
第１４－Ｒ１９号                          ２０１５年１月２６日

伊東の旬な情報や特典満載の「街歩きマップ」

「いとうぷらんぽ（小田急版）」を無料配布

「小田急で行こう！～春旅は伊東温泉へ」キャンペーン開催

～春の伊東への旅が楽しくお得に！２０１５年２月１日から４月３０日まで実施～

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：山木 利満）と東海自動車株式会社（本社：

静岡県伊東市 社長：石井 文弥）は、２０１５年２月１日（日）から４月３０日（木）まで、

小田急沿線から伊東方面への旅が楽しくなる「小田急で行こう！～春旅は伊東温泉へ」キャン

ペーンを実施します。

※「いとうぷらんぽ（小田急版）」は、静岡県伊東市在住の働く女性で構成されているボランティアグループ「ぷらんぽ

女子会」がおすすめする伊東エリアの観光施設や飲食店、イベントなどをご紹介した見開き型の街歩きマップ

「いとうぷらんぽ」を、小田急沿線向けにアレンジして制作したものです。

■キャンペーンパンフレット「いとうぷらんぽ（小田急版）」で伊東の旅が便利でお得に！

◆「ぷらんぽ女子会」が、路線バスで行く伊豆高原エリアの伊豆シャボテン公園や伊豆ぐらん

ぱる公園などの観光施設を紹介しています。

◆定期観光バスを利用した観光モデルコースをご紹介しています。なお、「いとうぷらんぽ（小田急

版）」をご提示いただいて定期観光バスご乗車のお客さまには、特典として、「東海バスオリジナル

グッズ」をプレゼントします。

◆伊東駅周辺の散策に便利な街歩きマップ、見頃を迎える椿や桜などの名所を紹介したイベント

カレンダーなども掲載し、春の伊東観光の見どころが満載です。

◆「いとうぷらんぽ（小田急版）」をご提示いただくと、伊東エリア１２箇所の観光施設や飲食店

などで割引・優待が受けられる「ぷら得」がご利用いただけます。

※小田急電鉄株式会社が販売する「小田急線各駅からＪＲ伊東駅間の往復乗車券付きの路線バス周遊券『伊東観光

フリーパス』とあわせてご利用いただくと、期間中、２０箇所以上の観光施設や飲食店などで割引・優待が受

けられます。

◆伊東温泉７箇所の宿泊施設が期間限定の特別価格でご宿泊いただける、小田急トラベルの

「伊東ぷらんぽ特別宿泊プラン」をご紹介しています。

「いとうぷらんぽ（小田急版）」のイメージ



「小田急で行こう！～春旅は伊東温泉へキャンペーン」の概要は、次のとおりです。

記

１．ｷｬ ﾝ ﾍ ﾟ ｰ ﾝ名 「小田急で行こう！～春旅は伊東温泉へ」キャンペーン

２．期    間 ２０１５年２月１日（日）から４月３０日(木)まで

３．「いとうぷらんぽ」について

(1)配 布 期 間 上記キャンペーン期間中      

※特典「ぷら得」などのご利用は、２月１日（日）からとなります。

(2)配 布 部 数 ８.５万部（予定） ※なくなり次第、配布は終了させていただきます。

