
井村

東京・熱海発着 2021.3/28～7/10帰着

■出発日（東京・熱海発共通） 各出港地　～　　　　(高速ジェット船)　～ 大島　　到着後はご自由にお過ごしください。 
＜ジェット船午後着便のみ送迎あり・要予約＞
大島温泉ホテル（泊）　夕食は各コース案内をご覧ください。

１日目

大島温泉ホテル　朝食　　ご出発までご自由にお過ごしください。 
大島　～　　　　（高速ジェット船）　～　各到着地　　2日目

日次 行程（共通）

7月１日以降出発のご予約は、4月5日からの受付となります。
出発地・出発日により船のダイヤは異なります。詳しくはお問い合わせください。
◎出発後、お客様のご都合での復路便の変更・払戻しはできません。
◎寝具の上げ下げについて：プラン❶・❸・❹はセルフサービス、プラン❷はサービスです。
◎料金に含まれるもの：往復船賃、宿泊代（１泊２食）、旅行傷害保険代、税
◎添乗員・現地係員：なし
◎最少催行人員：おとな1名様
◎延泊設定：なし
◎料理内容は一例となります。当日の漁獲量等により食事内容が変更となる場合があります。
◎お部屋のご指定は承れません。

6月中の土日については、バス観光オプションを実施予定です。
詳細につきましては、お問い合わせください。バス観光オプションのご予約は利用日の2ヶ月前同日からとなります。

プラン❶～❹ 共通のご案内

●電話／04992-2-1673　●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00　●客室／和室・バスなし・トイレ付
●館内施設／レストラン「かめりあ」「さるびあ」、宴会場、お土産処、卓球
●FreeWi-Fi／館内全館、全客室にてFreeWi-Fi対応可能 ※有線LANはありませんので予めご了承ください。

大島温泉ホテル Information

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、
運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、
くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、
疲労回復、健康増進 

温泉
効能

雄大な三原山を望む絶景温泉でゆったり
源泉掛け流しの三原山温泉で
ゆったりと体も心もリラックス。
露天風呂からは雄大な三原山を
眺めることができます。

金目鯛と伊勢海老の舟盛りや大島名
物べっこう寿司など、新鮮な海の幸を
満喫することができます。
また、島の食材「明日葉」を使った料理
もお楽しみいただけます。

飲み放題オプションを
ご利用いただけます。

おとな 2,750円 　こども 1,000円

島焼酎ほか飲み放題オプション

飲み放題メニュー ※120分となります

●島焼酎 ●ビール（瓶） ●ワイン（赤・白） 
●日本酒（温・冷） ●オレンジジュース ●ウーロン茶

絶景温泉と海の幸を満喫！

21008OPコード

※当日の気象状況等によりテラスを開放しない場合が
　ございます。
※月の影響や当日の天候により星が見えない場合が
　ございます。

三原山の７合目に位置する大島温泉ホ
テルは光害の影響が少なく、ここから見
える星空はまさに天然のプラネタリウム！
ホテル屋上のリラックスエリア「三原山
テラス」もご利用ください。

@nozomu ishikawa

星空に近いテラスで星降る夜をお楽しみください

金目鯛と伊勢海老の舟盛り＆べっこう寿司プラン

おしながき
❖ 金目鯛と伊勢海老の舟盛り　❖ べっこうずし３貫
❖ 前菜3点盛り
　（明日葉のじゃこ炒め・島野菜の大島揚げ・島野菜の生春巻き）
❖ 島野菜の煮物 ❖ 金目鯛西京焼き ❖ さざえご飯
❖ 伊勢海老の味噌汁 ❖ 大島牛乳アイス
※入荷状況等により、一部変更となる場合がございます。

新型コロナウイルスに伴う対応について
【船内について】
●常に外気を取り入れ、船内の空気の入れ替えを行っております。
●アルコール消毒液を設置
●清掃時、アルコール消毒を実施しております。

【大島温泉ホテルについて】
●お食事の際は密を避けるため他のお客様とのお席の間隔を
　空けるように調整しております。
詳しくは、大島温泉ホテルホームページをご覧ください 

19,800円

■旅行代金

9RA１１
東京発着 

９RA13
熱海発着

コース番号
おとな1名様（2名以上1室ご利用の場合）

※東京・熱海コースともに、
　1名1室ご利用の場合は
　追加代金3,000円となります。12,800円

こども
東京発着・熱海発着が同料金！！

セットでお得に楽しもう！
往復の

高速ジェット船
大島温泉ホテル

宿泊1泊夕・朝食付

大島温泉ホテル改修工事のお知らせ ホテルの改修工事を実施しています。この間、客室やレストランからの景観が損なわれる場合がございます。
ご利用のお客様には大変ご不便ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

28～31   
1・2・4～9・11・18～23・25～28   
5～7・9～14・16～21・23～28・30・31
1～4・6・13～18・20～25・27～30   
1・2・4～9   

3月
4月
5月
6月
7月

新鮮な海の幸を満喫できるプラン

プラン❷～❹は裏面をご覧ください。

プラン❶

イメージイメージ



井村

　この旅行は東海汽船（株）（都知事登録第2-1793号が企画・募集する企画旅行であり、記載されていない条件の他は当社旅行業約款によります。①お申込
みはご出発日の4日前までとなります。②天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他当社の管理できない理由が生じた場合、旅行の中止または、旅行の内
容を変更する場合があります。③おとな１名様以上でお申込み下さい。④こどもは小学校就学児となります。乳幼児料金は、ご予約の際お問い合わせ下さい。（現
地払い）⑤お客様の都合による旅行の中止や、出発日の変更をされる場合には次の取消料をいただきます。⑥詳しい旅行条件を説明した案内書面をご用意して
おりますので、事前にご確認のうえお申込み下さい。⑦このパンフレットは2021年3月8日現在の資料で作成しております。⑧写真はすべてイメージです。

