
音楽 申込期間  12月19日（月）まで

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1204

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
■価格  S席4,500円→4,050円（特別価格） 指揮 星出 豊

テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ 第九演奏会 ベートーヴェン作曲

合唱付

■日時  ①12月11日（日）  ②12月18日（日）
　各日11:00 ～12:30 / 15:00 ～16:30

■場所  6階 特設会場　■講師  生活の木スタッフ
■定員  各回8名　■参加費  2,500円
■申込方法・お問い合わせ　042-720-8708（10:00~18:00）へTEL または店頭にて
　 イベントコード ①1206 / 1207 ②1208 / 1209

ケーキのような石けんと、発泡して香るバスボム（入浴剤）を作ります。
グレープフルーツのエッシェンシャルオイル（3ml）もお土産に！

小田急百貨店町田店 

聖夜を彩るクリスマスケーキソープとバスボム作り

文化 申込期間  各回前日まで

始めるきっかけが無かったという方にオススメの、社交ダンス無料体験会。
ゼロから始めてワルツ・ルンバの基本ステップを踏めるまでを目指します！
■日時   ①12月20日（火） 13:00 ～14:25

②12月21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   各回20名
■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
　 イベントコード ①1210 ②1211

講座監修 : 三輪 嘉広・知子

スポーツ 申込期間  12月19日（月）まで

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

■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
　 イベントコード ①1205 ② 0105

■日時  ①12月11日（日） 13:00 ～14:00
②2017年 1月15日（日） 15:00 ～16:00

■場所  9階 バンケットルーム　■講師  ワインショップ  エノテカスタッフ
■定員  各回20名　■参加費  ①5,400円  ②4,320円

①今年も頑張った自分のご褒美に！ワンランク上のワインをご案内いたします。
②異なるグラスでの飲み比べを学ぶワインセミナーです。グラスプレゼント付き。

飲食 申込期間  各回前日まで

小田急百貨店町田店

エノテカワインセミナー
①プレミアワインを堪能 ②ワイングラスセミナー

生活 イベントコード：●●散策 申込期間  12月19日（月）まで

新春の鎌倉を「七福神」をテーマにご案内。ご昼食は
井上蒲鉾店直営「茶寮いの上」にてご用意。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0103 ② 0104

【コース】
9:40 JR北鎌倉駅 集合…▶浄智寺…▶鶴岡八幡宮（旗上弁財天）…▶宝戒寺…▶妙隆寺…▶茶寮い
の上（昼食）…▶本覚寺…▶御霊神社…▶ 16:00頃長谷寺到着後解散【徒歩移動距離約6km】

■日時   ①2017年 1月6日（金） ②1月11日（水） 9:40 ～16:00　■ 講師  専門ガイド
■定員  各回30名　■参加費  5,900円（拝観料、ガイド、食事代込）

2017年の幕明けは、福を呼ぶ鎌倉七福神へ！

新春開運祈願！ 古都・鎌倉七福神めぐり

■日時  ①2017年 2月3日（金） 18:30開演  ②2月4日（土） 14:00開演
■場所  東京文化会館大ホール（上野駅）　■演出  岩田 達宗 他
■定員  各回30名　■チケット料金  Ａ席12,800円→10,800円（特別価格）

若手ナンバーワン指揮者・山田和樹が、妖艶なタイトルロール
を迎えた「カルメン」でオペラ指揮者デビュー。ぜひご来場を。

音楽 申込期間  2017年 1月23日（月）まで

藤原歌劇団公演 ビゼー作曲（字幕付きフランス語上演）

オペラ「カルメン」

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0203 ② 0204

健康 申込期間  2017年 1月10日（火）まで

■申込方法・お問い合わせ　0466-29-0686（11:00~18:00）へTEL
　 イベントコード 0107

五輪3大会連続出場のテッシーから身体にやさしいウォーキングを学びなが
ら湘南海岸を散歩。ヘルシーランチの後は、水中セラピーで身体をケアします。
■日時   2017年 1月16日（月） 11:00 ～17:00
■場所  江の島アイランドスパ
■講師  ノルディックウォーキング  特別ゲスト講師  勅使川原 郁恵

