
 

 

 

                             

第１９号－G３２号                             ２０２０年１月３０日  

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）

と、箱根強羅観光協会（所在：神奈川県足柄下郡箱根町強羅 会長：倉田 義巳）は、2020 年 2 月 1 日

（土）から 6 月 14 日(日)まで、強羅活性化プロジェクト「HAKONE GO-LAND」を実施いたします。 

本プロジェクトでは、2019 年 10 月 12 日に発生した台風１９号の影響により箱根登山鉄道の箱根湯

本駅―強羅駅間が運休している中ではありますが、本年 3 月 20 日の新型ケーブルカーの運転開始や  

6 月には早雲山駅舎のリニューアルを予定しており、期間限定の体験イベントやおトクなキャンペーン

など、幅広い層のお客さまに楽しんでいただけるバラエティ豊かなコンテンツを取り揃え、箱根・強羅の

旅の特別な思い出づくりをお手伝いしていきます。 

強羅活性化プロジェクト「HAKONE GO-LAND」プロジェクトの詳細は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

ポスタービジュアル（イメージ） 

      

記  

 

１ プロジェクト概要 

（１）プロジェクト名：強羅活性化プロジェクト「HAKONE GO-LAND」 

小田急箱根グループと箱根強羅観光協会などと協力して、強羅エリアを活性化させるプロジェ

クトでは順次、体験コンテンツやキャンペーン、新規スポット情報などを、特設サイトページ

にて公開していきます。（※2 月下旬頃予定） 

 

強羅で今しかできない体験を！ 

強羅活性化プロジェクト「HAKONE GO-LAND」始動 

箱根登山鉄道 新型ケーブルカーの運転開始や、早雲山駅舎に新スポットも誕生が決定！ 

「HAKONE GO-LAND」とは・・・ 

強羅をひとつのテーマパークのような非日常な体験が楽し

めるゾーンとして、 “強羅エンターテイメントランド計画”

と位置づけました。さらに、箱根・強羅へ行こう！と思って

いただきたい気持ちを込めて「GO-LAND」といたしました。 



 

(2) プロジェクト内容 

➀強羅駅装飾 箱根登山電車フラワートレインの展示 

②強羅エリア限定「箱根フリーパス✕強羅温泉トクトクキャンペーン」 

③箱根登山電車ミニレールウォーク 

④箱根登山鉄道 新型ケーブルカーの運転開始 

⑤リニューアルした早雲山駅舎に新スポット「cu―mo 箱根」誕生 

⑥夜箱根インスタグラム「夜まで強羅を満喫キャンペーン！」 

⑦箱根強羅公園 スプリングナイトガーデン～Happy Spring Birthday!!!～ 

⑧エヴァンゲリオン×箱根 2020 MEET EVANGELION IN HAKONE 

⑨箱根スイーツコレクション 2020 満開♡フラワースイーツ 

 

➀強羅駅装飾 箱根登山電車フラワートレインの展示 

【開催期間】2 月 14 日（金）～   

強羅駅ホームに停留している箱根登山電車の車内にライトアップ装飾、 

お花などでデコレーションする「フラワートレイン」を展示・開放する 

もので、どなたでも無料でご利用いただけます。また、お客さまへ旅の    

想い出メッセージなどを記入できるメッセージカードも配布いたします。 

※現在は車内ライトアップを実施中 16：00～22：00 ３月末まで(予定) 

 

②強羅エリア限定「箱根フリーパス✕強羅温泉トクトクキャンペーン」 

【開催期間】2 月 1 日（土）～ 6 月 14 日（日）予定 

【 対 象 者 】開催期間中有効の箱根フリーパスをお持ちのお客さま 

強羅エリアの対象日帰り温泉、源泉かけながしの展望風呂がある「強羅翠光館」、薬師の湯「吉浜」を

含む 10 ヶ所の日帰り温泉のほか、30 店舗以上の飲食店やお土産店などで、割引周遊券「箱根フリーパ

ス」を提示すると割引または特典が受けられるキャンペーン内容です。詳細は別紙をご確認ください。

※通常の箱根フリーパス優待割引との併用はできません。 

※対象施設の営業時間等々は箱根強羅観光協会ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

③箱根登山電車ミニレールウォーク 

【開催期間】3 月下旬頃予定 

強羅駅付近にて「箱根登山電車ミニレールウォーク」体験を実施します。 

詳細は３月上旬に特設サイトにて公開予定です。 

 

