
生活

■日時   ①10月21日（金） 10:00 ～12:00 
②11月26日（土） 13:30 ～15:30

■場所  アグリス成城　
■講師  アグリス成城スタッフ　■定員  各回10名
■申込期間  ①10月20日（木）まで

②11月25日（金）まで
■参加費  ①6,480円  ②4,320円
■申込方法・お問い合わせ　03-3482-0831（9:00~18:00）へTEL

①春咲き球根を使った寄せ植えを作ります。
②プロのフローリストと一緒にリースを作ります。 初心者大歓迎！

文化 イベントコード：①1012 ②1109

アグリス成城 ワークショップ

①寄せ植え講座 ②ナチュラルクリスマスリースレッスン

まなたび日本酒会

八海山・日本酒セミナー
第1部では清酒「八海山」造りから、日本酒の美味しさの秘密、特に麹
や酒母、もろみなどについて詳しく学びます。第2部では日本酒の試飲
と発酵食品の試食をお楽しみいただきます。

飲食 イベントコード：①1103 ②1201 ③0101

■日時   ①11月11日（金） ②12月9日（金） ③2017年 1月13日（金） 11:30 ～13:30
■ 場所  八海山東京営業所（築地）　■講師  株式会社八海山スタッフ　■定員  各回30名
■申込期間  ①11月1日（火）まで ②11月29日（火）まで ③2017年 1月3日（火）まで
■参加費  各回2,800円
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

※今年3月に開催して大好評だった宿泊旅行「八海山の蔵元体験ツアー」を来年も
実施！当セミナー受講者さまのみご参加いただけます。ツアー詳細は12月号にて。

健康 イベントコード：1102

ポッコリおなかでお悩みの方必見！

女性限定 秋のダイエットセミナー in 江の島

■日時  11月7日（月） 10:30 ～15:00
■場所  江の島アイランドスパ　
■講師  管理栄養士  内野 恵子

健康運動指導士 温泉利用指導者  岩渕 航介
■定員  20名　■申込期間  10月27日（木）まで
■参加費  ４,000円
■申込方法・お問い合わせ　0466-29-0686（10:00~18:00）へTEL

食欲の秋でも体形は気になります。管理栄養士による食事のアドバ
イス、ヘルシーランチ、プロのトレーナーと一緒に水中エクササイズを
行います。美しいウェストラインを手に入れましょう。

岩渕 航介

イベントコード：①1101 ②0102

■日時   ①11月3日（木・祝） ②2017年 1月22日（日） 13:00 ～16:00
■場所  ハイアット リージェンシー 東京
■講師  ①美容家  佐伯 チズ  ②作家  あさの あつこ
■定員  各回500名
■申込期間  ①10月23日（日）まで

②2017年 1月12日（木）まで 
■参加費  3,500円
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

第2回のゲストは作家のあさのあつこさん。
代表作「バッテリー」は累計1千万部を超え、10代から親
世代へファンを広げてきました。3人の子育てを終え、時
代小説など次々新ジャンルにも挑んでいます。

朝日新聞「Reライフ」プロジェクト

「きょうもキレイ」スペシャル
朝日新聞のアクティブ世代向けページ「Reライフ」
の人気連載「きょうもキレイ」が連続トークイベン
トになりました。第１回ゲストは美容家の佐伯チズ
さん。60代で起業し、70歳を過ぎて活躍の場を
地方や世界へも広げています。ライフスタイルや
生き方のお話、代名詞となった「ローションパック」
の実演もしていただきます。第2部では、プロが教
える髪の悩みをカバーするヘアアレンジなど、いつ
までもキレイを保つ実用講座も開催。

