
指揮
星出 豊

テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ

昭和音楽大学
管弦楽団・合唱団

指揮
山舘 冬樹

音 楽

（イメージ）

■ 日時  12月8日（火） 13:00～15：40 
■ 場所  ホテルセンチュリー相模大野
■ 出演  新宿「ともしび」
 タンゴバンド「AI KOI ne」
■ 定員  30名　
■ 価格  4,700円→4,200円（特別価格）
■ 申込期間  11月29日（日）まで

■ 申込方法 0570-550-698
　 ダイヤル「1」へTEL

タンゴバンド「AI KOI ne」によるタンゴの調べが、クリスマス
ムードを盛りあげます。さらに、ホテル自慢のデザートのサービ
スも！ぜひ、お友達やご家族と一緒にご参加ください。

イベントコード：1203

■ 日時  ①12月20日（日） 18：30～21：30
 ②1月18日（月） 18：30～21：30
■ 場所  ホテルセンチュリー相模大野
■ 出演  ①坂田稔カルテット ②坂田稔トリオ
■ 定員  各回5名　
■ 価格  ①8,300円→7,800円（特別価格）
 ②5,200円→4,700円（特別価格）
■ 申込期間  ①12月9日（水）まで
 ②1月6日（水）まで

（イメージ）

音楽

JAZZ NIGHT IN CENTURY
①12月「ジャズの名曲集」
②1月 「戦後70年、ジャズの歩み」

ジャズナイト　　　　　       イン　　　　　 　センチュリー

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

イベントコード：①1216 ②0107

スタンダードからアレンジまで。冬の夜は、ホテルでジャズをお
楽しみください。フリードリンク＆お食事付きです。

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

■ 日時  12月29日（火） 15：00開演
■ 場所  昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ(新百合ヶ丘駅）
■ 定員  100名　■ 価格  S席4,500円→4,050円（特別価格）
■ 申込期間  12月20日（日）まで

イベントコード：1220

ソリストには藤原歌劇団団員を迎え、合唱は麻生合唱団と昭和音
楽大学合唱団という豪華なメンバーで「歓喜の歌」をお届けします。

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

■ 日時  12月13日（日） 15：00開演
■ 場所  昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ(新百合ヶ丘駅）
■ 定員  100名　■ 価格  S席2,500円→2,250円（特別価格）
■ 申込期間  12月2日（水）まで

イベントコード：1210

宗教音楽の最高傑作、ヘンデルの「メサイア」。「ハレルヤ」の歌声が
大ホールに響き渡ります。若くエネルギッシュな演奏にご期待ください。

新宿“ともしび”がやってくる！

うたごえ喫茶＆煌きの
タンゴクリスマスコンサート

きらめ

「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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会員様限定



今、日本では2人に1人ががんにかかる時代を
迎えつつあります。安全で正確ながんの診断と、
身体にやさしい「切らない」がん治療について
最前線からわかりやすくお話します。

小田急百貨店町田店 よしまつフラワー

野の花アレンジメント文 化

■ 申込方法・お問い合わせ  
　 042-720-8878（10:00～18:00）へTEL （イメージ）

■ 日時  12月１６日（水） 13：00～14:30
■ 場所  小田急百貨店町田店
 9階バンケットルーム
■ 講師  よしまつフラワー講師
■ 定員  10名　
■ 参加費  5,400円
■ 申込期間  12月15日（火）まで

■ 日時  1月16日（土） 14：30～16：00
■ 場所  川崎市アートセンター（新百合ヶ丘駅）
■ 講師  新百合ヶ丘総合病院放射線治療科サイバーナイフ治療部部長
 宮﨑 紳一郎
■ 定員  200名　■ 参加費  500円　■ 申込期間  1月6日（水）まで

