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横浜駅伊豆急
下田

11：１５頃発

専用車専用車

15：00頃着 15：30頃着 17：00頃

(解散)

食事
朝・昼（車内）

2日目
10：３０頃発

清流荘

PREMIUM CHRISTMAS クルーズプラン 行程

アンティカ トラットリア ダル ピラータ
イタリアンコース料理

JR横浜

＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程が変わることがございます。

出発日と旅行代金 ［PREMIUM CHRISTMAS クルーズプラン］（1泊2日／お一人様あたり） 
2022年12月5日（月）・1２月19日（月）出発 

宿 1名様1室

清流荘 357,000円

2名様1室

265,000円

3～4名様1室

265,000円

部屋タイプ

半露天風呂付 和洋室（　1～2名様　        ３～４名様）

※宿の詳細につきましてはＰ23をご覧ください。

専用車

寝具の種類…　　：ベッドタイプ　　：布団タイプ

創作会席料理

大迫淳英 室内オーケストラ
クリスマス特別コンサート

15:40頃～

THE ROYAL EXPRESS

陶芸家である亡き夫とともに「器は
料理を持ってはじめて器となる」とい
うコンセプトから１日１組のおもて
なしを始める。料理の礎を作ってく
れたのは母と祖母。師は、周りの景
色。移ろう日々の季節を表現する絵
画のような盛り付けと、こだわり抜い
た伊豆の味覚をお楽しみください。

伊豆高原の一軒家フレンチレスト
ラン。クラシックをベースに、日本の
旬と食材を大切にしながらフランス
料理の文化と懐の深さを表現する
稲元シェフ。美しさと巧みな技術が
重なる本格派フレンチを車内でお楽
しみください。

どこかイタリアの風景にも似た伊豆
半島、桜の里河津町に2009年に
オープン。相模灘、駿河湾に囲まれ、
天城連山を背に魅力ある地の食材
を美味しく味わっていただきたい。
車窓から流れる景色に、伊豆のエッ
センスを添えて。
Buon Viaggio！

蓮台寺温泉の名湯宿。1937年（昭和12年）の創業以来、歴史と伝統、気品
漂うおもてなしの心を継承しながらも、上質な癒しの空間を提供している。
自然が語りかける半露天風呂付客室で、思う存分源泉掛け流しの名湯が
堪能できる。

クリスマス特別 LUNCH＆DINNER ご宿泊
１日目（車内昼食）

羅漢
１日目（車内夕食）
エルマイヨン

２日目（車内昼食）
アンティカ トラットリア ダル ピラータ

蓮台寺温泉 伊豆の宿 清流荘

クリスマスにお届けする特別なコンサート。観光列車
音楽の草分け・大迫淳英氏がこの旅のためにプロ
デュースする室内オーケストラで聖なる日を彩ります。
会場は、公立施設としては日本で初めての本格的な
音楽専用ホールとして開館した神奈川県立音楽堂。
この旅の皆さまだけの貸切でご用意しております。
ロンドンのロイヤルフェスティバルホールをモデル
に、最高の音響効果をあげるように設計されたホー
ルは、開館当時「東洋一の響き」と絶賛され、その響き
は今なお高い評価を受けています。
THE ROYAL EXPRESSだけの特別なクリスマスを
優雅な音楽とともに。

～くるみ割り人形～

THE ROYAL EXPRESS
大迫淳英 室内オーケストラ
クリスマス特別コンサート

※写真は全てイメージです。

JR横浜

11：50頃発

伊豆急
下田

クリスマス
星空観賞
（洛邑）

15：10頃着

THE ROYAL EXPRESS
専用車

旬香亭監修 洋食コース料理
❶下田エリアフリー観光
❷お宿ゆっくり

選択
プラン

JR横浜伊東

16：30頃着15：10頃発14：30頃着11：15頃発

THE ROYAL EXPRESS サフィール踊り子
（グリーン車）

（※1）

専用車 THE ROYAL
LOUNGE
YOKOHAMA

（解散）

食事
昼（車内）・夕

1日目

食事
朝・昼（車内）

2日目

11：00頃

THE ROYAL LOUNGE
YOKOHAMA

洛邑

10：00頃発

ウェルカム
セレモニー

伊豆急
下田

横浜駅

SHIZUOKA

伊東駅

伊豆急下田駅

１日目

星空煌めく 下田クリスマス クルーズプラン 行程

2日目

KANAGAWA

下田の夜空に舞う

満天の星空

聖なる夜に

願いをこめて
※1 踊り子になる可能性がございます。
＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程が変わることがございます。

