
 
 
 

２０１９年５月２９日 
 
ご利用のお客さまへ 
 

箱根登山鉄道株式会社 
 

箱根湯本―強羅開業１００周年 スタンプラリーの開始について 
 
 平素より箱根登山鉄道をご利用いただき誠にありがとうございます。 
 表記について、箱根湯本―強羅開業１００周年を記念して、箱根湯本～強羅間の沿線施設と協

力して１０８箇所をめぐるスタンプラリーを下記の通り実施いたします。ぜひ、この機会にご参

加ください。 
 

記 
 
１．開催期間 

 ２０１９年６月１日（土）～２０２０年１月３１日（金） 

 

２．スタンプ設置場所（１０８箇所） 

 箱根湯本～強羅間の各駅と沿線施設 

 ※塔ノ沢駅のスタンプは、箱根湯本駅に設置しています。 

   ※各駅の営業時間はホームページにてご確認ください。 

   ※各駅エリアのスタンプ設置箇所は、別紙の店舗一覧表をご参照ください。休業日、営業

時間等店舗の都合により記載の時間によらないこともありますので、ご注意ください。 

 

３．実施要領 

   箱根湯本～強羅間の各駅（塔ノ沢駅を除きます）にて、「１日乗車券トコトコきっぷ」ま

たは「箱根フリーパス」をご購入または、お持ちのお客さまにスタンプラリーの台紙をお

渡しいたします。 

・スタンプ１０個で、もれなくオリジナルステッカーを１枚プレゼントいたします。 

   ※部数によりステッカーの図案が変更になる場合がございます。 

・スタンプ５０個でお渡しする専用応募ハガキにてご応募いただくと、抽選で登山電車にち

なんだ素敵な商品が１００名さまに当たります。 



※原鉄道模型博物館内にスタンプ３個分の「ボーナススタンプ」を設置しております。 

    スタンプラリーの台紙がない場合でも、原鉄道模型博物館の専用用紙にスタンプを押す

ことができます。専用用紙については、原鉄道模型博物館のスタッフにお尋ねください。 

 

≪ 賞 品 ≫ 

   スタンプ１０賞  オリジナルステッカー（１０個以上でもれなく１枚） 

   スタンプ５０賞  専用応募ハガキ（５０個以上で１枚） 

   スタンプ５０賞 賞品 

    Ａ賞 １００周年記念 登山電車バックヤードツアー ・１５組３０名さま     
       （２０２０年３月７日（土）催行） 

    Ｂ賞 １００年前のスライスレール（非売品） ・・・・・・ ２０名さま 

    Ｃ賞 箱根登山電車オリジナルグッズ ・・・・・・・・・・・１５名さま 

    Ｄ賞 トコトコきっぷ  ・・・・・・・・・・・・・・１０組２０名さま 

    Ｅ賞 箱根フリーパス  ・・・・・・・・・・・・・・１０組２０名さま 

    Ｆ賞 箱根小涌園ユネッサン招待券  ・・・・・・・・１５組３０名さま 

    Ｇ賞 原鉄道模型博物館招待券  ・・・・・・・・・・１５組３０名さま 

   ※スタンプ５０賞について 

    専用応募ハガキを「１００周年スタンプラリー事務局」まで送付後（２０２０年２月５

日（水）必着）厳正な抽選の上、当選者を決定し、賞品の発送をもって発表とさせてい

ただきます。 

   ※スタンプ１０賞、および５０賞について、賞品と専用応募ハガキをお渡ししたことの 

証明スタンプを台紙に押させていただきます。 

 

≪賞品交換場所（２箇所）≫ 

   箱根湯本駅・強羅駅（９：００～２１：００） 

 
 

