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 小田急グループの小田急箱根ホールディングス株式会社(本社：神奈川県小田原市  

社長：五十嵐 秀)は、箱根エリアを中心としたホテルや美術館、和・洋の飲食店等の

38 店舗と協力し、2４回目となる「箱根スイーツコレクション 2020」を 2020 年

3 月 6 日（金）から 4 月 30 日（木）まで開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やさしい春風にゆれる甘くてかわいいお花たち。 

こだわりが満開のフラワースイーツ 

春の箱根で咲いています 

スイーツ一例（イメージ） 

   

            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ホテルの庭園に咲くツツジ
やバラなどの花をイメージ
した、４つの和テイストス
イーツが木箱の中に。 

小さなバラをあしらったロ
マンティクな苺パフェ。味や
食感の変化が楽しく、ボリュ
ーム感にも大満足。 

ハーバリウムの中身は花の
ジュレ！苺とチーズのクリ
ームで飾ったパンケーキに、
ジュレをかけて楽しんで。 

◆24 回目のテーマは「満開♡フラワースイーツ」❤ 

箱根エリア等で活躍するシェフ・パティシエが、「満開♡フラワースイーツ」をテーマに

創作しました。花をモチーフに、思わず気分が盛り上がる春らしいオリジナルスイーツを、

キャンペーン期間限定でお楽しみいただけます。 

◆箱根スイーツコレクションのスイーツ写真を投稿して当てよう！「ハッシュタグキャンペーン」 

 期間中、インスタグラムにおいて、ハッシュタグ「＃箱根スイーツコレクション 2020」

をつけてスイーツ写真を投稿していただくと、素敵な賞品が当たります！ 

◆学生限定のおトクな「スイーツ学割」 

参加店舗のうち 16 店舗では、春の学生旅行シーズンにあわせ、学生（高校生、大学生、

専門学校生）の方を対象に、おトクな価格でスイーツをお楽しみいただけます。 

 

「箱根スイーツコレクション 20２０」開催 
❀２４回目のテーマは「満開♡フラワースイーツ」❀ 

 
～春の箱根を華やかなスイーツで盛り上げます～ 

小田急 山のホテル 

［ラウンジ・バー］ 

ラッキィズ・カフェ 三島スカイウォーク 

［森のキッチン］ 



「箱根スイーツコレクション 2020」の概要は次のとおりです。 

 

記 

 

１．概要 

（１）名  称  「箱根スイーツコレクション 2020」 

（２）開催期間  2020 年 3 月 6 日（金）～4 月 30 日（木） 

（３）参加店舗   箱根エリア等のホテル、美術館、和・洋の飲食店や小田急ロマン

スカー車内（3８店舗） 

（４）小 冊 子 ・配布期間 「箱根スイーツコレクション 2020」開催期間中 

・配布箇所 小田急線各駅、箱根エリア等の交通機関主要駅・港、 

参加店舗等 

・掲載内容 スイーツの特徴、価格、参加店舗、エリアマップ等 

※店舗写真やスイーツ画像は、「箱根スイーツコレク

ション 2020」特設ページや「箱根ナビ」でも紹

介しています 

「箱根スイーツコレクション 2020」特設ページ 

                                       https://www.hakone-sweets.com/ 

「箱根ナビ」   https://www.hakonenavi.jp/ 

 

２．「ハッシュタグキャンペーン」の実施について 

（１）応募方法 

①インスタグラムにて、箱根スイーツコレクション公式アカウント

（@hakonesweetscollection）をフォローし、ハッシュタグ「＃箱根スイーツ

コレクション 2020」をつけて、対象となるスイーツ写真を投稿してください。 

    ※ご応募には、インスタグラムのアカウントが必要となります 

②抽選で箱根に関する素敵な賞品が当たります 

③当選者の方にはダイレクトメッセージで当選通知をお知らせします 

※当選通知後にお預かりする個人情報は、賞品の抽選・発送のみに使用し、 

業務委託先以外の第三者には一切開示しません 

（２）応募期間 2020 年 3 月 6 日（金）～5 月 7 日（木） 

（３）結    果  ダイレクトメッセージにて当選通知をお知らせします 

               （賞品の発送は 2020 年月 6 月上旬予定） 

（４）賞品（一例） 

     ・箱根湯寮［日帰り入浴券］               5 組 10 名さま 

   ・星の王子さまミュージアム［入園券＋ランチ］      2 組 4 名さま 

   ・イタリアンレストラン ラ・テラッツァ 芦ノ湖［お食事券 5,000 円分］    ２名さま 

上記賞品などを抽選で、合計 約７０名さまにプレゼントします 

 