昭和音楽大学 年の瀬に味わう合唱&オーケストラの名曲 イベントコード：①1202 ②1204

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

新百合ヶ丘の年末を彩る「歓喜の歌」。
一年の締めくくりは「第九」で！

■日時  12月29日（木） 15:00開演
■場所  テアトロ・ジーリオ・ショウワ

（新百合ヶ丘）
■定員  200名　
■申込期間  12月19日（月）まで
■価格   ②S席4,500円→4,050円（特別価格）

テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ

指揮 星出 豊

第九演奏会 ベートーヴェン作曲
合唱付第41回 メサイア ヘンデル作曲

日本語字幕付昭和音楽大学

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

クリスマスに聴く荘厳な音楽のひととき。
「ハレルヤ」の歌声が
大ホールに響き渡ります。

■日時  12月10日（土） 15:00開演
■場所  テアトロ・ジーリオ・ショウワ

（新百合ヶ丘）
■定員  200名　
■申込期間  11月30日（水）まで　
■価格  ①S席2,500円→2,250円（特別価格） 指揮 山舘 冬樹

文化 イベントコード：1008

朝日新聞東京本社見学と築地ランチ

■日時  10月13日（木） 10:40 ～13:30　
■場所  朝日新聞東京本社（都営大江戸線 築地市場駅）
■定員  30名　■申込期間  10月5日（水）まで　
■参加費  2,800円
■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

世界中のニュースが集まる新聞社を、実際に社員が働く現場に入って、新聞作りを間近にご覧
いただく大人の社会科見学。見学後は築地の「すしざんまい」にて”にぎりずし”のご昼食を！

【コース】
9:30 鶴川駅北口改札 集合…▶旧白洲次郎邸「武相荘」入場・見学…▶武相荘内食事処にて白洲家のメニューを
再現した海老カレーの昼食…▶白洲夫妻が愛した散歩道にある花の寺・高蔵寺…▶鶴川駅にて解散（15:00頃解散）

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

散策 イベントコード：1105

■日時   11月17日（木） 9:30 ～15:00　■講師  専門ガイド
■定員  30名　■申込期間  11月7日（月）まで　■参加費  6,800円

白洲次郎と正子が生涯を通して愛した家「武相荘」を訪
ね、2人の愛した鶴川の花景色を歩きます。

小田急沿線散策ツアー

白洲次郎・正子夫婦の世界、「武
ぶあ い そ う

相荘」を訪ねる

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

■日時  ①10月31日（月） ②11月21日（月） 13:30 ～15:00
■場所  小田急不動産住まいのプラザ ①新百合ヶ丘店 ②経堂店（世田谷）
■講師  税理士  相続ハウス 小嶋 由佳　■定員  各回15名
■申込期間  ①10月20日（木）まで ②11月10日（木）まで　■参加費  無料

相続で選択しやすい共有名義。失敗事例を具体的に交えてお話しし
ます。セミナー終了後、個別相談（※）も承ります。

生活 イベントコード：①1025 ②1108 

共有名義不動産の落とし穴
～相続対策編～

（※ 要予約。予約方法は後日送付するご案内状をご覧ください。） ■日時  10月25日（火） 10:00 ～12:00
■場所  朝日新聞東京本社（都営大江戸線 築地市場駅）
■講師  朝日自分史編集長  中村 智志　
■定員  10名（抽選）　■申込期間  10月17日（月）まで
■参加費  無料
■申込方法・お問い合わせ　03-6869-8007（10:00~17:00土日祝を除く）へTEL

「自分史に興味がある、作りたい」という方に。原稿がある方も大歓迎！講演と質疑応
答、朝日自分史の各種サービス内容についてもご説明します。自分史作りの第一歩に！

生活 イベントコード：1020

朝日新聞社メディアラボ

自分史相談会

生活 イベントコード：●●散策 イベントコード：1013

世界に誇る小津監督の映画「秋日和」を、中井貴惠がピアノ演奏にの
せて朗読。お食事とともに秋の鎌倉をお楽しみください。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

【コース】
9:30 JR北鎌倉駅西口改札 集合…▶東慶寺…▶鉢の木 北鎌倉店（新館）にて昼食…▶円
覚寺境内を僧侶による案内…▶14:00 円覚寺にて公演開始※自由席（16:00終演後解散）

■日時  10月22日（土） 9:30 ～16:00　■講師  専門ガイド
■定員  30名　■申込期間  10月12日（水）まで　■参加費  9,300円

鎌倉散策ツアー

第11回鎌倉芸術祭参加～小津安二郎映画を聞く～

健康 イベントコード：1018

『脳は成長し続ける』コツを講演。心身ともに健やか
な人生を送るためのエッセンスが盛りだくさんです。
■日時   10月24日（月） 13:30 ～15:00　
■場所  新宿ＮＳビル（10階）
■講師  円周率記憶１０万桁世界記録保持者  原口 證　
■定員  100名　■申込期間  10月13日（木）まで　
■参加費  1,000円
■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

