火曜日、水曜日） 

（株）湘南マリーナ 電 話 ま

た は 電

子 メ ー

ル 

TEL:0463-23-8882 

電話受付時間：8:00〜16:00（定休日：火曜日、一部の水曜日） 

Mail: mail@shonanmarina.jp 

https://www.shonanmarina.jp/ 

キャンセル料金:1日前 50%、当日  100% 

※ただし事業者判断の天候不良による運航中止をのぞく 

（株）ケーエムシーコー

ポレーション 

電話 TEL:045-290-8377 

電話受付時間：平日 10:00～18:00 

https://www.reservedcruise.com/ 

キャンセル料金: 

契約日から実施日 30日前まで:契約金額の 10％ 

実施日 29日前から実施日 15日前まで:契約金額の 20％ ＋ 実費諸費用 

実施日 14日前から実施日８日前まで:契約金額の 30％ ＋ 実費諸費用 

実施日７日前から実施日２日前まで:契約金額の 50％ ＋ 実費諸費用 

実施日前日以降:契約金額の 100％ ＋ 実費諸費用 

※ただし事業者判断の天候不良による運航中止をのぞく 

湘南サニーサイドマリ

ーナ（株） 

電話 TEL:046-856-7810 

電話受付時間：平日 8:30〜17:30、土日祝 8:00〜18:00（定休日：火曜

日） 

https://www.sunnyside.co.jp/ 

キャンセル料金：１日前 50%、当日 100% 

※ただし事業者判断の天候不良による運航中止をのぞく 

 

https://hayamamarina.com/
https://www.riviera.co.jp/marina/about/
mailto:mail@shonanmarina.jp
https://www.shonanmarina.jp/
https://www.reservedcruise.com/
https://www.sunnyside.co.jp/
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２ 乗合方式の海上タクシー 

実施日 運航事業者 航路と出港時刻・到着予定時刻 料金(税込み)(1人あたり) 

10月22日（土） （株）葉山マリ

ーナー 

①葉山マリーナ～逗子マリーナ～湘南港～葉山マ

リーナ 

10:30～10:50 葉山マリーナ～逗子マリーナ 

11:10～11:30 逗子マリーナ～湘南港 

12:00～12:30 湘南港～葉山マリーナ 

②葉山マリーナ～湘南港～逗子マリーナ～葉山マ

リーナ 

14:00～14:30 葉山マリーナ～湘南港 

15:00～15:20 湘南港～逗子マリーナ 

15:40～16:00 逗子マリーナ～葉山マリーナ 

葉山マリーナ～逗子マリーナ 

2,000円 

逗 子 マ リ ー ナ ～ 湘 南 港 

2,000円 

湘南港～葉山マリーナ 

3,000円 

 

※乗船する区間ごとに料金が

かかります。 

※乗客定員：10名 

※最低出航人数：２名 

※出港２時間前までに申込 

10月29日（土） （株）葉山マリ

ーナー 

10月 30日(日) （株）リビエラ

リゾート 

シーボニアマリーナ～葉山港～逗子マリーナ 

11:00～11:40 シーボニアマリーナ～葉山港 

12:00～12:15 葉山港～逗子マリーナ 

14:00～14:15 逗子マリーナ～葉山港 

14:45～15:25 葉山港～シーボニアマリーナ 

大人 3,000円 

子ども(小学生)2,000円 

未就学児:無料 

※乗船する区間ごとに料金が

かかります。 

※乗客定員：８名 

※予約サイトは乗船前日まで

利用可能。当日の乗船につ

いては、お問合せ先電話番

号にご連絡ください。 

11月５日(土) （株）葉山マリ

ーナー 

①葉山マリーナ～逗子マリーナ～湘南港～葉山マ

リーナ 

10:30～10:50 葉山マリーナ～逗子マリーナ 

11:10～11:30 逗子マリーナ～湘南港 

12:00～12:30 湘南港～葉山マリーナ 

②葉山マリーナ～湘南港～逗子マリーナ～葉山マ

リーナ 

14:00～14:30 葉山マリーナ～湘南港 

15:00～15:20 湘南港～逗子マリーナ 

15:40～16:00 逗子マリーナ～葉山マリーナ 

葉山マリーナ～逗子マリーナ 

2,000円 

逗 子 マ リ ー ナ ～ 湘 南 港 

2,000円 

湘南港～葉山マリーナ 

3,000円 

 

