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✿

初開催!!

２０１４年２月１７日

名物「大山とうふ」を使った料理を、お手頃価格で食べ歩き ✿

各店の料理人が腕によりをかけた特別メニューをご用意！

『春の大山とうふ 味めぐりキャンペーン』 ３月８日(土)から開催
～ 大山の宿坊、茶屋、土産物店、大山阿夫利神社 参集殿など９店舗が参加 ～
小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：山木 利満）は、２０１４年３月８日（土）から
３月３０日（日）までの土日・祝日の９日間、「春の大山とうふ 味めぐりキャンペーン」を開催します。
本キャンペーンは、とうふ料理が名物として知られる大山（神奈川県伊勢原市）山内９店舗と協力
して、都心から近い観光地「大山」の魅力を発信する新たな取り組みとして実施いたします。
■各店の料理人が腕によりをかけた全１７品の「とうふ料理」「とうふデザート」をご用意！
★開催日は、３月８日（土）、９日（日）、１５日（土）、１６日（日）、２１日（金・祝）、
２２日（土）、２３日（日）、２９日（土）、３０日（日）の計９日間です。
開催時間は、各日１１：００から１７：００までとなります。
★伊勢原駅観光案内所、大山観光案内所、大山ケーブル駅、神奈中バスサービスセンター（伊勢原、
秦野のみ）などで「大山とうふ３品チケット」（チケット３枚綴り／発売価格１，０００円）を
お買い求めいただき、各店特別メニューの中から３品をお召し上がりいただけます。
★参加店舗は、大山の宿坊、茶屋、土産物店、大山阿夫利神社 参集殿など９店舗です。
豆腐のミニグラタンや湯どうふなど「とうふ料理」から、とうふアイスや豆乳パンケーキなど
「とうふデザート」まで、全１７品のメニューからお選びいただけます。
★さらに、
「とうふ３品チケット」ご購入の際にお渡しするアンケートにお答えいただいた方、
期間中先着５００名さまにオリジナル「ひねりこま」をプレゼントします。
（なくなり次第終了
とさせていただきます。
）
大山の雄大な自然と名物のとうふ料理を堪能いただける早春の旅に、ぜひお出かけください。
「春の大山とうふ 味めぐりキャンペーン」の概要は、次のとおりです。
＜オリジナル「とうふ料理」
「とうふデザート」の一例＞

[店 舗 名] 大山阿夫利神社 参集殿
[メニュー] おからコロッケ

[店 舗 名] 夢心亭
[メニュー] 豆乳のクラムチャウダー

[店 舗 名] お食事・喫茶 山ゆり
[メニュー] いちごババロア

記

「春の大山とうふ 味めぐりキャンペーン」の概要
（１）キャンペーン名

「春の大山とうふ 味めぐりキャンペーン」

（２）期

２０１４年３月８日（土）
、９日（日）
、１５日（土）
、１６日（日）
、２１日（金・祝）、

間

２２日（土）
、２３日（日）、２９日（土）、３０日（日）の計９日間
※チケットご利用時間は、各店舗、各日１１：００～１７：００となります。
（３）場
（４）テ

ー

所

大山山内（神奈川県伊勢原市）

マ

大山名物のとうふ料理を、お手ごろ価格で食べ歩き
「大山とうふ」を使用したオリジナル「とうふ料理」および「とうふデザート」

（５）参 加 店 舗

９店舗（宿坊、茶屋、土産物店、大山阿夫利神社 参集殿など）
※参加店舗、特別メニュー料理などについては、別紙をご参照ください。

（６）「大山とうふ３品チケット」について
①発売期間

開催期間中（平日の発売はいたしません。）

②発売枚数

３，０００部（予定）
※なくなり次第、発売は終了させていただきます。

③発売箇所

伊勢原駅観光案内所、大山阿夫利神社下社、大山観光案内所、大山
ケーブル駅、阿夫利神社駅、神奈中バスサービスセンター（伊勢原、
秦野のみ）の７箇所

④発売金額

１，０００円（税込み）
※３枚綴りのチケットで、１枚につき１品をお楽しみいただけます。

（７）協

力

神奈川中央交通株式会社、大山観光電鉄株式会社

（８）お問い合わせ

「春の大山とうふ 味めぐりキャンペーン」事務局
TEL：０３－３４９６－０６４１
※３月１日（土）～３月３１日（月）１０：００～１７：００

【参考】 「大山ケーブルカー」の運転時間延長について

当キャンペーン期間中の７日間、湘南・京浜エリアや三浦半島、房総半島までを一望できる標高

700m からの夜景をお楽しみいただけるよう、大山ケーブルカーの運転時間を期間限定で延長しま
す。また、これにあわせ阿夫利神社下社等でのイベントを予定しています。詳しくは大山観光電鉄
ホームページ等に後日アップいたします。
（１）延

