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小田急電鉄と秦野市観光協会が“秦野”への誘客で提携！

「小田急に乗って、秦野へ」施策がスタート！
小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：星野 晃司）と、一般社団法人秦野市観光協会（所
在：神奈川県秦野市

会長：市川

和雄）は、２０１８年３月１日（木）から、秦野への誘客施策「小

田急に乗って、秦野へ」において提携を開始します。
秦野は雄大な丹沢山地の麓に位置し、登山・ハイキング、富士山の眺望等で多くの観光客を魅了する
ほか、名水、温泉、落花生、良質な水から作られる蕎麦やうどんなどが有名です。この秦野のさらなる
活性化を図るため、小田急電鉄と秦野市観光協会が提携して利用促進とＰＲに努めます。
今回の提携では、秦野市観光協会に加盟する飲食店など１４店舗が新たに小田急ポイントカード優待
店となります。また、４月には「大人のための学びと旅を提案する『小田急まなたび』※」のイベントと
して、
「はだのスケッチハイキング」などの講座や秦野市を舞台とした映画「じんじん～其の二～」のロ
ケ地をめぐる日帰りバスツアーを開催します。さらに、これらの提携内容やマップなどで秦野を紹介す
るパンフレット「小田急に乗って、秦野へ」を、３月１日（木）から小田急線各駅ほかで配布します。
秦野盆地がピンクに染まる桜の季節、小田急に乗ってぜひ秦野にお越しください。
※ 『小田急まなたび』とは、ＯＰクレジットカード会員さまを対象に、大人のための「学び」と「旅」をお
届けする小田急電鉄のオリジナル企画です

特別パンフレット表紙（イメージ）

「小田急に乗って、秦野へ」施策の詳細は、下記の通りです。

記

１ 施

策

名

「小田急に乗って、秦野へ」

２ 提携開始日

２０１８年３月１日（木）

３ 施 策 概 要
（１）小田急ポイントカード（ＯＰカード）提示による限定特典
飲食店、温泉施設、スイーツショップなど、秦野の魅力を満喫できる１４店舗・施設にてＯＰ
カードをご提示いただくと、割引サービスが受けられます。
※ 店舗によって割引内容が異なります
※ 対象施設・店舗や割引内容の詳細は、ＯＰカードウェブサイトよりご確認ください
（http://www.odakyu-card.jp/）
（２）
「小田急まなたび」によるイベント
秦野で活躍されている講師による講座等のイベントを開催いたします。
① はだのスケッチハイキング
・日 時 ２０１８年４月２日（月）９:００～１６:００
・講 師 旅の絵師 カドワキ ノブオ
・参加費 ４，０００円（税込） ※ レンタルセット付
② ミニ盆栽ワークショップ
・日 時 ２０１８年４月８日（日）１０:３０～１２:００
・講 師 盆栽ギャラリー bonciao 代表 葉住 直美
・参加費 ４，５００円
③ 山田和樹プロデュース Vol.4
ピアノとおはなし～想い出の曲とともに～
・日 時 ２０１８年４月１５日（日）開演１４:３０
・出 演 トーク 山田 和樹、ピアノ 萩原 麻未
・参加費 １，８００円（税込）
④ 香りのタイムトラベル
・日 時 ２０１８年４月２３日（月）１０：３０～１２:００
・講 師 調香師 松野 秀至
・参加費 ４，５００円（税込）
⑤ 映画「じんじん～其の二～」のロケ地をめぐる（日帰りバスツアー）
・日 時 ２０１８年４月１０日（火）集合９：００
・参加費 ７，８００円（税込） ※ 大人・こども同額
※

申し込み方法など詳しくは小田急まなたびサイトをご覧ください
（http://www.odakyu-card.jp/manatabi/）

（３）キャンペーン特別パンフレットの配布
期間中、キャンペーンに合わせて制作した特別パンフレットを配布します。
① 名
称
「小田急に乗って、秦野へ」
② 内
容
・秦野の桜名所の紹介
・参加店舗と割引優待の紹介
※ Ａ４版、８ページ
③ 配布期間
２０１８年３月１日（木）～ なくなり次第終了
④ 配布場所
⑤ 発行部数

小田急線各駅ほか
１６，０００部

４

問い合わせ先
小田急カード専用デスク
（９：００～２１：００ 年末年始を除き年中無休）
・ ＯＰクレジット ＪＣＢ・ＪＡＬカード ＯＰクレジット・ＯＰクレジット ハウス・ＯＰポイント専用カード
TEL０４２２－７２－００３０
・ ＯＰクレジット（ＶＩＳＡ／ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ）
TEL０３－５３６０－７６１６
一般社団法人秦野市観光協会（９:００～１７:００土日祝除く） TEL０４６３－８２－８８３３
以

上

参考
“秦野市と小田急電鉄株式会社との小田急小田原線沿線まちづくりの推進に関する連携協定”
１９２７年の小田急小田原線の開業により、秦野市内には４駅が開設されました。首都圏のベッドタ
ウンとして各駅を拠点に発展し、４駅の１日の乗降人員は約１３万人に上ります。（２０１６年度実績）
今後は、２０１８年３月に予定している代々木上原～登戸間の複々線完成により、ラッシュ時間帯の
混雑緩和や所要時間の短縮など、各駅から都心方面への大幅な輸送改善が図られます。さらに、秦野市
内では２０２０年度の新東名高速道路・秦野ＳＡ（仮称）およびスマートＩＣの供用開始が見込まれて
いるなど、広域交通拠点としてのポテンシャルが飛躍的に高まることが期待されています。これらを踏
まえ、今般、両者が連携・協力し、駅の機能向上および駅を中心としたまちづくりを推進するとともに、
地域の活性化および地域の魅力発信を行い、相互の付加価値を高めてまいります。

