
日帰り旅行 日帰り旅行

小田急トラベルが上質な
“たび”をお届けします。

●OPクレジットカード会員様（及び同行のお客様）専用のご旅行で
　安心してご参加いただけます。
●当社添乗員又は厳選の案内人（ガイド）が皆様をご案内いたします。
●テーマや季節（旬）にこだわった上質のご旅行をお楽しみいただきます。

OPクレジットカード会員の皆様へ

【コース】

■旅行代金お一人様11,900円(大人・こども同額/税込)
■出発日 ①町田/11月23日（月・祝）②新宿/11月29日（日）
■集合場所/時間 ①小田急線「町田駅」/小田急トラベル町田旅行センター前/9:30

②新宿西口/明治安田生命ビル前/9:15
■最少催行人員 各回15名様～最大募集人員 各回35名様

隠れた紅葉の名所・
秩父宮記念公園防空壕一般公開

■旅行代金お一人様13,800円(大人・こども同額/税込)
■出発日 11月25日(水)
■集合場所/時間 新宿西口/明治安田生命ビル前/8:20
■最少催行人員 15名様～最大募集人員 35名様

千葉県/ホキ美術館・
ＤＩＣ川村記念美術館を巡る休日

昼食（イメージ）昼食（イメージ） ホキ美術館（内観/イメージ）秩父宮記念公園（イメージ）

日頃より小田急トラベルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。“小田急まなたび”の「旅」メニューは、
弊社の担当チームが内容にこだわりを持って企画した会員様専用のご旅行です。どうぞ皆様、お好みの“たび”を見
つけていただき、 ご参加くださいますようお願い申しあげます。 〈小田急トラベル 小田急まなたび担当/新井 芙美〉

コースNo.5114101コースNo.511411□

楽しく“学ぶ”国内日帰り旅行・海外旅行 2015年11月

▲

2016年2月

学芸員（又はガイド）の案内付きで人気の美術館を鑑賞。記念館では日本皇室の文化、歴史にも触れていただきます。

メニュー
・本日のオードブル
・本日のお肉料理
・デザート
・パン
・コーヒー

「小田急まなたび」は、大人のための「学び」と「旅」をお届けする小田急のオリジナル企画です。
文化・歴史、食、健康、生活、音楽など、バラエティ豊富なプランの中からお選びください。
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日帰り旅行

■旅行代金お一人様12,800円(大人・こども同額/税込)
■出発日 12月16日(水)
■集合場所/時間 新宿西口/明治安田生命ビル前/8:50
■最少催行人員 15名様～最大募集人員 35名様

東京都/世田谷美術館・
五島美術館・長谷川町子美術館を巡る休日

■旅行代金お一人様13,500円(大人・こども同額/税込)
■出発日 12月11日(金) 
■集合場所/時間 新宿西口/明治安田生命ビル前/8:50
■最少催行人員 15名様～最大募集人員 35名様

隠れ家レストランで頂くフレンチランチと
世界で一つだけのクリスマスリース作り体験

昼食（イメージ） 世田谷美術館 （外観/イメージ）

写真提供：○Gerhard Fallyc
舞踏会（イメージ）

リース作り体験（イメージ） 長谷川町子美術館（展示室/イメージ）

■旅行代金お一人様14,800円(大人・こども同額/税込)
■出発日１月16日(土)
■集合場所/時間 小田急線「町田駅」/小田急トラベル町田旅行センター前/7:50
 ■最少催行人員 15名様～最大募集人員 35名様

本格フレンチ＆新春ミニコンサートと
河口湖オルゴールの森

華麗なるウィーン王宮の舞踏会でウィンナーワルツを踊ろう！
芸術と音楽の都 ウィーン6日間

■旅行代金お一人様12,900円(大人・こども同額/税込)
■出発日 ①新宿/１月30日(土) ②町田/１月31日(日)
■集合場所/時間  ①新宿西口/明治安田生命ビル前/8:00

②小田急線「町田駅」/小田急トラベル町田旅行センター前/8:０0
■最少催行人員 各回15名様～最大募集人員 各回35名様

■旅行期間 2月3日（水）～2月8日（月） 6日間
■旅行代金（お一人様/2名様1室利用）　　    １人部屋追加料金　 100,000円 
会員様
エコノミークラス　368,000円
ビジネスクラス　　748,000円

会員以外のお客様
エコノミークラス　398,000円
ビジネスクラス　　798,000円

■最少催行人員 6名様　■食事 朝4回、昼1回、夕2回（軽食含む）
■添乗員同行します　■ホテル インターコンチネンタル・ウィーン

自衛官の案内による
“海上自衛隊横須賀基地”見学と軍港クルーズ

夕食（イメージ）軍港クルーズ（イメージ）土橋 創氏 河口湖オルゴールの森 （外観/イメージ）

ヨーロッパの文化や歴史を肌で感じる街ウィーン。そのウィーンでは毎年多彩な
舞踏会が開催されています。今回はその中でも王宮（ホーフブルグ）のレドゥーテ
ンホールでの『カフェハウスオーナー舞踏会』をお楽しみいただきます。

