
お申し込みフォームに必要事項を入力してください。
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小田急まなたび

イベントコード6桁、申込人数、電話番号、生年月
日、OPカード番号、有効期限を入力してください。

お申し込み後のキャンセルは、当該イベントの申込締切日の「前日」（締切日の前日が土日祝の場合は、さらにその前日）までにご連絡いただいた場合は、1イベント1名につき手数料（1,000円）を差し引いた金額を返金します。申し込み締切日以降のキャ
ンセルにつきましては、参加費の返金はいたしません。キャンセルをする場合は、上記「小田急まなたび受付ダイヤル」　ダイヤル「２」にお電話ください。

OPクレジットカード会員以外のお客さまはオンラインのみとなります

0570-550-698／ダイヤル1（24時間受付）

各講座の開催日7日前までに電話申込の場合
は郵送でオンライン申込の場合はEメールに
てお送りいたします。

検索

伊勢原で紅葉狩り

伊勢原で初詣

駅を降りたらまずは観光案内所へ

秋・冬の伊勢原へぜひお越しください。お気に入りのスポットが必ず見つかります。

見頃を知りたい！

11月17日（土）～11月25日（日）の期間ご覧いただけます。
平日は日没～19:00まで、土日祝は日没～20:00まで。
※大山ケーブルカーも同時間まで運行

大山寺・大山阿夫利神社下社は例年11月中旬～下旬、日向薬師は12月上旬
に見頃を迎えています。各スポットの紅葉情報は「伊勢原市観光協会」の公式
ホームページからチェックできます。

年中無休で9:00～17:00までオープン
観光案内所は駅北口の階段途中にあります。バスに乗車する前に立ち寄って、
まずは情報収集しましょう。大山・日向・比々多など各方面のバスの発車時間
の確認ができたり、エリア別のマップなども配布しています。

おみやげは案内所でも
大山のきゃらぶきや、和菓子、大山こま、伊勢原市公式

おります。駅ナカで便利にお買い物ができます。

大山の初日の出は6:45頃

知る人ぞ知る、パワースポットも

大山の山頂は県内で最も早い初日の出が見られ、また阿夫利下社は初日の出

にかけて終夜運行します。（12月31日23:40～元日17:00まで）

ライトアップされた紅葉が見たい！

日向薬師大山寺

大山阿夫利神社下社（撮影：目黒久仁彦さん） 聖峰（撮影：川戸光久さん）

改札出口正面の電子案内板
でバスの時刻などをチェック

※1月1日～3日は10:00～15:00まで営業

伊勢原

ひじりみね
聖峰に登り、初日の出を見てから、三之宮比々多神社
へ初詣に行くのもおすすめです。
また日向薬師では元日～3日と8日の初薬師にご本尊の御
開帳があり、8日は健康を祈念し薬師粥が振る舞われます。

OP ポイントカードではじまる、おトクな毎日。
伊勢原駅エリアで使えるご優待店舗・施設が、増えました！

カードをお持ちでない方は、今すぐご入会ください OP カードへのご入会方法

ポイントが貯まる！ OPポイント専用カード OPクレジットカードポイントが使える！ PASMOのオートチャージ
サービスにも対応

小田急ポイントサービス加盟
店で、最大 10％の小田急ポ
イントが貯まります。小田急
沿線を中心に、ポイントサー
ビス加盟店がたくさん！

貯めたポイントは、小田
急ポイントサービス加盟
店で１ポイント＝１円か
らお使いいただけます。

クレジット機能付きカードな
ら、PASMOオートチャージサー
ビスがご利用いただけます。

以下のお申し込み場所にて、即時発行いたします。

Odakyu OX ストア各店サービスカウンター
（伊勢原店も含みます）、小田急百貨店 OP
カードカウンター（新宿店、町田店、藤沢店）、
Odakyu MART 各店サービスカウンター（一
部の店舗を除く）、ビナウォーク インフォメー
ション、本厚木ミロード インフォメーション

