
●交換いただいた商品は約2週間ほどでご登録の送付先住所にお届けいたします。 お届けの日時指定はできません。
●個数限定のため商品がなくなり次第終了となります。 ※商品の写真はイメージです。
※到着後10日以上経過した商品に関するお問合せには応じかねます。

プリンスポイント 期間限定交換商品

2017年11月29日（水）～2018年1月31日（水）交換期間

伊豆箱根鉄道
伊豆箱根鉄道株式会社は、2017年11月5日

（日）で創立100周年を迎えました。 当社の
前身となる駿豆鉄道株式会社が1917年11
月5日に事業を継承し、1957年6月に伊豆箱
根鉄道株式会社に社名変更しました。 長い
歴 史を刻 むことができた のも、ひとえに
地域の皆さまや、ご利用いただいた
お客さまのおかげであると深く
感謝しております。

「ありがとう  そしてこれからも」、伊豆箱根鉄道グループは
皆さまに愛される企業を目指してまいります。

トミーテックが全国展開する鉄道
コレクションの伊豆箱根鉄道限定
バージョンです。車両番号と方向
幕が異なったバージョンとなって
います。

500ポイント

十国峠ケーブルカー開業60周
年記念ジグソーパズル。
絵柄は「富士山（カラー）」または

「旧車両（白黒）」
 
各300ピース
サイズ：260×380mm

十国峠頂上からのパノラマは
圧巻！世界文化遺産に登録された
富士山の眺めも最高です。
有効期限：2018/3/31まで
 
※強風・雷など天候不順の場合は安
全のため運休することがあります。

箱根関所跡に隣接した「箱根関所 旅物語館」は、江戸時代をイメージした売店に、箱根の名産品、民芸
品のほか豊富なバリエーションのお土産を取り揃えています。
また、遊覧船の発着場、お食事処や、和文化を楽しむコーナー「きもの着付け体験（着物レンタル）」、

「お抹茶体験」などもございます。

伊豆箱根鉄道は2017年11月5日

創立100周年を迎えました。

伊豆・箱根特集！
伊豆・箱根エリアにはお楽しみがいっぱい！

ハートのつり革ストラップ
【1個】

いずっぱこで大人気の
“ハートのつり革”が可愛い
ストラップに♪
 
サイズ：100×15mm

700ポイント

「ライオンになりたいネコ」
ぬいぐるみキーホルダー

【1個】

100周年の記念グッズとしてオリジ
ナルキャラクター「ライオンになり
たいネコ」のコロンとした可愛い
ぬいぐるみができました！
 
サイズ：80×55mm

4,000ポイント

鉄道コレクション1300系
（1302編成・方向幕修善寺ver.） 【1個】

【仕様】1/150スケール・Nゲージサイズ

箱根 十国峠
ケーブルカー/
レストハウス
著名な文豪に愛され芸術作品の舞台
にも数多く選ばれた十国峠が2016年
3月に文化財登録されました。

ただいま熱海のてっぺんとしてキャンペーンを開催中
です。（2018年3月31日まで） 
皆さまのお越しを心よりお待ちいたしております。

通常は伊豆箱根直営店でしか
販売していない、人気のせん
べいセットです。
 
内容：たこ焼せんべい（95g）×1
           えび胡麻せんべい（80g）×1
           いか醤油せんべい（80g）×1

510ポイント

ケーブルカー往復乗車券 【1名さま】

各1,000ポイント

ジグソーパズル 【1個】
「富士山」または「旧車両」

1,000ポイント

伊豆箱根鉄道直売店でしか買えない
せんべい3袋セット 【1セット】

50
限定 

50
限定 

50
限定 

50
限定 各 

50
限定 

箱根関所 旅物語館

箱根 芦ノ湖遊覧船は、4つの港（箱根関所跡港・元箱根港・箱根園港・湖尻港）から行き先のある
「定期航路」と、戻ってくる「周遊コース」を運航しています。
また、毎月13日には九頭龍神社の参拝船も運航しております。

