
 

 

第１３－６１号                            ２０１４年３月２７日 

新緑の丹沢・大山へ出かけよう！ 
「新緑の丹沢・大山キャンペーン」を４月２０日から５月３１日まで開催！ 
「丹沢・大山フリーパス」のご提示で、土産店や飲食店で割引・特典が！ 

～ ファミリー撮影会やフォトコンテストなどのイベントも実施 ～ 

 

 小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：山木 利満）は、２０１４年４月２０日（日）

から５月３１日（土）までの間、新緑がまぶしい丹沢・大山へのお出かけがますます楽しくなる「新緑の

丹沢・大山キャンペーン」を開催します。 
 

■「丹沢・大山フリーパス」をご提示いただくと大山エリアを中心に特典満載！ 

【大山阿夫利神社下社境内】（４月２０日限定で実施） 

◆「おしるこ」一杯無料サービスや「花の苗」（先着順）をプレゼントします。 

◆当社駅長や大山ケーブル駅長などと撮影いただける「ファミリー撮影会」を実施します。 

※ご希望の方は皆さま参加いただけます。 

【大山阿夫利神社下社札所】 

◆「福守（おまもり）」を進呈します。（先着順） 

【大山ケーブル駅】 

◆大山ケーブル駅からご乗車のお客さまに「絵はがき（４枚組）」をプレゼントします。（先着順） 

【駅商業施設および周辺エリア】 

◆土産店や飲食店などで割引・特典が受けられます。 

■丹沢・大山の魅力をテーマに「フォトコンテスト」、プロ写真家との「写真撮影会」を開催します。 

 

なお、５月３日（土・祝）、４日（日・祝）、５日（月・祝）には、臨時特急ロマンスカー「メトロ 

新緑号」を各日一往復運転、大山の最寄り駅となる伊勢原駅にも停車します。 
 

「新緑の丹沢・大山キャンペーン」の概要は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大山阿夫利神社下社 大山ハイキング（イメージ） 

  



 

 

記 

 

＜「新緑の丹沢・大山キャンペーン」の概要＞ 

 

１．キャンペーン名    「新緑の丹沢・大山キャンペーン」 

             ※対象商品は、丹沢・大山フリーパス（Ａキップ、Ｂキップ） 

２．実 施 期 間    ２０１４年４月２０日（日）～５月３１日（土） 

 

３．実 施 場 所     ・大山阿夫利神社下社（境内、札所） ・大山ケーブル駅 

・伊勢原駅、秦野駅、渋沢駅の小田急マルシェと鶴巻温泉駅周辺エリア 

 

４．参加店舗         参加店舗などの詳しい内容は、別紙をご覧ください。 

 

５．フリーパス提示特典  

   ※キャンペーン期間中の割引・特典などの詳しい内容は、別紙をご覧ください。 

《注》割引・特典などは、当日有効の「丹沢・大山フリーパス」をご提示いただいたお客さまが対象と 

なります。（「ファミリー撮影会」を除く） 

 

     【４月２０日限定のイベント・特典】   

（１） ファミリー撮影会 

＜場所＞   大山阿夫利神社下社境内 

＜時間＞  １０：００～１４：３０（小雨決行・荒天中止） 

＜対象＞    ご希望の方は皆さま参加いただけます。（フリーパスの提示不要） 

＜内容＞   小田急駅長、大山ケーブル駅長、巫女さんに扮した小田急社員と一緒に大山阿夫 

利神社下社をバックに記念撮影を実施いただけます。 

※お客さまのカメラを使用して撮影します。 

＜撮影時間＞ 

          １回目 １０：００～１０：３０ ／ ２回目 １１：００～１１：３０ 

             ３回目 １２：００～１２：３０ ／ ４回目 １３：００～１３：３０ 

５回目 １４：００～１４：３０（終） 

 

（２） 「おしるこ一杯無料サービス」、「花の苗プレゼント」 

＜場所＞    大山阿夫利神社下社境内 

＜時間＞    １０：００～１４：３０（なくなり次第終了） 

      ＜対象＞    花の苗は、先着１５０名となります。 

      

６．フォトコンテスト 

  （１）テ ー マ   「２０１４新緑の丹沢・大山の魅力」 

  （２）応募期間      ２０１４年４月２０日（日）～６月１０日（火） 

  （３）応募方法    当社ホームページ「フォトコンテスト」にアクセスいただき、応募先の

オリンパスイメージング㈱のＷＥＢサイト「フォトパス」からご応募ください。 

  （４）そ の 他      プリント作品は対象外となります。 

             各賞の受賞者には賞品を贈呈し、当社ホームページで作品の掲載をいたします。 

 