ウェブサイトよりお申し込みください。

小田急
ポイントカードで

検索
www.odakyu-card.jp

伊勢原市観光協会×小田急ポイントカード

START

対象店舗・施設で小田急ポイント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！

小田急ポイントカードでおトクになるお店、増えてます！

一般社団法人

11.12018
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～大山帰りに伊勢原まち歩き～

日時 11月27日（火）9:15～15:00
集合 小田急線　愛甲石田駅改札口　9：15
講師 柏木牧場　専務取締役 柏木貞俊／加藤花園　加藤京子
定員 20名
参加費 3,500円

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
行列ができるソフトクリームで有名な柏木牧場でのワークショップです。チーズケーキに食べられるお花（エディブルフラワー）でトッピング。昼食は特製牛丼とソフト
クリームをお召し上がりいただきます。新たな伊勢原の魅力を体感してください。

9：15愛甲石田駅集合・・・路線バス乗車（各自支払い）・・・柏木牧場
にてチーズケーキトッピング体験・・・ランチ（特製牛丼・ソフトクリー
ム）・・・路線バス乗車（各自支払い）・・・15：00愛甲石田駅解散

コース

まなたび申込方法
オンライン申込 申込入力

クレジット
決済実行

自動音声で受付いたします

ご案内状を送付いたします

小田急まなたび受付ダイヤルで申込

（全9回）3二子玉川
大山詣の目的を達成した後は気持ちも軽く、江ノ島や金沢八景など名所旧跡に立ち
寄り、羽を伸ばして江戸への戻り。江戸庶民の気持ちになって大山帰りを楽しみます。

好評の「大山詣」の第2弾。前回参加できなかった区間、ご希望の区間だけの参
加、もちろんお一人さまの参加の大歓迎です。

日程
【第1回】1月19日（土）
【第2回】2月16日（土）
【第3回】3月16日（土）
【第4回】4月20日（土）
【第5回】5月18日（土）
【第6回】6月15日（土）
【第7回】9月21日（土）
【第8回】10月19日（土）
【第9回】11月16日（土）

伊勢原駅～寒川駅
寒川駅～藤沢駅
藤沢駅～江ノ島駅
江ノ島駅～鶴岡八幡宮（鎌倉）
鎌倉駅～金沢八景駅
横浜駅宿場歩き
京急川崎駅～川崎大師～穴守稲荷～京急蒲田駅
京急蒲田駅～新馬場駅
新馬場駅～日本橋

190110
190210
190310
190410
190510
190610
190910
191010
191110

【第3回】11月14日（水）
【第4回】12月12日（水）
【第5回】1月26日（土）
【第6回】2月23日（土）
【第7回】3月23日（土）
【第8回】4月13日（土）
【第9回】5月11日（土）
【第10回】6月8日（土）

190110
190210
190121
190221
190321
190421
190521
190621

181121 オンラインまたはTEL

参加費　各回5,000円

7,200 4,000 3,700

申込方法

3,000

（途中電車移動あり）

「小田急まなたび」は、大人のための「学び」と「旅」をお届けする、小田急の
オリジナル企画です。この機会に新たな発見を求めて「学びの旅」にでかけて
みませんか？
※OPクレジットカード会員の方は記載の参加費より各500円
引きとなります。まなたび×伊勢原

小田急

第5回からは土曜日設定で参加しやすくなりました。
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池端
池端東