高齢になっても脳を衰えさせない方法とは
～原口式記憶術～

散策 イベントコード：1009

戦国時代に創建され、北條氏の菩提所として今なお数々の文化財を所蔵する早雲寺を、
ご住職による堂内特別拝観（通常は年１回のみ）。昼食は旧岩崎邸別邸「吉池旅館」で
庭園を眺めながら松花堂膳を。昼食後は温泉での入浴もゆっくりお楽しみいただけます。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

■日時  10月20日（木） 10:40 ～13:30　
■集合  10:40 箱根湯本駅 改札前　
■講師  早雲寺住職  千代田 紹禎　■定員  30名　
■申込期間  10月10日（月・祝）まで　■参加費  4,500円

箱根湯本再発見

早雲寺特別拝観と温泉入浴付ランチ

10th Anniversary

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
「MUSE～Best 12 Harmony～」

音楽 イベントコード：1203

■日時  12月11日（日） 15:00開演　■場所  秦野市文化会館 大ホール
■出演者  高嶋ちさ子  12人のヴァイオリニスト  村松 亜紀（ピアノ）
■定員  90名　■申込期間  11月7日（月）まで
■チケット料金  A席3,000円→2,700円（特別価格）

結成10周年記念に、5年ぶり秦野で公演。観ても、聴い
ても、美しく、楽しいヴァイオリン・アンサンブルは必聴！

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL

8 9

「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」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。　・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。

●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。

ダイヤル「1」
（24時間受付）

お申し込み者さまへ
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

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

申込方法 「学び」メニューP.8～10
掲載

※ 表示画像は、特に断りのない限りイメージです。小田急まなたび 「学び」



トロッコ号 富弘美術館 / 内観

■旅行代金  お一人さま14,800円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①11月2日（水）/小田急線町田駅/小田急トラベル町田旅行センター前 8:30
②11月4日（金）/新宿駅西口/明治安田生命ビル前 9:00

■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回35名さま

【コース】
出発各地＝＝トラットリア・バルボン(非日常の空間でイタリアンのランチ）＝＝
▶桐生駅+++（わたらせ渓谷鐵道トロッコ号）+++神戸駅＝＝▶富弘美術館(学
芸員の案内付で鑑賞/企画展 新刊発行記念原画展(「あの時から空はかわった」）
を開催(予定））＝＝到着各地(新宿駅19:15頃到着/町田駅19:45頃到着）

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：611410□

学芸員の案内付き 穏やかな作品世界に触れる
「富弘美術館」とわたらせ渓谷鐵道「トロッコ号」
“水彩画の穏やかなタッチと心にしみるうた”で人気の詩人・画家の星
野富弘さんの作品を鑑賞していただきます。また、窓ガラスのないオー
プンタイプのトロッコ列車で、わたらせ渓谷の景色をお楽しみください。

■日時  ①10月23日（日）  ②10月30日（日）
各日11:00 ～12:30 / 15:00 ～16:30

■場所  6階 特設会場　■講師  生活の木  生活の木スタッフ
■定員  各回８名　■申込期間  各回前日まで　■参加費  2,700円

■日時   11月21日（月） ①10:30 ～12:30 ②13:30 ～15:30
■場所  ７階 ホビーラホビーレ　
■講師  ホビーラホビーレ 岡本 美智子　■定員  各回6名
■申込期間  11月20日（日）まで　■参加費  3,000円

■申込方法・お問い合わせ　042-720-8708（10:00~18:00）へTEL

初めての方でも簡単に楽しくお作りいただけます。ス
キンケア効果の高い精油を入れた石鹸と、乾燥の時期
におススメのオイルを使用したリップクリームです。

クリスマスに手づくりのグリーティングカードを贈りま
せんか。手づくり初心者の方も専門講師が丁寧にお
教えいたします。

■申込方法・お問い合わせ　042-732-3125へTELまたは店頭にて

小田急百貨店町田店

手づくりで祝うクリスマス！「グリーティングカードレッスン」

文化 イベントコード：①1016 / 1017 ②1023 / 1024 文化 イベントコード：①1106 ②1107

①ワインでよく聞くこの疑問に比較試飲しながら学びます。
②フランス銘醸地ブルゴーニュの魅力について学びます。

■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

■日時   ①10月8日（土） 14:00 ～15:00  ②11月13日（日） 15:00 ～16:00
■場所  9階 バンケットルーム　■講師  エノテカ  ワインエキスパート
■定員  各回20名　■申込期間  各回前日まで　■参加費  3,240円

