２０１４ 海の駅クルージング

2014/7月31（木）～8月/3（日）

富士山を船から眺め、伊豆の温泉に浸かり、横浜の夜景を観、伊豆の離島で大自然に触れる
今年の海の駅クルージングは、これまでに好評だった東の海域に向います。
タイトルのように盛り沢山な企画内容となっており、ボート乗りには見逃せない海から見る富士山や伊豆諸島の景観に感動することでしょう。
全行程水先案内が先導しますので初心者の方でもご心配は要りません、万が一のエンジントラブルにもサービスマンが同行しますので安心です。

給油量 参考データ（Y-32コンバーチブル）

日次

月日
（曜）

スケジュール

初日 7/31 出航： 各 海の駅、マリーナ出航

累計 所要 給油
ﾏｲﾙ 時間 数量

（河芸は07:00出航）

木曜 08:30 伊良湖水道通過（参加艇合流点） → 12:00 御前崎港着 （岸壁係留）

係留

給油 ： 大澤石油

給油

昼食 ： なぶら市場にて（各自）

昼食

14:00 御前崎港出航 → 16:00 下田港着

（下田ボートサービス 桟橋係留費40fで￥5,000）

17:00 送迎バスでホテルへ(下田ベイクロシオ )
※伊勢湾、三河湾からの参加艇集合場所、伊良湖沖

２日目

給油、昼
食、宿泊

係留
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5

40

2

132

7

40

2

12

1

400

夕食、宿泊

計

08:30に N34.33 E137.03

400

8/1 08:30 ホテル出発
金曜 09:00 下田港出航 → 11:00 三崎港着

（三浦海業公社 桟橋係留費￥2,500）

係留

昼食 ： 三崎名物まぐろ料理をお楽しみください。（各自）

昼食

13:00 三崎港出航 → 14:00 シティマリーナヴェラシス到着 （桟橋係留費 40fで￥10,000）

係留

給油 ： マリーナにて

給油

15:00 送迎バスでホテルチェックイン （観音崎京急ホテル）

400

夕食、宿泊

希望者は横浜の夜景クルージングご案内。
計

３日目

8/2 08:00 ホテル出発
08:30 マリーナヴェラシス出航 → 大島 → 利島 → 式根島 → 12：00 新島港着
土曜 係留 ： 新島港
（新島空港管理所 岸壁係留）
昼食 ：13:30 栄寿司
給油 ：14:30 新島燃料店
自由行動
18:00 ホテルチェックイン 新島村温泉ロッジ

8/3 07:30 ホテル出発
日曜 08:00 新島港出航 → 11:00 御前崎港着
昼食 ： なぶら市場にて

（岸壁係留）

給油 ： 大沢石油

3

70

4

係留
昼食、給油

400

480

宿泊、夕食
計

４日目

52

係留

70

4

480

53

3

240

92

5

145

8

昼食、給油

12:30 御前崎港出航 → 各マリーナ帰港（河芸は17:30着）
計

合計

399

240

22 1,520

出航前準備
・ 燃料代は各自現地清算となります、免税券をお忘れなく。
・ 岸壁にも係留しますので大型のフェンダーをご準備下さい。
・ 係留ロープも予備を準備願います。
・ 無線はマリンVHF72chで。
・ 艇の整備、検査、航行区域の確認をお願いします。

昼食ならびに宿泊先
● 1日目： 7/31 木曜
係留： 御前崎港 (岸壁係留）
？港管理組合
TEL
給油： 大澤石油
TEL0548-63-2518
昼食： 御前崎 海鮮なぶら市場
(\1,500程度）
TEL0548-63-6789
係留： しもだ海の駅 （1艇 40Fクラス \5,000）
TEL0558-22-5511
船中泊OK
伊藤社長
宿泊： 下田ベイクロシオ （お一人\20,000ほど）
TEL0558-27-2111 渡辺様

● 2日目： 8/1 金曜
係留： 三崎港 三浦海業公社 （係留費￥2,500） TEL予約不可㈱スバル興業046-881-0533

昼食： 三崎崎

まぐろ料理中心で自由行動

係留： シティーマリーナヴェラシス （40Fで\10,000程度） ﾊｰﾊﾞｰﾏｽﾀｰ末長様090-3098-7286

給油： シティーマリーナヴェラシス
宿泊： 観音崎京急ホテル （お一人\１0,000ほど）

TEL046-841-2200 渡辺支配人

● 3日目： 8/2 土曜
係留： 新島港岸壁 新島空港管理所 船中泊OK
ﾚﾝﾀｶｰ：ナカダレンタカー
給油： 新島燃料店
昼食： 新島 栄寿司
宿泊： 新島温泉ロッジ （お一人\１0,000ほど）
※新島ロッジ 5月1日 08：30 予約入れる事
● ４日目： 8/3 日曜
係留： 御前崎港 (岸壁係留）
給油： 大沢石油
昼食： 御前崎 海鮮なぶら市場

？港管理組合
(\1,500程度）

TEL04992-5-1267
TEL04992-5-0215
TEL04992-5-0161
TEL04992-5-0134
TEL04992-5-1199

TEL
TEL0548-63-2518
TEL0548-63-6789

費用
・上記の昼食、宿泊、給油の実費に加え、安全、安心のクルージングサポート＆
プロデュース料として 参加費￥10,000の費用がかかります。
※各宿泊ホテルとも、１泊２食、送迎付です。
● ホテルのキャンセル料
天候悪化などによりホテルをキャンセルする可能性がﾞあります。
その場合キャンセル料が発生し、各自ご負担頂く事になりますのでご承知願います。

※荒天でクルージングが中止の場合、新島を除き陸路ならご利用頂けます。

主催・事務局
NPO法人 海の駅・ネットワーク 中部連絡会
＜浜名湖・伊勢湾・三河湾ブロック＞
実行委員会： みえ・かわげ海の駅
TEL 059-245-5001