伊勢原駅入口

伊勢原小学校入口

観光案内所

中央通り

武道館入口

大神宮前

大山・日向方面

比々多方面

国道 246 号

金山公園

大神宮前

本町

常若

YAMATOYA

花呉装

越峠

Cafe 茶珈

Cafe1252

鳥好

専科Re,Ra,Ku,

カラダファクトリー

モンドール洋菓子店

すし処さくら

熊沢米店

串焼串仲

GEN
地もの御馳走処

CafÈ Bar poco a poco

さのや

川幸

亀盛堂 山の百貨店

伊勢原駅

戸田

新東名高速道路

防災
センター前

下落合 長沼

アクロスプラザ歌川産業
スクエア入口

畠田橋

号
9
2
1
道
国

柏木牧場

川
田
渋

途中下車して
駅まで15分

鶴巻温泉駅
（小田原方面）

（新宿方面）
愛甲石田駅

洋品百貨YAMATOYA常若（とこわか） カラダファクトリー

鳥好

専科 Re.Ra.Ku 柏木牧場

Café茶珈 すし処 さくら

伊勢原館 Cafe1252 モンドール洋菓子店

熊沢米店

手打そば亀庵 越峠（こえど）

亀盛堂 山の百貨店 川幸

CafÉ Bar poco a poco 串焼 串仲

地もの御馳走処GEN

花呉装

伊勢原1-6-8　0463-95-0444
16:00-22:30（土日は14:00-22:30）
月曜・祝日

伊勢原3-6-6　0463-95-0022
11:00-20:00　木曜・第3水曜

お菓子の店 さのや

1,000円（税込）以上
お買い上げで

2時間以内の
ご利用でお会計より

お土産におすすめ、
300ｇ・450ｇ
キューブパックのお米

30円引き

1,000円(税込)
以上のご飲食で

伊勢原2-4-17　0463-95-0111　　　
9:00-20:30　年中無休（正月3が日は休業）

伊勢原2-3-23　0463-95-0220
9:00-18:30（日祝は9:00-18:00）　木曜

お会計より

500円（税込）
以上お買い上げで

2,000円（税込）
以上お買い上げで

3,000円(税込)
以上でお会計より

　伊勢原3-12-1　0463-93-4580
　11:30-14:30（LO.14:00）
　17:00-20:30（LO.20:00）　月曜

伊勢原1-4-7 1F　0463-93-5420
17:00-12:00（平日）
16:00-12:00（日曜）　火曜

伊勢原2-1-5　0463-91-1115
17:30-22:30　日曜・祝日

伊勢原1-4-8 2F　0463-95-2666
17:00-01:00　日曜

伊勢原1-2-16　0463-95-0246
9:00-18:00　日曜

伊勢原1-2-1　0463-94-2740
9:30-19:00　日曜・祝日

※他サービスとの併用不可、一部対象外商品あり

50円引き
1,000円（税込）
以上でお会計より

伊勢原1-25-21　0463-92-6366
11:30-14:00／17:00-22:00
火曜・水曜

桜台1-1-43　0463-71-6687
10:00-20:00　年中無休

伊勢原1-4-23 伝田ビル1F
0463-67-9059　10:30-17:00
水曜・木曜

伊勢原1-11-23　0463-95-1126
10:00-19:30　月曜・第2・3火曜・祭日の翌日

1,000円（税込）
以上でお会計より

昼 50円引き
夜 5％引き

伊勢原1-19-2　0463-94-8460
17:00-23:00　日曜

牛肉・精肉製品

伊勢原1-19-1　0463-75-9119
8:00-18:00（土日祝は9:00-18:00）
火曜

※セットメニュー、物販など一部対象外商品あり

※学生服など一部対象外商品あり

桜台2-1-27 2F　0463-93-3779
17:00-24:00　年中無休

※他の優待との併用不可

※他の優待との併用不可

小田急マルシェ伊勢原店

桜台1-1-7 A棟2F　0463-75-9520
11:00-21:00（土日は10:00-21:00）