飲食 イベントコード：①1005 ②1104

小田急百貨店町田店

エノテカワインセミナー《10月・11月》
①「味わいの比較。ワインの重い・軽いって何？」 ②「ブルゴーニュワインセミナー」

小田急百貨店町田店（OSUYA GINZA）

酢ムリエセミナー

飲食 イベントコード：1019

■日時  10月24日（月） 13:30 ～15:00
■場所  9階 バンケットルーム　■講師  酢ムリエ  内堀 光康
■定員  20名　■申込期間  10月23日（日）まで　■参加費  2,160円
■申込方法・お問い合わせ　042-709-3790へTELまたは店頭にて

酢の力、酢の美味しさなど、あまり知られていない酢の
知識や活用法を、味を比べながらお伝えします。

■日時  ①午前コース 11:30 ～13:00  ②午後コース 15:00 ～16:30
10月9日（日） 10月23日（日） 11月12日（土） 3回コース

■場所  9階 バンケットルーム　■講師  ハクビ京都きもの学院 着付け講師
■定員  各回10名　■申込期間  10月8日（土）まで　■参加費  5,400円

「静かに自分と向き合える」「脳を活性化する」という写経。お手本を
なぞりながら美文字を目指して書写を楽しみませんか？
宛名を美しく書くコツもレクチャーします。

■申込方法・お問い合わせ　042-728-4156へTELまたは店頭にて

■日時  10月26日（水） ①11:00 ～12:30 ②14:30 ～16:00
■場所  9階 バンケットルーム　■講師  （株）呉竹スタッフ
■定員  各回20名　■申込期間  10月25日（火）まで
■参加費  2,000円

小田急百貨店町田店

写経を楽しみながら美文字教室
初心者でも、着物が着られるようになる、着付けレッスン。長襦袢、着
物の着方、半巾帯、名古屋帯の結び方まで3回コースで開催。
衣裳レンタル料込み（ただし、下着はご持参ください。）

■申込方法・お問い合わせ　042-720-6140（10:00~18:00）へTELまたは店頭にて

小田急百貨店町田店

〈プロが教える〉３日で着られる着物着付けレッスン

文化 イベントコード：①1006 ②1007 文化 イベントコード：①1021 ②1022

■旅行代金   お一人さま13,900円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間） ①②共通 11月25日（金）/
　①小田急線町田駅/小田急トラベル

町田旅行センター前 9:00
　②新宿駅西口/明治安田生命ビル前 9:30
■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回35名さま
【コース】
出発各地＝＝▶日本料理みしま（季節の和食膳の昼食）＝＝▶いちごの里
（いちごの栽培方など生産者の講義＆シーズン初めのとちおとめ狩り（園内
食べ放題/90分）＝＝▶あしかがフラワーパーク（約350万球のイルミネーショ
ンを鑑賞/60分）＝＝到着各地（新宿駅20:00頃到着/町田駅20:40頃到着）

初摘みいちご“とちおとめ”狩り（講座付き）と
“あしかがフラワーパーク”イルミネーション

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：611412□

生産量日本一の栃木県で、一足早いいちご狩りをお楽しみいただけます。
家庭でも使える美味しいいちごの見極め方など内容盛りだくさん。
また、人気の関東三大イルミネーションの1つもお楽しみください。

とちおとめ（いちご）

小田急百貨店町田店

ウール刺しゅうのブックカバ－レッスン

■日時  10月20日（木） ①10:30 ～12:30 ②13:30 ～15:30
■場所  ７階 ホビーラホビーレ　
■講師  ホビーラホビーレ  吉田 佐知　■定員  各回6名
■申込期間  10月19日（水）まで　■参加費  4,000円

■申込方法・お問い合わせ　042-732-3125へTELまたは店頭にて

温かみのあるウールの糸で刺しゅうをしたブックカバーをつくります。
手づくり初心者の方も専門講師が丁寧にお教えいた
します。

■日時  10月22日（土） ①11:00 ～12:00 ②15:00 ～16:00
■場所  9階 バンケットルーム　
■講師  米･食味鑑定士  秋沢 毬衣　■定員  各回20名
■申込期間  10月21日（金）まで　■参加費  2,000円