がんの正確な診断と最先端放射線治療
～からだにやさしいがん治療 治せなかったがんに挑む～健 康

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

女性限定 美しい姿勢づくり
ボディーバ体幹ワークアウトス

ポ ー ツ

■ 申込方法・お問い合わせ　03-5908-1432
　（9:00～19:00 土日祝日・年末年始除く）へTEL

■ 日時  ①12月17日(木）  ②1月14日（木）
 ③1月21日（木）  ④2月25日（木）
 ⑤3月17日（木）  
 各回10：30～12：00 
■ 場所  新宿ＮＳビル
■ 講師  ボディーバインストラクター認定講師
■ 定員  各回20名　■ 参加費  各回2,160円
■ 申込期間  各回前日まで

プロポーション抜群の有名女優や元全日本女子バレー・タレント
の落合真理さん愛用の体幹トレーニングマットを使っての簡単
エクササイズ。運動不足の方でも無理なく『美しい姿勢づくり』や
『基礎代謝UP』ができ、適度な筋肉をつけることができます。

（イメージ）

参加者限定で体幹マット
Vodiebaを特別価格にてご提供！

可愛らしい野の花のアートフラワーを使ったアレンジメント教
室です。初めての方にも講師が丁寧にお教えいたします。お気軽
にご参加ください。

＜講師＞
新百合ヶ丘総合病院放射線治療科
サイバーナイフ治療部部長

宮﨑 紳一郎

（イメージ）

■ 申込方法・お問い合わせ  
　 03-3482-0831（9：00～18：00）へTEL

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。

■ 日時  ①12月12日(土) 13:00～14:30
 ②12月12日(土) 15:00～16:30
■ 場所  小田急百貨店藤沢店別館5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  ①4,860円(材料費込み)
   ②2,700円(材料費込み)
■ 申込期間  12月8日(火)まで

■ 申込方法・お問い合わせ  
　 0466-26-6111(大代表)／小田急まなたびリース作り係 （10：00～17：00）へTEL

文 化

クリスマス＆お正月の
ハワイアンスタイル・リース作り
①縄から編んで作るお正月のハワイアンリース
②ヤーンとストロールで作るモコモコクリスマスリース

小田急フローリストスタッフによる
ナチュラルクリスマスリースレッスン文 化

プロのフローリストと一緒にオリジナルのクリスマスリースを
作って、特別なクリスマスをお迎えください。初めての方でも、わ
かりやすくレクチャーいたします。

■ 日時  12月10日(木） 14：00～15：30
■ 場所  アグリス成城
■ 講師  小田急フローリスト
 アグリス成城店スタッフ
 田島 まゆみ
■ 定員  10名　■ 参加費  3,780円
■ 申込期間  12月8日(火）まで

（イメージ）

イベントコード：0106

イベントコード：1206 イベントコード：①1207 ②1208

イベントコード：1213 イベントコード：①1214 ②0103 ③0108 ④0201 ⑤0301



社交ダンス講座①入門コース ②初中級コース

手軽に楽しめて健康維持にも良い社交ダンスを、安心して始めていただける講座をご用意しました。
美しい音楽とドレスに憧れる大人の教養としての社交ダンス講座です。

ス
ポ ー ツ

■ 申込方法・お問い合わせ　03-5978-6485／エムズダンスアカデミー  小田急ダンス講座係（平日・土曜・祝日12：00～19：00 日曜日・年末年始除く）へTEL

（イメージ）

ス
ポ ー ツ

■ 申込方法・お問い合わせ　
　 03-6804-8805(10:00～18：00 土日祝日除く)へTEL

■ 日時  ①12月2日(水) ②12月9日(水)
 ③12月16日(水) ④12月23日(水・祝)
 各回12：3０～14：00
■ 場所  Ｗａｖｅ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｓｔｙｌｅ 東北沢店
■ 講師  ウェーブストレッチアドバンストレーナー
 並木 雄一郎
■ 定員  各回15名　
■ 参加費  ウェーブストレッチリング付：各回4,300円
 リング持参：各回2,500円
■ 申込期間  各回前日まで

※お預かりした個人情報は、有限会社エムズアットワーク（エムズダンスアカデミー）および小田急電鉄株式会社（小田急ポイントカード）が、講座の受講管理、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。

