
２０１９年５月２４日 

箱根登山電車 

「箱根湯本－強羅間開業１００周年キャンペーン」を開催 
～沿線地域と連携したスタンプラリーや記念グッズの発売などを実施いたします～ 

箱根登山鉄道株式会社（本社：神奈川県小田原市 社長：府川 光夫）では、２０１９年６月 

１日（土）から、２０２０年３月３１日（火）までの間、箱根湯本－強羅間開業１００周年を記念

して「箱根湯本－強羅間開業１００周年キャンペーン」を実施します。 

 同区間は国内有数の山岳路線で、山岳鉄道の本場であるスイスのベルニナ（現レーティッシュ）

鉄道の技術を模範にし、１９１９年（大正８年）６月１日に開業しました。当社では、この節目の

年を迎えるにあたり、お客さま・地域の方々への感謝の気持ちを表し、様々なイベントを実施して

まいります。 

キャンペーンの概要は、下記のとおりです。

記 

１．キャンペーン実施期間 

  ２０１９年６月１日（土）～ ２０２０年３月３１日（火） 

２．ロゴマーク 

  「天下の険」と呼ばれる箱根を、３回のスイッチバックを行いながら上り下りする登山電車の特徴 

を、お祝い感のあるリボンで表現しました。 

３．実施概要 

（１）１００周年特別塗装列車の運行 

（２）１００形ペイント方向板の復刻 

（３）箱根登山電車１００周年スタンプラリー 

（４）モハ１形（１０３－１０７編成）引退記念さよならイベント 

（５）引退記念ツアーの実施（㈱小田急トラベル） 

（６）記念オリジナルグッズや記念入場券等の発売 

（７）１００周年記念切手の発売（日本郵便㈱） 

（８）１００周年記念弁当の販売 

（９）「サンライズウインドアンサンブル  箱根演奏会 Vol.９」への特別協賛 

（10）箱根湯本駅夜間車両ライトアップの実施 

（11）１００周年ロゴマークのサンドブラスト体験実施 



４．実施内容詳細 

（１）１００周年特別塗装列車の運行 

  現在も様々な特別塗装列車を運転しておりますが、当キャンペーンに合わせて箱根登山電車１００ 

年の変遷を再現した塗装列車を新たに加えて１００周年キャンペーンを盛り上げます。 
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  ※印の車両は、本年度塗装変更を実施する車両。１０９号車については、４月１７日よりこの塗装 

   で運行中。１０６号車については、６月１１日より写真のカラーで運行を予定しております。 

 

 

 

 

100形標準塗装 

[1957年～] 

100形青塗装 

[1949年～57年頃] 

[2019年 6月～] 

100形標準塗装 

[1957年～] 

100形標準塗装 

[1957年～] 

100 形金太郎塗装 

[1957年～不明] 

[2008年～] 

100形緑塗装 

[1935年～49年頃] 

[2019年 4月～] 

レーティッシュ鉄道塗装 

[1999年～] 

1000形登場時塗装 

[1981年～89年頃] 

[2008年～12年][2016年～] 

2000形登場時塗装 

[1989年～99 年頃] 

[2018年～] 

アレグラ号塗装 

[2014年～] 

氷河特急塗装 

[2009年～] 



（２）１００形ペイント方向板の復刻 

  １００形車両の前面に掲出している方向板（列車の行き先や種別等を表示する板）について、全車

両を筆職人が手書きしたペイント方向板に変更して運行しております。 

  ①掲出期間  ２０１９年３月２８日（木）～当面の間 

②掲出車両  モハ１形４両（１０３号車、１０４号車、１０６号車、１０７号車） 

モハ２形２両（１０８号車、１０９号車） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）箱根登山電車１００周年スタンプラリー 

沿線地域の施設と連携して、箱根湯本～強羅間の各駅と沿線施設をめぐるスタンプラリーを実施 

いたします。 

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 

   ※各駅の営業時間はホームページをご覧ください。（https://www.hakone-tozan.co.jp） 

   ※各駅エリアのスタンプ設置箇所は、ホームページや各駅で配布する参加店舗一覧をご覧くだ 

さい。 

   ※上記の箱根地区１０８箇所の他、原鉄道模型博物館（神奈川県横浜市西区）に１個でスタンプ

３個分がカウントされるボーナススタンプを設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③内容 

   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」をお持ちのお客さまにスタンプラリー台紙をお渡しします。 