羅漢 和食コース料理

クルーズプラン
下田クリスマス

星空煌めく

出発日と旅行代金 ［星空煌めく 下田クリスマス クルーズプラン］（1泊2日／お一人様あたり） 
2022年12月9日（金）・12月16日（金）出発 

洛邑
(宿泊)

創作フレンチ

アメリカン
ブレックファスト

クリスマス特別企画 車内のお食事

聖なる夜 クリスマス星空観賞
白浜と海の夜景を眼下に、星のソムリエ®がご案内するクリスマス星空観賞会。高性能
天体望遠鏡と双眼鏡から臨む世界は、普段は見ることができない壮大な体験をお届け
します。星空を眺めながら大迫淳英氏の奏でるメロディーとともにお楽しみください。
※荒天時は観賞会は中止となります。

中伊豆の名店「羅漢」の加藤敦子氏が
車内で心を込めて腕を振るいます。移ろ
う季節を表現した絵画のような盛り付
けとこだわり抜いた伊豆の味覚をお楽
しみください。

時を忘れる、至高の宿。客室はわずか８部屋で、
全室スイートルームとなっており、至高の贅沢と、
非日常な時間を味わいたい大人が訪れる隠れ宿。
目の前にはホワイトビーチの絶景が広がります。

洛邑下田の会員制リゾート

宿 ３～４名様１室 ２名様１室 １名様１室

別邸 洛邑 195,000円195,000円 263,000円

部屋タイプ

寝具の種類…　　：ベッドタイプ　　：布団タイプ

スイートルーム露天風呂付（　1～2名様　　　3～4名様）

下田で過ごすクリスマス。下田の名宿洛邑では一面に広がる白浜と海の夜景を眼下に、冬空に続々と
登場するきらびやかな冬の星たちを、星のソムリエ®の解説と共にご案内します。星空と大迫淳英氏の
音楽のハーモニーで忘れられない一刻をお届けいたします。

※宿の詳細につきましてはＰ23をご覧ください。

横浜駅

SHIZUOKA

伊東駅

河津駅

月ヶ瀬

2日目

KANAGAWA

１日目

※写真は全てイメージです。

美しい自然とともに

煌めくハーモニー

中伊豆から贈る

クリスマスの夕べ

中伊豆クリスマス
クルーズプラン

狩野川沿いの自然豊かな環境で寛ぎと安らぎを感じ、贅沢を味わ
える時間と空間を備えた和モダン。和風旅館の趣を残しつつ落ち
着いた雰囲気の中で快適性と機能性を備えた客室で、時空を超え
たゆったりと自由な時間をお過ごしください。

190,000円

出発日と旅行代金 ［中伊豆クリスマス クルーズプラン］（1泊2日／お一人様あたり） 
2022年12月23日（金）出発 
宿 ４名様１室 ３名様１室 ２名様１室 １名様１室

雲風々 露天風呂付き和洋室または洋室 190,000円 190,000円 257,000円

部屋タイプ

※4名様1室利用のお部屋は1部屋のみ
※宿の詳細につきましてはＰ24をご覧ください。

雲風々
(宿泊)JR横浜

11：50頃発

河津

14：50頃着

THE ROYAL EXPRESS

旬香亭監修 洋食コース料理

JR横浜伊東

16：30頃着15：10頃発14：30頃着11：30頃発

THE ROYAL EXPRESS サフィール踊り子
（グリーン車）

（※1）こうげん寿し

THE ROYAL
LOUNGE
YOKOHAMA

（解散）

食事
昼（車内）・夕

1日目

食事
朝・昼（車内）

2日目

11：00頃

THE ROYAL LOUNGE
YOKOHAMA

雲風々

10：00頃発

ウェルカム
セレモニー

河津

中伊豆クリスマス クルーズプラン 行程

※1 踊り子になる可能性がございます。
＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程が変わることがございます。

雲風々月ヶ瀬の名宿

大迫淳英 クリスマス
ミニコンサート
（雲風々）

THE
ROYAL BUS

THE
ROYAL BUS

中伊豆の名宿「雲風々」にて
お届けするクリスマスミニコ
ンサート。美しい自然と調和
した煌めく音色とともにクリ
スマスの夕べをお楽しみくだ
さい。

大迫淳英 クリスマス
ミニコンサート

クリスマス特別企画
中伊豆で美しい自然とともに過ごすクリスマス。
宿泊は月ヶ瀬の名宿「雲風々」。狩野川のせせらぎとヴァイオリンの音色のハーモニー。森に囲まれ、聖な
る夜を彩る中伊豆でしか味わえないクリスマスミニコンサートをお届けいたします。

