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箱根小涌園ユネッサン×THE NORTH FACE

「アドベンチャーツーリズム醸成」を目指して
THE NORTH FACE/HELLY HANSEN HAKONE KOWAKIEN YUNESSUN POP UP STORE

2021 年 7 月 30 日（金）～8 月 29 日（日）

後援：箱根 DMO（一般財団法人 箱根町観光協会）

今年で開業 20 周年を迎えた全天候型の温泉アミューズメントパーク、箱根小涌園ユネッサン（所在地：
神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平 1297、支配人：松山元信 以下：ユネッサン）では、アドベンチャーツーリズム
醸成を目指して、「コロナ回復期に、様々な我慢を強いられてきたお子様たちに、新しい体験価値を感じて
いただけるコンテンツおよび情報を集約して、周辺地域も一体となり将来の顧客となるお子様たちに国立公園
観光地「箱根」ならではの楽しみを体験いただきたい」という思いに賛同いただいた、株式会社ゴールドウイン
（所在地：東京都渋谷区松濤 2-20-6、代表取締役社長：渡辺貴生）と同じく賛同いただいた、箱根 DMO（一般
財団法人 箱根町観光協会）（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町湯本 256、理事長：勝俣伸）の後援を受けて
ユネッサン 1Ｆのイベントスペースを活用して「THE NORTH FACE/HELLY HANSEN HAKONEKOWAKIEN
YUNESSUN POP UP STORE」の期間限定出店と箱根 DMO による観光案内所の設置を行い、新しいサスティ
ナブルな箱根観光を提案いたします。
本イベントで、「THE NORTH FACE」が箱根に初出店となり、緑溢れ自然豊かな箱根においてハイキングや
キャンプなど自然を楽しむアクティビティにおいてお勧めするアイテムを大人から子供まで展開します。また、
アウトドアだけではなく水辺やプールなどでもお楽しみいただけるよう、「SPEEDO」も同時展開いたします。

ショップ内にはグリーンサイクルボックスを設置し、同期間でご家庭にてご不要となりました衣類の回収もブラン
ドを問わずおこないます。お持ちいただけましたらザ・ノース・フェイス直営店で使用できる 500 円クーポン券と
交換いたします。同時にユネッサンのオフィシャルホテル「箱根小涌園 天悠」「箱根小涌園 三河屋旅館」
「箱根小涌園 美山楓林」の宿泊者を対象にしたお子様向け体験プログラムもご用意しました。
本プログラムは、未来の地球を受け継ぐこども達のために、「自然の中で遊ぶことからその大切さを体感する」
「生きる力を育む」などをテーマに 2014 年から開催している「THE NORTH FACE KIDS NATURE SCHOOL」を
「箱根小涌園」周辺エリアの自然を満喫していただけるプログラムとして特別に開発したもので 1 日 10 組限定
のスペシャルプログラムとなっております。
箱根ＤＭＯの観光案内所では、新しい観光案内として通話アプリを活用した、非接触のご案内サービスを
試験的に実施し、箱根湯本にある案内所とお客様をつなぎます。箱根の中心に位置するユネッサンで案内を
行うことで芦ノ湖方面や仙石原方面・大涌谷方面と箱根の各エリアへのスムーズな誘導を図ります。
また、会場では、趣旨に賛同していただいた小田急箱根グループ・伊豆箱根グループにもご協力いただき、
お子様に大人気の「箱根の乗り物」などの写真パネルもご用意いたします。期間限定にはなりますが大人気の
箱根クラフトハウスのクラフト体験教室も開催し、箱根エリア全体の魅力を集結しました。
今後も箱根におけるアドベンチャーツーリズム醸成に向けて、様々な連携を図り、箱根エリアの活性化に
努めてまいります。是非、この機会に新しい箱根の魅力を体験にご利用してみてはいかがでしょうか。
THE NORTH FACE/HELLY HANSEN HAKONE KOWAKIEN YUNESSUN

POP UP STORE 概要

◆期
間：2021 年 7 月 30 日（金）～8 月 29 日（日）
◆営業時間：11：00～18：30
◆概
要：ハイキングやキャンプなど自然を楽しむアクティビティ
においてお勧めするアイテムを大人から子供まで展開します。
また、アウトドアだけではなく水辺やプールなどでもお楽しみ
いただけるよう、「SPEEDO」も同時展開いたします。
ショップ内にはグリーンサイクルボックスを設置し、同期間でご家庭
にてご不要となりました衣類の回収もブランドを問わずおこないます。
お持ちいただけましたらザ・ノース・フェイス直営店で使用できる
500 円クーポン券と交換させていただきます。
ぜひこの機会にお立ち寄りください。
＜GREENISGOOD 特設サイト＞
https://corp.goldwin.co.jp/greenisgood/

▲グリーンサイクルボックス（イメージ）

THE NORTH FACE KIDS NATURE SCHOOL at 箱根小涌園ユネッサン 概要
◆開催日：2021 年 8 月 14 日（土）、15 日（日） 2 日間
◆時 間： 1 部 10：00～12：00 2 部 15：00～17：00
◆対象者：箱根小涌園ユネッサン オフィシャルホテル宿泊者
（オフィシャルホテル：箱根小涌園 天悠・三河屋旅館・美山楓林）
◆講 師：長谷部 雅一 氏
アウトドアプロデューサー/ネイチャーインタープリター
1977 年 4 月 5 日生まれ。有限会社ビーネイチャー取締役。
仕事の範囲は広く、プロジェクトの企画・コーディネート・
運営の他、研修講師、ネイチャーインタープリター、
場作りの仕掛け人も務める。

