
■日時   9月6日（火） 13:30 ～15:00
■場所  ハイアット リージェンシー 東京 宴会場　
■講師  作家  林 真理子　■定員  500名　
■申込期間  8月24日（水）まで　■参加費  3,500円（特別価格）

伝説を訪ねて島内めぐり。夕方からは灯篭のライトアップや影絵を、夕
食には“釜揚げしらす丼”お楽しみいただきます。

■日時   ①9月8日（木） ②9月15日（木）
 10:00 ～11:30

■場所  アグリス成城　
■講師  元東洋大学教授  中川 良隆　
■定員  各回20名　■申込期間  8月28日（日）まで
■参加費  1,800円

■日時   8月14日（日） ①11:00 ～12:00 ②14:30 ～15:30
■場所  新宿西ビルディング　■講師  元五輪代表　
ショートトラック・スピードスケート選手  勅使川原 郁恵

■定員  各回25名　■申込期間  8月9日（火）まで　■参加費  2,000円

【コース】
17:00 集合・夕食（食事処「和菜膳紫陽花坊」（長谷駅）…▶鎌倉文学館…▶甘縄
神明宮…▶御霊神社…▶長谷寺…▶20:00頃自由解散

■日時   8月23日（火） 17:00 ～20:00　■講師  専門ガイド
■定員  30名　■申込期間  8月12日（金）まで　■参加費  5,300円

生活 イベントコード：0902

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

精力的に幅広い分野の作品を発表され、ライフス
タイルも多くの女性の憧れになっている林真理子
先生からお話をいただきます。

■日時  9月16日（金） ①10:00 ～12:00 ②13:30 ～15:30
■場所  江の島サムエル・コッキング苑内「松本館」
■講師  片瀬メンズクラブ　■定員  各回10名　
■申込期間  9月5日（月）まで　■参加費  2,500円

飲食 イベントコード：①0905 ②0906

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

江の島ｄｅ蕎麦打ち体験
マンツーマンでご指導。体験後に指導員が打った手
打ちそばを味わっていただき、ご自分で打ったおそば（約
3人前）をお持ち帰りいただきます。

（イメージ）

職人と一緒に、かまぼこ・ちくわ作りに挑戦。金目鯛の
炙り飯、おでん等の名物昼食をお召し上がりいただき、
完成品をお持ち帰りいただきます。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
（イメージ）

■日時   8月25日（木） 10:00 ～13:00
■場所  鈴廣かまぼこの里（風祭）　■講師  鈴廣講師　
■定員  40名　■申込期間  8月14日（日）まで　
■参加費  3,500円

飲食 イベントコード：0808

鈴廣かまぼこ・ちくわ手作り教室

第58回 鎌倉薪能
音楽 イベントコード：①0410 ②0411文化 イベントコード：①1001 ②1002

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

虫の音・月の光・そよぐ風を感じながら、能は金春流・観世流による
【葵

あおいのうえ

上】、狂言は野村万作（日程②）・萬斎（日程①）師
による【昆

こぶうり

布売】をお楽しみください。先行特別販売です。

金春宗家家蔵 伝 
聖徳太子作 

翁面「白式尉」

■日時   ①10月7日（金） ②10月8日（土） 17:00開演
■場所  鎌倉宮境内（鎌倉市二階堂154）　
■定員  各回50名　
■申込期間  8月26日（金）まで　
■価格  一般価格7,000円→6,500円（特別価格）

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

ライトアップで彩られた長谷の町。この時期限定でライトアップされる
寺院や町並みを夕涼みがてら散策。昼間と違った鎌
倉を専門ガイドの案内でお楽しみください。（夕食付）

