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【情報解禁 第 2 弾】
熱海・初島「ピングー」コラボイベント 12/4(土)スタート!!
コラボクルーズ船、メニュー＆グッズ、ホテル特別ルームなど盛りだくさん♪

「イルドバカンスプレミア号」外装（イメージ）

静岡県熱海市にて熱海～初島航路を運航する株式会社富士急マリンリゾートでは、スイス生まれの人気キ
ャラクター「PINGU（ピングー）
」の 40 周年を記念して、2021 年 12 月 4 日（土）～2022 年 2 月 23 日（水
祝）の期間、コラボイベントを初開催いたします。
【 イベント特設ページ https://www.hatsushima.jp/pingu/ 】
当イベントの目玉は、熱海港と離島リゾート「初島」を約 30 分間で結ぶ定期船「イルドバカンス三世
号」と「イルドバカンスプレミア号」をピングーの世界観たっぷりにデコレーションした「ピングー号」
の運航です。ピングーデザインのクルーズ船が運航するのは初の取り組みとなります。この船に乗れば、
ピングーやなかまたちと一緒に優雅な船旅をお楽しみいただけます。
また、初島に上陸した後は、南国感満載のピングーやなかまたちが出迎えてくれるウェルカムゲート
や、どこまでも広がる海をバックにしたフォトスポットで記念撮影をお楽しみいただけるほか、
「PICA 初
島」の「テラスレストラン ENAK（エナ）
」では、ここでしか食べられない可愛さ満点のコラボメニューを
ご堪能いただけます。
さらに、熱海サンビーチ沿いに位置する全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル「熱海シーサイ
ドスパ＆リゾート」には、ピングーコラボルームが 2 部屋限定で登場いたします（11 月 20 日（土）正午
より予約開始）。コラボルームにご宿泊のお客様しか手に入らないオリジナルデザインのアロハシャツと
アイマスクを身に着けて、たくさんのピングーやなかまたちに囲まれながら、ウェルカムスイーツに舌
鼓…というとっておきのプライベートタイムをお過ごしいただけます。なお、ホテル 1 階と熱海港の売
店には、今回のコラボ限定のオリジナルグッズも取り扱うピングーコーナーも登場いたします。ここで
しか買えないこだわりの商品にぜひご注目ください。
お楽しみ盛りだくさんの「ピングー」と熱海・初島のコラボイベントに、どうぞご期待ください。

― PINGU（ピングー）×熱海・初島 コラボイベント概要 ―
■期間
2021 年 12 月 4 日（土）～2022 年 2 月 23 日（水祝）
■コラボ内容
（1）ピングーコラボクルーズ船「ピングー号」の運航
熱海港と離島リゾート「初島」を約 30 分間で結ぶ定期船「イルドバカンス三世号」と「イルドバカ
ンスプレミア号」がピングーの世界観たっぷりにデコレーションされ、コラボクルーズ船「ピングー
号」として運航いたします。ピングーやなかまたちと一緒に優雅な船旅をお楽しみいただけます。
※熱海港～初島港、乗船時間約 30 分。事前に運航状況を HP でご確認のうえお出かけください。
https://www.hatsushima.jp/
※「イルドバカンス三世号」と「イルドバカンスプレミア号」の 2 隻の船が運航しております。運航す
る船は日によって異なります。

「イルドバカンスプレミア号」外装（イメージ）

★特典★ 初島にてアクティビティや温浴施設などが楽しめるチケットが
付いた往復乗船セット券をご購入の方に、オリジナルイラストの
クリアカードをプレゼントいたします。
※お 1 人様 1 枚のお渡しとなります。
チケットは熱海港乗船窓口にてお買い求めください。
【「PICA 初島」セット券（一例、税込）】※往復乗船券付き
・R-Asia セット券（R-Asia 入園）
大人 3,200 円、小人 1,600 円
・温浴セット券（R-Asia 入園＋島の湯入浴）大人 3,800 円、小人 1,900 円
※他にも多数セット券をご用意しております。
クリアカード（イメージ）

