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２０１８年２月１５日

２月１９日（月）
、ひと足先にＧＳＥを疑似体験できる、ＧＳＥ ｃａｆｅが新宿駅に登場！

新型特急ロマンスカー・ＧＳＥデビューキャンペーン
様々な限定イベントや特別商品の発売により、３月１７日（土）のデビューを盛り上げます。
小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：星野 晃司）は、３月１７日（土）のダイヤ改正
にあわせてデビューする、新型特急ロマンスカー・ＧＳＥを記念したキャンペーン「ロマンスカー・ＧＳＥ
デビューキャンペーン」を、２０１８年２月１９日（月）から開催します。
ロマンスカー・ＧＳＥの開発コンセプトは、
「箱根につづく時間（とき）を 優雅に走るロマンスカー」
です。キャンペーン期間中、箱根までの旅の出発地となる新宿駅や終着地の箱根エリアにて、各種限定
イベントの開催や特別商品の発売により、いよいよデビューするロマンスカー・ＧＳＥの魅力を多くの
お客さまにお伝えしてまいります。なお、３月１７日（土）運行分の特急券は２月１７日（土）１０：００
から予約・販売を開始し、ロマンスカー・ＧＳＥの運行予定時刻は当社ホームページでお知らせします。
■期間限定イベントを開催！
新宿駅西口構内では、ロマンスカー・ＧＳＥをテーマとした「ＲＯＭＡＮＣＥＣＡＲ ＧＳＥ ｃａｆｅ＠新宿
Ｑ′ｓ ｃａｆｅ（愛称、
「ＧＳＥ ｃａｆｅ」）
」を期間限定でオープンします。ＧＳＥ ｃａｆｅでは、ひと足先にロマン
スカー・ＧＳＥを疑似体験いただける、ロマンスカー・ＧＳＥの展望席体験コーナーや、ＶＲ＊を活用した
ロマンスカー・ＧＳＥ車内と箱根のバーチャル体験をお楽しみいただけます。また、小田急線新宿駅西口
では、ロマンスカー・ＧＳＥをテーマとした広告で駅構内をジャックし、車両をあしらったかわいいデザ
インで彩ります。さらに、ロマンスカー・ＧＳＥスタンプラリーや、小田急百貨店 新宿店にて親子向け
の「ロマンスカー・ＧＳＥキッズイベント」を開催するほか、箱根エリアでは、箱根小涌園ユネッサン
でのロマンスカー・ＧＳＥ風呂、箱根強羅公園 箱根クラフトハウスでのオリジナルグラスの制作体験など、
さまざまなイベントを開催します。
※

健康上の理由から、ＶＲゴーグルは１３歳未満のお客さまはご利用いただけません

＊

VR（バーチャルリアリティ）技術を用いて疑似体験できるサービス。ナーブ製ＶＲトラベルを使用。

■特別商品の発売や、先着で乗車記念品をプレゼント！
期間限定の特別商品として３月２４日（土）からベストセラー作家・谷村志穂さんの小説がセットに
なったロマンスカー・ＧＳＥ就役記念乗車券「ＲＯＭＡＮＣＥＣＡＲ ＧＳＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＢＯＸ」を、３月２７日
（火）からはサッポロビールとコラボしたロマンスカー・ＧＳＥ就役記念缶ビールを発売します。
また、ロマンスカー・ＧＳＥのデビュー後、同車両にご乗車いただいたお客さまには、日付入り乗車
証明書やお子さま向け限定ノベルティ、車内販売利用特典など、先着でプレゼントします。