長

日

２０１４年３月１５日（土）、１６日（日）
、２１日（金・祝）
、２２日（土）、
２３日（日）
、２９日（土）、３０日（日）の計７日間

（２）最 終 時 刻

阿夫利神社駅

２０：００発 （通常、同駅を土休日１７：００発）

（３）お問い合わせ

大山観光電鉄株式会社
TEL：０４６３－９５－２０４０
（平日 ９：００～１６：００、土休日 ９：００～１６：３０）

以 上

別紙
「春の大山とうふ 味めぐりキャンペーン」参加店舗・メニュー

一覧

１．参加店舗
店

舗 名

商 品 名

東學坊

豆乳クリームシチュー

豆乳パンケーキ

夢心亭

豆乳のクラムチャウダー

あまおうのさくら豆乳ラテ

お食事・喫茶 山ゆり

千草豆腐

いちごババロア

西の茶屋本店

ゆずなべとうふ

自家製豆乳ゼリー 春の盛り合わせ

とうふ処小川家

豆腐のミニグラタン

豆腐の白玉ぜんざい

塚本みやげ店

春のピリカラ山菜どうふ

食事処かんき楼

ミニ湯どうふ

とうふアイス

元瀧

いがぐり揚げ

豆乳プリン

大山阿夫利神社 参集殿

おからコロッケ

とうふのババロア

－

（注）店舗により、食材等が変更になる場合があります。
※詳しくは、小田急線各駅に３月１日から設置予定の「春の大山とうふ 味めぐりキャンペー
ン」パンフレットをご覧ください。
２．メニュー
東學坊

［メニュー］豆乳クリームシチュー
[特徴]
なめらかな舌触りとほのかな甘さが絶品の豆乳
クリームシチューです。ごろごろと入った大き
めの野菜がポイントの一品です。

夢心亭

［メニュー］あまおうのさくら豆乳ラテ
[特徴]
自家製のあまおうジャムとほのかな桜の香りで春
を味わうことができる豆乳ラテです。
タピオカの食
感もお楽しみください。

東學坊

［メニュー］豆乳パンケーキ
[特徴]
しっとりとした豆乳パンケーキは、甘いとうふア
イスと爽やかなとうふブルーベリーヨーグルトソ
ースとご一緒にご堪能ください。

お食事・喫茶 山ゆり

［メニュー］千草豆腐
[特徴]
とうふ、鶏ひき肉、桜エビ、たくさんの野菜を玉子
で焼き上げた一皿です。
とろりとした和風のあんと
の相性も抜群です。

夢心亭

［メニュー］豆乳のクラムチャウダー
[特徴]
豆乳を使いまろやかな味に仕上げたクラムチャウ
ダーです。あさりやベーコン、野菜の旨みもたっ
ぷりな一品です。

お食事・喫茶 山ゆり

［メニュー］いちごババロア
[特徴]
名物のとうふが、なめらかな食感の甘いババ
ロアに変身した一品です。甘酸っぱいいちご
も華やかで、春にぴったりのデザートです。

西の茶屋本店

［メニュー］ゆずなべとうふ
[特徴]
爽やかなゆずの香りと、
なめらかな口当たりをお楽
しみいただける「ゆずとうふ」を使用した湯どうふ
です。だし醤油でお召し上がりいただきます。

とうふ処小川家

［メニュー］豆腐の白玉ぜんざい
[特徴]
とうふで練った白玉の食感が新しい一品です。
ぜん
ざいは、大粒の北海道あずきを使用し、上品な甘さ
に仕上げています。

食事処かんき楼

［メニュー］とうふアイス
[特徴]
大山とうふをそのまま使った自家製アイスクリー
ムを、甘酸っぱい自家製梅ジャムとともに。こだわ
りの和スイーツをご堪能ください。

西の茶屋本店

［メニュー］自家製豆乳ゼリー 春の盛り合わせ
[特徴]
フルーツで彩られた豆乳ゼリーを中心に、県内
で採れた旬のいちごやココアケーキも味わうこ
とができる欲張りなデザートです。

塚本みやげ店

［メニュー］春のピリカラ山菜どうふ
[特徴]
大山とうふの冷奴を、
風味豊かにピリ辛く味付けさ
れた山菜とご一緒にお召し上がりください。
フルー
ツドレッシングとの相性も見事です。

元瀧

［メニュー］いがぐり揚げ
[特徴]
外はカリッ、
中はホクホクな山菜入りのいがぐり揚
げは、
おからの自然なおいしさを生かした優しい味
わいです。

とうふ処小川家

[メニュー］豆腐のミニグラタン
[特徴]
濃厚な豆乳ホワイトソースと優しい味わいのと
うふが、ベストマッチの一品です。蟹も味わうこ
とができる贅沢でボリュームのある逸品です。

食事処かんき楼

［メニュー］ミニ湯どうふ
[特徴]

定食のひとつとして評判のミニ湯どうふで
す。シンプルだからこそ、大山とうふ本来の
おいしさを味わっていただけます。

元瀧

［メニュー］豆乳プリン
[特徴]
なめらかな口当たりの、あったか豆乳プリンです。
あんこと生クリームを合わせて食べていただくと
至福のおいしさです。

大山阿夫利神社 参集殿

［メニュー］おからコロッケ
[特徴]
おからを洋風に味付けたクリーミーな優しい味わ
いです。普通のコロッケよりヘルシーなのに、食べ
応えがあります。

大山阿夫利神社 参集殿

［メニュー］とうふのババロア
[特徴]
柔らかな口当たりで、
大山とうふの濃厚さを堪能で
きる自家製ババロアです。
イチゴソースと合わせて
お召し上がりください。

「春の大山とうふ 味めぐりキャンペーン」パンフレット

