
 

～熱海港から船で３０分のリゾートアイランド～ 

「ＰＩＣＡ初島」にカラフルなドリンク＆メニューが大集合!! 

「初島 ＲＡＩＮＢＯＷ ＳＵＭＭＥＲ」７/２２（木祝）スタート!! 

2021年 7月 21日 

 

富士急行株式会社 

株 式 会 社 ピ カ 

株式会社富士急マリンリゾート 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士急グループの株式会社ピカ（山梨県富士吉田市）と株式会社富士急マリンリゾート（静岡県熱海市）

では、静岡県熱海市初島のアウトドアリゾート施設「PICA 初島」と熱海港～初島港を 30 分で結ぶ初島航路

にて、2021 年 7 月 22 日（木祝）～9 月 20 日（月祝）の期間、彩り豊かな夏を満喫できる特別イベント「初島

RAINBOW SUMMER」を開催いたします。 

 

静岡県唯一の有人島で、首都圏から一番近い離島である「初島」では、富士山や大島などを望む絶景の

船旅に始まり、初島上陸後は、新鮮な海鮮グルメやおしゃれなドリンク、アクティビティ、温浴など、思い思い

の過ごし方で島時間をご堪能いただけます。本イベントでは、そんな非日常感が溢れる「初島」で、カラフル

な夏を満喫できるコンテンツを多数取り揃えました。 

メイン会場となる「PICA 初島」内の、エキゾチックな亜熱帯植物に囲まれたアジアンガーデン「R-Asia」と南

国リゾート感漂うテラスレストラン「ENAK（エナ）」では、ビー玉のように輝く寒天ゼリー「九龍球」入りのトロピ

カルドリンクやお洒落なラベルのアジアンビール、色鮮やかなデコレーションかき氷、チーズで型抜きした名

前入りのロコモコなど、思わず写真を撮りたくなる可愛さ満点のメニューが勢揃いいたします。 

アクティブに楽しみたい方には、夏季限定の「海のプール」がおすすめ。カラフルなボールプールや存在感

抜群のビーチアイテムのほか、海を眺めながらサウナ浴が楽しめるテントサウナも登場し、様々な楽しみ方

ができます。サウナ後そのままプールへダイブするという、普段とは一味違う特別なサウナ体験もここならで

はです。また、大きなヤシの木の新スポット「空と海とブランコ」やカラフルなフラッグで装飾された空中アスレ

チック「SARUTOBI（サルトビ）」も仲間やご家族で記念撮影をするのにうってつけです。島へと向かう船上や

熱海港ではポップで陽気な BGMが流れ、島旅気分をより一層盛り上げます。 

 

この夏はリゾートアイランド「初島」で、彩り豊かな夏をお過ごしください。 

【インスタ映えスポットがいっぱい！フォトスポット MAPはコチラ ⇒ https://snaplace.jp/hatsushima/ 】 

https://snaplace.jp/hatsushima/


 

夏季限定イベント「初島 ＲＡＩＮＢＯＷ ＳＵＭＭＥＲ」 

開催期間  2021年 7月 22日（木祝）～9月 20日（月祝） 

会   場  PICA初島 （静岡県熱海市初島） 

特設サイト https://www.hatsushima.jp/rainbow_summer/ 

 

◆アジアンガーデン「R-Asia」やテラスレストラン「ENAK」に、カラフルなドリンク＆メニューが大集合！ 

ビー玉のように輝く寒天ゼリー「九龍球」入りのトロピカルドリンク 

やお洒落なラベルのアジアンビール、色鮮やかなデコレーションか 

き氷、チーズで型抜きした名前入りのロコモコなど、思わず写真を 

撮りたくなってしまう可愛さ満点のメニューが勢揃い。夏の青空に 

映える充実のラインナップをご用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

※テラスレストラン「ENAK（エナ）」の営業状況は事前にホームページでご確認ください。 

https://www.pica-resort.jp/hatsushima/food/enak.html 

 

◆アクティブに楽しみたい方へ！「海のプール」や「SARUTOBI」で思いっきりはしゃごう！ 

夏季限定の「海のプール」では、カラフルなボールプールや存在感抜群のビーチアイテムのほか、海を眺

めながらサウナ浴が楽しめるテントサウナも登場し、様々な楽しみ方ができます。サウナ後そのままプール

へダイブするという、普段とは一味違う特別なサウナ体験もここならではです。カラフルなフラッグで装飾され

た空中アスレチック「SARUTOBI」もおすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

アジアンビールフェア 750 円～ トロピカルドリンク 

アルコール 850 円／ノンアルコール 650 円 

九龍球入りのドリンクもご用意！ 

デコレーションかき氷（3 種） 1,000 円 名前入り★ロコモコ 1,600 円 春雨パクチーサラダ付き BBQセット 3,000 円～ 

 

https://www.hatsushima.jp/rainbow_summer/
https://www.pica-resort.jp/hatsushima/food/enak.html