   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。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賞品が１００名 

さまに当たります。 

スタンプラリーポスター（イメージ） スタンプラリー台紙（イメージ） 

復刻方向板（イメージ） 



④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

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 １日乗車券トコトコきっぷ ・・・・・・・・・・・・ 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」までお送りください。

（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にかえさせていただきます。

⑤賞品・専用応募ハガキ交換場所（２箇所）

箱根湯本駅・強羅駅（９：００～２１：００）

（４）モハ１形（１０３－１０７編成）引退記念さよならイベント

  ７月に引退するモハ１形（１０３－１０７編成）のさよならイベントを実施します。 

①開催日    ２０１９年７月２０日（土） 

②開催時間   １０：３０～１４：３０（予定） 

③開催場所   入生田車庫内特設会場 

④内 容 ・車両展示コーナー

引退する１０３－１０７編成を展示し、外観の撮影や車内をご見学いただきます。 

・メッセージ寄せ書きコーナー

皆さまに想い出メッセージを寄せ書きしていただきます。

・物販コーナー

引退記念グッズや箱根登山鉄道オリジナルグッズ等を販売します。

  ⑤入場料  無料

  ⑥その他  イベント当日（７月２０日）の車両走行・運行はいたしません。

  ⑦お問い合せ  箱根登山鉄道株式会社 鉄道部 ０４６５－３２－６８２３

（平日９：００～１２：００ １３：００～１８：００） 

引退するモハ１形（１０３－１０７編成） 



（５）引退記念ツアーの実施（㈱小田急トラベル） ※別紙１で詳細をご確認ください。

①【Ａコース】“ツリカケ”サウンドを満喫コース

実施日時 ２０１９年７月５日（金）

ア．新宿駅 ７時３０分集合 箱根湯本駅１３時００分解散（予定） ※軽食、昼食付

イ．新宿駅１０時４０分集合 箱根湯本駅１７時００分解散（予定） ※昼食付

②【Ｂコース】イベント満載コース

実施日時 ２０１９年７月７日（日）

ア．新宿駅 ７時００分集合 箱根湯本駅１３時００分解散（予定） ※軽食、昼食付

イ．新宿駅１１時００分集合 箱根湯本駅１７時００分解散（予定） ※昼食付

③ありがとう＆さようなら！これが最後の乗りおさめ“ラストラン”ツアー ※軽食、昼食付

実施日時 ２０１９年７月１９日（金）

新宿駅 ７時３０分集合 箱根湯本駅１６時００分解散（予定）

④小田急１０００形（レーティッシュ塗装）貸切電車で行く！「サンナナさよならイベント」へ

行こう！！ツアー ※食事なし

実施日時 ２０１９年７月２０日（土）

本厚木駅１２時００分集合 入生田車庫１５時３０分解散（予定）

（６）記念オリジナルグッズや記念入場券等の発売

①１０３－１０７編成引退記念 全駅入場券セット

ア．発売日  ２０１９年７月２０日（土） 

イ．発売数  限定８００セット 

ウ．発売価格 １，５００円

エ．発売場所 箱根登山鉄道入生田車庫「サンナナさよならイベント」特設ブース

②１０３－１０７編成引退記念 オリジナル台紙付き入場券

ア．発売日  ２０１９年７月予定（正式発売日は決定次第お知らせいたします。） 

イ．発売数  限定各１００枚 

ウ．発売価格 １３０円

エ．発売場所 箱根板橋駅、風祭駅、入生田駅、箱根湯本駅、大平台駅、宮ノ下駅、

小涌谷駅、彫刻の森駅、強羅駅 

（小田原駅の入場券は箱根板橋駅にて、塔ノ沢駅の入場券は箱根湯本駅にてご購入

ください。） 

③１０３－１０７編成引退記念 ロゴピンバッチ（３個）セット

ア．発売日  ２０１９年７月２０日（土） 

イ．発売数  限定１，０００セット 

ウ．発売価格 １，５００円

エ．発売場所 箱根登山鉄道入生田車庫「サンナナさよならイベント」特設ブース

④１０３－１０７編成引退記念 車両カタログ

ア．発売日  ２０１９年７月２０日（土） 

イ．発売数  限定２，０００冊 

