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１ 発売方法 

(１) 概 要 

びゅう旅行商品（㈱びゅうトラベルサービス企画・実施）として 

「IZU CRAILE」１号車(定員 24 名)、３号車（定員 22 名）を 

食事・ドリンクをセットにして発売します。 

※ ４号車(定員 52 名)は乗車券・指定席券でご利用いただけます。 

※ ４号車では料理、ドリンク類の提供はございません。 

(２) 発売開始  2016 年 6 月 3 日(金)14 時より 

(３) 発売箇所 

JR 東日本の首都圏エリアの主な駅にあるびゅうプラザまたは主な旅行会社、 

びゅう予約センター 0570-04-8928（携帯・PHS・IP 電話・ひかり電話からは、03-3843-2001）、 

えきねっと（ http://www.eki-net.com/travel/craile/ ）にて発売いたします。 
 

２ お料理・車内サービス 
(１) 「IZU CRAILE」旅行商品オリジナル料理 

料理の監修は、人気フレンチレストラン「モルソー」の 

秋元さくらオーナーシェフ。自然豊かな伊豆の食材を 

使用したメニューを、ぜひお楽しみください！（詳細は別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○この度、ＪＲ東日本が 2016 年 7 月 16 日より小田原～伊豆急下田間で運行する新たなリゾート列車 

「IZU CRAILE(伊豆クレイル)」車内で提供するお料理や、旅行商品の詳細などが決定いたしました。 

○旅行商品では、宿泊・日帰りコースを各種取り揃え、JR 東日本の主な駅にあるびゅうプラザや主な

旅行会社で発売いたします。 

○また運行開始にあわせ、小田原駅構内に伊豆クレイル専用ラウンジを開設いたします。小田原駅ご

出発前のひと時をゆっくりとお過ごし下さい。 

オリジナル料理メニュー決定 ＆ 旅行商品発売開始！ 

伊 豆  ク レ イ ル

IZU CRAILE (伊豆クレイル) 

伊豆の景色を眺めながら

「食」と「お酒」、「会話」を楽しむリゾート列車

クレイルスタイル・サマーランチセット(イメージ) 

クレイルスタイル・アフタヌーンカフェセット(イメージ)

クレイルスタイル・サマーランチセット
【下り】 往路（小田原・熱海→伊豆急下田間） 

・ワンボックスランチ（伊豆沖獲れ白身魚と野菜のエスカベーシュ等）

・オリジナルスイーツ（ニューサマーオレンジとカカオのクラフティ 等）

・伊豆クラフトビールまたは伊豆のソフトドリンク 
・コーヒー 
・ミネラルウォ―ター（飲む温泉 観音温泉水） 

クレイルスタイル・アフタヌーンカフェセット
【上り】 復路（伊豆急下田→熱海・小田原間） 

・ウエルカムドリンク 
（伊豆のスパークリングワインまたは伊豆のソフトドリンク) 

・ライトミール＆スイーツのアソート 
（伊豆下田港水揚げ･金目鯛のコンフィ ラタトゥイユを添えて 等） 

・コーヒー 
・ミネラルウォ―ター（飲む温泉 観音温泉水） 



（２）ワイン飲み放題プラン 

往路(小田原→伊豆急下田間)３号車ご利用のお客さまには、 

オプショナルプランとして“ワイン飲み放題プラン”をご用意いたしました！ 

初にスパークリングワインを、お替りは赤ワインまたは白ワインから 

お選びいただけます！ 

 

（３）バーカウンター（２号車） 

バーカウンターでは、列車の中でお召し上がりいただけるオリジナルフードやオリジナルドリンク

をご用意しております。また、伊豆ならではの商品を取り揃えた「のもの」も展開。「IZU CRAILE」オ

リジナルグッズとともに、思い出のお土産として是非お買い求めください。 

 

フード・ドリンク  

「IZU CRAILE」ではおつまみやスナックも伊豆や 

沿線のものを中心にご用意。 

オリジナルのフードメニューやドリンクも販売いた 

します。 

 
お土産など  

車内では「IZU CRAILE」オリジナルグッズも販売。 

「かまわぬの手ぬぐい」と「鎌倉四葩（よひら）のあぶらとり紙」 

は、列車内に設置されている暖簾の紋様と、列車に施されて 

いる「櫻」「海風」「さざ波」のラインなどをモチーフにした 

オリジナルデザインです。 

 
 
 
 
 
 
 

また、伊豆ならではの“いいもの”を揃えた「のもの」ショップを 

展開いたします。伊豆の伝統的な食材である「塩鰹」をはじめ、 

伊豆に暮らす地元の方々にも人気の商品を販売します。 

３ 旅行商品の主なコース・代金 
（１）宿泊プラン ※１泊２日限定 

「IZU CRAILE」を往復、または往路のみ、復路のみご利用いただける３つのコースをご用意いた

しました。宿泊は、下田温泉、下田相玉温泉、蓮台寺温泉、弓ヶ浜温泉、下賀茂温泉、堂ヶ島温泉

より選りすぐりの１３の施設からお選びいただけます。また各宿泊施設では「IZU CRAILE」商品をご

利用のお客さまだけのおもてなし“クレイルポイント”もお楽しみいただけます！ 

 