 

【海のプール】 

・営業期間   2021年 7月 17日（土）～8月 29日（日） 

・料   金   大人（中学生以上）2,300円、小人（3歳～小学生）1,350円 

※アジアンガーデン「R-Asia」の入園料を含む 

・営業時間   9：00～16：00（飲食 10：00～15：30） 

 

【初島アドベンチャー「SARUTOBI（サルトビ）」】 

・料   金   大人（中学生以上）1,900円、小人（5歳～小学生）1,500円 

※身長 110㎝以上、5歳以上のお子様よりご利用可 

・営業時間   10：00～17：00（夏季は 9：00～） 

・ご 予 約   WEBサイトより事前予約をお願いいたします。 

https://bit.ly/3kIZjMm 

 

◆大きなヤシの木の新スポット「空と海とブランコ」で記念撮影！ 

 アジアンガーデン「R-Asia」内に、大きなヤシの木のフォトスポット 

「空と海とブランコ」が新登場。心地よい潮風を感じながら夏の青空と 

どこまでも広がる海を背景に、とっておきの 1枚を撮影していただけます。 

 

 

 

◆今だけの期間限定チケット「たっぷり初島プラン」でお得に、欲張りに島旅を楽しもう！ 

 「せっかく初島に行くのだから何もかも全部楽しみたい！」という方のために 

往復乗船券、島内お食事券、アジアンガーデン「R-Asia」ご入園、海泉浴 

「島の湯」ご入浴など、内容盛りだくさんの期間限定チケットをご用意しました。 

お得に、欲張りに、島時間をご堪能ください。 

 

・チケット名   たっぷり初島プラン 

・販売期間   2021年 7月 16日（金）～9月 30日（木） 

・料   金   大人（中学生以上）5,000円、小人（小学生）3,250円 

・内   容   往復乗船券、アジアンガーデン「R-Asia」入園、 

トロピカルドリンク（1杯）または海泉浴「島の湯」入浴、 

島内共通ミールクーポン（1,500円分）  

［対象：食堂街、土産店、PICA初島「ENAK」］ 

※「海のプール」利用券付のプランもご用意しております。 

・販   売   熱海港乗船券売り場 

・お問合せ   富士急マリンリゾート TEL：0557-81-0541 

 

◆誰でも参加 OK！Instagram キャンペーンも同時開催！ 

初島の魅力をもっと多くの方に知っていただきたいという想いから、 

イベントと同期間中、「PICA初島」のアカウントで Instagramキャンペーン 

を開催いたします。応募は「PICA初島」公式 Instagramアカウント 

（@pica.hatsushima）をフォローの上、キャンペーン投稿で紹介されている 

「初島でやってみたいこと」の番号を選んでコメントをして頂くだけで完了。 

抽選で「PICA初島」ペア宿泊券など豪華な賞品が 10組 20名様に当たり 

ます。まだ初島へ行ったことがない方でもご参加いただけるキャンペーン 

ですので、奮ってご応募ください。 

 

 

https://bit.ly/3kIZjMm


 

【Instagramキャンペーン特設サイト https://snaplace.jp/hatsushima2021/】 

・応募期間   2021年 7月 22日（木祝）～9月 20日（月祝） 

・応募方法    

①「PICA初島」公式 Instagramアカウント（@pica.hatsushima）をフォロー 

②キャンペーン投稿の中から「初島でやってみたいこと」の番号を選んでキャンペーン投稿のコメント欄に 

コメントするだけで応募完了。 

初島でやってみたいこと 

1：アジアンリゾート気分を堪能 

2：海を眺めながらリフレッシュ 

3：アクティビティを楽しむ  

4：初島で絶品グルメに舌鼓 

5：海辺の温泉やプールでリラックス 

6：優雅にグランピング 

7：船旅を楽しむ 

③ご応募いただいた方の中から抽選で 10組 20名様に、「PICA初島」ペア宿泊券、テラスレストラン 

「ENAK」シーフード BBQペアセット券などの豪華賞品をプレゼントいたします。 

 