ウ．発売価格 ２，０００円

エ．発売場所 箱根登山鉄道入生田車庫

「サンナナさよならイベント」特設ブース 

引退記念車両カタログ（イメージ） 



⑤１０３－１０７編成引退記念 きっぷ型マグネット

ア．発売日  ２０１９年７月２０日（土） 

イ．発売数  限定１，０００個 

ウ．発売価格 ５００円

エ．発売場所 箱根登山鉄道入生田車庫「サンナナさよならイベント」特設ブース

⑥１０３－１０７編成引退記念 車両型マグネット

ア．発売日  ２０１９年７月２０日（土） 

イ．発売数  限定１，０００個 

ウ．発売価格 ５００円

エ．発売場所 箱根登山鉄道入生田車庫「サンナナさよならイベント」特設ブース

（７）１００周年記念切手の発売（日本郵便㈱）

①発売日  ２０１９年６月１日（土）※臨時出張所のみ 

郵便局では、６月３日（月）より発売 

②販売価格 １，３００円 

③販売部数 １，０００部（WEBでも発売予定です。） 

  ④販売局  ５３局 ※別紙２で詳細をご確認ください。 

⑤臨時出張所での特別販売

ア．開催日 ２０１９年６月１日（土） 

イ．開催時間  １０時００分～１５時３０分 

ウ．販売商品 オリジナル フレーム切手『箱根登山鉄道「箱根湯本－強羅間開業１００周年」』

フォルムカード【箱根登山鉄道とアジサイ】（局内で販売しているハガキ）

エ．開催場所  箱根登山鉄道箱根湯本駅ホーム上特設ブース 

（８）１００周年記念弁当の販売

①発売日 ：２０１９年４月１日（月）より好評販売中 ※売切れ次第販売終了となります。

  ②販売場所：箱根の市（箱根湯本駅構内）※営業時間 ８：３０～２１：００ 

  ③販売価格：１，３５０円（税込） 

  ④内 容 ：箱根山麓豚等、地産の食材を贅沢に使った東華軒特製の松花堂弁当。四季にあわせて

中身が変わるのも特徴です。 

100周年記念切手（イメージ） 

１００周年記念弁当（イメージ） 



（９）「サンライズウインドアンサンブル  箱根演奏会 Vol.９」への特別協賛 

  ２０１９年６月２日（日）に箱根仙石原文化センター（箱根町）で開催される「サンライズ 

ウインドアンサンブル  箱根演奏会 Vol.９」に特別協賛いたしますので、お知らせいたします。 

①イベント概要

イベント名：サンライズウインドアンサンブル  箱根演奏会 Vol.９～吹奏楽で楽しむ鉄道の旅」 

開 催 日 ：２０１９年６月２日（日） 

時  間 ：開場１３：３０ 開演１４：００ 

場  所 ：箱根仙石原文化センター（足柄下郡箱根町仙石原８４２） 

料  金 ：入場無料 

内  容 ：当社の箱根湯本－強羅間開業１００周年キャンペーンの一環として、鉄道関連の曲 

を集め、国内外の有名曲を演奏いたします。 

②特別協賛の背景

箱根湯本－強羅間開業１００周年を迎えるにあたり、沿線地域の方々への感謝の気持ちを込めて、

沿線で開催されるイベントのＰＲに積極的に取り組んでおります。「サンライズウインド

アンサンブル  箱根演奏会 Vol.９～吹奏楽で楽しむ鉄道の旅」への協賛により、地域活動を後援

するとともに１００周年記念事業の認知を拡大させることを目指しています。 

③サンライズウインドアンサンブルとは

サンライズウインドアンサンブルとは、２０１０年４月に発足した静岡県御殿場市近隣地域の

社会人や学生による管楽器サークル。毎年箱根仙石原を中心に御殿場市や小山町などでも演奏 

活動を行っています。 

※代表：池谷 晴一 運営委員長：芹澤 隆博 箱根事務局：別所 有作

（10）箱根湯本駅夜間車両ライトアップの実施 

①実施日時：２０１９年８月（予定）

  ②実施場所：箱根湯本駅 

  ③内 容 ：箱根湯本駅留置線にて、夜間車両ライトアップを実施予定です。 

（11）１００周年ロゴマークのサンドブラスト体験実施 

箱根クラフトハウス開業１５周年記念とのコラボ企画として箱根湯本－強羅間開業１００周年 

ロゴマークのサンドブラスト体験を実施します。

①開催期間：２０１９年７月２０日（土）～２０２０年３月３１日（火）

②開催場所：箱根クラフトハウス（箱根強羅公園内）入園料大人５５０円、小学生以下無料

③体験料金：器代２，０００円～、シール代４００円～

④内 容  ：１００周年ロゴマークのシールを使ってオリジナルデザインの器に仕上げます。

以 上 



【別紙１】（５）引退記念ツアーの詳細（㈱小田急トラベル） 

