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東海汽船
マスコットガール 小池 夏海 Koike Natsumi

誕生日

趣味

特技

出身地

身長

好きな
食べ物

美しい夕日や星空など、非日常的な風景をキャンピングカーとともに
お楽しみください♪お得な船賃割引もございます。
詳しくは下記ＱＲコードより、ご確認ください。

大島キャンピングレンタカー
090-1600-8625 osima.krc@gmail.com
〒100-0101 東京都大島町元町2-20-2 

ご予約・
お問合せは

大島キャンピングレンタカー4代目
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定員4名～18名前後
のお部屋です。顔の部
分がパーテーションで
仕切られ、プライベー
トに配慮されたつくり
です。
※相部屋となります。2等和室

集合時間 往路ジェット船・下田発プラン・・・・・・・出発時刻の30分前
往路大型客船プラン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出発時刻の60分前

郵便振替払込金受領証、旅行社のクーポン等をご用意の
うえ、窓口にお並びください。往復の乗船券、宿泊券、オプ
ション等の利用券に引換えます。宿泊券、利用券は現地施
設でご提出頂きますので、紛失にご注意ください。

乗船名簿の記入
乗船券を受け取ったら右側の乗船名簿を記入してくださ
い。（熱海～大島間は不要）左側は下船時に係員が回収し
ます。

乗船開始のアナウンスが流れたら、乗船口まで
お進みください。
乗船口で係員に乗船名簿をお渡しください。
ご乗船後も船内ではマスクの着用をお願いします。

ご乗船

乗船券等の引換え

行き先（島名）、宿泊先、
出発日を決めます。

宿泊先ごとの旅行代金をご確
認ください。期間は出発日の

カレンダーでご確認ください。

延泊がある場合、延泊日を延
泊日カレンダーより確認し、延

泊料金表の代金を加えてください。

お申し込みの際、YGH11（例）
等、コース番号でお申し出い

ただくとスムーズです。

2人きりの特別空間。シンプルで高級感のあ
るデザインは癒しの旅に最適です。
シャワー・ウォシュレットトイレ完備

定員6名～12名前後のお部屋です。顔の部
分がパーテーションで仕切られ、プライベー
トに配慮されたつくりです。
全席マットレス・コンセント有

2段ベッドタイプで、安全面を考慮した高齢者
の方も上りやすい階段です。カーテンを閉め
れば、プライベートな空間を確保できます。
全席コンセント有

4名定員の2段ベッドタイプのお部屋で、ご家
族やグループでのご利用がおすすめです。室
内机は可動式で移動することが可能です。思
い出作りの団欒にご使用ください。シャワー・
ウォシュレットトイレ完備/全席コンセント有

特等室 特1等室

特2等室1等室

大型
客船

大型客船プランをご利用のお客様は
船室のグレードアップも差額代金で承ります。

※相部屋となる可能性がございます。

※本例はさるびあ丸です。（「橘丸」の仕様・設備は異なります）

※相部屋となる可能性がございます。

要予約・ご予約は2ヶ月前の同日からです。

新型コロナウイルスの影響等により、島内観光施設等の休館日・営業時間は変更となっている場合がございます。ご利用前にご確認ください。

「御船印」とは神社仏閣めぐりで集められる御朱印の船バージョンです。
日本各地の船をめぐる、今までにない船旅をお楽しみいただけます。
東海汽船は、〈御船印めぐりプロジェクト事務局〉が運営する御船印プロジェクトに参画し、
2021年4月1日よりオリジナルの御船印帳、御船印の販売を開始しました！

▲ノート型御船印帳　1冊1,430円（税込） ▲来港記念御船印スタンプ、御船印紙　各1枚300円（税込）

表紙の七福神の
イラストは

アンクルトリスで
おなじみの
柳原良平氏

見本
見本

見本 見本 見本

見本見本見本

見本

東海汽船
御船印
発行一覧

御船印めぐり
プロジェクト
公式WEBサイト

新型コロナウイルスの影響等により、島内観光施設等の休館日・営業
▲ノート型御船印帳　1冊1冊 ,430円（税込） ▲来港港記念御御御御御御御御船御御御御御 印ス印 タン

見本
見本 見本

竹芝客船ターミナル内SHOP竹芝、
竹芝客船ターミナル案内所、大島出港地売店、
八丈マリンサービス、伊東港他
（※種類により販売場所が異なります。
　詳しくは東海汽船HPをご確認ください。）