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

古代ローマの繁栄の理由を、上下水道、街道・海道といった「道」、そ
して人々が楽しんだ浴場・劇場・闘技場等の世界遺産を通して探ります。

文化 イベントコード：①0901 ②0904

世界遺産から見た古代ローマの繁栄
①道（上下水道・街道・海道）②憩い・娯楽（浴場・劇場・闘技場）

期間限定！ 古都鎌倉 長谷の夕涼みさんぽ

林真理子講演会「私の仕事から」

散策 イベントコード：0807

【コース】
14:30 小田急線片瀬江ノ島駅 集合…▶青銅の鳥居…▶江島神社辺津宮…▶泰安
殿…▶江島神社中津宮…▶江島神社奥津宮…▶稚児ヶ淵…▶岩屋…▶夕食（釜
揚げしらす丼）…▶サムエルコッキング苑（19:30頃解散）

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

（イメージ）

■日時   8月27日（土） 14:30 ～19:30　■講師  専門ガイド
■定員  30名　■申込期間  8月17日（水）まで　■参加費  5,500円

『五頭龍と天女伝説・宗像三女の謎に迫る』
江の島伝説を探りてくてく散歩

散策 イベントコード：0810

始めるキッカケがなかったという方に。もう少しやりたいと感じられれば、
豊富な講師陣がいる入門講座をご紹介します。

■日時   ①8月30日（火） 13:00 ～14:25  
②8月31日 （水） 18:30 ～19:55

■場所  エムズダンスアカデミー巣鴨第2教室
■定員  20名　■申込期間  8月29日（月）まで　■参加費  無料

■申込方法・お問い合わせ　03-5978-6485（12:00~19:00日除く）へTEL

講座監修 :
三輪 嘉広・知子

元オリンピック選手で、“健康なからだ”をキーワードに数々の資格をもつ勅使川
原さん。日常生活に役立つ「食と運動」をテーマにしたライフ
スタイルについてお話しいただきます。（オリジナルジュース付）

■申込方法 03-5325-2329（10:00~19:00）へTEL

健康 イベントコード：①0805 ②0806

小田急百貨店新宿店

勅使川原 郁恵の健康セミナー

①皮膚常在菌と美肌②腸内細菌と健康という2つのテーマについてブラック
ペイントでのお手入れ方法を交えながらお話しいたします。

■日時   8月27日（土） ①11:00 ～12:00 ②15:00 ～16:00
■場所  小田急百貨店町田店6階 特設会場
■講師  ブラックペイントカウンセラー　■定員  各回15名
■申込期間  8月26日（金）まで　■参加費  500円

■申込方法・お問い合わせ　042-785-5281（10:00~18:00）へTEL

（イメージ）

文化 イベントコード：①0809 ②0811

小田急百貨店町田店

秋のビューティセミナー

スポーツ イベントコード：①0813 ②0814

エムズ・ダンスアカデミー提携講座 

社交ダンス入門講座 無料体験会

女性限定 ランチョンセミナー＆えのすぱ健康法

■日時   8月29日（月） 12:00 ～15:30　
■場所  江の島アイランドスパ　
■講師  江の島弁天クリニック院長  松村 浩道
健康運動指導士温泉利用指導者  岩渕 航介　■定員  40名

■申込期間  8月18日（木）まで　■参加費  5,500円
■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

肥満の遺伝子タイプに合わせ、自分に適した食
事や運動方法を、臨床ゲノム医療学会認定医が
ご提案。水中運動プログラムも行います。

スパ（イメージ）松村 浩道

健康 イベントコード：0812

鬼才ガンディー二が演出。若き歌手たちによるモー
ツァルトの軽快洒脱な喜劇オペラの醍醐味を！

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
（イメージ）

■日時  ①10月8日（土） ②10月9日（日） 14:00開演
■場所  テアトロ・ジーリオ・ショウワ （新百合ヶ丘）　
■定員  各回50名　■申込期間  9月28日（水）まで
■価格  S席 4,800円→4,300円（特別価格）

音楽 イベントコード：①1003 ②1004

昭和音楽大学オペラ公演2016

「コジ・ファン・トゥッテ」
藤原歌劇団では14年ぶりの上演。ロミオとジュリ
エット物語の悲恋オペラを、「芸術の秋」にぜひ。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
鳥木 弥生向野 由美子