①－ア 【Ａコース】“ツリカケ”サウンドを満喫コース（軽食、昼食付）

ア．実施日時 ２０１９年７月５日（金）７時３０分集合 １３時００分解散（予定）

イ．集合場所 小田急線新宿駅西口 小田急トラベルはこね旅市場前

ウ．行  路 新宿 → 箱根湯本 → 強羅 → 箱根湯本 

エ．募集人員 ９０名／最少催行人員５０名

オ．旅行代金 大人  ９，６８０円 

小学生 ８，６８０円 

カ．発売開始 ２０１９年５月２８日（火）１５時～

キ．ツアーポイント

・ご乗車のお客さまに、記念乗車証明書、引退記念グッズ（本ツアー限定の非売品を含む）、

をプレゼントします。

・ロマンスカー車内にて軽食をご用意。

・ロマンスカー車内にて小田急＆箱根登山グッズの抽選会。

・箱根湯本⇔強羅間を引退する１０３－１０７編成を１往復特別行路にて貸切運転。

・貸切運行中にサイレント区間を設けツリカケサウンドをお楽しみいただきます。

・記念掛け紙付お弁当をご用意します。

・強羅駅では、ツアー参加者のみが入場できるホームで撮影会を実施します。

  ①－イ 【Ａコース】“ツリカケ”サウンドを満喫コース（昼食付） 

ア．実施日時 ２０１９年７月５日（金）１０時４０分集合 １７時００分解散（予定）

イ．集合場所 小田急線新宿駅西口 小田急トラベルはこね旅市場前

ウ．行  路 新宿 → 箱根湯本 → 強羅 → 箱根湯本 

エ．募集人員 ９０名／最少催行人員３０名

オ．旅行代金 大人  ９，４８０円 

小学生 ８，４８０円 

カ．発売開始 ２０１９年５月２８日（火）１５時～

キ．ツアーポイント

・ご乗車のお客さまに、記念乗車証明書、引退記念グッズ（本ツアー限定の非売品を含む）、

をプレゼントします。

・ロマンスカー車内にて記念掛け紙付お弁当をご用意します。

・ロマンスカー車内にて小田急＆箱根登山グッズの抽選会

・箱根湯本⇔強羅間を引退する１０３－１０７編成を１往復特別行路にて貸切運転

・貸切運行中にサイレント区間を設けツリカケサウンドをお楽しみいただきます。

・強羅駅では、ツアー参加者のみが入場できるホームで撮影会を実施します。

②－ア 【Ｂコース】イベント満載コース（軽食、昼食付）

ア．実施日時 ２０１９年７月７日（日）７時００分集合 １３時００分解散（予定）

イ．集合場所 小田急線新宿駅西口 小田急トラベルはこね旅市場前

ウ．行  路 新宿 → 箱根湯本 → 強羅 → 箱根湯本 

エ．募集人員 ９０名／最少催行人員５０名

オ．旅行代金 大人  ９，８８０円 

小学生 ８，８８０円 



カ．発売開始 ２０１９年５月２８日（火）１５時～

キ．ツアーポイント

・ご乗車のお客さまに、記念乗車証明書、引退記念グッズ（本ツアー限定の非売品を含む）、

をプレゼントします。

・ロマンスカー車内にて軽食をご用意。

・ロマンスカー車内にて小田急＆箱根登山グッズの抽選会。

・箱根湯本⇔強羅間を引退する１０３－１０７編成を１往復特別行路にて貸切運転。

・貸切運行中にサイレント区間を設けツリカケサウンドをお楽しみいただきます。

・元名物？乗務員による車内沿線案内放送。

・記念掛け紙付お弁当をご用意します。

・強羅駅では、ツアー参加者のみが入場できるホームで撮影会を実施します。

②－イ 【Ｂコース】イベント満載コース（昼食付）

ア．実施日時 ２０１９年７月７日（日）１１時００分集合 １７時００分解散（予定）

イ．集合場所 小田急線新宿駅西口 小田急トラベルはこね旅市場前

ウ．行  路 新宿 → 箱根湯本 → 強羅 → 箱根湯本 

エ．募集人員 ９０名／最少催行人員３０名

オ．旅行代金 大人  ９，６８０円 

小学生 ８，６８０円 

カ．発売開始 ２０１９年５月２８日（火）１５時～

キ．ツアーポイント

・ご乗車のお客さまに、記念乗車証明書、引退記念グッズ（本ツアー限定の非売品を含む）、

をプレゼントします。

・ロマンスカー車内にて記念掛け紙付お弁当をご用意します。

・ロマンスカー車内にて小田急＆箱根登山グッズの抽選会。

・箱根湯本⇔強羅間を引退する１０３－１０７編成を１往復特別行路にて貸切運転。

・貸切運行中にサイレント区間を設けツリカケサウンドをお楽しみいただきます。

・元名物？乗務員による車内沿線案内放送。

・強羅駅では、ツアー参加者のみが入場できるホームで撮影会を実施します。

③ありがとう＆さようなら！これが最後の乗りおさめ“ラストラン”ツアー（軽食、昼食付）