箱根 芦ノ湖遊覧船

自分でお茶を点てて
みませんか？
箱根のよい思い出に、
お抹茶体験。
有効期限：2018/3/31まで

800ポイント

お抹茶体験券 【1名さま】

箱根関所跡港・元箱根港・
箱根園港・湖尻港からの
片道乗船券（定期船）。
有効期限：2018/3/31まで
 ※濃霧・強風等天候不順の場合は
安全のためダイヤの変更または運
航を中止することがございます。

500ポイント

箱根 芦ノ湖遊覧船乗船券（片道） 【1名さま】

手ぶらでOK！ 箱根の街を
着物で散策してみませんか。
有効期限：2018/3/31まで
 ※着付け時間は約20分前後にな
ります。 きものは16：00までの
返却をお願いいたします。

2,500ポイント

きもの着付け体験券
 【1名さま】

箱根 芦ノ湖遊覧船　
完全オリジナル メダルキー
ホルダー。
 
サイズ：35×80mm

600ポイント

オリジナル メダル
キーホルダー 【1個】50

限定 

おかげさまで「みとしー」は2017年、開館40周年を迎えました!
駿河湾を中心とした海の生き物を飼育。自然の入り江を利用した施設内には、動物たちがのびのび
暮らしています。 人気のイルカショーを始め、2017年7月15日には川の遊び場「イズリバ！」
がOPEN！ パワーアップした「みとしー」へ遊びに来てね！

伊豆・三津シーパラダイス　
完全オリジナル。
 
サイズ：330×1,100mm
素材：綿100％　日本製

有効期限：発行から6ヵ月
 
※各種有料プログラムは、
別途料金が必要となります。

2,500ポイント

うちっちー フード付
スポーツタオル 【1枚】

1,000ポイント

伊豆・三津シーパラダイス 
入場券 【1名さま】 50

限定 定番
交換商品

バック
スタイル



●交換いただいた商品は約2週間ほどでご登録の送付先住所にお届けいたします。 お届けの日時指定はできません。
●個数限定のため商品がなくなり次第終了となります。 ※商品の写真はイメージです。
※到着後10日以上経過した商品に関するお問合せには応じかねます。

プリンスポイント 期間限定交換商品

2017年11月29日（水）～2018年1月31日（水）交換期間

伊豆箱根鉄道
伊豆箱根鉄道株式会社は、2017年11月5日

（日）で創立100周年を迎えました。 当社の
前身となる駿豆鉄道株式会社が1917年11
月5日に事業を継承し、1957年6月に伊豆箱
根鉄道株式会社に社名変更しました。 長い
歴 史を刻 むことができた のも、ひとえに
地域の皆さまや、ご利用いただいた
お客さまのおかげであると深く
感謝しております。

「ありがとう  そしてこれからも」、伊豆箱根鉄道グループは
皆さまに愛される企業を目指してまいります。

トミーテックが全国展開する鉄道
コレクションの伊豆箱根鉄道限定
バージョンです。車両番号と方向
幕が異なったバージョンとなって
います。

500ポイント

十国峠ケーブルカー開業60周
年記念ジグソーパズル。
絵柄は「富士山（カラー）」または

「旧車両（白黒）」
 
各300ピース
サイズ：260×380mm

十国峠頂上からのパノラマは
圧巻！世界文化遺産に登録された
富士山の眺めも最高です。
有効期限：2018/3/31まで
 
※強風・雷など天候不順の場合は安
全のため運休することがあります。

箱根関所跡に隣接した「箱根関所 旅物語館」は、江戸時代をイメージした売店に、箱根の名産品、民芸
品のほか豊富なバリエーションのお土産を取り揃えています。
また、遊覧船の発着場、お食事処や、和文化を楽しむコーナー「きもの着付け体験（着物レンタル）」、