別紙１
ＯＰカードの提示による割引サービス対象店舗・施設

施設名等

カテゴリー

優待内容

問合先 TEL

所在地

1

菓子工房 アンデス橋本

洋菓子

5%OFF

0463-81-1202

神奈川県秦野市栄町 5-21

2

、
手打ちそば 石庄庵

蕎麦

5%OFF

0463-82-1222

神奈川県秦野市寺山 1580

3

ラトリエ ドゥ 巣邸樹

フランス料理

10%OFF

0463-81-0417

神奈川県秦野市今泉台 3-17-23

4

手打ちそば 砂場

蕎麦

8%OFF

0463-82-5715

神奈川県秦野市新町 2-30

5

チャイナガーデン

中国料理

5%OFF

0463-82-0266

神奈川県秦野市平沢 496-1

はだの・湯河原温泉

日帰り
0463-85-4126

神奈川県秦野市河原町 2-54

温泉施設

特別料金
万葉の湯

200 円割引

0463-69-2641

秦野市鶴巻北 3-1-2

7%OFF

0463-72-8839

神奈川県秦野市平沢 1265-1

3％OFF

0463-81-0041

神奈川県秦野市尾尻 932-14

6

7

鶴巻温泉 弘法の里湯

8

Dining Café 絆

9

一の屋 本店

日帰り
温泉施設
西洋料理
日本料理
西洋料理

10

コントレイルマーケット

西洋料理

5%OFF

0463-26-6577

神奈川県秦野市本町 2-3-20

11

城田屋製菓

和菓子

10%OFF

0463-81-0770

神奈川県秦野市幸町 4-31

12

ハダノ浪漫食堂

5％OFF

0463-68-8466

13

スイーツガーデン サクララ

5％OFF

0463-67-0324

神奈川県秦野市尾尻 545-1

14

芳甘菓豆芳

5％OFF

0463-84-5110

神奈川県秦野市平沢 726-1

うどん
居酒屋
洋菓子
落花生

神奈川県秦野市栄町 1-13
花輪第 2 ビル

和菓子
※ ご優待には店舗ごとに異なる条件がございます。詳しくは各店舗様にお問い合わせください
※ 営業時間、定休日、交通案内等、詳しくは各ホームページもしくはお電話でご確認ください

※

対象施設・店舗や割引内容の詳細は、ＯＰカードウェブサイトよりご確認ください
（http://www.odakyu-card.jp/）

別紙２
ＯＰクレジットカードの概要
① カードの種類

OP クレジット(JCB/VISA/MasterCard)

JAL カード OP クレジット

② 国際ブランド

JCB、Visa、MasterCard

JCB

③ 本会員 年会費

540 円

普通カード：2,160 円

（税込）

④ 小田急ポイント
サービス加盟店での

※初年度無料。クレジットのご利用があ

れば翌年度も無料。

※初めてご入会の方なら入

会後 1 年間無料。

小田急百貨店や Odakyu OX ストアなどの小田急ポイントサービス加盟店で最大 10%の「お買い上げ・ご
利用ポイント」が貯まる。※現金払いでも、クレジット払いでも貯まる。

ポイントの貯め方
⑤ クレジットご利用時

クレジットでお支払いの場合、200 円（税込）に

クレジットでお支払いの場合、200 円（税込）につ

のポイント（マイル）

つき 1 ポイントの「クレジットご利用ポイント」

き 1 マイルの「JAL カードショッピングマイル」が

の貯め方

が上記④に加えてさらに貯まる。

上記④に加えてさらに貯まる。
※JAL カードショッピングマイル・プレミアムご入
会の場合は 100 円（税込）につき 1 マイルが貯まる。

⑥ ポイントの使い方

小田急ポイントサービス加盟店で 1 ポイント＝1 円として、1 ポイントから使える。

⑦ マイルとポイントの

小田急ポイント特典として 10,000 マイルを 10,000

交換

ポイントに交換できる。
－
また、JMB マイル特典として、2,000 ポイントを
1,000 マイルに交換できる。

⑧ PASMO のサービス

PASMO オートチャージサービスが利用可能。
また、
「小田急電子マネーご利用ポイント」や「小田急乗車ポイント」が貯まる。

⑨ お申し込み方法

◆インターネットでのお申し込み（ＯＰカードウェブサイト）
http://www.odakyu-card.jp/
◆郵送でのお申し込み
小田急カード専用デスクにお問い合わせのうえ、入会申込書をご請求いただけます。
・OP クレジット JCB／JAL カード OP クレジット ： 0422-72-0030
・OP クレジット(VISA/MasterCard)
※

： 03-5360-7616

9:00-21:00 年末年始を除き年中無休

OP クレジット(JCB/VISA/MasterCard)

JAL カード OP クレジット