ア．実施日時 ２０１９年７月１９日（金）７時３０分集合 １６時００分解散（予定）

イ．集合場所 小田急線新宿駅西口 小田急トラベルはこね旅市場前

ウ．行  路 新宿 → 箱根湯本 → 強羅 → 箱根湯本 → 強羅 →箱根湯本 

エ．募集人員 ９０名／最少催行人員５０名

オ．旅行代金 大人  １２，９００円 

小学生 １１，９００円 

カ．発売開始 ２０１９年５月２８日（火）１５時～

キ．ツアーポイント

・ご乗車のお客さまに、記念乗車証明書、引退記念グッズ（本ツアー限定の非売品を含む）、

をプレゼントします。

・ロマンスカー車内にて軽食をご用意。

・ロマンスカー車内にて小田急＆箱根登山グッズの抽選会



・箱根湯本⇔強羅間を引退する１０３－１０７編成を２往復特別行路にて貸切運転。

・貸切運行中にサイレント区間を設けツリカケサウンドをお楽しみいただきます。

・元名物？乗務員による車内沿線案内放送

・記念掛け紙付お弁当をご用意します。

・強羅駅では、ツアー参加者のみが入場できるホームで撮影会を実施します。

・ラストランは、本ツアー参加者のみご乗車でき、通常の営業運転はいたしません。

・強羅駅にて実施のラストラン出発式をツアー参加者限定でご見学いただきます。

④小田急１０００形（レーティッシュ塗装）貸切電車で行く！「サンナナさよならイベント」へ行

こう！！ツアー（食事なし）

ア．実施日時 ２０１９年７月２０日（土）１２時００分集合 １５時３０分解散（予定）

イ．集合場所 小田急線本厚木駅中央改札前

ウ．行  路 本厚木 → 小田原 → 入生田 → 入生田車庫 

エ．募集人員 ９０名／最少催行人員５０名

オ．旅行代金 大人  ６，９８０円 

小学生 ６，４８０円 

カ．発売開始 ２０１９年５月２８日（火）１５時～

キ．ツアーポイント

・ご乗車のお客さまに、記念乗車証明書、引退記念グッズ（本ツアー限定の非売品を含む）、

をプレゼントします。

・本厚木～小田原間を小田急１０００形４両編成（レーティッシュ塗装車）貸切運転。

・本厚木～小田原間の車内にて小田急＆箱根登山グッズの抽選会

・入生田車庫にて実施の１０３－１０７編成の引退記念イベントをツアー参加者のみで貸切

（１４時３０分～）。

⑤全コース共通のご案内

・途中下車はできません。出発地から終着地までご乗車いただきます。

・当日の列車運行状況により急遽内容の変更や中止となる場合があります。あらかじめご承知

ください。

・当日は添乗員が同行します。

・一度にお申し込みいただける人数は、１名～８名です。

・１５歳未満のご参加は、保護者の同伴が必要となります。

小学生未満のお客さまで、お座席の確保を希望される場合は小学生代金が必要となります。

・表示の旅行代金はお一人様、消費税込みの金額です。

  ⑥お申し込み・お問合せ 

小田急トラベル 小田急旅の予約センター 

電話：０３－３３７９－６１９９（１０：００～１８：００） 

インターネット予約 小田急トラベルホームページ・箱根登山電車引退車両特集ページ

https://www.odakyu-travel.co.jp/special/oer/tozan.html 

※各コースの詳細・注意事項を小田急トラベルホームページにてご確認のうえ、申し込みくださ

い。



【別紙２】（７）１００周年記念切手の発売 販売局一覧（日本郵便㈱） 

オリジナル フレーム切手

『箱根登山鉄道「箱根湯本－強羅間開業１００周年」』 販売局 

局名 郵便番号 住所 

松田 258-8799 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１５９６－１ 

湯河原 259-0399 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥２－２－５ 

南足柄 250-0199 神奈川県南足柄市関本１５６ 

山北 258-0199 神奈川県足柄上郡山北町山北１９１ 

清水 258-0124 神奈川県足柄上郡山北町川西６６８－１４ 

寄 258-0001 神奈川県足柄上郡松田町寄３２２７ 

三保 258-0201 神奈川県足柄上郡山北町中川９２１－８１ 

曾我 258-0016 神奈川県足柄上郡大井町上大井４９７－３ 

開成 258-0026 神奈川県足柄上郡開成町延沢８７８－１ 

塚原 250-0117 神奈川県南足柄市塚原２６３１－１ 

山北岸 258-0112 神奈川県足柄上郡山北町岸１３２６－３ 