主な販売場所

※今後の社会情勢などにより変更となる場合がございます。
毎日 19:15 出港 （21:00着）

2022.7.1（金）～9.11（日）
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新型コロナウイルスの影響等により、変更となる場合がございます。

乗り場のご案内 （詳細は東海汽船ホームページ「乗り場・駐車場案内」をご覧ください）

新型コロナウイルスの発生を受け、東海汽船ではお客様と従業員の安心・安全な環境を守るため、以下のように努めております。ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
【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。また、アルコール消毒液を設置しておりますのでご利用ください。
 座席については、可能な限り、お客様同士のお席の間隔を空けるように調整しております。船内乗組員については、マスクを着用させていただきます。
【提 携 先 宿 泊 施 設 に つ い て】 消毒液の設置、施設内のこまめな換気、従業員とお客様またはお客様同士の接触を減少させるための取り組み、従業員のマスク着用や健康チェック等を行っております。
【お客様自身での体調管理のお願い】 安心かつ安全にご参加していただくために、お客様自身での体調管理、マスク着用、手洗い・うがい等に努めていただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス
感染症対策について

※2022年5月1日現在での対応です。（今後の社会情勢等により内容が変更となる可能性があります。）

5月

ツアーやイベント、様々な情報を発信中！
東海汽船SNS情報

Twitter
https://twitter.com/tokaikisen/

Facebookアカウント
https://www.facebook.com/tokaikisen/

Instagramアカウント
https://www.instagram.com/tokaikisen/

LINE＠アカウント
https://page.line.me/line_tokaikisen

Youtube
https://www.youtube.com/c/
tokaikisenchannel

東京／竹芝客船ターミナル

●

●

● ●

下田ロープウェイ

柳生沢川柳生沢川

下田海上保安部

国道135号線国道135号線

開港
記念館

長楽寺

みなと橋 下田魚市場

新下田橋

至河津・東京

県営駐車場

のりばのりば

▲寝姿山

伊豆急下田駅伊豆急下田駅

至伊東・東京至伊東・東京
伊
豆
急
行

〒105-0022 東京都港区海岸1-12-2 〒413-0023 静岡県熱海市和田浜南町6-11 〒415-0023 静岡県下田市3-18-22
☎0558（22）2626

●熱海駅よりタクシーで約10分 バスで約15分
※熱海駅から熱海港までは道路が混雑していますと、車で40分ほ
どかかる場合がありますので、十分余裕をもってお出かけください。 ※水曜休み

☎0557（82）2131

●伊豆急下田駅よりタクシーで約7分
●伊豆急下田駅より徒歩約20分

●JR浜松町駅（北口）より徒歩約8分
●ゆりかもめ竹芝駅より徒歩約1分
●地下鉄大門駅より徒歩約10分

☎03（3433）1251（竹芝桟橋）

熱海港 下田港 (神新汽船のりば )

ペット同伴でのご旅行はできません。
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18：00

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。

大島観光協会 04992(2)2177

※8/6～16の
　往路・復路便は除く

■コース番号【B9K51】
利用期間

7/23～8/31帰着
往復大人おひとり様

12,000円
こども

6,000円

●復路が欠航となった場合、空席がある場合は後日ご利用いただけます。
　他の交通機関を利用して帰られた場合など、復路乗船券の払い戻しはいたしません。

● 新型コロナウイルスの影響等により、ダイヤを変更する場合がございます。

熱海‐神津島

※8/6～16の
　往路・復路便は除く

■コース番号【B9K31】
利用期間

7/23～8/31帰着
往復大人おひとり様

9,000円
こども

4,500円

熱海‐大島

往復
高速ジェット船利用で

お得に旅しよう!

要事前
予約 便限定 期間

限定
４日間
有効

7/23～8/5・8/17～8/31
11：00
13：35

熱海発往路期間 大島着 神津島着
11：45
14：20

12：55
-

7/23～8/5・8/17～8/31
8/17～8/31
7/23～8/5

-
11:20
11:25

神津島発往路期間 大島発 熱海着
10:00
12:30
12:35

10:45
13:15
13:20

全便
対象

■利用便時刻表

※乗船後の行先変更はできません。

株式会社 四季の旅
東京都千代田区神田小川町3-1-1　BMビル7階

TEL: 03-5577-2929    FAX: 03-5577-2930
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