ＧＳＥ ｃａｆｅ外観（イメージ）

ロマンスカー・ＧＳＥデビューキャンペーン
小田急線各駅置き等パンフレット（イメージ）

「新型特急ロマンスカー・ＧＳＥデビューキャンペーン」の概要は、下記のとおりです。
記
＜限定イベントの開催＞
１ 「ＲＯＭＡＮＣＥＣＡＲ ＧＳＥ ｃａｆｅ」期間限定オープン
新宿駅西口構内で株式会社小田急レストランシステムが運営するアドバタイジングカフェ
「Ｑ′ｓ ｃａｆｅ」にて、ロマンスカー・ＧＳＥをテーマとした「Ｒｏｍａｎｃｅｃａｒ ＧＳＥ ｃａｆｅ＠新宿Ｑ′ｓ ｃａｆｅ
（「ＧＳＥ ｃａｆｅ」）」が期間限定でオープンします。
期間
２月１９日（月）～４月１日（日）
営業時間 ７：００～２２：００（ラストオーダー ２１：４５）
場所
小田急線新宿駅西口改札すぐ（新宿駅西口コンコース地下ＭＢ１階）
内容
① ロマンスカー・ＧＳＥ展望席コーナー
大型モニターとロマンスカー・ＧＳＥの座席を設置し、ロマンスカー・ＧＳＥの展望席の様子を
ひと足先に疑似体験いただけます。
② ロマンスカー・ＧＳＥ ＶＲ体感コーナー
ＶＲゴーグル＊により、ロマンスカー・ＧＳＥの車内と箱根のバーチャル体験が堪能できます。
※ 健康上の理由から、ＶＲゴーグルは１３歳未満のお客さまはご利用いただけません
＊

ナーブ製ＶＲゴーグル「ＣＲＥＷＬ（クルール）」

③ 箱根＆電車ブックライブラリー
小田急百貨店 新宿店 本館１０階にある書籍×雑貨×カフェ「ＳＴＯＲＹ ＳＴＯＲＹ」がおすすめ
する箱根旅や電車にちなんだ雑誌・書籍を店内で自由にお楽しみいただけます。
④ 限定カフェメニュー
期間限定で、ロマンスカー車内販売メニューをＧＳＥ ｃａｆｅでも販売します。
・ 「箱根スイーツコレクション２０１８春」ロマンスカー車内販売メニューより
桜とヨーグルトのスイーツ ４５０円（税込）
※ 数量限定、なくなり次第終了となります
・ ロマンスカープレミアムブレンド ビスケット付 ３５０円（税込）
・ ロマンスカー・ＧＳＥ弁当 １，１００円（税込）
※ ロマンスカー・ＧＳＥ弁当は３月１７日（土）～４月１日（日）のみの販売
※ 数量限定、なくなり次第終了となります
⑤ 先着プレゼント
ＧＳＥ ｃａｆｅにて商品を注文されたお客さまに１つずつ、オリジナルノベルティをプレゼント
します。
・ ロマンスカー・ＧＳＥロゴ入りボールペン
２月１９日（月）～ 先着３，５００本、３月１２日（月）～ 先着３，５００本
※ なくなり次第終了となります
・ ロマンスカー・ＧＳＥオリジナルペーパーコースター
①２月１９日（月）～ 先着３，５００枚、②３月１２日（月）～ 先着３，５００枚
※ なくなり次第終了となります
※ ペーパーコースターは配布期間によりデザインが異なります

ＧＳＥ ｃａｆｅ外観（イメージ）

ロマンスカー･ＧＳＥ展望席コーナー（イメージ）

オリジナルペーパーコースター
（①左、②右・イメージ）

２

新宿駅西口 ロマンスカー・ＧＳＥ広告ジャック
かわいいイラストで描いたロマンスカー・ＧＳＥで新宿駅を彩ります。
期間
２月１９日（月）～４月１日（日）
場所
小田急線新宿駅 西口地上および地下の改札内・外