※乗船する区間ごとに料金が

かかります。 

※乗客定員：10名 

※最低出航人数：２名 

※出港２時間前までに申込 

11月６日(日) （株）葉山マリ

ーナー 
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実施日 運航事業者 航路と出港時刻・到着予定時刻 料金(税込み)(1人あたり) 

11月 12日(土) （株）リビエラ

リゾート 

シーボニアマリーナ～葉山港～逗子マリーナ 

11:00～11:40 シーボニアマリーナ～葉山港 

12:00～12:15 葉山港～逗子マリーナ 

14:00～14:15 逗子マリーナ～葉山港 

14:45～15:25 葉山港～シーボニアマリーナ 

大人 3,000円 

子ども(小学生)2,000円 

未就学児:無料 

※乗船する区間ごとに料金が

かかります。 

※乗客定員：８名 

※予約サイトは乗船前日まで

利用可能。当日の乗船につ

いては、お問合せ先電話番

号にご連絡ください。 

11月 20日(日) （株）リビエラ

リゾート 

大磯港～湘南港 

9:00～9:30 湘南港～大磯港 

10:00～10:30 大磯港～湘南港 

11:00～11:30 湘南港～大磯港 

12:00～12:30 大磯港～湘南港 

13:00～13:30 湘南港～大磯港 

14:00～14:30 大磯港～湘南港 

15:00～15:30 湘南港～大磯港 

16:00～16:30 大磯港～湘南港 

大人 3,000円 

子ども(小学生)2,000円 

未就学児:無料 

※乗船する区間ごとに料金が

かかります。 

※乗客定員：８名 

※予約サイトは乗船前日まで

利用可能。当日の乗船につ

いては、現地での受付のみ可

能。 

３ 貸切方式の海上タクシー 

実施日 運航事業者 航路と出港時刻・到着予定時刻 料金(税込み)(1艇あたり) 

10月17日（月） （株）湘南マリ

ーナ 

湘南マリーナ～湘南港 

10:00～10:30 湘南マリーナ～湘南港 

10:40～11:10 湘南港～湘南マリーナ 

25,000円(往復の場合) 

12,500円(片道の場合) 

※乗客定員５名 

６名以上の場合はご相談くだ

さい。 

※出港日の前日の 17 時まで

の申込み 
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実施日 運航事業者 航路と出港時刻・到着予定時刻 料金(税込み)(1艇あたり) 

10月20日（木） （株）ケーエム

シーコーポレ

ーション 

①みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ 

②みなとみらいぷかりさん橋～逗子マリーナ 

③みなとみらいぷかりさん橋～湘南港 

④みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ～逗子

マリーナ～湘南港 

⑤みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ～湘南

港 

⑥みなとみらいぷかりさん橋～逗子マリーナ～湘南

港 

※所要時間:①～③ 各さん橋まで約２時間 

        ④ 寄港含め約３時間 

        ⑤、⑥ 寄港含め約２時間 30分 

※出港時間はご相談ください 

※上記航路以外の運航を希望の場合は（株）葉山

マリーナーにご連絡ください。 

①～③110,000円 

④132,000円 

⑤、⑥121,000円 

※往復の場合は 25%割引 

※乗客定員８名 

※出港日の３日前までに申込

み 

ただし、運航員が手配できな

かった場合やさん橋が手配で

きなかった場合お断りさせて

いただくこともあります。 

10月21日（金） （株）湘南マリ

ーナ 

湘南マリーナ～湘南港 

13:00～13:30 湘南マリーナ～湘南港 

13:40～14:10 湘南港～湘南マリーナ 

25,000円(往復の場合) 

12,500円(片道の場合) 