 

 

 



 

 

７．写真撮影会 

（１）内  容    プロの写真家と大山エリアを散策しながら写真撮影を楽しみます。 

           ※事前のお申し込みが必要です。 

（２）実 施 日      ２０１４年５月２３日（金） 

（３）募集人員    ４０名さま程度 

（４）応募期間    ４月１日（火）～５月１４日（水） 

（５）参加費用    ３，０００円（集合場所までの交通費、昼食代は、各自ご負担となります） 

（６）応募方法    当社ホームページ「写真撮影会」にアクセスいただき、応募先のオリンパ 

          スイメージング㈱のＷＥＢサイト「デジタルカレッジ」からご応募ください。 

※ご応募は先着順とし、定員になり次第締切ります。なお、「写真撮影会」

当日の詳細は、参加者へご連絡いたします。 

 

８． お問い合わせ        

 （１）割引・特典などに関するお問い合わせ 

 

          小田急お客さまセンター ガイダンス４番（お問い合わせ・ご案内） 

℡：０３－３４８１－００６６（９：００～１９：００） 

   

（２）「フォトコンテスト」、「写真撮影会」に関するお問い合わせ 

 

オリンパスイメージング株式会社 フォトパス事務局 

℡：０１２０－５１－２１５０までお願いいたします。 

（９：００～１２：００、１３：００～１７：３０ 土日、祝日を除く） 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

■丹沢・大山フリーパスについて 

丹沢・大山フリーパス」は、ＡキップとＢキップの２種類があり、２日間有効です。 

＜Ａキップ＞料金例：新宿発の場合、大人２，２１０円   こども １，１００円 

「小田急線往復＋乗り降り自由（小田急線の本厚木駅～渋沢駅間＋神奈川中央

交通バス指定区間＋大山ケーブル）」がセットとなっており、大山参道内の

２５の店舗で優待・料金割引が受けられます。 

＜Ｂキップ＞料金例：新宿発の場合、大人１，５３０円  こども ７６０円 

「小田急線往復＋乗り降り自由（小田急線の本厚木駅～渋沢駅間＋神奈川中央

交通バス指定区間）」がセットとなっており、大山参道内の２５の店舗で優

待・料金割引が受けられます。 

※「丹沢・大山フリーパス」は、小田急線各駅、小田急トラベル各営業所にてお求め

いただけます。詳しくは、小田急線各駅に設置のパンフレットをご覧ください。 

※料金は、２０１４年４月１日以降の料金です。 

 

■大山観光電鉄期間限定こども割引乗車券 

１．発売日および利用日 

２０１４年４月２０日（日）～５月３１日（土）の土休日 

２．利用区間   大山ケーブル駅～阿夫利神社駅 

３．発売箇所   大山ケーブル駅・阿夫利神社駅 

４．有効期間   発売当日限り有効（途中下車可） 

５．発売金額   こども運賃のみ、片道・往復・行き先にかかわらず一律５０円 

※おとなは、通常運賃となります。 

 

■大山ケーブルカーの運転時間延長 

１．運転日 

２０１４年４月２０日（日）～５月３１日（土）の土休日 

２．運転時間 

  ※通常、土休日は、９：００～１７：００（平日は、９：００～１６：３０）の運転です。 

（１）８：００～１７：３０まで運転 

・４月２６日（土）、２７日（日）、２９日（火・祝）、５月３日（土・祝）、４日（日・祝）、 

５日（月・祝）、６日（火・振替休日） 

（２）８：３０～１７：００まで運転 

・４月２０日（日）、５月１０日（土）、１１日（日）、１７日（土）、１８日（日）、２４日（土）、 

２５日（日）、３１日（土） 

 