創作和会席

和定食



3号車 マルチカー
デザイナー

水戸岡 鋭治 Eiji Mitooka

ドーンデザイン研究所主宰

建築・鉄道車両・グラフィック・プロダクトなど、さまざま
なジャンルのデザインを行っております。車両や関連施
設のデザインは鉄道ファンの枠を超えて広く注目を
集め、ブルネル賞、ブルーリボン賞、日本鉄道賞、毎日デザ
イン賞、菊池寛賞など受賞しております。
「THEROYAL EXPRESS」では、車両デザインのほか
「THE ROYAL LOUNGE/CAFE」、「THE ROYAL 
BUS」、「THE ROYAL HOUSE」を手掛けています。

齋藤 元志郎
古賀 達彦
洋食
旬香亭(監修)

静岡県でも伊豆は独特の気候風土があり、
そこに育まれる自然美や海の幸、山の幸が
数多く存在します。その魅力を体験して頂
けるように、伊豆の食材を最良の調理法で
取り入れながら、旬香亭らしい新しくて懐
かしい洋食を、美味しく、枠にとらわれない
形で提供してまいります。

音旅演出家®

大迫 淳英 Jun-ei Ohsako

ヴァイオリニスト

「旅と音楽の融合」をテーマに、音旅演出家としてTHE 
ROYAL EXPRESSの旅の魅力をプロデュース。
THE ROYAL EXPRESSのテーマ曲を演奏するヴァイ
オリニストとして、列車の旅に感動をもたらし、記憶に
残る華麗な旅を提供。コンセプトやイメージを創造し、
車内だけではなく、列車を取り巻く世界や、伊豆を元気
にする取り組みを「音楽」を通した総合的な演出により、
新しい伊豆を発信します。

旅を彩る人々

伊東港で水揚げされる地魚にこだわり、
鮮度が良く脂がのった旬の地魚を選り
すぐり、最高の素材を江戸前の握りでご
提供します。伊豆の思い出となるような
お寿司をお楽しみいただければと思い
ます。

佐瀬 晃
お寿司
こうげん寿し

伊豆高原の一軒家フレンチレストラン。
クラシックをベースに、日本の旬と食材
を大切にしながらフランス料理の文化
と懐の深さを表現する稲元シェフ。美し
さと巧みな技術が重なる本格派フレン
チを車内でお楽しみください。

稲元 亘
フレンチ
Hermaïon

陶芸家である亡き夫とともに「器は料理
を持ってはじめて器となる」というコン
セプトから１日１組のおもてなしを始め
る。料理の礎を作ってくれたのは母と祖
母。師は、周りの景色。移ろう日々の季節
を表現する絵画のような盛り付けと、こ
だわり抜いた伊豆の味覚をお楽しみく
ださい。

加藤 敦子
和食
羅漢

どこかイタリアの風景にも似た伊豆半島、
桜の里河津町に2009年にオープン。相
模灘、駿河湾に囲まれ、天城連山を背に
魅力ある地の食材を美味しく味わって
いただきたい。車窓から流れる景色に、
伊豆のエッセンスを添えて。
Buon Viaggio！

早川 巧磨
イタリアン
アンティカ トラットリア
ダル ピラータ

CHRISTMAS MARKET
この時期だけ特別に施されるクリスマス仕様。マルチカーは本場ドイツとデンマークから輸入した手作り工芸品の
クリスマスマーケットを開催。クリスマスムードにあふれたTHE ROYAL EXPRESSをお楽しみください。

※写真は全てイメージです。

※写真は全てイメージです。

宿
自分らしさを取り戻す

言葉だけでは

語り尽くせぬ

あなただけの物語を

紡ぎ出す

峰温泉

玉峰館

奈良時代に湧き出た霊泉が起源とされる峰温泉。伝統
を残しながら革新的なデザインを取り入れた、日本旅
館ならではの“寛ぎの極み”の空間を提供する。河津桜
など、四季折々の美しい景色を臨める日本庭園では、
独創的な光の演出により、自然と光の融合した幻想的
な世界を堪能できる。