※乗客定員５名 

６名以上の場合はご相談くだ

さい。 

※出港日の前日の 17 時まで

の申込み 

10月 23日(日) （株）湘南マリ

ーナ 

湘南マリーナ～湘南港 

12:00～12:30 湘南マリーナ～湘南港 

12:40～13:10 湘南港～湘南マリーナ 

10月 27日(木) （株）湘南マリ

ーナ 

湘南マリーナ～湘南港 

10:00～10:30 湘南マリーナ～湘南港 

10:40～11:10 湘南港～湘南マリーナ 
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実施日 運航事業者 航路と出港時刻・到着予定時刻 料金(税込み)(1艇あたり) 

10月 28日(金) （株）ケーエム

シーコーポレ

ーション 

①みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ 

②みなとみらいぷかりさん橋～逗子マリーナ 

③みなとみらいぷかりさん橋～湘南港 

④みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ～逗子

マリーナ～湘南港 

⑤みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ～湘南

港 

⑥みなとみらいぷかりさん橋～逗子マリーナ～湘南

港 

※所要時間:①～③ 各さん橋まで約２時間 

        ④ 途中寄港含め約３時間 

        ⑤、⑥ 途中寄港含め約２時間 30分 

※出港時間はご相談ください 

※上記航路以外の運航を希望の場合は（株）葉山

マリーナーにご連絡ください。 

 

 

①～③110,000円 

④132,000円 

⑤、⑥121,000円 

※往復の場合は 25%割引 

※乗客定員８名 

※出港日の３日前までに申込

み 

ただし、運航員が手配できな

かった場合やさん橋が手配で

きなかった場合お断りさせて

いただくこともあります。 

10月 30日(日) （株）湘南マリ

ーナ 

湘南マリーナ～湘南港 

12:00～12:30 湘南マリーナ～湘南港 

12:40～13:10 湘南港～湘南マリーナ 

25,000円(往復の場合) 

12,500円(片道の場合) 

※乗客定員５名 

６名以上の場合はご相談くだ

さい。 

※出港日の前日の 17 時まで

の申込み 

10月 31日(月) （株）湘南マリ

ーナ 

湘南マリーナ～湘南港 

10:00～10:30 湘南マリーナ～湘南港 

10:40～11:10 湘南港～湘南マリーナ 

11月２日(水) 湘南サニー

サイドマリー

ナ（株） 

湘南サニーサイドマリーナ～湘南港 

10:00～11:00 湘南サニーサイドマリーナ～湘南港 

12:30～13:30 湘南港～湘南サニーサイドマリーナ 

110,000円(往復のみ) 

※乗客定員 10名 

※出港日の前日 17 時までに

申込み 
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実施日 運航事業者 航路と出港時刻・到着予定時刻 料金(税込み)(1艇あたり) 

11 月３日(木・

祝) 

文化の日 

（株）ケーエム

シーコーポレ

ーション 

①みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ 

②みなとみらいぷかりさん橋～逗子マリーナ 

③みなとみらいぷかりさん橋～湘南港 

④みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ～逗子

マリーナ～湘南港 

⑤みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ～湘南

港 

⑥みなとみらいぷかりさん橋～逗子マリーナ～湘南

港 

※所要時間:①～③ 各さん橋まで約２時間 

        ④ 寄港含め約３時間 

        ⑤、⑥ 寄港含め約２時間 30分 

※出港時間はご相談ください 

※上記航路以外の運航を希望の場合は（株）葉山

マリーナーにご連絡ください。 

①～③110,000円 

④132,000円 

⑤、⑥121,000円 

※往復の場合は 25%割引 

※乗客定員８名 

※出港日の３日前までに申込

み 

ただし、運航員が手配できな

かった場合やさん橋が手配で

きなかった場合お断りさせて

いただくこともあります。 

11月４日(金) （株）湘南マリ

ーナ 

湘南マリーナ～湘南港 

10:00～10:30 湘南マリーナ～湘南港 

10:40～11:10 湘南港～湘南マリーナ 

25,000円(往復の場合) 

12,500円(片道の場合) 

