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小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：星野 晃司）と、一般社団法人伊勢原市観光協会（所

在：神奈川県伊勢原市 代表理事・会長：目黒 仁）は、２０１８年１１月１日（木）から、伊勢原への

誘客で提携し「小田急に乗って、伊勢原へ。」を開始します。 

今回の提携では、伊勢原市観光協会に加盟する飲食店など２１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、「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、「大

山詣～歴史散策と健康ウォーキング」や「柏木牧場 チーズケーキ エディブルフラワートッピング体験」

を開催します。さらに、これらの提携内容やマップなどで伊勢原を紹介するパンフレット「小田急に乗っ

て、伊勢原へ。」を、１１月１日（木）から小田急線各駅ほかで配布します。 

伊勢原市を代表する観光地の大山は、１１月上旬から紅葉が色づき始め、中旬から下旬が見頃になりま

す。大山散策のお帰りには、伊勢原駅周辺の飲食店、土産店などに立ち寄り、お好みに合った１品をお楽

しみください。 

※ 『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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「小田急に乗って、伊勢原へ。」施策の詳細は、下記の通りです。 
 

小田急電鉄と伊勢原市観光協会が“伊勢原”への誘客で提携！ 

「小田急に乗って、伊勢原へ。」施策がスタート！ 

 

特別パンフレット表紙（イメージ） 

伊勢原市観光協会 

伊勢原市の特色 
神奈川県のほぼ中央に位置しており、小田急線で新宿から約６０分、距離にして東京から約５０キロメ
ートル、首都圏の近郊都市として住環境が充実しています。また、総面積のうち山林原野が約１／３を
占め、その恵まれた自然環境と温暖な気候から、県内はもとより広く関東一円の人々の憩いの地となっ
ています。特に丹沢大山国定公園の一角に位置するシンボル「大山」を頂点として、東部には豊かな平
野部が広がり、鈴川、善波川、日向川、歌川といった清流が大地を潤しています。 



記 
 

１ 施 策 名 「小田急に乗って、伊勢原へ。」 
 
２ 提携開始日 ２０１８年１１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、スイーツショップ、土産店など、伊勢原の魅力を満喫できる２１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 

① 大山詣（全３期１９回） 

・日 時  ２０１８年１１月１４日～２０１９年６月（予定） 

・講 師  歴史専門ガイド 菅原 司郎 

・参加費 １回 ３，７００円（税込）～  

② 大山登山と大山名物「豆腐料理」で昼食会 

・日 時  ２０１８年１２月１５日（土） 

     （ア）登山と食事会  ９：３０～１５：３０ 

（イ）食事会のみ  １３：３０～１５：３０ 

（ウ）登山のみ    ９：３０～１３：００ 

・参加費（ア）７，２００円 （イ）４，０００円 （ウ）３，７００円 

③ 三之宮比々多神社参拝と吉川醸造蔵元見学会 

・日 時  ２０１８年１２月２２日（土）９：００～１２：３０ 

・講 師 比々多神社 禰宜 永井武義、吉川醸造株式会社 代表取締役 吉川勝之 

・参加費 ３，０００円（税込）  

④ 柏木牧場 チーズケーキ エディブルフラワートッピング体験 

   ・日 時  ２０１８年１１月２７日（火）９：３０～１５:００ 

・講 師  柏木牧場 専務取締役 柏木貞俊、加藤花園 加藤京子 

・参加費 ３，５００円（税込） 

※いずれもＯＰクレジットカード会員さまの特別価格が設定されております 

※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、キャンペーンにあ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、伊勢原へ。」 
② 内  容 ・伊勢原の観光情報の紹介 

・参加店舗と割引優待の紹介 
・小田急まなたびイベントの紹介 

       ※ Ａ４版、６ページ 
③ 配布期間 ２０１８年１１月１日（木）～ なくなり次第終了 
④ 配布場所 小田急線各駅ほか 
⑤ 発行部数 ２０，０００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 
  ・一般社団法人伊勢原市観光協会（９:００～１７:００土日祝除く）TEL０４６３－７３－７３７３ 
 

以 上 

 

 

 

http://www.odakyu-card.jp/manatabi/


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 常若（とこわか） 喫茶店 10%OFF 0463-96-1611 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-8-1 

2 洋品百貨 YAMATOYA   衣料品店 10%OFF 0463-95-0022 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-6 

3 花呉装（はなごしょう） 呉服店 10%OFF 0463-91-6881 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-2-6 2F 

4 熊沢米店 米穀店 30円引き 0463-95-0111 神奈川県伊勢原市伊勢原 2-4-17 

5 お菓子の店 さのや 和菓子 5%OFF 0463-95-0220 神奈川県伊勢原市伊勢原 2-3-23 

6 地もの御馳走処 GEN 居酒屋 5%OFF 0463-95-0444 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-6-8 

7 
手打ちそば亀庵 

越峠（こえど） 
蕎麦店 50円引き 0463-93-4580 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-12-1 

8 CafÉ Bar poco a poco  10%OFF 0463-95-2666 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-4-8 2F 

9 串焼 串仲 居酒屋 8％OFF 0463-93-5420 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-4-7 

10 亀盛堂（きせいどう） 和菓子 3%OFF 0463-95-0246 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-16 

11 山の百貨店 食品店 5%OFF 0463-94-2740 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-1 

12 川幸（かわこう） 割烹 5%OFF 0463-91-1115 神奈川県伊勢原市伊勢原 2-1-5 

13 
カラダファクトリー 

小田急マルシェ伊勢原店 
マッサージ 5%OFF 0463-71-6687 

神奈川県伊勢原市桜台 1-1-43 

小田急マルシェ伊勢原 2 1F 

14 伊勢原館 Café 1252 喫茶店 50円引き 0463-67-9059 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-4-23 1F 

15 モンドール洋菓子店 洋菓子 5%OFF 0463-95-1126 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-1-23 

16 鳥好 居酒屋 10%OFF 0463-94-8460 神奈川県伊勢原市伊勢 1-19-2 

17 Cafｅ 茶珈（ちゃこ） 喫茶店 5%OFF 0463-75-9119 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-19-1 

18 すし処 さくら 寿司店 
昼 50円引き

夜 5%OFF 
0463-92-6366 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-25-21 

19 専科 伊勢原店 居酒屋 5%OFF 0463-93-3779 神奈川県伊勢原市桜台 2-1-27 2F 

20 
Re.Ra.Ku 

小田急マルシェ伊勢原店 
マッサージ 10%OFF 0463-75-9520 

神奈川県伊勢原市桜台 1-1-7  

小田急マルシェ A棟 2F 

21 柏木牧場 牧場 5%OFF 0463-94-3641 神奈川県伊勢原市小稲葉 7 

  

 
※ 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/） 

 

 