（2）離島リゾート「初島」にピングーやピンガのフォトスポットが登場
南国感満載のピングーやなかまたちが出迎えてくれるウェルカムゲートや、どこまでも広がる海を
バックにピングーやピンガと記念撮影が楽しめるフォトスポットが登場いたします。

初島港ウェルカムゲート（イメージ）

海岸沿いフォトスポット（イメージ）

（3）【PICA 初島】
「テラスレストラン ENAK（エナ）」に可愛さ満点のコラボメニューが登場
「PICA 初島」内にある南国リゾート感溢れる「テラスレストラン ENAK（エナ）」に、5 種類のコラボ
メニューが登場いたします。こだわりのメニューはどれも見た目が可愛いだけでなく、味も絶品です。
天気が良い日はテイクアウトして、隣接する「アジアンガーデン R-Asia」でハンモックに揺られなが
らお召し上がりいただくのもおすすめです。
【ピングーコラボメニュー（イメージ）
】 ※実際の提供メニューは写真と異なる場合があります。

PINGU～ガーリックシュリンプセット～
1,500 円(税込)

PINGU～初島カレー～
1,500 円(税込)

PINGU～タピオカドリンク～
（ホット／アイス）700 円(税込)

PINGU～ミネストローネ～
600 円(税込)

PINGU～台湾カステラ～
600 円(税込)

【アジアンガーデン R-Asia】
・入園料金 大人（中学生以上）950 円、小人（3 歳～小学生）550 円
・営業時間 9：00～16：00
・定 休 日 木曜日 ※年末年始は営業
※「テラスレストラン ENAK（エナ）
」の営業状況は
事前に HP でご確認ください。
https://www.pica-resort.jp/hatsushima/food/enak.html
★特典★ コラボメニューをご購入の方に、南国リゾートを楽しむ
ピングー、ピンガ、ロビのオリジナルイラストが描かれた
ステッカー（全 3 種）をプレゼントいたします。
※1 会計につき 1 枚、ランダムでのお渡しとなります。

ステッカー（イメージ）

アジアンガーデン R-Asia

（4）【PICA 初島】「海泉浴 島の湯」でゆったり。ご利用の方にオリジナル缶バッジプレゼント
寒い冬には、
「PICA 初島」内にある海一望の露天風呂「海泉浴
島の湯」がおすすめです。冷えた体をほっこりと温めてくれるこ
とはもちろん、目の前に広がる壮大な海に心も癒されます。
【海泉浴 島の湯】
・入浴料金 大人（中学生以上）900 円、
小人（3 歳～小学生）600 円 ※税込
・営業時間 10：00～21：00 ※季節により変動あり
・定 休 日 木曜日 ※年末年始は営業
海泉浴 島の湯

★特典★ 「海泉浴 島の湯」をご利用の方に、船長ピングーと
水兵ピンガのオリジナルイラストが描かれた缶バッジ
をプレゼントいたします。
※お 1 人様 1 個のお渡しとなります。
「島の湯」ご利用時にお申し出ください。

缶バッジ
（イメージ）

（5）港とホテルの売店でオリジナルグッズを販売
熱海港待合所と「熱海シーサイドスパ＆リゾート」の 1 階売店に、
今回のコラボ限定のオリジナルグッズも取り扱うピングーコーナーが
登場いたします。オリジナルグッズは、巾着トートバッグ、ハード
カバーミニノートといった普段使いにぴったりな商品とピングーと
ピンガの顔を千歳飴で表現した可愛さ満点の土産菓子「パパブブレ」
をご用意しております。
【オリジナルグッズ（税込）】
・巾着トートバッグ
1,320 円
・ハードカバーミニノート
980 円
・PINGU～パパブブレ～（千歳飴） 850 円
※オリジナルグッズ以外にも多数のピングー商品を取り揃えております。
巾着トートバッグ（イメージ）