松田惣領 258-0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１１９２－２ 

和田河原駅前 250-0112 神奈川県南足柄市和田河原５１８－３ 

大井金子 258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子１６６９－４ 

箱根宮ノ下 250-0499 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷４６７ 

箱根町 250-0599 神奈川県足柄下郡箱根町箱根７９ 

吉浜 259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１３９６ 

箱根湯本 250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本３８３－１ 

真鶴 259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩２９８ 

湯河原温泉 259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上４７５－４ 

芦ノ湯 250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯１８ 

箱根強羅 250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅１３００－３９ 

仙石原 250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原２５－１ 

湯河原駅前 259-0303 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５－２－３２ 

岩 259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩６３９ 

福浦 259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜３７８－１ 

箱根宮城野 250-0401 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野下河原６１５ 

真鶴港 259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴８３４ 

小田原東 256-8799 神奈川県小田原市前川１４－１ 

小田原 250-8799 神奈川県小田原市栄町１－１３－１３ 

酒匂 256-0816 神奈川県小田原市酒匂４－８－６ 

押切 256-0804 神奈川県小田原市羽根尾２１ 

下曾我 250-0206 神奈川県小田原市曽我原５６０ 

鴨宮駅前 250-0875 神奈川県小田原市南鴨宮３－３５－３２ 

小田原鴨宮 250-0874 神奈川県小田原市鴨宮５９８－１ 

小田原富水 250-0853 神奈川県小田原市堀之内１９３ 

下中 256-0806 神奈川県小田原市小船８９－７ 

小田原成田 250-0862 神奈川県小田原市成田４４７－１３ 



螢田駅前 250-0865 神奈川県小田原市蓮正寺３７８－２ 

栢山駅前 250-0851 神奈川県小田原市曽比１７５３－４ 

小田原飯田岡 250-0854 神奈川県小田原市飯田岡５５４－１ 

国府津駅前 256-0812 神奈川県小田原市国府津３－６－１３ 

小田原早川 250-0021 神奈川県小田原市早川１７３ 

小田原扇町 250-0001 神奈川県小田原市扇町３－２６－２８ 

小田原南町 250-0013 神奈川県小田原市南町３－２－４８ 

小田原浜町 250-0004 神奈川県小田原市浜町２－６－２４ 

小田原栄町 250-0011 神奈川県小田原市栄町３－８－１４ 

小田原本町 250-0012 神奈川県小田原市本町２－１１－１４ 

小田原板橋 250-0034 神奈川県小田原市板橋１５４ 

根府川 250-0024 神奈川県小田原市根府川８９－３３ 

小田原久野 250-0055 神奈川県小田原市久野７１－１ 

小田原寿町 250-0002 神奈川県小田原市寿町３－５－３７ 

小田原城山 250-0045 神奈川県小田原市城山１－６－３２ 


