
箱根町と共同で行う「“EV で eco 観光”推進キャンペーン」とは 

 

期間：平成 22 年 12 月 9 日（木）～平成 23 年 1 月 30 日（日） 

概要：「エコプロダクツ 2010」「エコ・ロマンティックパーキング 2010」にご来場いただい

たお客様に「エコロマパスポート」を配布します。エコカーの利用やエコドライブ

の推進など「レジャーの移動手段もエコに配慮する」という同キャンペーンの趣旨

に賛同いただき、それぞれの会場のスタンプ（「“eco ドライブ”宣言」スタンプ／

エコプロダクツ会場、「“eco 観光”宣言」スタンプ／エコ・ロマンティックパーキ

ング会場）を集め、期間中に箱根町の提携施設にお持ちいただいた方には、観光施

設入場料の割引など、様々な特典をご用意しています。 

    

 ※「エコプロダクツ 2010」「エコ・ロマンティックパーキング 2010」どちらかのスタン

プだけでも特典は受けられます。両方のスタンプを集めていただいた方には各施設

の通常特典に加え、更にプラスの特典をご用意しています。 

 ※「エコロマパスポート」は各会場でお渡しします。ホームページ等でのダウンロード

はできません。 

 ※「エコロマパスポート」の詳細についてはホームページをご確認ください。 

 ※ 提携施設と割引内容は次頁参考資料をご参照ください。施設によっては一度に特典を

受けられる人数に限りがありますので、施設に直接ご確認ください。 

  

  ＜エコロマパスポートイメージ＞ ※実物とは多少異なる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スタンプを押した「エコロマパスポート」を持って箱根町の提携施設に行くと、スタン

プの数（1個あるいは 2個）に応じた特典を受けることができます。

「エコプロダクツ 2010」首都高ブースで「“eco

ドライブ”宣言」スタンプがプリントされた「エ

コロマパスポート」をお渡しします。 

※「エコプロダクツ 2010」の開催期間は平成 22 年

12 月 9 日（木）～12 月 11 日（土）ですのでご注

意ください。 

エコプロダクツ 2010 

「エコ・ロマンティックパーキング 2010」

でもらえるスタンプはこちら！ 

「エコ・ロマンティックパーキング 2010」会場

で「“eco 観光”宣言」スタンプがプリントされ

た「エコロマパスポート」をお渡しします。 

※「エコプロダクツ 2010」で既に「エコロマパスポ

ート」をお持ちの方には、スタンプを押させてい

ただきます。 

エコ・ロマンティックパーキング 2010 



キャンペーン提携施設の主な特典内容 

 

＜町立施設＞ 

施設名 特典 1（スタンプ 1 個） 特典 2（スタンプ 2 個） 

箱根関所・箱根関所資料館 入場料割引 大人 500 円→400 円 小学生 250 円→150 円 記念品プレゼント 

森のふれあい館 入館料割引 大人 650 円→600 円 小学生 400 円→300 円 木の葉のしおりプレゼント 

 

＜温泉施設＞ 

施設名 特典 1 特典 2 

日帰り温泉 湯の里おかだ 入浴料割引 大人 1400 円→1300 円 小人 600 円→500 円 オリジナルタオルプレゼント 

日帰り入浴 てのゆ 入浴料割引 大人のみ平日 1600 円→1500 円  

（土日祝 2100 円→2000 円） 

ソフトドリンクサービス 

 

＜レジャー施設＞ 

施設名 特典 1 特典 2 

箱根ロープウェイ 普通旅客運賃割引 10％引き ポストカードプレゼント 

箱根ベゴニア園 入園料割引 大人 1000 円→850 円 小人 500 円→450 円 ポストカードプレゼント 

箱根強羅公園 入園料割引 大人（中学生以上）500→450 円 小学生以下無料 記念品プレゼント 

箱根園 水族館 入館料割引 大人 1300 円→1000 円 小人 650 円→500 円 記念品プレゼント 

箱根園 九頭龍の森 入場料割引 大人 500 円→450 円 小人 250 円→200 円 記念品プレゼント 

 

＜美術館＞ 

施設名 特典 1 特典 2 

箱根美術館 入館料割引 大人 900 円→800 円 高大学生 400 円→350 円 ポストカードプレゼント 

箱根写真美術館 入館料割引 大人 500 円→450 円 小中学生 300 円→250 円 ポストカードプレゼント 

箱根ガラスの森美術館 入館料割引 大人 1300 円→1200 円 高大学生 1100 円→1000 円 ポストカードプレゼント 

箱根ラリック美術館 入館料割引 大人 1500 円→1400 円 高大学生 1300 円→1200 円 ポストカードプレゼント 

箱根武士の里美術館 入館料割引 大人 800 円→700 円 中学生 600 円→500 円 ポストカードプレゼント 

マイセン庭園美術館 入館料割引 大人のみ 1600 円→1500 円 ポストカードプレゼント 

ポーラ美術館 入館料割引 大人 1800 円→1700 円 高大学生 1300 円→1200 円 ポストカードプレゼント 

箱根・芦ノ湖 成川美術館 入館料割引 大人 1200 円→1100 円 高大学生 900 円→800 円 ポストカードプレゼント 

 

＜喫茶/レストラン＞ 

施設名 特典 1 特典 2 

芦ノ湖 ラ・テラッツァ ソフトドリンク 100 円引き ソフトドリンクサービス 

田むら銀かつ亭 飲食５％引き ソフトドリンクサービス 

カフェレストラン旬幸 お食事にコーヒーサービス お食事にお好きなソフトドリン

クサービス 

焼き肉レストラン みょうじん 飲食３％引き コーヒーサービス 

桃源台ビューレストラン 飲食５％引き 飲食 10％引き 

小田急あしのこ茶屋 飲食５％引き（2F 食堂） プチデザートサービス 

 

※特典 1（スタンプ 1 個）：「エコプロダクツ 2010」、「エコ・ロマンティックパーキング 2010」

のどちらかにご来場の方にスタンプ 1 個のパスポートを配布。特典１のサービスが得られま

す。 

※特典 2（スタンプ 2 個）：「エコプロダクツ 2010」で入手した、エコロマパスポートを持って

「エコ・ロマンティックパーキング 2010」にご来場された方には「eco 観光宣言」のスタン

プを捺印。特典１、2 のサービスが得られます。 

※施設によって一度に割引を受けられる人数に限りがある場合がございます。詳細は施設にて

お尋ねください。 

参考資料 