（6）2 室限定！「熱海シーサイドスパ＆リゾート」にコラボルームが登場
熱海サンビーチ沿いに位置する全室オーシャンビューの
温泉リゾートホテル「熱海シーサイドスパ＆リゾート」に、
ピングーコラボルームが 2 部屋限定で登場いたします。
コラボルームにご宿泊のお客様しか手に入らないプレミア
ムなアロハシャツとアイマスクを身に着けて、たくさんの
ピングーやなかまたちに囲まれながら、ウェルカムスイー
ツに舌鼓…というとっておきのプライベートタイムをお過
ごしいただけます。

ピングールーム（イメージ）

★特典①★ コラボルームにご宿泊の方に、女性に人気のフルーツ柄
イラストが散りばめられたアロハシャツと寝顔のピングー
とピンガが両面にプリントされたアイマスクをプレゼン
トいたします。どちらもここでしか手に入らない数量
限定のプレミア品です。

アイマスク（イメージ）

アロハシャツ（イメージ）

★特典②★ お部屋の冷蔵庫には、ウェルカムスイーツをご用意しております。オレンジの甘酸っぱい
ケーキを頬張れば、疲れた体も癒されます。
【「ピングールーム」概要】
・客
室 モダン和洋室（定員 4 名）
、アジアンルーム（定員 3 名）※2 部屋限定
・宿泊料金 ＜1 泊 2 食付、1 室 2 名様でご宿泊の場合の 1 名様あたり＞
平日（月～木曜日）18,500 円、金曜日・日曜日 19,100 円、休前日（土曜日）22,200 円
※年末年始など特定日は料金が異なります。詳しくはホテル HP にてご確認ください。
・予約方法 お電話（TEL：0557－82－8111）または公式サイトよりご予約ください。
https://www.atamiseaside.com/
・予約開始 2021 年 11 月 20 日（土）12 時より受付
イベントのご案内
コラボ初日の 12 月 4 日（土）は、熱海港にてピングーとピンガのグリーティングイベントを開催いた
します。世界初のコラボ船「ピングー号」の前でピングーやピンガと一緒に記念撮影を楽しめるのは、こ
の日だけです。ぜひお越しください。
・登場日時 12 月 4 日（土）10：15（10：40 出港便を見送り）
、11：35（12：00 出港便を見送り）
・場
所 熱海港
【「PINGU（ピングー）
」とは…】
スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモー
ション・アニメーション。1980 年に「ピングー」の原型となるテストフィル
ムが制作されてから 40 周年を迎えました。1990 年以降、TV シリーズは世界
155 以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たち
が繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中に人々に愛されていま
す。2017 年 10 月からは 13 年ぶりの新作となって「ピングーin ザ・シティ」
が NHK E テレで放送開始となりました。
▼ピングーキャラクターサイト
https://www.pingu.jp/
▼ピングー公式 Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/
【「熱海～初島航路」営業情報】
■運航区間 熱海港～初島港(所要時間：約 30 分)
■運航本数 1 日 10 往復
※気象、海象状況等により運航状況が変更になる場合があります。
当日の運航状況を事前に HP でご確認の上お出かけください。
■乗船料金 大人：往復 2,640 円／小人：往復 1,320 円 ※お得なセット券もご用意しております。
■お問合せ 株式会社富士急マリンリゾート
住所：静岡県熱海市和田浜南町 6-11 TEL：0557‐81‐0541 HP：https://www.hatsushima.jp/
【「熱海シーサイドスパ＆リゾート」施設概要】
■所 在 地 静岡県熱海市東海岸町 6－53
■客 室 数 88 室
■付帯施設 温泉、岩盤浴、エステサロン、レストラン、売店 他
■アクセス
＜電車＞東海道新幹線または東海道線 JR 熱海駅から徒歩 10 分
＜ 車 ＞東名高速道路～小田原厚木道路～国道 135 号線経由、
熱海サンビーチ目の前
※駐車料 1 日 1 台 1,000 円（先着予約順、台数限定）
■お問合せ TEL：0557－82－8111 HP：https://www.atamiseaside.com/