「お抹茶体験」などもございます。

伊豆箱根鉄道は2017年11月5日

創立100周年を迎えました。

伊豆・箱根特集！
伊豆・箱根エリアにはお楽しみがいっぱい！

ハートのつり革ストラップ
【1個】

いずっぱこで大人気の
“ハートのつり革”が可愛い
ストラップに♪
 
サイズ：100×15mm

700ポイント

「ライオンになりたいネコ」
ぬいぐるみキーホルダー

【1個】

100周年の記念グッズとしてオリジ
ナルキャラクター「ライオンになり
たいネコ」のコロンとした可愛い
ぬいぐるみができました！
 
サイズ：80×55mm

4,000ポイント

鉄道コレクション1300系
（1302編成・方向幕修善寺ver.） 【1個】

【仕様】1/150スケール・Nゲージサイズ

箱根 十国峠
ケーブルカー/
レストハウス
著名な文豪に愛され芸術作品の舞台
にも数多く選ばれた十国峠が2016年
3月に文化財登録されました。

ただいま熱海のてっぺんとしてキャンペーンを開催中
です。（2018年3月31日まで） 
皆さまのお越しを心よりお待ちいたしております。

通常は伊豆箱根直営店でしか
販売していない、人気のせん
べいセットです。
 
内容：たこ焼せんべい（95g）×1
           えび胡麻せんべい（80g）×1
           いか醤油せんべい（80g）×1

510ポイント

ケーブルカー往復乗車券 【1名さま】

各1,000ポイント

ジグソーパズル 【1個】
「富士山」または「旧車両」

1,000ポイント

伊豆箱根鉄道直売店でしか買えない
せんべい3袋セット 【1セット】

50
限定 

50
限定 

50
限定 

50
限定 各 

50
限定 

箱根関所 旅物語館

箱根 芦ノ湖遊覧船は、4つの港（箱根関所跡港・元箱根港・箱根園港・湖尻港）から行き先のある
「定期航路」と、戻ってくる「周遊コース」を運航しています。
また、毎月13日には九頭龍神社の参拝船も運航しております。

箱根 芦ノ湖遊覧船

自分でお茶を点てて
みませんか？
箱根のよい思い出に、
お抹茶体験。
有効期限：2018/3/31まで

800ポイント

お抹茶体験券 【1名さま】

箱根関所跡港・元箱根港・
箱根園港・湖尻港からの
片道乗船券（定期船）。
有効期限：2018/3/31まで
 ※濃霧・強風等天候不順の場合は
安全のためダイヤの変更または運
航を中止することがございます。

500ポイント

箱根 芦ノ湖遊覧船乗船券（片道） 【1名さま】

手ぶらでOK！ 箱根の街を
着物で散策してみませんか。
有効期限：2018/3/31まで
 ※着付け時間は約20分前後にな
ります。 きものは16：00までの
返却をお願いいたします。

2,500ポイント

きもの着付け体験券
 【1名さま】

箱根 芦ノ湖遊覧船　
完全オリジナル メダルキー
ホルダー。
 
サイズ：35×80mm

600ポイント

オリジナル メダル
キーホルダー 【1個】50

限定 

おかげさまで「みとしー」は2017年、開館40周年を迎えました!
駿河湾を中心とした海の生き物を飼育。自然の入り江を利用した施設内には、動物たちがのびのび
暮らしています。 人気のイルカショーを始め、2017年7月15日には川の遊び場「イズリバ！」
がOPEN！ パワーアップした「みとしー」へ遊びに来てね！

伊豆・三津シーパラダイス　
完全オリジナル。
 
サイズ：330×1,100mm
素材：綿100％　日本製

有効期限：発行から6ヵ月
 
※各種有料プログラムは、
別途料金が必要となります。

2,500ポイント

うちっちー フード付
スポーツタオル 【1枚】

1,000ポイント

伊豆・三津シーパラダイス 
入場券 【1名さま】 50

限定 定番
交換商品

バック
スタイル