【参 考】 



　　　　　　　　　　　　　　別紙

　　　　　　　　　　参加店舗一覧

☆　伊勢原駅

店舗／施設名 特典／割引内容 営業時間

1 名代　箱根そば
「自家製かき揚げ・コロッケ・生たまご」のいずれか
１品サービスまたは大盛りサービス（そば・うどん）

７：００～２１：００

2
ドトール

コーヒーショップ
ドリンク ワンサイズＵＰ（一部除外商品あり） ７：００～２２：００

3 ＨＯＫＵＯ 全商品１０％ＯＦＦ ７：００～２２：００

4
Ｏｄａｋｙｕ ＯＸ

ストア
対象飲料水を特別価格で ９：００～２２：４５

5
イタリアントマト

Café．Ｊｒ
全商品１０％ＯＦＦ

８：００～２２：００
（日曜  ２１：００）

6 モスバーガー
３００円以上の購入で、ポテトＳサイズまたはコール
ドドリンクＳを無料

７：００～２４：３０

7
Ｏｄａｋｙｕ

ＭＡＲＴ
（コンビニ）

対象飲料水を特別価格で ４：００～２６：００

8
ポリネシア
（洋食）

飲食代１０％ＯＦＦ
１１：００～２４：００
（金・土  ２５：００）

9 伊勢原市観光案内所
・観光みやげ品の店頭価格５％割引（除外品あり）
・１，０００円以上お買い上げのお客さまへオリジナ
   ルメモ帳をプレゼント

９：００～１７：００

☆　大山地区

店舗／施設名 特典／割引内容 営業時間

1 大山阿夫利神社下社 各日、先着１００名に「福守（おまもり）」進呈 ー

2 大山ケーブル

■大山ケーブルオリジナルグッズ全品５０円引き
　（缶バッチを除く）
■各日、大山ケーブル駅からご乗車のお客さま先着
　３００名に、絵ハガキ（４枚組）をプレゼント

ケーブル運転時間

☆　鶴巻温泉駅

店舗／施設名 特典／割引内容 営業時間

1
秦野市営日帰り温泉
施設「弘法の里湯」

料金２００円引き（こども１００円引き）
■平日１日：一般料金から２００円引き
（１，０００円⇒８００円）
■平日２時間：一般料金から２００円引き
（８００円⇒６００円）
■土、日、祝日２時間：共通料金から２００円引き
（１，０００円⇒８００円）
　なお、小・中学生への割引額は、大人の割引額の半
   額（１００円引き）

休館日　月曜日
（祝日の場合は翌平日）

１０：００～２１：００
（受付  ２０：３０）

2 名代　箱根そば
「自家製かき揚げ・コロッケ・生たまご」のいずれか
１品サービスまたは大盛りサービス（そば・うどん）

７：００～２０：００



☆　秦野駅構内

店舗／施設名 特典／割引内容 営業時間

1
イタリアントマト

Café．Ｊｒ
イタリアントマト特製焼き菓子１個プレゼント（１品
以上お買い上げの方）

７：３０～２１：００

2 ＨＯＫＵＯ 全商品１０％ＯＦＦ
７：３０～２２：００

（日曜・祝日）
８：００～２１：００

3
Ｏｄａｋｙｕ

ＭＡＲＴ
（コンビ二）

対象飲料水を特別価格で ２４時間営業

4 ミスタードーナツ
ドーナツ・パイ１０個まで２０％ＯＦＦ（一部対象外
商品あり）

７：００～２３：００

5 かついち お食事ご注文で１０％OFF
１１：００～２１：００

（LO  ２０：３０）

6 名代　箱根そば
「自家製かき揚げ・コロッケ・生たまご」のいずれか
１品サービスまたは大盛りサービス（そば・うどん）

７：００～２１：００

7 いい菜＆ゼスト
【土日祝日限定】
５００円以上のお買い上げでコロッケまたはメンチ
カツ１つサービス

８：００～２１：００
（日曜・祝日）

９：００～２０：００

8 はだののみやげ
お買い上げ金額の５％ＯＦＦ
（チケット、送料等の一部商品を除く）

９：００～２０：００

☆　渋沢駅構内

店舗／施設名 特典／割引内容 営業時間

1 名代　箱根そば
「自家製かき揚げ・コロッケ・生たまご」のいずれか
１品サービスまたは大盛りサービス（そば・うどん）

７：００～２１：００

2
Ｏｄａｋｙｕ ＯＸ

ストア
対象飲料水を特別価格で ９：００～２３：００

3 ＨＯＫＵＯ 全商品１０％ＯＦＦ
７：３０～２１：００

（日曜・祝日）
８：００～２０：００

4 ミスタードーナツ
ドーナツ・パイ１０個まで２０％ＯＦＦ
（一部対象外商品あり）

７：００～２２：００

5
ケンタッキー

フライドチキン
ナゲット５ピースを半額 １０：００～２２：００
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