(3)配 布 箇 所 小田急線各駅（駅設置のパンフレットラックなど）

(4)参加店舗・特典    別紙《特典対象店舗（施設）一覧》をご参照ください

(5)主な掲載内容  

①伊東駅からバスで行く「ときめきアクティビティ」の紹介

伊東駅から路線バスで約２０～４０分の伊豆高原エリアには、心ときめくアクティビティ

が楽しめる観光スポットが沢山あります。海、緑、花などの風景を車窓から眺めながら行く

４箇所の観光施設を紹介しています。

※上記観光施設のうち、割引・特典を受けることが可能な施設については、その内容を

記載しています。

  ［観光スポットの一例］

◆「伊豆シャボテン公園」（伊東駅からバスで約４０分）

約１，５００種類のサボテンや多肉植物、約１００種類の動物とのふれあい体験など

をお楽しみいただけます。

◆「小室山観光リフト」

リフトに乗車し、伊東八景の一つとなっている小室山山頂から相模湾や富士山などの

壮大な景色をお楽しみいただけます。

    ※この他に、「大室山＆さくらの里」と「伊豆ぐらんぱる公園」をご紹介しています。

②ちょっと足をのばして「ときめきバスツアー」の紹介（バスガイドによるご案内）

定期観光バスを利用した伊東エリアの見所を巡る２コースを紹介しています。

◆早春の伊豆 河津桜と雛のつるし飾りコース（伊東駅バス乗り場４番）

伊東駅発 → 稲取雛の館（雛のつるし飾りを見学）→ 伊豆オレンヂセンター（昼食：金目

鯛の煮付け定食） → 河津桜まつり（河津桜を見学） → 浄蓮の滝を見学 → 伊東駅着

※伊東駅以外にも乗車・降車がお選びいただけます。

[代金]

おとな４，６００円 こども３，４５０円（バス代＋昼食代＋雛の館入館料含む）

［運行日］

     ２月１０日（火）～３月１０日（火）の毎日

［お問い合わせ・予約］

（株）伊豆東海バス

電話：０５５７－３７－５１２１（８：３０～１７：００）



◆中伊豆満喫号 伊豆旬彩バイキングといちご狩りコース（伊東駅バス乗り場３番）

伊東駅発 → 中伊豆ワイナリーシャトーＴ．Ｓ（醸造所とワインセラーを見学、試飲） →

伊豆の国パノラマパーク（昼食は、地元食材たっぷりのバイキング。自由散策は、往復割引で

ご利用いただけるロープウェイに乗車し山頂からの景色を見学など） → 江間いちご狩り

（３０分間で章
あき

姫
ひめ

や紅ほっぺが食べ放題、お買物）→ 長岡温泉バス停（降車地）→ 伊東駅着

※ロープウェイご利用のお客さまは、別途お支払いください。

※昼食時といちご狩り時には、「ちょっぴりプレゼント」があります。

[料金]

おとな５，７００円 こども３，７８０円（バス代＋昼食代＋いちご狩り代含む）

    ［運行日］

     ３月２９日（日）までの土日祝日に運行

    ［お問い合わせ・予約］

（株）新東海バス

電話：０５５８－７２－１８４１（９：００～１７：００）

   