※乗客定員５名 

６名以上の場合はご相談くだ

さい。 

※出港日の前日の 17 時まで

の申込み 

11月７日(月) 湘南サニー

サイドマリー

ナ（株） 

湘南サニーサイドマリーナ～逗子マリーナ 

10:00～11:00 湘南サニーサイドマリーナ～逗子マ

リーナ 

12:30～13:30 逗子マリーナ～湘南サニーサイドマ

リーナ 

110,000円(往復のみ) 

※乗客定員 10名 

※出港日の前日 17 時までに

申込み 

11月 10日(木) 湘南サニー

サイドマリー

ナ（株） 

湘南サニーサイドマリーナ～湘南港 

10:00～11:00 湘南サニーサイドマリーナ～湘南港 

12:30～13:30 湘南港～湘南サニーサイドマリーナ 

110,000円(往復のみ) 

※乗客定員 10名 

※出港日の前日 17 時までに

申込み 

11月 11日(金) （株）湘南マリ

ーナ 

湘南マリーナ～湘南港 

10:00～10:30 湘南マリーナ～湘南港 

10:40～11:10 湘南港～湘南マリーナ 

25,000円(往復の場合) 

12,500円(片道の場合) 

※乗客定員５名 

６名以上の場合はご相談くだ

さい。 

※出港日の前日の 17 時まで

の申込み 

11月 14日(月) （株）湘南マリ

ーナ 
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実施日 運航事業者 航路と出港時刻・到着予定時刻 料金(税込み)(1艇あたり) 

11月 17日(木) 湘南サニー

サイドマリー

ナ（株） 

湘南サニーサイドマリーナ～みうら・みさき海の駅 

10:00～11:00 湘南サニーサイドマリーナ～みうら・

みさき海の駅 

12:30～13:30 みうら・みさき海の駅～湘南サニー

サイドマリーナ 

110,000円(往復のみ) 

※乗客定員 10名 

※出港日の前日 17 時までに

申込み 

11月 21日(月) 湘南サニー

サイドマリー

ナ（株） 

湘南サニーサイドマリーナ～逗子マリーナ 

10:00～11:00 湘南サニーサイドマリーナ～逗子マ

リーナ 

12:30～13:30 逗子マリーナ～湘南サニーサイドマ

リーナ 

110,000円(往復のみ) 

※乗客定員 10名 

※出港日の前日 17 時までに

申込み 

11月 25日(金) （株）ケーエム

シーコーポレ

ーション 

①みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ 

②みなとみらいぷかりさん橋～逗子マリーナ 

③みなとみらいぷかりさん橋～湘南港 

④みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ～逗子

マリーナ～湘南港 

⑤みなとみらいぷかりさん橋～葉山マリーナ～湘南

港 

⑥みなとみらいぷかりさん橋～逗子マリーナ～湘南

港 

※所要時間:①～③ 各さん橋まで約２時間 

        ④ 途中寄港含め約３時間 

        ⑤、⑥ 途中寄港含め約２時間 30分 

※出港時間はご相談ください 

※上記航路以外の運航を希望の場合は（株）葉山

マリーナーにご連絡ください。 

①～③110,000円 

④132,000円 

⑤、⑥121,000円 

※往復の場合は 25%割引 

※乗客定員８名 

※出港日の３日前までに申込

み 

ただし、運航員が手配できな

かった場合やさん橋が手配で

きなかった場合お断りさせて

いただくこともあります。 

11月 28日(月) （株）湘南マリ

ーナ 

湘南マリーナ～湘南港 

10:00～10:30 湘南マリーナ～湘南港 

10:40～11:10 湘南港～湘南マリーナ 

25,000円(往復の場合) 

12,500円(片道の場合) 

※乗客定員５名 

６名以上の場合はご相談くだ

さい。 

※出港日の前日の 17 時まで

の申込み 

湘南サニー

サイドマリー

ナ（株） 

湘南サニーサイドマリーナ～みうら・みさき海の駅 

10:00～11:00 湘南サニーサイドマリーナ～みうら・

みさき海の駅 

12:30～13:30 みうら・みさき海の駅～湘南サニー

サイドマリーナ 

110,000円(往復のみ) 

※乗客定員 10名 

※出港日の前日 17 時までに

申込み 

 