以上 
 



スタンプ№ 店　舗　名 住　　所 電　　話 営業時間 休　業　日

1 かっぱ天国に変更しています。
　　　　　　（みのや吉兵衛　箱根湯本店）

箱根町湯本777 0460-85-6121 10:00～22:00 温　　　　無休

2 おみやげの　　みつき 箱根町湯本７０２ 0460-85-5238 9：00-18：00 お　　　水曜日

3 ちもと　駅前通店 箱根町湯本６９０ 0460-85-5632 9：00-17：00 お　元旦、年数日

4 凸凹堂　　湯本 箱根町湯本６９２－１０ 0460-83-8153 9：30-17：30 お　　　　なし

5 丸嶋本店 箱根町湯本７０６ 0460-85-5031 8：30-17：30 お　　　原則無し

6 まんじゅうや　　菜の花 箱根町湯本７０５ 0460-85-7737 8：30-17：30 お　　　　なし

7 （有）菊川商店 箱根町湯本７０６ 0460-85-5036 8：00-18：00 お　　　木曜日
　　　月によって木金

8 神戸旅靴屋 箱根町湯本７０６－１湯本名産店ビル２Ｆ 0460-85-5544 9：30-18：00 シお　　　なし

9 神戸旅靴屋　　箱根湯本橋店 箱根町湯本７２９ 0460-85-5844 10：00-18：00 シお　　　なし

10 田雅重 箱根町湯本７０２ 0460-85-5770 9：00-17：00 シお　　木曜日

11 グランリヴィエール　箱根湯本店 箱根町湯本７０４ 0460-83-8226 9：00-18：00 シお　　不定休

12 ＴＡＨＡＲＡ 箱根町湯本６９２ 0460-85-6017 10：00-17：00 シお　　水曜日

13 （株）吉田本店 箱根町湯本７０６－１６ 0460-85-5640 9：00-17：00 お　　　水曜日

14 箱根ＳＡＧＡＭＩＹＡ 箱根町湯本７０６－３５ 0460-85-6610 9：00-17：00 シお　　　元旦

15 （株）杉養蜂園　　箱根湯本店 箱根町湯本７０４ 0460-85-7183 9：15-18：00 お　　　なし

16 （株）杉養蜂園　　箱根あじさい橋店 箱根町湯本７０６－４７ 0460-85-7738 9：15-18：00 お　　　なし

17 箱根縁結び　　福久や 箱根町湯本７２９ 0460-85-8818
9：00-17：30
土休日18：00

お       元旦

18 箱根町立郷土資料館 箱根町湯本２６６ 0460-85-7601 9：00-16：30 び　　水曜日

　　　毎月最終月、年末年始

19 箱根湯寮 神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤4 0460-85-8411
10：00～21：00
休日～22：00