新宿駅西口地上改札外（イメージ）

３

新宿駅西口地上改札内（イメージ）

親子向け「ロマンスカー・ＧＳＥキッズイベント」
小田急百貨店新宿店にて、２日間限定のお子さま向けイベントを開催します。
期間
３月２４日（土）
、３月２５日（日）
場所
小田急百貨店新宿店本館９階屋上広場
※ 荒天・雨天時は小田急百貨店新宿店本館１階＝中央口＜特設会場＞に変更となります
内容
① ふわふわコーナー
ロマンスカー・ＧＳＥをモチーフにしたエアー遊具「ふわふわ」が登場します。
・時間
１０：００～１７：００
・参加費 ３００円（税込）
・対象
１歳～１２歳までの方
② ワークショップイベント
ロマンスカー・ＧＳＥオリジナルグッズを作るワークショップを開催します。
・３月２４日（土） 光る！ロマンスカー・ＧＳＥ ウォーターライトづくり
・３月２５日（日） ロマンスカー・ＧＳＥ トートバッグをつくろう
※ 各回１０：３０～１７：００ 先着１５０名さま (定員に達し次第終了となります)
※ 参加費 各５００円(税込)
③ ロマンスカー乗務員と写真を撮ろう
新制服を着用した現役のロマンスカー乗務員と無料で写真撮影ができます。
・人数
先着４０名さま
・時間
第１回目 １３：００～１４：００ 、第２回目 １５：００～１６：００
※ 会場にて各回開始３０分前より整理券を配布します
※ お客さまのカメラやスマートフォン等をご持参ください

ロマンスカー・ＧＳＥをモチーフにした

ロマンスカー・ＧＳＥ ウォーターライト

ロマンスカー・ＧＳＥ トートバッグ

エアー遊具「ふわふわ」（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

４

ロマンスカー・ＧＳＥスタンプラリーを開催！
期間中、３箇所に設置するスタンプをすべて集めると、先着で７，０００名さまにロマンスカー・
ＧＳＥスタンプラリーオリジナルクリアファイルをプレゼントします。
期間
２月１９日（月）～４月１日（日）
⑵ スタンプ設置場所
① ＧＳＥ ｃａｆｅ＠新宿Ｑ′ｓ ｃａｆｅ（７：００～２２：００ ラストオーダー２１：４５）
※ ＧＳＥ ｃａｆｅをご利用いただいた方が押印できます
② 小田急百貨店新宿店本館９階中央エスカレーター下り側横
(１０：００～２０:００）
③ 箱根登山鉄道 箱根湯本駅（改札内・外）（８：００～２１：００）
※ 箱根湯本駅の改札内・外に設置されたスタンプは同一デザインです
⑶

５

交換場所 ① ＧＳＥ ｃａｆｅ＠新宿Ｑ′ｓ ｃａｆｅ
② 小田急百貨店新宿店本館９階 玩具売場
③ 箱根登山鉄道 箱根湯本駅改札窓口
※ ①～③の各所にて、なくなり次第終了となります
※ プレゼントの交換は１名さまにつき１日１回限りとさせていただきます
ロマンスカー・ＧＳＥ風呂が登場！
藤田観光株式会社が運営する箱根小涌園ユネッサンにて、ロマンスカー・ＧＳＥ風呂が登場します。
期間
３月１７日（土）～５月６日（日）
場所
箱根小涌園ユネッサン
詳細
箱根小涌園ユネッサンホームページ https://www.yunessun.com/ をご覧ください。
（２０１８年３月上旬頃公開予定）

６

オリジナルグラス制作体験！
箱根強羅公園内にある箱根クラフトハウスの「サンドブラスト体験」で人気のロマンスカーのオリ
ジナルグラスづくりにロマンスカー・ＧＳＥが仲間入りします。
期間
３月１７日（土）～
場所
箱根強羅公園 箱根クラフトハウス
参加費
２，４００円（税込）～

サンドブラスト体験ロマンスカーオリジナルグラス（イメージ）

＜限定商品の販売＞
１ 「ＲＯＭＡＮＣＥＣＡＲ ＧＳＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＢＯＸ」
ロマンスカー・ＧＳＥ就役記念乗車券（新宿→小田原間、小田原→新宿間の乗車券計２枚）と、ベスト
セラー作家・谷村志穂さんが書き下ろしたオリジナル短編小説「ロマンスカー、春をのせて」をセット
にしたロマンスカー・ＧＳＥ就役記念乗車券を発売します。
期間
３月２４日（土）～５月３１日（木）
発売場所 新宿駅西口地上特急券うりばにて発売
※ 乗車券番号はランダムで販売いたします
※ ３月１０日（土）海老名電車基地で開催する１０，０００名さま限定のイベント
「ロマンスカー･ＧＳＥお披露目会」会場内で先行販売します。同お披露目会
は、お披露目会のご当選者のみご来場いただけます（募集は終了しています）
※ 数量限定、なくなり次第終了となります
価格
２，０００円（税込）