水中セラピー講師  岩渕 航介
■定員  30名　■参加費  7,500円

江の島を満喫、心身リフレッシュ！

ノルディックウォーキングセミナー

勅使川原 郁恵 岩渕 航介

■日時   2017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  作家  あさの あつこ  スタイリスト  石田 純子
■定員  500名　■参加費  3,500円（特別価格）
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0102

◆ 1部 あさのあつこさん、女性たちに応援トーク

代表作「バッテリー」は累計1,000万部を超え、ファ
ン層も10代から親世代へと拡大。児童文学だけ
でなく時代小説などの新ジャンルにも挑んできま
した。トークショーでは、いつまでも輝いていたい
と願う女性たちを応援するメッセージを贈ります。

◆ 2部 石田純子さんが伝える「大人のオンナの着こなし術」

女優やアナウンサーも数多く担当する人気スタイリ
ストです。モデルに服を着せながら、その人に合っ
た服の着こなしや選び方を教えます。一般女性向
けのスタイリング講座は人気で、「アクセサリー1つ
変えただけで、雰囲気がガラリと変わった」などと
好評です。

生活 申込期間  2017年１月12日（木）まで

朝日新聞「Reライフ」プロジェクト

「きょうもキレイ・スペシャルトーク」
朝日新聞月曜朝刊の人気連載と連動した、連続トークイベントの2回目
を開催。2部構成で、内面と外面の両方から「キレイ」になれます。

あさの あつこ

石田 純子

■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 2168

胃腸機能を改善して食欲不振や下痢、便秘などを取り去ることに優れ
る漢方。疲れやすい・腰痛などの改善について解説します。
■日時   2017年 1月26日（木）15:00～16:30　■ 場所  ユニコムプラザさがみはら（相模大野駅）
■講師  東海大学医学部専門診療学系漢方医学准教授  新井 信
■定員  50名　■参加費  1,800円（特別価格）

漢方講座Ⅵ
胃腸虚弱は万病のもと-胃腸をよくすると元気が出る-

東海大学提携講座 健康 申込期間  2017年 1月16日（月）まで

■日時  2017年 2月6日（月）
　　　  ①15:00 ～16:30  ②18:30 ～20:00
■場所  新百合21ホール(新百合ヶ丘駅北口）
■出演者  ピアノ  木住野 佳子   ベース  早川 哲也

ドラム  藤井 学   ワイン評論家  葉山 考太郎
■定員  各回200名
■参加費  4,800円（ワイン・プチオードブル含む）（特別価格）
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0205 ② 0206

木住野佳子×葉山考太郎トーク&ライブ

ワインとジャズの日々

音楽 申込期間  2017年 1月26日（木）まで

木住野 佳子

曲目：酒とバラの日 、々おいしい水
As Time Goes By 等

ワイン漫画「神の雫」の巻末コラムの連載でも知られる異色のワイン
評論家・葉山考太郎氏が厳選した「世界最高の安旨ワイン」と、同氏が
「銀河系で最も洗練されたピアノトリオ」と評する木住野佳子トリオとの
1日限りのマリアージュ。映画の記憶に残るスタンダード。気取らずに
コップを片手にワインとジャズに浸る、大人のための粋なひとときを。 葉山 考太郎

「くるみ割り人形」全2幕
文化 申込期間  12月13日（火）まで

■日時  ①②12月23日（金・祝）  ③④12月25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40名
■チケット料金  ①③S席9,500円→8,500円（特別価格）

②④S席子ども6,000円→5,400円（特別価格）
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「2」へTEL（9:00~18:00 土日祝除く）
　 イベントコード ①1212 ②1213 ③1214 ④1215

家族愛あふれるオリジナルの物語と、イギリスのデザイ
ナーによる舞台美術が、鮮やかに展開するクリスマスの
人気公演です。ぜひご家族お揃いの素敵なひとときを。

スターダンサーズ・
バレエ団

 © Takeshi Shioya〈A.I Co.,Ltd.〉 © Takeshi Shioya〈A.I Co.,Ltd.〉

音楽 申込期間  12月19日（月）まで

秦野市文化会館

東儀秀樹×塩谷哲～光り降る音

■日時  2017年 1月15日（日） 15:00開演
■場所  秦野市文化会館小ホール
■出演者  東儀 秀樹（雅楽）  塩谷 哲（ピアノ）　■定員  30名
■チケット料金  3,500円→3,150円（特別価格）