■日時   ①9月10日（土） ②9月11日（日） 14:00開演
■場所  新国立劇場オペラパレス（初台駅）　
■定員  各回50名　■申込期間  8月31日（水）まで
■価格  Ｂ席 9,800円→9,000円（特別価格）

音楽 イベントコード：①0907 ②0903

藤原歌劇団公演 オペラ

「カプレーティ家とモンテッキ家」

■日時   8月6日（土） 15:00 ～16:00
■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  店長 齋藤 裕介　
■定員  20名　■申込期間  8月5日（金）まで　
■参加費  3,240円

飲食 イベントコード：0804

■申込方法・お問い合わせ　042-710-5621（10:00~20:00）へTELまたは店頭にて

シャンパーニュとスパークリングワインの違いについて
のワインセミナーです。夏にピッタリのスパークリング
ワインをテイスティングいただけます。

（イメージ）

小田急百貨店町田店

ワインセミナー 「シャンパーニュとスパークリングワインについて」

（イメージ）

教室の詳細はWEBをご覧ください。 エムズダンス 検索
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申込方法 「学び」メニュー

「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。

小田急まなたび 「学び」

「小田急まなたび」は
隔月企画で

情報を掲載しております。

詳しくは9ページをご覧ください。「学び」メニュー　申込方法

その他の
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。　・ダイヤル回線をご利用の方は、番号の前に「＊」コメや「＃」シャープを押すなど、プッシュ信号に変えてから
番号を押してください。　・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。その場合は、その旨を通知いたします。　・大学や企業など、「小田急まなたび」が提携する団体が主催するイベントの場合は、ご入力いただく
電話番号、およびOPクレジットカードのご登録情報を、主催団体と共有させていただく場合がございます。この情報は、イベント運営管理のためにのみ使用させていただきます。

全ての
イベント

共通のご案内

・イベントのご参加はOPクレジットカード会員および同行のお客さまのみ対象です（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。

●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。

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」（9:00 ～18:00）※土日祝日・年末年始除く

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。

ダイヤル「1」
（24時間受付）

ご参加いただくお申し込み代表者さまへ
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。

小田急まなたび受付ダイヤルへTEL

0570-550-698

その他のイベントは、各店舗・施設へ直接お電話ください。

申込方法 0570-550-698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。1

2
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東海大学提携講座 日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：608410□ 日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：610412□

神奈川県/ポーラ美術館と成川美術館 人気の美術館を
学芸員（またはスタッフ）の案内付でゆっくり鑑賞

葉山考太郎先生と学ぶワインの旅
《第1回》山梨でワインに親しむ1日

【コース】
小田原駅＝＝▶ポーラ美術館(講堂にて学芸員による説明後、各自鑑賞/
展覧会「ルソー、フジタ、写真家アジェのパリ―境界線への視線」（予定）
/120分）＝＝小田急箱根ハイランドホテル(オリジナルフランス料理「フレ
ンチジャポネ」のランチ）＝＝▶箱根随一の眺望、成川美術館(スタッフの
案内付で鑑賞/展覧会「山本 丘人と掘 文子」「小笠原 元展」「珠玉の名品
展」(予定）/90分）＝＝小田原鈴廣(お買物）＝＝小田原駅（17:10到着）

【コース】
新宿駅＝＝▶洗濯研究所フジドライ工場（シフォンクリーニングに使う石けんや天然
のり、ワイシャツのプレスや職人技のしみ抜きなどを見学/120分）＝＝石の蔵（大谷石
で出来た幻想的なレストランで約20種のビュッフェ）＝＝▶カルビー清原工場（かっ
ぱえびせんとフルーツグラノーラの製造工程を見学/120分）＝＝新宿駅(18:00到着）

カルビー清原工場（イメージ） フジドライ工場（イメージ）

東海大学提携講座 日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：608410□ 日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：6104120