▲講師：長谷部

雅一

氏

◆概 要：小学生以上のお子様とその保護者の方を対象にした
自然体験プログラム。親子で箱根小涌園ユネッサンを起点に、
自然の中で気持ちよい時間を過ごします。
箱根ならではの山並みや森の空気、そして温泉が入り込んだ
川の水など、面白い自然に家族で体感し、時には謎解きをしながら
ハイキングをします。自然の「どうして」「なぜ」を親子でじっくり考えて
いくことで、親子の楽しい時間が過ごせます。自然の中でリフレッシュ
したい、親子の楽しい時間を過ごしたい方にぴったりのプログラムです。
★開催時間：約 2 時間
★徒歩距離：約 2.5km
▲箱根小涌園 天悠
★服装：歩きやすくはき慣れた靴、動きやすい服装
★持ち物：飲み物、おやつ、タオル、保険証、持ち物が入るデイパックなど
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、マスクの着用をお願いいたします。
箱根 DMO 観光案内所 in ユネッサン
◆期
間：2021 年 7 月 30 日（金）～8 月 29 日（日）
◆営業時間：11：00～17：30
◆概
要：箱根ＤＭＯの観光案内所では、新しい観光案内
として通話アプリを活用した非接触のご案内サービスを試験的に
実施し、箱根湯本にある案内所とお客様をつなぎます。
【写真撮影用パネル】
箱根海賊船 （提供：箱根観光船株式会社）
ロマンスカーVSE （提供：小田急電鉄株式会社）
箱根 芦ノ湖遊覧船 （提供：伊豆箱根鉄道株式会社）

▲箱根海賊船パネル（イメージ）

【手作り体験教室】
「100 年前のヴィンテージビーズを使った
ドリームキャッチャーのストラップ作り」
（提供：箱根クラフトハウス）
◆期間：2021 年 8 月 19 日・23 日・24 日・27 日
◆時間：13：00～16：30（最終受付：16：00）
◆場所：箱根小涌園ユネッサン 1F イベントギャラリー前
※状況により変更となる場合がございます

▲ストラップ作り体験（イメージ）

『箱根小涌園ユネッサン』 完全予約制のご案内
◆営業時間
右記以外の平日

右記以外の土日祝、
7月26日～8月5日、
8月19日～8月29日

7月22日～7月25日
8月6日～8月18日

10：00～18：00

9：00～19：00

8：00～19：00

右記以外の平日

右記以外の土日祝、

7月22日～8月29日

11：00～19：00

11：00～20：00

11：00～21：00

ユネッサン（水着エリア）

元湯 森の湯（裸エリア）

◆入場料金（税込）
ユネッサン（水着エリア）
元湯 森の湯（裸エリア）
パスポート（ユネッサン＆森の湯）
◆完全予約制について

おとな
2,500円
1,500円
3,500円

こども（3歳～小学生）
1,400円
1,000円
1,800円

実施期間：2021年7月22日（木・祝）～8月29日（日）、9月18日（土）～20日（月・祝）、23日（木・祝）～26日（日）
販売時間：5 部制（7 月 22 日～7 月 25 日、8 月 6 日～8 月 18 日）
パスポート（8：00 入場、9：00 入場、11：00 入場、13：00 入場、15：00 入場）
ユネッサン（8：00 入場、10：00 入場、12：00 入場、14：00 入場、16：00 入場）
4 部制（7 月 26 日～8 月 5 日、8 月 19 日～8 月 29 日、9 月 18 日～20 日、9 月 23 日～26 日）
パスポート（9：00 入場、11：00 入場、13：00 入場、15：00 入場）
ユネッサン（9：00 入場、12：00 入場、14：00 入場、16：00 入場）
ご利用時間制限：パスポート利用 4 時間、ユネッサン利用 3 時間
※状況により変更となる場合がございます。最新情報は、公式ホームページをご確認ください。

箱根小涌園ユネッサン「新型コロナウイルス感染症防止対策」について
① ご利用日当日の検温をお願いいたします。また、咳、微熱等風邪のような症状がある方は、ご来館
はお控えください。
② ご来館時のマスク着用と手洗い、アルコール消毒液による手指消毒にご協力をいただいています。
③ ご来館時にロビーにて非接触型検温システム(サーマルカメラ)による自動検温を実施しています。
正常な体温であることを確認してからフロントにお進みください。
④ チェックイン時に、ご来館者全員の健康状態をお伺いしています。
⑤ 発熱、咳、震えなどにより体調がすぐれない場合にはスタッフにお声がけください。医療機関を
ご紹介させていただきます。
⑥ 館内ではソーシャル・ディスタンスの保持にご協力をいただいています。
⑦ 館内各所にアルコール消毒液を設置しておりますので、お食事前など適宜、手指の消毒にご協力を
お願いいたします。
⑧ フロントカウンターには、飛沫防止シートを設置しております。声が聞きづらいなどのご不便
をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
◆新型コロナウイルス感染防止対策について URL

https://www.yunessun.com/measures/