①入門
コース

全くの未経験者が対象です。ワルツ・
ルンバの基本ステップを踏めるまで
が目標です。

②初中級
コース

ある程度の経験があるものの、基本を
しっかり見直したい方が対象です。パー
ティダンスを踊れるまでが目標です。

■ 時間  各回13：00～14：25
■ 場所  エムズダンスアカデミー巣鴨第2教室
■ 定員  各コース30名
■ 参加費  各コース19,000円 ※会員以外のお客様は24,000円となります
※ まずは、無料の体験講座にご参加ください。
※ 当講座は、ＯＰクレジットカード会員様のための企画ですが、ご応募状況に
　 よっては、会員以外のお客様も同じ教室でレッスンを受ける場合があります。
■ 申込期間  ①1月11日（月・祝）まで  ②1月14日（木）まで

東京大学出身。元統一全日本ファイナリスト。トッププロ競
技選手として活躍する傍ら、主催するエムズダンスアカデ
ミーを首都圏に５店舗展開。日本最高レベルの講師陣を
多数抱える日本最大級のダンススクールに成長させる。
書籍、DVD多数出版。

＜監修＞三輪 嘉広

シルクサスペンション
ス
ポ ー ツ

■ 申込方法・お問い合わせ
 　03-6804-8805(10:00～18：00 土日祝日除く)へTEL

■ 日時  ①12月2日(水) ②12月9日(水)
 ③12月16日(水) ④12月23日(水・祝)
 各回10：30～12：00
■ 場所  Ｗａｖｅ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｓｔｙｌｅ 東北沢店
■ 講師  星 正恒　花木 悟
■ 定員  各回10名　
■ 参加費  各回3,800円　
■ 申込期間  各回前日まで

（イメージ）

（イメージ）

体験講座

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

無料

ジルバ①、ブルース①

ジルバ②、ブルース②

ワルツ①

ワルツ②

ルンバ①

ルンバ②

総復習

総復習、ミニパーティ

12月22日（火）

1月12日（火）

1月26日（火）

2月9日（火）

2月23日（火）

3月8日（火）

3月22日（火）

4月5日（火）

4月19日（火）

体験講座

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

無料

ワルツ①

ワルツ②

ルンバ①

ルンバ②

タンゴ①

タンゴ②

チャチャチャ①

チャチャチャ②

1月8日（金）

1月15日（金）

1月29日（金）

2月12日（金）

2月26日（金）

3月11日（金）

3月25日（金）

4月8日（金）

4月22日（金）

シルクサスペンションとは、ハンモック状のサスペンション器具
を使用し、「身体のバランス感覚」「筋力」「柔軟性」を向上させる
プログラムです。誰でも簡単に体験できます。

ウェーブストレッチリングというオリジナル器具を使用し、人間
本来の身体のしなやかな動きを取り戻すプログラムです。

ウェーブストレッチ
①肩こり解消 ②腰痛改善
③姿勢改善 ④バランス感覚アップ

イベントコード：①1201 ②1204 ③1211 ④1218 イベントコード：①1202 ②1205 ③1212 ④1219

《OPクレジットカード会員様限定》

エムズダンスアカデミー主催イベント「ワールドダイヤモンズ・ダンスフェスティバル」へ特別ご優待
■ 日時  12月13日（日） ドアオープン13：00 ショータイム18：50　■ 場所  グランドプリンスホテル新高輪 飛天の間　■ 定員  10名
■ 価格  イスSA席22,000円→11,000円（特別価格、代引き手数料・送料含む）
※ チケットは代金引換にて発送いたします。  
■ 申込期間  12月5日（土）まで ワールドダイヤモンズイベントの詳細は

イベントコード：1209

イベントコード：①1217 ②0102



その他、小田急トラベルの楽しく“学ぶ”日帰り旅行など、様々なイベントをご用意しております。 小田急ポイントカード

テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」等、メディアに多数
出演している川原田先生を講師に迎え、著書「司
法書士は見た！実録相続トラブル」をもとに相続
についてわかりやすく講演します。