飲食 イベントコード：①1014 ②1015

■申込方法・お問い合わせ　042-729-7530へTELまたは店頭にて

玄米・白米・雑穀ごはんの美味しい炊き方のススメと、今話題の新品
種をはじめ、新米の食べ比べをし、ご自身好みのお米
を探していただきます。

小田急百貨店町田店（株式会社山田屋本店 米屋彦太郎）

玄米・白米・雑穀ごはんの美味しい炊き方と利き米の会

文化 イベントコード：①1010 ②1011

小田急百貨店町田店

幸せを運ぶハト型石鹸とリップクリーム作り

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：611411□

歴史と文化を知り尽くす先導師の案内付き 
大山とうふと落語を嗜む 紅葉の大山詣り
毎年多くの観光客が訪れる、神奈川の紅葉の名所“大山”に皆さまを
ご案内いたします。昼食の名物“とうふ料理”はもちろん、先導師のご
案内や落語「大山詣り」など、大山での１日を満喫いただけます。
■旅行代金  お一人さま10,500円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間） 
①11月21日（月） ②11月28日（月）/小田急線「伊勢原駅」改札前 9:45

■最少催行人員 各回24名さま～最大募集人員 各回32名さま

大山寺の紅葉大山ケーブル 落語家 金原亭 馬玉

【コース】
伊勢原駅＝＝市営第一駐車場(▶大山阿夫利神社 三十七代先導師佐藤氏の案内であた
ご滝、良弁滝等の散策/50分）…おゝすみ山荘(大山とうふ料理の昼食）…〈とうふ坂、こ
ま参道〉…大山ケーブル駅+++（▶大山ケーブル）+++阿夫利神社駅…大山阿夫利神
社（▶下社ご参詣/30分）（▶伊勢原出身の落語家“金原亭 馬玉”が語る落語「大山詣り」
/45分）…阿夫利神社駅+++大山寺駅…▶大山寺(参道、境内を彩る深紅の紅葉/60分）
…大山寺駅+++大山ケーブル駅…大山ケーブル駅バス停＝＝伊勢原駅（17:45頃到着）

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。

※ 紅葉の色づき状況に係わらず、催行いたします。

陸から海から！！川崎産業観光ガイド付きで
工場地帯散策&川崎工場夜景クルーズ

日帰りバスツアー（夕食付） コースNo.：612411□

さまざまなプラントに作業用の明かりが灯る川崎臨海部の京浜工業
地帯は「工場夜景」として近年注目されています。ガイド付きで陸地
を散策後、観光船で海から、素晴らしい夜景をお楽しみいただきます。
■旅行代金   お一人さま10,900円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①12月11日（日）/新宿駅西口/
明治安田生命ビル前 14:45

②12月18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 14:30

■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回35名さま 川崎工場夜景

【コース】
出発各地＝＝▶川崎工業地帯（産業観光ガイドの案内で工場地帯を散策/90分）＝＝
横浜ぷかりさん橋～～（▶観光船“ペルソナ号”にて「川崎工場夜景」を海上より観賞
/90分）～～横浜ぷかりさん橋＝＝到着各地（新宿駅22:00頃到着/町田駅21:50頃到着）

大人気ロケ弁付！！“金兵衛”の銀だら西京漬け焼き弁当（お茶付） 

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。
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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.11
掲載

小田急旅の予約センター 03-3379-6199 10:00 ～18:00
(年中無休/年末年始を除く)

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。　●お支払い ： 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。　※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。

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です。

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

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）。　・未就学児の同伴はお控えください。小学生以上は参加費を申し受けます。　・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。　・定員に満たない場合や当日悪天候等により中止または変更と
な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

P10のイベントは、各店舗・施設へ直接お電話ください。2

※ 表示画像は、特に断りのない限りイメージです。

小田急まなたび 「学び」

カリフォルニアワインのワイナリー巡りとナパバレー・ワイントレイン
2017年3月3日出発（6日間）

山梨ヌーボーと“ワインの町”塩尻
2016年11月13日出発（1泊2日） 詳しくは別途パンフレットを

ご請求ください。または
ワインジャーナリスト
葉山 考太郎先生と学ぶ
ワインの旅 発売中！