 

 

【「PICA初島」内 宿泊施設のご紹介】 

■アイランド ヴィラ プレミア 

海と風をコンセプトにした最高グレードのアジアンコテージ。天井高 5ｍの開放感あふれる室内では、大き

な窓から差し込む暖かな日の光を感じながらラグジュアリーなひとときをお過ごしいただけます。 

・棟数 2棟 

・定員 6名 

・広さ 室内：45.8平方メートル デッキ：28.2平方メートル 

・室内設備 冷暖房完備・冷蔵庫・寝具(移動式ベット×1・シングルベット×2・ 

ソファーベット×3)・テーブル・照明・電気・ケトル・食器・カトラリー・ 

タオル・アメニティ・ドライヤー 

・屋外備品 テーブル・チェア・タープ・ハンモック・ガス式 BBQグリル 

 

■アイランドヴィラ テラス 6 

トレーラーとは思えないほど快適な室内には、屋根裏部屋のようなスペースもあり、子どもたちも大喜びで 

す。屋外デッキのハンモックに寝ころびながら、ゆっくりと島時間をご堪能いただけます。 

・棟数 4棟 

・定員 6名 

・広さ 室内：21.6平方メートル デッキ：20平方メートル 

・室内設備 冷暖房完備・冷蔵庫・寝具(ダブルベット×1・ソファーベット×1・ 

マットレス×3)・テーブル・照明・電気ケトル・食器・カトラリー・ 

タオル・アメニティ・ドライヤー 

・屋外備品 テーブル・チェア・タープ・ハンモック・ガス式 BBQグリル 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://snaplace.jp/hatsushima2021/


 

■アイランドヴィラ テラス 8 

トレーラーを 2棟並べた間取りで、グループや 3世代でのご利用におすすめです。広々とした屋外デッキ 

では、島の風を感じながらのんびりバーベキューをお楽しみいただけます。 

・棟数 2棟 

・定員 8名 

・広さ 室内：33.6平方メートル デッキ：20平方メートル 

・室内設備 冷暖房完備・冷蔵庫・寝具(ダブルベット×2・ソファーベット×2・ 

マットレス×3)・テーブル・照明・電気ケトル・食器・カトラリー・ 

タオル・アメニティ・ドライヤー 

・屋外備品 テーブル・チェア・タープ・ハンモック・ガス式 BBQグリル 

 

■アジアンリゾート ヴィラ 

室内設備が充実しており、全てのシーズンを通して快適にお過ごしいただけます。専用のウッドデッキでは

満天の星空を眺めながら、優雅なプライベートタイムを満喫していただけます。 

・棟数 8棟 

・定員 4名 

・広さ 室内 15平方メートル デッキ 21.9平方メートル 

・室内設備  冷暖房・冷蔵庫・寝具(ダブルベッド×1・ソファーベッド×2)・ 

照明・電気ケトル・タオル・食器・カトラリー 

 

料 金 お一人様 1泊 2食付 大人 10,000円～30,000円 

※季節・人数によって変動致します。料金をご掲載の際は、一度お問合せくださいませ。 

ご予約 各施設施設の PICAオンライン予約にて承ります。 

【URL】 https://www.pica-resort.jp/hatsushima/stay/site/villa_premium.html 

 

＜PICA リゾート＞ 

富士急グループの株式会社ピカは、山梨・静岡・神奈川・埼玉で 10 施設のキャンプ場を中心に、アウトド

ア事業を展開しています。「人と人、人と自然のインターフェイスになる」を企業理念に、キャンプやアウトドア

を通し、自然と接することで日常の暮らしを見直すことができるような場を提供しています。 

事業地一覧 【山梨県】PICA富士吉田、PICA富士西湖、PICA山中湖、PICA Fujiyama、PICA八ヶ岳明野 

【静岡県】PICA富士ぐりんぱ、PICA表富士、PICA初島 

【神奈川県】PICA さがみ湖、ワイルドクッキングガーデン 

【埼玉県】PICA秩父 

 

【「初島航路」営業情報】 

■運行区間 熱海港～初島港(所要時間：約 30分) 

■運航時間 全日：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。 

         ※運航ダイヤは今後の社会情勢等により変更となる場合があります。 

         ※当日の運航ダイヤはホームページ「初島に行こうよ。」でご確認いただけます。 

■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/ 

 

https://www.pica-resort.jp/hatsushima/stay/site/villa_premium.html
https://www.hatsushima.jp/