客室（離れ和洋室）

蓮台寺温泉

伊豆の宿 清流荘

蓮台寺温泉の名湯宿。1937年（昭和12年）の創業以
来、歴史と伝統、気品漂うおもてなしの心を継承しなが
らも、上質な癒しの空間を提供している。凛とした意匠
の貴賓室は「貴賓」の名に恥じないゆとりある空間と
気品を大切にしており、自然が語りかける露天風呂付
客室で、思う存分源泉掛け流しの名湯が堪能できる。

貴賓室（露天風呂）

◆食事内容

□夕創作会席料理
□朝 創作会席料理
◆食事場所

□夕□朝 食事処
（貴賓室は□夕□朝とも部屋食可）

今井浜温泉

伊豆今井浜東急ホテル

日常の喧騒を忘れられる自然豊かな東伊豆に位置す
るリゾートホテル。ホテル目の前から広がる、美しい青
い海と白い砂浜の今井浜海岸はまるでプライベート
ビーチのよう。水平線に浮かぶ伊豆七島の島影、今井浜
に浮かぶ月光“ムーンロード”、夜空一面に瞬く星など、
非日常の癒しの風景が迎えてくれる。

客室（ロイヤルスイートルーム/ビューバス付）

◆食事内容

□夕和会席料理または
　フランス料理コース
□朝 和洋バイキング
（セットメニューとなる場合がございます）

◆食事場所

□夕 食事処またはレストラン
□朝レストラン

◆食事内容

□夕新日本料理
□朝 和食膳
◆食事場所

□夕□朝 食事処

下田温泉

別邸 洛邑

時を忘れる、至高の宿。客室はわずか８部屋で、全室ス
イートルームとなっており、至高の贅沢と非日常な時間
を味わいたい大人が訪れる隠れ宿。目の前にはホワイ
トビーチの絶景が広がり、「日本にもまだこんな場所が
あったのか」と思わせるような眺望が存分に味わえる。

客室

◆食事内容

□夕創作フレンチのフルコース
□朝アメリカンブレックファスト
◆食事場所

□夕□朝レストラン
※大浴場はございません。

下田温泉

下田東急ホテル

下田市街地より程近い、風光明媚な海辺の高台に
佇むリゾートホテル。神秘的なナティエブルーの海と
水平線に浮かぶ伊豆七島の眺めは正に絶景。客室は
眺望と寛ぎを重視した、リゾートホテルならではの
快適な空間が広がる。

客室（オーシャンビュージュニアスイート/ビューバス付）

◆食事内容

□夕和洋折衷コース料理
□朝 和食プレート（コース仕立て）
◆食事場所

□夕□朝レストラン

■河津エリア ■下田エリア

月ヶ瀬温泉

雲風々

狩野川沿いの自然豊かな環境で寛ぎと安らぎを感じ、
贅沢を味わえる時間と空間を備えた和モダン。和風旅
館の趣を残しつつ落ち着いた雰囲気の中で、快適性と
機能性を備えた客室は、時空を越えたゆったりと自由
な時間を過ごすことができる。

露天風呂付き和洋室（流清）

◆食事内容

□夕創作和会席
□朝 和定食
◆食事場所

□夕□朝 食事処
※大浴場はございません。

■中伊豆エリア

修善寺温泉

あさば

あふれる緑の山 と々美しい川が流れる伊豆修善寺に、
浅羽弥九郎幸忠が開いた宿坊に端を発する。湯の郷・
修善寺の山あいで、木々の輝きや川のせせらぎととも
に、鳥の声を聴きながら変わることなく時を刻みお客
様をお迎えしている。

和洋室

◆食事内容

□夕和会席
□朝 和食
◆食事場所

□夕□朝 部屋食

※写真は全てイメージです。

THE ROYAL CAFE YOKOHAMA

THE ROYAL LOUNGE YOKOHAMA

旅の始まりの舞台

THE ROYAL LOUNGE
YOKOHAMA

THE ROYAL EXPRESS クルーズプランの旅は横浜駅の専用ラウンジ

「THE ROYAL LOUNGE YOKOHAMA」の舞台から。スイーツやお飲

み物をご用意しております。水戸岡鋭治氏がデザインした木のぬくもりを

感じる舞台で出発前の煌めくひとときを美しい音色とともにお届けいた

します。

水戸岡鋭治氏によってデザインされた空間で、
THE ROYAL EXPRESSの車内と同じ監修者によ
るコーヒー等をお楽しみいただけるカフェ。
食事付き乗車プランのお客さまの旅の始まりの舞台
となります。

THE ROYAL CAFE
YOKOHAMA