■ 日時  12月17日（木） 13：30～15：00
■ 場所  世田谷 小田急 住まいのプラザ（経堂駅）
■ 講師  司法書士法人おおさか法務事務所
 川原田 慶太
■ 定員  15名　■ 参加費  無料
■ 申込期間  12月8日（火）まで

生活

司法書士は見た！
実録相続トラブル

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

散 策

昼食（イメージ） 鎌倉文学館（イメージ）

■ 日程  1月15日（金）　■ 集合  鎌倉駅 11：00　■ 講師  専門ガイド　■ 定員  30名
■ 参加費  5,300円（拝観料、入館料、食事代込み）（注2）　■ 申込期間  1月6日（水）まで

【江ノ電で楽しむ江の島・鎌倉散策】
第1回「新春！江の島・鎌倉七福神めぐり」

2016年の福を呼ぼう！散 策

（注1）ご案内のみで入店はいたしません。（注2）コース中の江ノ電の交通費は含まれておりません。江ノ電1日乗車券「のりおりくん」（おとな600円）等を別途お求めください。

お申し込みに関するご案内  お申し込み方法は2パターン

2 その他イベントは、各店舗・施設へ直接お電話ください。

お問い合わせ
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）

・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対象です（一部イベント除く）。　・お支払いはOPクレジットカードにて承ります。
（一部イベント除く）　・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。

全ての
イベント
共通のご案内

・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。

その他の
ご案内

お手元に

・OPクレジットカード
・イベントコード4桁
をご用意ください。

ダイヤル「1」
（24時間受付）

小田急まなたび受付ダイヤルへTEL

0570-550-698

1 の表記があるイベントは、〈小田急まなたび受付ダイヤル〉へお電話ください。0570-550-698申込方法

●お支払い方法について　参加費はお申し込みいただいたOPクレジットカードより決済（ショッピング1回払いのみ）いたします。

自動音声で受付いたします。
イベントコード4桁、カード番号、電話番号、
申込人数を入力してください。

鶴岡八幡宮（イメージ）

■ 日程  1月6日（水）　■ 集合  北鎌倉駅 10：00　■ 講師  専門ガイド　■ 定員  30名
■ 参加費  5,700円（拝観料、食事代込み）（注2）　■ 申込期間  12月27日（日）まで

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL ■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

北鎌倉駅→浄智寺→鶴岡八幡宮→宝戒寺→妙隆寺→本覚寺
→日本料理 鯉之助（昼食）→鎌倉駅⇒江ノ電⇒長谷駅→長谷
寺→御霊神社→長谷駅⇒江ノ電⇒江ノ島駅→江島神社（解散
17:00頃）【徒歩移動距離 約6km】

鎌倉駅→中国料理 二楽荘（昼食）[大佛次郎]→イワタ珈琲店 [川
端康成]（注1）→鎌倉駅⇒江ノ電⇒由比ヶ浜駅→鎌倉文学館（入
場）→鎌倉大仏殿高徳院 [与謝野晶子]→長谷駅⇒江ノ電⇒腰越
駅→小動神社 [太宰治]（解散17:00頃）【徒歩移動距離 約2.5km】

【江ノ電で楽しむ江の島・鎌倉散策】
第２回「古都鎌倉 文人のお散歩路めぐり」

専門ガイドと一緒に楽しく文学を学ぼう！

「八海山」で有名な新潟県八海醸造の蔵元を招
き、新酒や限定酒等と地元新潟の食材との食べ
合わせや、日本酒の温度帯による味わいの違い
などを楽しめます。

（イメージ）

■ 日時  1月14日（木） 
18：30～21：30

■ 場所  つづらお代々木上原店
■ 講師  株式会社八海山 大林 一成
■ 定員  20名　■ 参加費  5,000円
■ 申込期間  12月31日（木）まで

■ 申込方法・お問い合わせ　03-6416-8205へTEL

飲 食

【小田急まなたび日本酒会】
新潟県八海醸造 日本酒会

昼食（イメージ）
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