温　　　年中無休

スタンプ№ 店　舗　名 住　　所 電　　話 営業時間 休　業　日

20 元湯　環翠楼 足柄下郡箱根町塔ノ沢８８ 0460-85-5511 7：00-19：00 ホ　　　　なし

スタンプ№ 店　舗　名 住　　所 電　　話 営業時間 休　業　日

21 （有）細川酒店 箱根町大平台３４７ 0460-82-3291 8：00-18：00 シ　　　水曜日

22 （株）角山 箱根町大平台４３１ 0460-82-2604 8：00-17：00 シ　　水曜日、日曜日

23 （有）丸喜屋 箱根町大平台３４５ 0460-82-2059 7：00-21：00 シ　　　不定休

24 姫之湯 箱根町大平台５８３ 0460-82-2057 9：00-21：00 温　　　木曜日

25 辻国豆ふ店 箱根町大平台４４２－２ 0460-82-2156 8：30-16：30 シ　　　水曜日

スタンプ№ 店　舗　名 住　　所 電　　話 営業時間 休　業　日

26 豊島豆腐店 箱根町宮ノ下３４０－２ 0460-82-2545 9：00-16：00 シ　　　水曜日

27 宮ノ下食堂　　　　森メシ 箱根町宮ノ下４０４－１３ 0460-83-8886
11：30-15：00
17：00-22：00 シ　　　火曜日

28 NARAYA　CAFÉ 箱根町宮ノ下４０４－１３ 0460-82-1259 10：30-18：00
シ　　水曜日
　　　第4木曜日

29 コーヒーハウス　　あん 箱根町宮ノ下４０１ 0460-82-2760 9：00-18：00 シ　　　木曜日

30 箱根宮ノ下・麺398-1 箱根町宮ノ下３９８－１ 0460-83-8806 10：00-20：00 シ　　　水曜日

31 ローソン　箱根宮ノ下店 箱根町宮ノ下３７６ 0460-87-7611 24H シ　　　　なし

32 小林商店 箱根町宮ノ下３７５ 0460-82-2053 9：30-18：00 お　　　不定休

33 嶋　写真店 箱根町宮ノ下３７２ 0460-82-3329 10：00-18：00 シ　　　不定休

34 マダムスン 箱根町宮ノ下３６８ 0460-82-2122
11:00〜15:00
18:00～21:00 シ　　　月曜日

35 café de motonami
カフェ・ド・モトナミ

箱根町宮ノ下３６６ 0460-87-0222 10：00-18：00 シ　　　木曜日

36 山田屋 箱根町宮ノ下３６８ 0460-82-2019 8：30-17：30 お　　　不定休

37 HakoneHOSTEL　　　1914 箱根町宮ノ下３６２ 0460-83-8897 8：00-21：00 ホ　　　不定休

38 箱根そば　　曾我の家 箱根町宮ノ下１８４ 0460-82-2026 11：00-20：00 シ　　　不定休

39 山崎屋商店 箱根町宮ノ下１８４ 0460-87-6111 11：00-20：30 シ　　　水曜日

40 川辺光栄堂 箱根町宮ノ下１８４ 0460-82-2015 9：30-17：00 シ　　　水曜日

41 （有）大和屋商店 箱根町宮ノ下２２３ 0460-82-2102 10：00-17：30 シ　　12/31　1/1

42 芝　商店 箱根町宮ノ下２２３ 0460-82-2120 10：00-18：00 シ　　　水曜日

43 セブンイレブン　箱根宮ノ下店 箱根町宮ノ下２２３－５ 0460-82-8955 24H シ　　　　なし

44 箱根自然薯の森　　　山薬 箱根町宮ノ下２２６ 0460-82-1066
平日10：00-20：30
土休日7：00-20：30 シ　　　不定休

45 ギャルリー蔵 箱根町宮ノ下１８８ 0460-87-0017 10：00-18：00 シ　　　不定休

46 ラ　バッツア 箱根町宮ノ下３４４ 0460-87-9223
11：00-15：00
17：30-20：00

シ　　　火曜日

47 渡邉ベーカリー 箱根町宮ノ下３４３ 0460-82-2127 9：30-17：00 シ　水曜日第3火曜日

48 天ぷら　じゅらく 箱根町宮ノ下３１０ 0460-82-2318
11：00-14：00
17：00-19：00

シ　　　月曜日

49 鮨　みやふじ 箱根町宮ノ下３１０ 0460-82-2139
11：30-14：30
17：30-19：30

シ　　火曜日水曜日

50 常泉寺 箱根町宮ノ下２８９ 0460-82-2654 境内自由 寺　　　　なし

51 いろり家 箱根町宮ノ下２９６ 0460-82-3831
11：30-13：30
18：00-21：30

シ　　　木曜日

52
宮ノ下観光案内所に変更していま
す。
　　　　　　　　　　　（ゲストハウスtoi）

箱根町宮ノ下113－1 0460-82-1311 9：00-17：00 案　　　　無休

ホ：ホテル旅館　　シ：ショップ・飲食店等　　お：お土産店　　　び：美術館・施設等　　　案：案内所　　　寺：お寺　　　温：温泉

箱根湯本ー強羅開業 １００周年スタンプラリー　参加店舗一覧
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スタンプ№ 店　舗　名 住　　所 電　　話 営業時間 休　業　日

