
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「IZU CRAILE」秋のびゅう旅行商品 

(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 

伊豆クレイルの１号車（定員２４名）および３号車（定員２２名） 

を食事・ドリンクと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) びゅう旅行商品 出発設定日 

  ２０１６年１０月 1 日（土）～１２月２５日（日）までの金・土・ 

日曜日、祝日およびその前日 

 ※ コースによって一部異なります。 

(３) 発売開始  ２０１６年８月３１日(水) １４時より 

   ※ １０月・１１月伊豆クレイル乗車分のみ。 

※ １２月伊豆クレイル乗車分は１０月下旬の発売予定となります。 

(４) 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。 

 

○2016 年 7 月 16 日より小田原駅～伊豆急下田駅間を運行し、大変好評をいただいているリゾート

列車「IZU CRAILE(伊豆クレイル)」の秋のびゅう旅行商品の詳細が決定いたしました。 

○秋のびゅう旅行商品では、伊勢海老や金目鯛などの伊豆の豊かな食材を始め、秋ナス、栗、ぶど

うなど旬な食材を使用したオリジナル料理がお楽しみいただけます！ 

○東京駅や横浜駅など発着の宿泊・日帰りプランや、自在にアレンジが可能な小田原・熱海発着プ

ランの各種旅行商品を取り揃え、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。 

秋商品発売決定！
伊 豆  ク レ イ ル

「IZU CRAILE」 と 伊豆の景色 

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 

２０１６年８月２２日

ＪＲ東日本 横浜支社



２ お料理・サービス 

(１) 「IZU CRAILE」 びゅう旅行商品オリジナル料理 

料理の監修は、人気のフランス家庭料理レストラン「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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～秋元シェフコメント～ 

「美しく華やかな見た目で心が躍る」 

「意外な組み合わせで驚きと楽しさがある」 

「親しみやすく刺激的な味で嬉しさが続く」 

をモットーに、メニューを考えました。 

伊豆クレイルに乗って、 

素敵な風景とともにお楽しみください。 

クレイルスタイル・アフタヌーンカフェセット 
【復路】上り区間（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 

①箱根山麓豚のローストポークとキャロットラぺのチーズバーガー 

②下田金目鯛のオーブン焼き タブレとオリーブのタプナード添え 

③伊豆のシラスと茸のアリュメットパイ 

④伊豆修善寺黒米を使った栗のロールケーキ 

⑤静岡掛川茶を使ったオペラ 

⑥伊豆ワイナリーのお酢を使ったブドウプリン 

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・オータムランチセット
【往路】下り区間（小田原・熱海→伊豆急下田間） 

ワンボックスランチ 

①ローストビーフ たっぷりキノコのドゥミグラスソース 

②南伊豆獲れ伊勢海老と長芋の冷製フラン 

③箱根山麓豚と伊豆産原木椎茸のピンチョス 

 テリヤキマスタードソース 

④駿河湾産釜揚げシラスの入ったブランダッド 

⑤ピペラードを詰めたコンキリオーニ 

⑥伊豆野菜を詰めた若鶏のバロティーヌ 

⑦小山町産金太郎マスと秋ナスのキッシュ 

⑧南伊豆温泉メロンと生ハムのオードブル ピクルス添え 

オリジナルスイーツ 

⑨ピーカンナッツの入ったしっとりガトーショコラ 

⑩伊豆みかんのプリン 

ドリンク 

・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） 

秋元さくらオーナーシェフ 

NEW！ 

NEW！ 

① ② ③ 

④ 

⑤

⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

① ② ③ 

④ 
⑤ 

⑥



（２）その他のサービス 

①オプショナルプラン 「ワイン飲み放題プラン」 

・往路(下り区間；小田原・熱海駅→伊豆急下田駅間)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”もご用意しております。 

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！ 

 

②オリジナルフード＆グッズ好評販売中！ 

・２号車バーカウンターでは、オリジナルフードや 

オリジナルグッズを販売しております。 

・伊豆ならではの商品を取り揃えた「のもの」も展開。 

旅の思い出のお土産として是非お買い求めください。 

  ※「のもの」とは東日本の各地域の食を中心に、地域の魅力を 

紹介する地産品ショップです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③車内イベント 

・２号車ラウンジでは、車内イベントを開催いたします。 

ボサノヴァをはじめとしたライブや観光 PR などを日替わりで 

お楽しみください。 

 

 

 

④小田原駅コンコース内 「伊豆クレイル専用ラウンジ」 
・伊豆クレイルご乗車のお客さま専用でご利用いただけるラウンジです。 
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。 

 

 

 

 

 

 

３ びゅう旅行商品の主なコース・代金 

（１）宿泊プラン ※１泊２日限定 

伊豆クレイルを往復、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、弓ヶ浜温泉、下賀茂温泉、堂ヶ島温泉より選りすぐり

の８施設からお選びいただけます。また、各宿泊施設では伊豆クレイル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！ 

 

ワイン飲み放題プラン（イメージ） 

２号車バーカウンター 

ニューサマーオレンジタルト 

「伊豆クレイル専用ラウンジ」内観 

■利用可能日：「伊豆クレイル」運転日  

■利用可能時間：１０：３０～１１：３０ 

（「伊豆クレイル」小田原駅出発時刻１０分前まで） 

ブールサンド 

 

「のもの」ショップ商品 

車内イベント風景 



例：[宿泊Ⅰ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Ⅰコース］ 東京駅発着おとな お 1 人様 36,000 円～60,400 円 (往復 IZU CRAILE ご利用) 

［宿泊Ⅱコース］ 東京駅発着おとな お 1 人様 30,300 円～54,700 円 (１日目 IZU CRAILE ご利用) 

［宿泊Ⅲコース］ 東京駅発着おとな お 1 人様 27,500 円～53,100 円 (２日目 IZU CRAILE ご利用) 

 

（２）日帰りプラン 

伊豆クレイルの往路または復路のご乗車と、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」をセットにした日帰りプ

ランです。下田市内の散策をお楽しみください。 

例：[日帰りⅠコース] 行程 

往路 

              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 ---- 下田市内 

グリーン車自由席   ランチセット付             散策 

復路 

           特急踊り子号・スーパービュー踊り子号など 

下田市内---- 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Ⅰコース］東京駅発着おとな お 1 人様 17,800 円 (往路 IZU CRAILE ご利用) 

［日帰りⅡ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、伊豆クレイルを片道のみ

ご利用いただけるプランです。 

［片道Ⅰコース］ 小田原駅発おとな お 1 人様 11,600 円 

 

 

 

［片道Ⅱコース］ 小田原駅着おとな お 1 人様  9,400 円 

 

 

 

 

４ その他の旅行商品について 
秋のびゅう旅行商品以外に、以下の旅行会社で一般座席（4 号車）を利用した旅行商品を 

発売します！詳しくは各旅行会社にお問い合わせください。 

 

 

      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 

びゅう旅行商品パンフレット（イメージ） 

㈱JTB 国内旅行企画、㈱日本旅行、近畿日本ツーリスト個人旅行㈱、 

東武トップツアーズ㈱、㈱小田急トラベル、㈱阪急交通社 