ＲＯＭＡＮＣＥＣＡＲ ＧＳＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＢＯＸ（イメージ）

谷村 志穂（たにむら・しほ）さん プロフィール
1962 年札幌市生まれ。北海道大学農学部にて応用動物学を専攻。
90 年、ノンフィクション『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。
91 年、処女小説『アクアリウムの鯨』を発表。2003 年、『海猫』で第 10 回島清
恋愛文学賞受賞。自然、旅、性などをテーマに数々の長編・短編小説を執筆。
その豊富な取材実績を活かし旅番組などに出演多数。近年の作品は『いぞぶえ』
『ボルケイノ・ホテル』『大沼ワルツ』など。最新刊は『移植医たち』（新潮社）。

２

サッポロビール×ロマンスカー・ＧＳＥコラボ ロマンスカー・ＧＳＥ就役記念缶ビール
サッポロビール株式会社とコラボした、ロマンスカー・ＧＳＥオリジナル
デザインの缶ビールです。
期間
３月２７日（火）～
場所
・ロマンスカー車内販売
※ ロマンスカーアテンダントが乗務しているすべての
車型の列車にて発売
・Ｏｄａｋｙｕ ＯＸ各店、小田急線駅売店 等
価格
オープン価格
サッポロビール×ロマンスカー・ＧＳＥコラボ
※ 数量限定、なくなり次第終了となります
ロマンスカー・ＧＳＥ就役記念缶ビール（イメージ）

＜先着限定プレゼント＞
１ ロマンスカー・ＧＳＥ 日付入り乗車証明書
３月１７日（土）
、３月１８日（日）
、ロマンスカー・ＧＳＥにご乗車のお客さまに日付入り乗車証明書
をプレゼントします。
※ なくなり次第終了となります
２

限定ノベルティ
「スーパーはこね号（新宿～箱根湯本）」にご乗車のお子さまに限定ノベルティとして、ロマン
スカー・ＧＳＥオリジナルジグソーパズル（２４ピース）をプレゼントします。
期間
３月２４日（土）～ 土休日限定
数量
限定５，０００個
※ なくなり次第終了となります

３

車内販売利用特典
ロマンスカー・ＧＳＥにて、車内販売を５００円（税込）以上ご利用のお客さまに、次回ご利用いた
だけるドリンクサービス券（ホットコーヒーまたはホット日本茶と引き換え可）をプレゼントします。
期間
３月２４日（土）～
数量
限定１，０００枚
※ なくなり次第終了となります
以

上

■参考：ロマンスカー・ＧＳＥ（７００００形）について
車両開発コンセプトは、
「箱根につづく時間(とき)を 優雅に走るロマンスカー」
愛称はＧＳＥ ―Ｇｒａｃｅｆｕｌ Super Express―
ダイナミックな景色を堪能できる展望席はもちろん、車両側面の窓にも高さ１ｍの連続窓を採用。流
れ行く沿線の四季折々の風景を、存分にお楽しみいただける車両です。車両の左右の振動を抑制する
装置を搭載するなど、乗り心地も向上。さらに、スーツケースなどの大型荷物を収納できるスペース
や車内Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備、バリアフリーに配慮したユニバーサルデザインの採用など、お客さまの多
様なニーズにお応えする設備も導入しています。
◆特急券のご予約・発売は２０１８年２月１７日（土）１０：００～開始します。
◆ご予約・お問い合わせは、
・ｅ－Ｒｏｍａｎｃｅｃａｒ https://www.web-odakyu.com/e-romancecar/
・小田急お客さまセンター
【TEL ０３－３４８１－００６６（ガイダンス１番）１０：００～１８：００】
◆ロマンスカー・ＧＳＥの運行予定は、
小田急電鉄ホームページトップページ https://www.odakyu.jp/ 「重要なお知らせ」
（
「ＧＳＥ」運行
予定について）にて、ご確認いただけます。