東海大学に勤務されながら、ワインに関する本の執筆や講演を初
心者にも優しい言葉で、数多く行われている葉山考太郎先生の案内
で初心者向けのワインテイスティングをお楽しみいただきます。また、
山梨屈指の葡萄栽培家池川氏の案内で収穫前のワイン用ブドウ畑
の見学もご用意しております。

【コース】
出発地＝＝▶葡萄畑（池川氏のワイン用ブドウ畑見学＆試食/40分）＝＝レス
トラン＆パティスリー ボンマルシェ（ランチコース・グラスワイン1杯付き）＝＝
▶シャトー酒折ワイナリー（工場見学・葉山考太郎先生の初心者向けワイテイ
スティング講座/100分）＝＝到着各地（18:00到着）

軍港クルーズ（イメージ） 夕食（イメージ）

人気の箱根美術館巡りに皆さまをご案内いたします。美術館では学
芸員（またはスタッフ）の案内付きで、西洋近代絵画（ポーラ美術館）
と現代日本画（成川美術館）の鑑賞をお楽しみください。

昼食（イメージ） 成川美術館（内観/イメージ）

■旅行代金   お一人さま10,800円（大人・子供同額 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）   ①10月23日（日）②10月28日（金）/
　小田急線「小田原駅」改札前 8:45
■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回35名さま

■旅行代金  お一人さま13,800円（大人・子供同額 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①9月3日（土）、12月4日（日）/
　　新宿駅西口/明治安田生命ビル前 7:45
　②9月4日（日）、12月3日（土）/
　　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 各回15名さま～最大募集人員 各回35名さま
※ ご参加は７歳～74歳の健脚なお客さまとさせていただきます。お申し込みの際は参加者全員の【フ
ルネーム（漢字）・生年月日・住所・電話番号・職業】が必要となります。 ※ お申し込みの際は別途お
渡しする〈海上自衛隊横須賀基地見学について〉書面を必ずご確認ください。※ 基地業務の都合によ
り、ツアーを中止させていただく場合がございます。

日帰りバスツアー（昼食・夕食付） コースNo.：612410□

神奈川県/自衛官の案内付
“海上自衛隊横須賀基地”見学と軍港クルーズ
個人ではなかなかご覧いただくことのできない“海上自衛隊横須賀基地”
を自衛官の案内で見学いたします。基地見学の後は日本で唯一の
軍港クルーズや、佐島の地魚舟盛り料理をお楽しみいただく、毎回
大人気コースです。

■旅行代金  お一人さま12,800円（大人・子供同額 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）
10月19日（水）/新宿駅西口/明治安田生命ビル前 7:30

■最少催行人員 15名さま～最大募集人員 30名さま
※ 当日はスリッパと靴を入れるビニール袋をご持参ください。安全の都合上、未就学児はご参加いた
だけませんのでご了承ください。

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：6104110

栃木県/大人気！カルビー清原工場と
フジドライクリーニング工場見学
ご要望の多い工場見学ツアーをご案内！！今回はカルビー清原工場で、
大人気のかっぱえびせんとフルーツグラノーラの製造工程を見学いた
だきます。さらに奥さま必見、洋服のクリーニング工場では汚れ落と
しのポイントなどを係員がご案内いたします。

【コース】
出発各地＝＝▶海上自衛隊横須賀基地（自衛官の案内付きで見学/90分）＝＝横須
賀市内（海軍カレーの昼食）＝＝▶YOKOSUKA軍港めぐり（軍港クルーズ/45分）
＝＝▶記念艦「三笠」（見学）…よこすかポートマーケット（お買物）/地魚料理な
ぶら（16:30 ～早目の夕食、新鮮な地魚の舟盛り膳）＝＝到着各地（18:00到着）