年中無休（年末年始は休業）

小稲葉7　0463-94-3641
9:00-17:00　年中無休（正月3が日
は休業）

伊勢原3-8-1　0463-96-1611
11:00-16:00　土曜・日曜・祝日のみ営業

伊勢原3-2-6 2F　0463-91-6881
10:00-19:00　水曜・最終木曜

大神宮前で途中下車してみよう！
バスで大山から帰ってきたら…

日本遺産のまち伊勢原の
布招きによる“粋な”おもてなし

大神宮前バス停から伊勢原駅までは歩いておよそ15分。伊勢原大神宮でお詣りを
して、商店街でお買い物。最後に駅周辺でお食事をするのも楽しみ方のひとつ。

22:30（2階 10:00～21:00）／年中無休／ポイント付与：お買い上げ200円（税抜）につき1ポイント／ポイント利用:1ポイント単位

200円（税抜）につき1ポイント／ポイント利用：1ポイント単位

こだわりの食材を使い、生地づくりから焼きあがりまでパン職人が心をこめて作ります。／伊勢原店桜台1-1-7（小田急線伊勢原駅改札前）／TEL.0463-92-0909／営業時間 
7:00～22:00／ポイント付与：ご利用金額（税抜）の2％／ポイント利用：1ポイント単位

ケーブルカーに乗り、美しい景色を眺めながら大山へ・・。／TEL.0463-95-2135／大山ケーブル駅ご来場につき一律10ポイント※1日1回限り

かつて大山詣りの人たちを歓迎するために掲げられていた布招き。これを現代風に
アレンジして、市内の商店にも飾られています。江戸情緒を感じてください。

観光情報

伊勢原市観光協会より

プチ

Odakyu OX 伊勢原店 

HOKUO 伊勢原店

（日・祝は8:00～20:00）／ポイント付与：ご利用金額（税抜）の1％／ポイント利用：1ポイント単位 
イタリアン・トマト CafeJr.

大山ケーブルカー

Odakyu MART 伊勢原店

※

※

※

※

※ ※

※ クリスマス、バレンタイン、ひなまつり等の期間は除外と
なります。事前にお問い合わせください。

※ さらに、4名様以上で御来店の方に唐揚げサービス

※

※ 優待はカード所持本人を含め4名様まで。

お会計より

大神宮の境内にある茶店。お参りの後
に甘味はいかが？

認定五ツ星お米マイスターショップ。各地

細めの手打ち蕎麦。天せいろがおすすめ！ 落ち着ける空間。豊富なドリンク。自然
派料理

豊富な飲み物と美味しい料理、気軽にく
つろげるお店

伊勢原に吹くカリフォルニアの風

神奈川県指定銘菓「大山こま最中」と季
節の和菓子

地元の旬の食材とお酒を楽しむ創作居
酒屋。地酒も豊富！

本場京都の着物、京小物、和風雑貨が
並ぶ店

太田道灌ゆかりの最中「歌娘最中」のお店。
季節の和菓子と自家製パンもおすすめ！ 自然食品と自然酒のお店。立ち寄り必見！

伊勢原駅から徒歩1分。肩こりや腰痛な
どのお悩みを改善へ導きます♪

鳥料理はもちろん、さしみもうまい！鴨
鍋は最高！

串揚げとモツ鍋の隠れ家風な居酒屋◎ 駅なかにあるリラクゼーションサロン。
肩甲骨をメインにした施術方法がスゴイ

ハンバーグからステーキまで、美味しさ
満点のショーケースに注目

手作りケーキが並ぶ明るいカフェ。テイ
クアウトも可

美味しいお寿司を食べたい人へ。お一
人様のランチタイムにも

大山登山の帰りに、当店名物の「大山き
のこカレー」はいかがでしょう

生クリームの美味しさが癖になる、町の
ケーキ屋さん

創業38年、線路沿いにある居酒屋。手
羽先がおすすめ！

10％OFF
お会計より

10％OFF
お会計より お会計より

5％OFF

お会計より

10％OFF

お会計より

5％OFF 5％OFF
お会計より

10％OFF
お会計より

10％OFF
お会計より

8％OFF

お会計より

10％OFF

5％OFF 5％OFF

3％OFF 5％OFF 5％OFF

5％OFF

5％OFF

50円引き

登山・ハイキングなどに
楽しみをプラス

小田急ポイントカードでおトクになる伊勢原のお店21

小田急ポイントカードサービス加盟店情報~ポイントが貯まる！使える！~