箱根 ゆとわ 強羅館 田むら銀かつ亭 



イメージ 

早雲山駅舎イメージ 

GORA BREWERY & GRILL ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲  

ショップ内観イメージ  「cu―mo 箱根」ロゴマーク   

 

④箱根登山鉄道 新型ケーブルカーの運転開始 

箱根登山鉄道株式会社の箱根登山ケーブルカーが 25 年ぶりに 

リニューアルし、3 月 20 日（金）より強羅―早雲山間を運行します。 

詳細は、箱根登山鉄道ホームページよりご確認ください。 

箱根登山鉄道ホームページ https://hakone-tozan.co.jp/ 

 

⑤リニューアルした早雲山駅舎に新スポット「cu―mo 箱根」誕生 

箱根登山ケーブルカーから箱根ロープウェイへの乗り換え駅の早雲山駅舎が 6 月頃リニューアルしま

す。ロープウェイ乗り場のフロアに新たにショップやテラス、足湯などを併設したスポット「cu―mo

箱根（クーモハコネ）」が誕生します。 

※「cu―mo（ク―モ）」について：早雲山の駅名にもある「雲（くも）」、箱根の伝統工芸である寄木細

工を表す「木（もく）」を取り入れ、シンプルで親しみやすい名称にしました。「cu―mo 箱根」の詳細

については、別途お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

⑥夜箱根インスタグラム「夜まで強羅を満喫キャンペーン！」 

【開催期間】2 月 1 日（土）～ 2 月 23 日（日） 

【 対 象 者 】公式インスタグラム「＠yoruhakone.official」をフォローし、いいね！を 

してくれた方に抽選で強羅エリアにて使える宿泊補助券１万円分やお食事券や 

イベントの入場券などが、70 名以上の方に当たります。 

【賞  品】1 等賞：強羅エリアで使える宿泊補助券１万円分を２名さま  

          （提供：箱根強羅観光協会、箱根強羅温泉旅館組合） 

 2 等賞：強羅エリアで使える食事券 2,000 円分を 6 名さま 

強羅エリアで使える商品券 2,000 円分を６名さま 

                （提供：箱根強羅飲食店組合 箱根強羅商和会） 

            3 等賞：箱根強羅公園スプリングナイトガーデンペアチケット 30 組 60 名さま 

 夜箱根公式インスタグラム https://www.instagram.com/yoruhakone.of f ic ia l /  

 

 

 

 

 

 

 

https://hakone-tozan.co.jp/
https://www.instagram.com/yoruhakone.official/


今回で 24 回目のイベント。箱根エリアのホテルや飲食店など 38 店舗が

「フラワースイーツ」をテーマにオリジナルスイーツを 期間限定で提供

します。小涌谷・強羅エリアでは 5 店舗(岡田美術館[開化亭]、箱根小涌

園 天悠 蕎麦 貴賓館、彫刻の森美術館[カフェ]、ハイアットリージェン

シー箱根 リゾート＆スパ、箱根強羅公園[一色堂茶廊])が参加します。  

開催日時：2020 年 3 月 6 日（金）～ 4 月 30 日（木） 

開催場所：箱根エリア 

【特設サイト】 https://www.hakone-sweets.com/ 

 

前回のイメージ 

ロンギヌスの槍 

強羅駅バス停イメージ 

🄫カラー 

箱根強羅公園[一色堂茶廊]のスイーツ 

～そのほか、春にかけて様々なイベントを実施いたします～ 

➆「箱根強羅公園 スプリングナイトガーデン～Happy Spring Birthday!!!～」 

 

  

 

 

 

 

 

➇「エヴァンゲリオン×箱根 2020 MEET EVANGELION IN HAKONE」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨「箱根スイーツコレクション 2020 ～満開♡フラワースイーツ～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  後 援  箱根 DMO（一般財団法人 箱根町観光協会） 

3  その他  ・HAKONE GO LAND 特設サイト https://www.hakonenavi.jp/cp/goland/※２月下旬頃公開予定 

・天候などでイベント情報が変更する場合がございます           

以 上 

前回は 12,000 人の来場者を記録したライトアップイベント。今回は

「生命の誕生」をテーマに光や音で強羅公園内を装飾し幻想的な空間

演出をします。 

開催日時 2020 年 3 月 6 日（金）～ 5 月 6 日（水） 

開催場所 箱根強羅公園（17：30～20：30） 

【特設サイト】http://yoru-hakone.jp/gorapark-nightgarden2020/ 

  