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：610410□

神奈川県/歴史遺産が残る無人島“猿島”と
自衛官の案内付“陸上自衛隊久里浜駐屯地”見学
今回のご旅行では普段なかなか入ることができない“陸上自衛隊久里
浜駐屯地”を自衛官の案内付きでご見学いただきます。また、軍の要
塞としても利用された東京湾唯一の無人島“猿島”を専門ガイドの案
内付きで散策。佐島漁師の直営店での舟盛り付きのご昼食もお楽し
みください。

■旅行代金   
　お一人さま13,800円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①10月11日（火）/
　　新宿駅西口/明治安田生命ビル前 7:50
　②10月13日（木）/
　　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 各回15名さま～最大募集人員 各回35名さま
※ ご参加は７歳～74歳の健脚なお客さまとさせていただきます。 ※ お申し込みの際は参加者全員
のフルネーム（漢字）・生年月日・住所・電話番号・職業が必要となります。 ※ お申し込みの際は別途
お渡しする〈陸上自衛隊久里浜駐屯地見学について〉の書面を必ずご確認ください。 ※ 基地業務の
都合により、ツアーを中止させていただく場合がございます。

猿島（イメージ）

■旅行代金   
　お一人さま18,000円（大人 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①9月11日（日）/
　箱根ガラスの森美術館内
　ヴェネチアン・グラス美術館入口 15:00
■最少催行人員 20名さま～
最大募集人員 60名さま
※ “まなたび”のお客さまには「オリジナルガラスグッズ」プレゼント 
※ ご参加は中学生以上のお客さまに限らせていただきます。 ※ 本
ツアーは他のお客さまとご一緒にて運行させていただきます。 イタリアンディナー（イメージ）

箱根ガラスの森美術館館長 岩田 正崔

【コース】
箱根ガラスの森美術館内ヴェネチアン・グラス美術館入口…ヴェネチアン・
グラス美術館（岩田正崔館長による作品の解説、コンサート鑑賞）…レスト
ラン「ラ・カンツォーネ」(館長の特別講演「ヴェネチアン・グラスの世界と
魅力」/60分）…特別貸切:イタリアンディナーと本場イタリア人歌手による
カンツォーネコンサート鑑賞（20:00頃終了予定）
※ 新宿駅発着のロマンスカーセットプランもございますので、ご希望のお客さまは受付係員にお申し出く
ださい（旅行代金お一人さま21,350円）。

特別講演「箱根ガラスの森美術館館長が紹介する
ヴェネチアン・グラスの世界と魅力 音楽とディナーの夕べ」
小田急トラベル創立40周年記念特別企画、人気の「箱根ガラスの森
美術館」にて、普段なかなか体験することができないさまざまなイベ
ントをご用意！ヴェネチアン・グラスの世界、イタリアの魅力に触れて
いただきます。

■旅行代金   
　お一人さま7,500円（大人・子供同額 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　9月14日（水）、9月24日（土）/
　東京メトロ半蔵門線・銀座線
　「三越前駅」B6地上出口 9:30
■最少催行人員 各回30名さま～最大募集人員 各回44名さま

【コース】
出発地…▶5大運河探検クルーズ（約90分）…（徒歩）…豊年萬福にてご昼
食（昼食後解散/12:30頃）

扇橋閘門（イメージ）

東京5大運河探検クルーズ～日本橋室町
｢豊年萬福｣でご昼食
貸切の船からパナマ運河のように水位を調整する水門・扇橋閘

こうもん

門、
また水上から東京スカイツリー®が綺麗にご覧いただける大横川な
ど5つの川を約90分ガイド付きでクルージング。

日帰り現地集合ツアー（昼食付） コースNo.：6094100

日帰り現地集合ツアー（ディナー付） コースNo.：K56100□-AA

【コース】
出発地…（徒歩）…▶国会議事堂・衆議院本館（60分）…▶憲政記念館（40分）…
霞が関ビル35階「けやき」 フレンチランチ（昼食後解散/平日14:00・土曜日13:30頃）