53 岡田美術館 箱根町小涌谷４９３－１ 0460-87-3931 9：00-17：00 び　9/30-10/4、
　　　12/31-1/1、3/30.31

54 箱根小涌園ユネッサン 箱根町二ノ平1297 0460-82-4126 9:00～18:00 びシ　　　なし

スタンプ№ 店　舗　名 住　　所 電　　話 営業時間 休　業　日

55 彫刻の森美術館 箱根町二ノ平１１２１ 0460-82-1161 9：00-17：00 び　　　　なし

スタンプ№ 店　舗　名 住　　所 電　　話 営業時間 休　業　日

56 マミーキッチン 箱根町 強羅 1300-39 吉浜旅館 0460-82-4719 10:30～16:00 シ　　　不定休

57 花詩 箱根町強羅1300 0460-82-9011 9:00～17:30 シ　　　水曜日

58 福よし 箱根町強羅1300-276 0460-82-2752
11:00～15:00
17:00～19:00

シ　　　金曜日

59 カフェレストラン　　　バビ 箱根町強羅1300-60 0460-82-1428 10：00～ シ　　　　なし

60 餃子センター 根町強羅1300 0460-82-3457 11:00～15:00 シ　　　木曜日

61 田むら銀かつ亭 箱根町強羅1300-739 0460-82-1440
11:00～14:30
17:30～19:30

シ　水曜日、火曜日夜の部

62 paSeo 箱根町強羅1320-634 0460-82-6100 9：00～ シ　火曜日第１・３水曜日

63 中村屋 箱根町強羅1300 0460-82-2740 9：00～18：00 お　　　木曜日

64 小川商店 箱根町強羅1300-312 0460-82-3212 9：00～ お　　　火曜日

65 上総屋商店 箱根町強羅1300-311 0460-82-2456 7:00～19:00 シ　　　木曜日

66 角田屋物産店 箱根町強羅1300 0460-82-2477 9:00～17:00 お　　　水曜日

67 おみやげ　こばやし 箱根町強羅1300-275 0460-82-2510 10:00〜18:30 お　　　火曜日

68 Studio Café SHIMA 箱根町強羅1300-280 0460-82-2749 10:00～18:00 シび　　木曜日

69 強羅公園（一色堂茶廊入口付近）
　　　　　　　　（Café de meissen）

70 京屋物産店（閉店）

71 石川菓子舗 箱根町強羅1300 0460-82-3251 10:00～17:30 シ　水曜日第２・４火曜日

72 西湘フード 箱根町強羅1320-1211 0460-82-1129 9：00～18：00 シ　　火・水曜日

73 デイリーヤマザキ 箱根町強羅1300-556 0460-82-2624 7:00～23:00 シ　　　なし

74 旬幸セレクトショップ 箱根町強羅1300-466 0460-87-6853 9:30～16:30 シ　木曜日　不定休あり

75 箱根銀豆腐 箱根町強羅1300-261 0460-82-2652 7:00～17:00 シ　　　木曜日

76 伊勢力 箱根町強羅1300-263 0460-82-1147 お電話でご確認ください。 シ　　　水曜日

77 MARUYASU 箱根町強羅１３００ 0460-82-3578 お電話でご確認ください。 シ　　　水曜日

78 ぬくもりの宿　紬 箱根町強羅1322-23 0460-85-0036 ホテル営業時間 ホ

79 白湯の宿　山田家 箱根町強羅1320-907 0460-82-2641 ホテル営業時間 ホ

80 焼肉と海鮮の宿　　　らく 箱根町強羅1320-601 0460-87-2400 ホテル営業時間 ホ

81 瑞の香り 箱根町強羅1321-395 0460-87-1150 ホテル営業時間 ホ

82 ホテルリゾーピア箱根 箱根町強羅1320-1239 0460-82-0011 ホテル営業時間 ホ

83 ラフォーレ倶楽部　箱根強羅　湯の棲 箱根町強羅1320 0460-82-2121 ホテル営業時間 ホ

84 桐谷箱根荘 箱根町強羅1320-598 0460-82-2246 ホテル営業時間 ホ

85 ホテルマロウド　　箱根 箱根町強羅1320 0460-82-3131 ホテル営業時間 ホ

86 蔵のや 箱根町強羅1300-424 0460-82-2759 14：00～10：00 ホ

87 公園に隣接する宿　　　翠光館 箱根町強羅1300-402 0460-82-3351 ホテル営業時間 ホ

88 箱根　　　森のせせらぎ 箱根町強羅1320-153 0460-82-5166 ホテル営業時間 ホ

89 国民宿舎　　　箱根太陽山荘 箱根町強羅1320-375 0460-82-3388 ホテル営業時間 ホ

90 強羅館 箱根町 強羅1320-241 0460-82-3208 ホテル営業時間 ホ

91 エンブレムフロー　　箱根 箱根町強羅1320-179 0460-83-9120 ホテル営業時間 ホ

92 天翠茶寮 箱根町強羅1320- 276 0460-86-1411 ホテル営業時間 ホ

93 雪月花　別邸　　翠雲 箱根町強羅1300-61 0460-85-0555 ホテル営業時間 ホ

94 薬師の湯　　　吉浜 箱根町強羅1300-39 0460-82-2258 ホテル営業時間 ホ

95 季の湯　　　雪月花 箱根町強羅1300-34 0460-86-1222 ホテル営業時間 ホ

96 サンダンスリゾート　　箱根強羅 箱根町強羅1300-13 0460-86-0450 ホテル営業時間 ホ

97 箱根強羅ホテル　　パイプのけむりプラス 箱根町強羅1300-19 0460-86-0666 ホテル営業時間 ホ

98 強羅環翠楼 箱根町強羅1300-20 0460-82-3141 ホテル営業時間 ホ

99 箱根美術館 箱根町強羅1300 0460-82-2623 9:30-16:30 び　　　木曜日

100 強羅公園　（熱帯植物館入口付近） 箱根町強羅1300 0460-82-2825 9:00-17:00 び　　　年中無休

　　ホ：ホテル旅館　　シ：ショップ・飲食店等　　お：お土産店　　び：美術館・施設等　　　案：案内所　　寺：お寺　　温：温泉

　※店舗都合等によりスタンプの設置場所が変更になっている箇所がありますので、各スタンプナンバー店舗情報をご確認ください。

小
涌
谷
地
区

スタンプ設置は、強羅公園に変更になっています。№１００の店舗情報をご参照ください。

　◎上記店舗　＋　箱根湯本駅・塔ノ沢駅・大平台駅・宮ノ下駅・小涌谷駅・彫刻の森・強羅駅　（塔ノ沢は無人駅のため、スタンプは箱根湯本駅にございます。）

　※各店舗の休業日・営業時間については、店舗都合により記載内容によらない場合がございますので、ご注意ください。

彫
刻
の

森
地
区

強
　
羅
　
地
　
区

11月１０日現在、商店からの閉店申出のためスタンプはありません。

箱根湯本ー強羅開業 １００周年スタンプラリー　参加店舗一覧

 


	ＨＰ用スタンプラリー案内.pdf
	スタンプラリー参加店舗一覧表
	配布用参加店舗一覧