学芸員（又はガイド）の案内付きで人気の美術館を鑑賞。関東最大級のイルミネーションの見学も！

プロのバリトン歌手の歌を聴きながら旅を楽しみます。 非日常的な体験がいっぱい！地魚料理の夕食もお楽しみ。

特選！海外旅行のご案内/詳しくは別途パンフレットをご請求ください

※別途、旅客サービス施設使用料 ・旅客保安サービス料2,610円および海外空港諸税8,350円
が必要となります。　※旅行代金には燃油サーチャージが含まれます。

コースNo.5124101

コースNo.5124111

コースNo.501410□

コースNo.5014111

日帰りバス旅行では、会員の皆様（及び同行者様）専用の“学び”をテーマとした旅をお届けします。
全コース社員添乗員付き。ゆったりとした行程で、こだわりのランチもお楽しみください。



日帰り旅行

昼食（イメージ）不忍池弁財天（イメージ） 昼食（イメージ）心行寺（イメージ）

酉の市（イメージ） 昼食（イメージ） 江戸東京博物館（イメージ） ももんじや（イメージ）

■旅行代金お一人様5,500円(大人・こども同額/税込)
■出発日 11月29日（日）
■集合場所/時間 東京メトロ銀座線「浅草駅」地上4番出口/9:45
■最少催行人員 15名様～最大募集人員 30名様
■徒歩移動距離 約3㎞

江戸より続く一年の締めくくりの祭、酉の市を体感！
浅草の名所や華やかな信仰を集めた吉原神社も！

全コース、ガイドレシーバー付きで安心

一年の締めくくり！
江戸っ子の年の瀬の祭り 酉の市

有名な忠臣蔵の舞台両国！
それだけではない江戸の文化両国を紹介！

江戸がギュッと詰まった両国歩き
あの忠臣蔵！ 鼠小僧の舞台も

■旅行代金お一人様5,500円(大人・こども同額/税込)
■出発日 12月10日（木）、18日（金）
■集合場所/時間 JR「両国駅」西口改札前/9：45
■最少催行人員 各回15名様～最大募集人員 各回20名様
■徒歩移動距離 約3.5㎞

■旅行代金お一人様6,500円(大人・こども同額/税込)
■出発日 1月7日（木）
■集合場所/時間 JR山手線・京浜東北線「田端駅」北口改札前/9：45
■最少催行人員 15名様～最大募集人員 30名様
■徒歩移動距離 約6㎞

新春！ 江戸最古の七福神歩き/谷中編

■旅行代金お一人様4,980円(大人・こども同額/税込)
■出発日 1月12日（火）、13日（水）
■集合場所/時間 都営新宿線・大江戸線「森下駅」地上A4番出口/10：１５
■最少催行人員 各回15名様～最大募集人員 各回20名様
■徒歩移動距離 約5㎞

江戸っ子の縁起物！ 深川七福神歩き

※両コース共に、御開帳の際のご朱印や土鈴の授与はございませんので予めご了承ください。

えんま様にも初詣！
食事は深川めしで気分は江戸っ子♪

正月からパワースポットめぐりで福を得る
昼食は創業江戸中期、江戸前うなぎで有名な「伊豆栄」で！

10：00AM～6：00PM
(年末年始除く)

●申込資格：OPクレジットカード会員及び同行のお客様　●お支払いはOPクレジットカードにて承ります。※日帰り旅行は全コース昼食付き（一部コースは夕食付き）となります。