■旅行代金   お一人さま5,500円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）  
　 ①8月27日（土）②8月30日（火）/
　東京メトロ各線「国会議事堂前駅」地上1番出口 10:00
■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回30名さま
※ 徒歩移動距離約1.5㎞（施設内を除く） ※ 添乗員は同行いたしませ
んが、専門ガイドがご案内いたします。 ※ お申し込みの際は参加者
全員の「フルネーム（漢字）・生年月日・電話番号」が必要となります。
お申し込みは出発日の1週間前までとなります。 国会議事堂（外観 /イメージ）

大好評！！国会議事堂・衆議院見学と
霞が関ビル35階での絶景フレンチランチ
TV等でおなじみの衆議院本館内部をご見学。「国会議事堂」や新名
所の「虎の門ヒルズ」が見える霞が関ビルでのランチもお楽しみ。

日帰り現地集合ツアー（昼食付） コースNo.：6084110

【コース】
出発各地＝＝▶陸上自衛隊久里浜駐屯地/通信学校（案内付きで学校本部・
校内・歴史資料館・厚生センター等見学/60分）＝＝佐島漁師直営店「なぶら」
（新鮮地魚舟盛りの昼食）…▶記念艦「三笠」（見学）…▶三笠桟橋～～猿島（案
内人付で歴史遺産を巡る）～～三笠桟橋…よこすかポートマーケット（横須賀
のお土産のお買物）＝＝到着各地（新宿駅18:00到着/町田駅18:20到着）

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。

■旅行代金  お一人さま17,900円 （大人 /税込）
　〈OPクレジットカード会員さま価格 16,900円（大人 /税込）〉
■出発日/集合（場所・時間）
　①8月26日（金）/新宿駅西口/明治安田生命ビル前 8:20
　②8月28日（日）/小田急線「町田駅」/小田急トラベル町田旅行センター前 8:40
■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回32名さま
※ ワインのテイスティングがござい
ますので、集合場所までは公共交
通機関をご利用ください。未成年
者はご参加いただけませんのでご
了承ください。バス車内での飲酒
はお控えください。 ※ 本ツアーは
他のお客さまとご一緒にて運行さ
せていただきます。 ワイン（イメージ）

ワインジャーナリスト 
葉山 考太郎

1 0 11詳しくは11ページをご覧ください。「旅」メニューに関するお問い合わせ・資料請求

小田急まなたび 「旅」 日帰りバスツアー   / 

に関するお問い合わせ・資料請求は「旅」メニューP.10～11
掲載

日帰り現地集合ツアー

小田急旅の予約センター 03-3379-6199 10:00 ～18:00
(年中無休)

株式会社 小田急トラベル旅行企画・実施

●申込資格 ： OPクレジットカード会員および同行のお客さま（但し、別途記載のコースを除く）　●お支払い ： 会員および同行のお客さまはOPクレジットカードにて承ります。　
●お申し込みは大人1名さまより承ります。　※日帰り現地集合ツアーは全コース歴史ガイドまたは案内人付き（添乗員は同行いたしません。）、日帰りバスツアーは全コース添乗
員が同行いたします。　※このご案内は旅行の告知を行うものであり、お申し込みを承るものではありません。　※お申し込みの際は別途お渡しするパンフレットおよび旅行条件
を説明した書面をご確認ください。　※掲載のコース、所要時間、食事内容等は一部変更となる場合がございます。　※▶は入場観光、▶は下車観光となります。　※掲載のコー
スは既に発売中のものを含み、お問い合わせいただいた際に満席または中止になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。　※子供は4才～小学生となります。

小田急まなたび「旅」メニューは、“学（まな）ぶ”をコンセプトに“旅（たび）”をする、OPクレジッ トカード会員さま限定企画（“葉山考太郎先生と学ぶワインの旅”  “特別講演「箱根ガラスの森美術館」”コースを除く）です。皆さまもぜひ、学んで旅するツアーを体感しにいらしてください！