 

○「ロンギヌスの槍」が出現！ 

現在、箱根エリアで開催中の人気アニメ「エヴァンゲリオン」とのコラボ

レーションイベント「エヴァンゲリオン×箱根 2020 MEET 

EVANGELION IN HAKONE」のコンテンツの一つとして、東京スカイツ

リータウン®協力のもと、「ロンギヌスの槍」の高さ約 3.6 メートルの巨

大モニュメントを期間限定で箱根強羅公園にて特別展示しています。 

開催日時 2020 年 1 月 10 日（金）～ 3 月 31 日（火） 

開催場所 箱根強羅公園 

 

 

○箱根登山バスのエヴァ化進行中！ 

劇中に登場する第 3 新東京市が位置する仙石原付近を中心とした全 18

箇所のバス停をエヴァンゲリオンデザインにしています。強羅駅バス

停でも解説付きの場面写デザインに模様替えして設置いたします。ま

た、強羅エリアを走行する観光施設めぐりバスⓈ路線（天悠～湿生花

園前）でも３月上旬より、作中の人気キャラクター「葛城ミサト」に

よる車内放送を開始する予定です。 

【特設サイト】https://eva-hakone.com/ 

 

https://www.hakone-sweets.com/
https://www.hakonenavi.jp/cp/goland/
http://yoru-hakone.jp/gorapark-nightgarden2020/
https://eva-hakone.com/


別 紙 

 

強羅エリア限定「箱根フリーパス✕強羅温泉トクトクキャンペーン」対象店舗 

 

【日帰り温泉施設】 

  施 設 名 利用料金（税込） 利用受付時間 サービス内容 問い合わせ 

1 強羅 翠光館 １１００円 11：00 ～ 17：00 ２００円引 0460-82-3351 

2 薬師の湯 吉浜 ８５０円 11：00 ～ 18：00 タオル付 0460-82-2258 

3 温泉ホテル強羅館 １０００円 10：30 ～ 18：00 ２００円引 タオル付 0460-82-3208 

4 国民宿舎     

箱根 太陽山荘 

１０００円 11：00 ～ 15：00 １００円引     

フェイスパック 

0460-82-3388 

5 箱根小涌園 森の湯 １５００円 11：00 ～ 19：00 ３００円引 0460-82-4126 

6 箱根 ゆとわ １２００円 13：30 ～ 17：00 １００円引 タオル付 

※平日のみ対応 

0460-82-0321 

7 メルヴェール箱根 １５５０円 13：00 ～ 17：30 タオル・バスタオル付 

温泉の素 1 組 1 個 

0460-87-7600 

8 ゆとりろ庵 １１５０円 15：00 ～ 20:00 タオル・バスタオル付  0460-82-2780 

9 瑞の香り １０００円 15：00 ～ 20:00 １００円引     

フェイスパック 

0460-87-1150 

10 深山 １１００円 14：00 ～ 17：00 タオル・バスタオル付  0460-82-2229 

 

 

【飲食店】 

➀マミーキッチン ②カフェ ③サンモリッツ ④花詩 ⑤そううん強羅 ⑥NINJA CAFÉ FUMA 

⑦ITOH-DINING by NOBU ⑧GORA BREWERY＆GRLL ⑨カフェレストラン旬幸 ⑩paSeo 

⑪銀かつ工房 ⑫お好み焼 かじ ⑬スナックひさご ⑭餃子センター ⑮箱根強羅公園      

⑯田むら銀かつ亭 ⑰スナックひさご ⑱お食事処 大和 ⑲山路 ⑳山ろく ㉑カフェレストラン 

バビ ㉒そば処かつまた ㉓クレソン ㉔箱根 Kitchen＆Bar ㉕手打ちそば 春本 

 

【お土産店】 

➀箱根登山名産（四季の彩）②中村屋 ③小川商店 ④上総屋商店 ⑤角田屋物産店 ⑥おみやげ小林 

⑦Studio Café SHIMA ⑧石川菓子舗 ⑨箱根美術館 ⑩伊勢力 

 

 

 

※対象店舗は予告なく変更となる場合がございます 