旅行企画実施 東海汽船（株）

東京都知事登録旅行業第2-1793号 東京都港区海岸1-16-1
総合旅行業務取扱管理者　山本  祐子

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、当面の間、営業時間を変更させていただいております。

今後GoToトラベルキャンペーンの適用となり、一部料金が変更となる場合がございます。詳細については決定後、ホームページにて発表させていただきます。

◆東海汽船ホームページアドレス
　https://www.tokaikisen.co.jp/
◆乗り場の地図は東海汽船ホームページの「乗り場・駐車場案内」をご覧ください。

03（5472）9999
受付  9：30～18：00（毎日）

東海汽船お客様センター
0570-005710

取消日

取消料

21日前まで

無料

20～8日前

20%

7～2日前

30%

前日

40%

当日

50%

旅行開始後
および

無連絡不参加

100％

個人情報の取り扱いについて ① 東海汽船(株)（以下「当社」）は、旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊等の手配に利用する他、必要な範囲内において当該機関等に提出致します。
② 当社が扱う商品、サービス等に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。

新鮮な海の幸をその場で豪快に焼
いて、お楽しみいただけるプランで
す。鉄板焼きには欠かせない旬野菜
やお肉も取り揃えております。
ご家族や気の合うお仲間同士での
ご利用におすすめです。

イメージ

●丸ごと1匹！金目鯛の煮付け ●地魚の舟盛り ●さんが焼き　
●とこぶしのバター焼き ●前菜３点盛り ●明日葉の白和え ●地野菜の煮物
●さざえご飯 ●汁物 ●香の物 ●大島牛乳アイス

〈おしながき※一例〉

夕食はお部屋食で、地産にこだわった豪華海鮮をお楽しみください。
のんびりと過ごしたい方におすすめのプランです。　※朝食はレストランまたは広間となります。

●前菜２点盛り ●鮮魚２点盛り ●鉄板焼き(旬野菜・肉・魚介)
●金目鯛の煮付け ●茶碗蒸し ●明日葉胡麻和え
●島豆腐 ●さざえご飯 ●汁物 
●香の物 ●大島牛乳アイス

〈おしながき※一例〉

　　　　　  　海の幸を満喫！

豪華 海鮮鉄板焼き＆絶景温泉プラン

プラン
特典

★アーリーチェックイン/13:00、レイトチェックアウト/11:00対応
★大島温泉ホテル館内で使える利用券1,000円分付き
★夕食時ウェルカムドリンク付き　★オリジナル星座早見盤プレゼント

プラン特典 ★オリジナル星座早見盤プレゼント

椿油を使ったコスメセットをプレゼント。
夕食には、絶品「金目鯛のしゃぶしゃぶ」やホテル特
製の大島牛乳アイスを使ったデザートをご用意♪
ホテル内の三原山テラスからは美しい星空もお楽
しみいただけます。
うれしいレイトチェックアウトも対応!

※同伴の男性も同料
金でご宿泊いただ
けます。（特典一部
除外）

●金目鯛のしゃぶしゃぶ ●お刺身とべっこう漬けの盛合わせ
●鯛のカルパッチョ 自家製明日葉ソース ●明日葉のおひたし ●明日葉ドレッシングのサラダ
●自家製島豆腐 ●明日葉のかき揚げ  ●明日葉ごはん
●香の物 ●汁物 ●大島牛乳アイスのデザート

〈おしながき※一例〉

プラン
特典

★夕食時ウェルカムドリンク付き　　 ★椿油ミニコスメ５点セットプレゼント
★オリジナル星座早見盤プレゼント　★レイトチェックアウト/11:00対応
★絶景!三原山側のお部屋指定

　　　  女子旅応援コース♪

 絶景客室＆ヘルシー金目鯛のしゃぶしゃぶプラン

“密”を避けてゆったりお部屋食♪
海の恵みでおもてなしプラン

イメージ イメージ

イメージ

１9，8００円 こども12，8００円
おとな1名様

※東京・熱海コースともに、1名1室ご利用の場合は追加代金3,000円となります。
（ ）2名以上1室

ご利用の場合
9RB11

東京発着 
9RB13
熱海発着

コース番号 １9，8００円こども12，8００円
おとな1名様

※東京・熱海コースともに、1名1室ご利用の場合は追加代金3,000円となります。
（ ）2名以上1室

ご利用の場合
9RC11

東京発着 
9RC13
熱海発着

コース番号

23，8００円 こども13，8００円
おとな1名様

※東京・熱海コースともに、1名1室ご利用の場合は追加代金3,000円となります。

（ ）2名以上1室
ご利用の場合

9RD11
東京発着 

9RD13
熱海発着

コース番号

イメージ

イメージ

1日2組限定！

プラン❷

プラン❸ プラン❹

全プラン

1人旅OK！
プラン❶❸❹は

「飲み放題オプション」も
ご利用いただけます。

出発日・行程については
表面をご覧ください。お好きなプランを

お選びください。