例：[宿泊Ａコース] 行程（往復 IZU CRAILE ご利用） 

１日目 

                東海道線普通列車     IZU CRAILE 
東京(品川・川崎・横浜・大船) →→→→ 小田原 →→→→→→ 伊豆急下田 --- 各宿泊施設

グリーン車自由席    ランチセット付                  （泊） 

２日目 

                IZU CRAILE    東海道線普通列車 
各宿泊施設--- 伊豆急下田 →→→→→ 小田原 →→→→→ (大船・横浜・川崎・品川)東京 

カフェセット付     グリーン車自由席 

［宿泊Ａコース］ 東京駅発着おとなお 1 人様 ４０，１００円～６３，８００円 (往復 IZU CRAILE ご利用) 

［宿泊Ｂコース］ 東京駅発着おとなお 1 人様 ３１，０００円～５８，２００円 (１日目 IZU CRAILE ご利用) 

［宿泊Ｃコース］ 東京駅発着おとなお 1 人様 ３０，７００円～５７，９００円 (２日目 IZU CRAILE ご利用) 

オリジナル手ぬぐい（イメージ） 

オリジナルあぶらとり紙（イメージ） 

「のもの」ショップ商品（イメージ） 

ワイン飲み放題プラン（イメージ） 

伊豆クレイルオリジナルブールサンド 

（箱根ベーカリー） 
ニューサマーオレンジタルト 



（２）日帰りプラン 

下田市内の水族館や遊覧船、ロープウエイ、飲食店などのいずれかでご利用いただける「びゅう下田

開国のみなとクーポン」をセットにしたコースをご用意いたしました。下田市内散策にとても便利です。 

 

例：[日帰り A コース] 行程 

往路 

               東海道線普通列車     IZU CRAILE          下田 

東京(品川・川崎・横浜・大船) →→→→ 小田原 →→→→→ 伊豆急下田 ---- 市内 

グリーン車自由席   ランチセット付            散策 

復路 

下田         特急踊り子号・スーパービュー踊り子号 

市内---- 伊豆急下田 →→→→→→→→→→→→→ (大船・横浜・川崎・品川)東京 

普通車指定席または自由席 

［日帰りＡコース］ 東京駅発着おとなお 1 人様 １６，６００円 (往路 IZU CRAILE ご利用) 

［日帰りＢコース］ 東京駅発着おとなお 1 人様 １５，６００円 (復路 IZU CRAILE ご利用) 

 

（３）小田原・熱海発着プラン 

旅行プランを自在にアレンジできる、小田原駅または熱海駅発着で、IZU CRAILE を片道のみご利用

いただけるプランです。 

 

 

 

 

［片道Ａコース］ 小田原発おとなお 1 人様 １０，４００円 

 

 

 

 

［片道Ｂコース］ 小田原着おとなお 1 人様  ９，４００円 

 

４「ＩＺＵ ＣＲＡＩＬＥ」専用ラウンジがＯＰＥＮします！ 
小田原駅改札内コンコースに「IZU CRAILE」ご乗車の方専用で利用いただけるラウンジが誕生し

ます。小田原産の木材をふんだんに使用した休憩スペースで、旅の始まりのひとときをゆっくりとお

過ごしください。 

ご利用可能日時：「IZU CRAILE」運行日 １０：３０～１１：３０（出発時刻１０分前まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      IZU CRAILE 
小田原・熱海 →→→→→→ 伊豆急下田 

 ランチセット付 

     IZU CRAILE 
伊豆急下田 →→→→→→ 熱海・小田原 

カフェセット付 

専用ラウンジ外観（イメージ） 専用ラウンジ内観（イメージ） 

旅行商品パンフレット（イメージ） 



 SPECIAL CUISINE 「VIEW」

フードメニュー

ローストビーフとグラタンドフィノア

伊豆沖獲れ白身魚と野菜のエスカベーシュ

押し麦とラタトゥイユをつめたコンキリオーニ

ワサビ香る冷製フラン

伊豆野菜を包み込んだバロティーヌ

伊豆温泉メロンと生ハムのオードブル ピクルスを添えて

エビのポワレと夏野菜のピンチョス 伊豆の海塩を添えて

駿河湾の桜えびと枝豆のクリームコロッケ

デザートメニュー

ニューサマーオレンジとカカオのクラフティ

杏仁のババロアとマンゴーソース

FOR

【往路】 クレイルスタイル・サマーランチセット

[下り]往路区間 小田原・熱海→伊豆急下田

●ワンボックスランチ ●オリジナルスイーツ ●伊豆クラフトビールまたはソフトドリンク ●コーヒー ●ミネラルウォーター

フードメニュー

伊豆下田港水揚げ･金目鯛のコンフィ ラタトゥイユを添えて

駿河湾の桜えびとベーコンのキッシュ

富士湧水ポークのボロニアソーセージを使った

カンパーニュサンドイッチ ワサビの風味

デザートメニュー

伊豆稲取ニューサマーオレンジプリン

ブルーベリーを使ったチーズケーキ

静岡県産抹茶のシュークリーム

【復路】 クレイルスタイル・アフタヌーンカフェセット

[上り]復路区間 伊豆急下田→熱海・小田原

●ライトミール＆スイーツのアソート ●ウェルカムドリンク（スパークリングワインまたはソフトドリンク） ●コーヒー ●ミネラルウォーター

※料理につきましては予定なく変更する場合もございます