※上記２コースは、予約制です。小田急トラベルまたは、旅行代理店・東海バス案内所に

お申込みください。なお、当日空席がある場合はご乗車いただけます。

   ※料金は、お一人さまの料金（税込）となります。

   ※施設の臨時休業や荒天時の道路状況などにより一部コースを変更する場合があります。

   ※詳しくは、各バス会社にお問い合わせください。

③伊東駅周辺の散策に便利なマップと同エリア内でおすすめの観光施設や飲食店などを紹

介しています。

※上記観光施設や飲食店のうち、割引・特典を受けることが可能な施設については、別紙

をご覧ください。

④「春めく伊東温泉イベントカレンダー」を掲載し、２月頃に見頃を迎える小室山公園のつ

ばき園、３～４月頃に見頃を迎える伊豆高原周辺の桜（桜まつりなど）の情報を紹介

⑤小田急トラベルが期間限定で発売する「伊東ぷらんぽ特別宿泊プラン」の紹介

（伊東温泉７施設）

◆ホテルラヴィエ川良                       ８，９００円から

◆伊東パレスホテル、ホテル暖香園、伊東小涌園、ウェルネスの森 伊東、山岸園、サザン

クロスリゾート                                               １０，８００円から

    ［お問い合わせ・お申込］

     ・はこね旅市場（新宿西口地上）  電話：０３－３３４３－６６００

     ・町田旅行センター        電話：０４２－７２７－１３１１

     ・本厚木旅行センター       電話：０４６－２２８－３１２２

   などの小田急トラベル各店舗となります。

４．お問い合わせ先   ◆小田急お客さまセンター      電話：０３－３４８１－００６６

◆伊東観光協会          電話：０５５７－３７－６１０５

           （伊東温泉の観光に関するお問い合わせ）

          ◆東海自動車（株）         電話：０５５７－３６－１１１２

           （路線バスに関するお問い合わせ）

以 上



【参考】小田急電鉄株式会社が販売する周遊券「伊東観光フリーパス」について

小田急沿線から伊豆高原、伊豆海洋公園、シャボテン公園など伊東エリアの観光に便利で

お得な周遊券です。

［ご利用可能な区間］

・小田急線・ＪＲ東海道線・ＪＲ伊東線

※小田急線発駅～小田原～伊東までの往復

・伊東駅～伊豆高原駅周辺の指定区間の東海バスが乗り降り自由

・伊東～伊豆高原周辺の人気観光施設などが優待・割引料金となる特典

［有効期間］２日間

［料金例］

・新宿駅発の場合  おとな ４，４００円  こども ２，１９０円

・町田駅発の場合  おとな ３，８２０円  こども １，９１０円

※「伊東観光フリーパス」は、小田急線各駅（多摩線各駅、小田原駅発を除く）、小田急

トラベル各営業所（一部営業所を除く）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または、小田急電鉄㈱ホームページをご覧ください。

（http://www.odakyu.jp/）



【別紙】
                               

《 特典対象店舗（施設）一覧 》

■観光施設での特典

店舗・施設名 特典内容 営業時間

伊豆シャボテン公園 ご入園のお客さまに、「カピバラストラップ」プレゼント

９：００～１６：００

※２月末まで

９：００～１７：００

※３月から

○休無休

小室山観光リフト

１．リフト乗車券の割引

大人（往復） 通常４７０円→４２０円

小人（往復） 通常２４０円→２００円

２．小室山観光リフト売店にて、１，０００円以上お買い上げ

  の場合、お買い上げ金額より１０％割引（一部対象外の商

品あり）

８：３０～１６：３０

○休無休（荒天時運休）

※営業時間は、季節によ

り変動

伊豆ぐらんぱる公園 伊豆ぐらんぱる公園内の乗り物券４００円分プレゼント

９：００～１６：００

（２月まで）

９：００～１７：００

（３月から）

○休無休

■定期観光バス（バスツアー）ご乗車での特典

ツアー名 特典内容 運行日

＜早春の伊豆＞

河津桜と雛のつるし飾り

コース

「東海バスオリジナルグッズ」プレゼント

２月１０日（火）～

３月１０日（火）の

毎日

＜中伊豆満喫号＞

伊豆旬彩バイキングと

いちご狩りコース

１．「東海バスオリジナルグッズ」プレゼント

２．伊豆の国パノラマパーク ロープウェイ往復乗車券

  が割引に

  ・おとな １，４００円 → １，０００円

  ・こども   ７００円 →   ５００円

３．「ちょっぴりプレゼント」（昼食時といちご狩り時）

３月２９日（日）まで

の土日祝日

■伊東駅周辺エリア

店舗・施設名 特典内容 営業時間

観光文化施設 東海館 喫茶ご利用の際１００円引に

９：００～２１：００

※館内見学

１０：００～１７：００

※喫茶

○休第３火曜日

民芸品 みた民芸店
２，０００円以上お買い上げのお客さまに、楽しいプレゼント

をご用意

９：００～１８：００

○休無休



お茶とカフェ 市川製茶 喫茶ご利用のお客さまに、「プチティパッグセット」プレゼント
１０：００～１７：３０

○休無休

食事処 浜善 お食事のお客さまに小鉢一品サービス

１１：００～１４：００

１７：００～２０：００

○休火曜日・第３水曜日

和食処 にしむら お食事のお客さまに、その日のお楽しみサービス

１１：３０～１４：００

１７：３０～２１：００

（※２１：００ＬＯ）

○休火曜日・第１水曜日

寿司 すしの寿々丸 お食事のお客さまに、小鉢一品サービス
１１：００～２２：００

○休水曜日

食事処 うえ野 お食事のお客さまに、デザートサービス

１１：３０～１４：３０

１７：３０～２３：００

※夜は居酒屋に

○休火曜日

和食 旬の味たなか お食事のお客さまに、デザートサービス

１１：３０～１４：００

１７：３０～２２：００

○休月曜日

※特典は、「いとうぷらんぽ」１部につき各店・各施設１回のみの特典となります。

※特典などの対象は、「いとうぷらんぽ」をご提示いただいた方に限ります。