株式会社 小田急トラベル 「旅」メニューに関するお問い合わせ・資料請求は 03-3379-6199小田急旅の予約センター
旅行企画
・
実施

コースNo.5014121 コースNo.5014131

コースNo.5114121 コースNo.5124121

専門の歴史ガイドまたは案内人付きで巡る東京再発見の旅。
現地集合＆現地解散のプチツアーで文化・歴史を学んだり、旬の彩りをお楽しみください。



飲 食

文 化

文 化

（イメージ）

（イメージ）

あなたの知的好奇心を満たす、講座やイベントを多彩にご用意。

この他にも様々なイベントをご用意しております。詳しくはWEBをご覧ください。

小田急百貨店 ボージョレ・ヌーヴォーを楽しむ

イベントコード：①1101
②1102

ワインに合うパンプレートとともに楽しいひとときを！（お土産付き）

植物を使ったハワイのレイメイキング レッスン

湘南で40年以上ハンドクラフト工芸の指導にあたるアンティ新田先生。ハワイアンスピリットに溢れるお話を聞き
ながら、丁寧なレッスンが受けられます。

フランス人ソムリエによるレクチャーとトロワグロの人気デリ惣菜での楽しい夕べをお過ごしください。

定番はもちろん、一味違った深みのあるボージョレまでテイスティングを
お楽しみいただけます。ワインに合うおつまみをご用意。（お土産付き）

■日時 11月14日(土) ①13:00～14:30 ②15:00～16:30　■場所小田急百貨店藤沢店別館３階特設会場
■講師レイメイキング講師 アンティ新田　■定員各回12名　■参加費 5,400円（材料費込み）
■申込期間 11月１0日（火）まで
■申込方法・お問い合わせ 0466-26-6111(大代表)レイレッスン係（10：00～17：00）へTEL

■日時 11月20日（金）19:00～20:30
■場所小田急百貨店新宿店本館8階「カフェ・トロワグロ」
■講師ハイアット リージェンシー 東京「キュイジーヌ［s］ ミッシェル・トロワグロ」

支配人兼エグゼクティブソムリエ ダミアン・マザー
■定員 25名　■参加費 7,０00円　■申込期間 11月15日（日）まで
■申込方法・お問い合わせ 03-5325-2493へTEL

■日時 11月19日（木）①11:30～12:30 ②13:30～14:30
■場所小田急百貨店藤沢店地階「トロワグロ」
■講師 小田急百貨店バイヤー ワインアドバイザー【（社）日本ソムリエ協会認定】 堀 美和
■定員各回7名　■参加費 2,500円　■申込期間 11月11日（水）まで
■申込方法・お問い合わせ 0466-26-6111（大代表）ボージョレ・ヌーヴォー係へTEL

■日時 11月23日（月・祝）11:30～13:00
■場所小田急百貨店町田店9階バンケットルーム
■講師ワインショップ・エノテカ町田店店長 齋藤 裕介
■定員 20名　■参加費 3,240円　■申込期間 11月22日（日）まで
■申込方法・お問い合わせ 042-710-5621(10:00～20：30)へTEL

「7つの習慣®」を活用した親子のコミュニケーション
イベントコード：1107

・イベントのご参加はOPクレジットカード会員及び同行のお客様のみ（一部イベント除く）対象です。　・一部イベントでは、OPクレジットハウスがご利用いただけない場合がございます。　・申込期間内で
あっても定員になり次第、締め切りとなります。　・定員に満たない場合や当日悪天候等により中止となる場合がございます。　・各イベントの日時や内容等は都合により変更する場合がございます。　・表示
金額は消費税込みの金額です。

小田急電鉄株式会社（小田急ポイントカード）　 〒160-8309 東京都新宿区西新宿1-8-3　小田急まなたび受付ダイヤル 0570-550-698 ダイヤル「2」（9：00AM～6:00PM 土日祝日・年末年始除く）■お問い合わせ

「学び」メニュー
共通のご案内

■日時 11月25日（水） 10:00～11:30　■場所新宿NSビル　■講師㈱FCEエデュケーション代表取締役社長 鈴木 甲子雄
■定員 100名　■参加費 1,000円 ※会員以外のお客様は2,000円となります。　■申込期間 11月17日（火）まで
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL ※会員以外のお客様はダイヤル「2」となります。

・お申し込み後の変更・キャンセルは承ることができません。ご了承ください。　・ご参加いただくお申し込み代表者様へイベント開催7日前までに「ご案内状」をカードに登録されているご住所へ発送いたし
ます。イベント当日は、ご案内状をご持参のうえ、ご参加ください。　・ダイヤル「1」での複数名分のお申し込みをされる場合は、音声ガイダンスに従ってご人数を入力してください。　・カードご利用状況等
によりクレジットカード決済ができない場合は、ご参加いただけません。その場合、ご案内状の発送等もございませんのでご了承ください。　・お預かりした個人情報は、小田急電鉄株式会社がイベントの受
講管理、商品・サービスに関するご案内のためにのみ利用いたします。

イベントコード1107 のお申し込みに関するご案内  
小田急まなたび受付ダイヤル 0570-550-698 ダイヤル「1」24時間自動音声応答

ダイヤル「2」9：00AM～6：00PM 土日祝日除く

※左記コード以外のイベントは、各店舗・施設へ直接お電話ください。

その他の
ご案内

4
0570-550-698

イベントコード：1105新宿店

イベントコード：①1103 ②1104藤沢店イベントコード：1106町田店

学び

今年もやってきましたボージョレ・ヌーヴォーの季節！今年の出来栄えなどの解説とともにお楽しみください。

①生花とラフィアで作るヴィリ手法のレイポウ   ②ティリーフで作るバラと三つ編み手法のレイ