 

https://www.hakone-sweets.com/
https://www.hakonenavi.jp/


３．学生限定のおトクな「スイーツ学割」について 

  対象となる 16 店舗で学生証をご提示のうえ、箱根スイーツコレクション２０２０

オリジナルスイーツをご注文いただくと、おトクな価格でスイーツをお楽しみいただ

けます。 

※割引内容は店舗により異なりますので、詳しくは箱根スイーツコレクション 

2020 の小冊子、特設ページをご覧ください 

（１）開催期間 2020 年 3 月 6 日（金）～4 月 30 日（木） 

（２）対  象 高校生、大学生、専門学校生の方 

（３）参加店舗 

①茶のちもと ②デリ and カフェ みつき ③茶房うちだ 

④環翠楼 別館 Italian Restaurants Ange 

⑤彫刻の森美術館[カフェ] ⑥箱根ガラスの森美術館[ラ・カンツォーネ] 

⑦箱根リトリート före[WOODSIDE dining] 

⑧星の王子さまミュージアム［ル・プチ・プランス］  

⑨サロン・ド・テ ロザージュ ⑩小田急 山のホテル[ラウンジ・バー]  

⑪ザ・プリンス 箱根芦ノ湖[ラウンジ やまぼうし]  

⑫Bakery＆Table 箱根[3Fレストラン]  

⑬成川美術館[ティーラウンジ 季節風(きせつふう)] ⑭甘酒茶屋 

⑮三島スカイウォーク［森のキッチン］ 

⑯三島スカイウォーク［ピクニックカフェ］ 

＜割引価格の一例＞ 

・サロン・ド・テ ロザージュ  10％引き 

・茶のちもと          100 円引き 

※スイーツ学割参加店舗は変更となる場合があります。 

 

４．後援・協力  箱根町、箱根 DMO（一般財団法人 箱根町観光協会）、 

箱根温泉旅館ホテル協同組合、小田原箱根商工会議所、 

箱根プロモーションフォーラム 

 

５．お問い合わせ  箱根スイーツコレクション事務局 

[小田急箱根ホールディングス株式会社内] 

℡：0465-32-6801 

（9：30～18：00 ※土・日曜、祝日を除く） 

 

以 上 

 

 



箱根強羅公園
［一色堂茶廊］

ハイアット リージェンシー 
箱根 リゾート＆スパ
［リビングルーム］

箱根小涌園
天悠 蕎麦 貴賓館 

岡田美術館
［開化亭］

箱根ガラスの森美術館
［ラ・カンツォーネ］

箱根リトリート före
［WOODSIDE dining］

箱根ハイランドホテル
［ラウンジ］

ラッキィズ・カフェ

ロマンスカー 車内販売 箱根カフェ 箱根湯寮
［囲炉裏茶寮 八里］

湯本富士屋ホテル
［ラウンジ ウィステリア］

茶のちもと デリ and カフェ
みつき

茶房うちだ 豆腐処 萩野（はぎの）

天成園
［1Fカフェプルミエール］

鈴廣かまぼこの里
汐風カフェ

環翠楼 別館
Italian Restaurants Ange

彫刻の森美術館
［カフェ］



箱根ラリック美術館
［カフェレストラン リス］

星の王子さまミュージアム
［ル・プチ・プランス］

ポーラ美術館
［レストラン アレイ］

大涌谷 駅食堂

桃源台ビューレストラン 御殿場高原ビール（時之栖内）
［グランテーブル］

サロン・ド・テ ロザージュ 小田急 山のホテル
［ラウンジ・バー］

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
［ラウンジ やまぼうし］

イタリアンレストラン ラ・テラッツァ
芦ノ湖

Bakery&Table 箱根
［3Fレストラン］

成川美術館
［ティーラウンジ 季節風（きせつふう）］

ことほぎの木
あしのこ茶屋

甘酒茶屋 レストラン ブライト 箱根ホテル
［イル・ラーゴ］

三島スカイウォーク
［森のキッチン］

三島スカイウォーク
［ピクニックカフェ］