雅楽をモダンに、至極の音色で奏でる東儀秀樹。ジャズからクラシック
まで変幻自在のピアニスト塩谷哲。二人が創り出す、多様なジャンルの
美しい音楽空間に酔いしれてください。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0106

東儀 秀樹 塩谷 哲
 © Ayako Yamamoto © Ayako Yamamoto

■日時   2017年 2月2日（木） 12:45 ～20:45　■定員  40名　■参加費  9,980円（お土産付き）

■申込方法・お問い合わせ　0460-83-6325（10:00~17:00）へTEL
　 イベントコード 0202

「丹沢山」日本酒講座と
箱根海賊船から観る節分祭奉祝花火
平成の大改修を終えた小田原城、箱根神社特別昇殿参拝、「丹沢山」で
有名な川西屋酒造店日本酒講座と海賊船上から節分祭奉祝花火をお楽
しみいただきます。

散策 申込期間  2017年 1月25日（水）まで

※ お申し込みの際は別途送付する旅行条件を説明した書面をご確認ください。

【コース】
12:45 小田原駅 出発…▶小田原城址散策…▶箱根神社（特別昇殿参拝）…▶日本酒
講座・夕食…▶芦ノ湖節分祭奉祝花火を海賊船から観覧…▶小田原駅（20:45頃解散）
旅行企画・実施  箱根観光船株式会社
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「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。

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「学び」メニュー　お問い合わせ

※ 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」

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

申込方法「学び」メニュー

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。　・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。

その他のイベントは、各店舗・施設へ直接お電話ください。2

●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）

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

申込方法 0570-550-698ダイヤル「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。1

・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。　・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。

その他の
ご案内

P.8～9
掲載



■旅行代金   お一人さま6,300円（大人・子供同額、昼食付/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①2017年 1月6日（金）、②1月7日（土）/
　東武スカイツリーライン「堀切駅」西口 10:00
■最少催行人員 各回20名さま～最大募集人員 各回30名さま
※ 徒歩移動距離約5km（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(ガイドレシーバー付き）します。

【コース】
堀切駅…（徒歩）…【隅田川七福神めぐり】▶多聞寺…▶白髭神社…▶向島百
花園…▶長命寺（桜餅を賞味）…▶弘福寺…▶三囲神社…向島（昼食）…▶隅
田川ミニクルーズ（浅草二天門～両国/10分）…両国駅（解散/15:30頃到着）

※ ご朱印や土鈴の授与はございませんのであらかじめご了承ください。

新春！ 隅田川七福神めぐり

日帰り現地集合ツアー（昼食付） コースNo.：6014111

ご利益いっぱい？の江戸時代から続き、七福神巡りの元祖とも言われ
る隅田川七福神巡りで年始めをお楽しみください。隅田川プチクルー
ズ付きです。

隅田川舟下り

【コース】
桜田門駅… （徒歩） …▶法務省旧本館/40分…農林水産省職員食堂（昼食）
＝＜タクシー＞＝▶貨幣博物館/40分…▶東京証券取引所/50分（見学後
解散/15:30頃到着）

■旅行代金   お一人さま6,300円（大人・子供同額、昼食付/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①2017年 2月17日（金）、②2月24日（金）/
　東京メトロ有楽町線「桜田門駅」
　地上3番出口 10:00
■最少催行人員 各回20名さま～最大募集人員 各回30名さま
※ 徒歩移動距離約1km（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します。

東京３大社会科見学散策ツアー
（農林水産省でのランチ付き）
「法務省」「貨幣博物館」「東京証券取引所」をご見学いただく都内の
社会科見学の旅。農林水産省の職員食堂でのランチ付きです。

日帰り現地集合ツアー（昼食付） コースNo.：6024111

東証アローズ

■旅行代金  お一人さま12,900円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①2017年 2月17日（金）/小田急線「町田駅」/
小田急トラベル町田旅行センター前 8:15

②2017年 2月24日（金）/新宿駅西口/
明治安田生命ビル横 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
まつだ桜まつり

テレビでお馴染みの園芸研究家“矢澤秀成先生”のご
案内で、先生が監修をされている秩父宮記念公園をご
案内。春本番を迎える前にガーデニングのコツをレク
チャーしていただきます。また実際にパンジーとビオ
ラを使った寄せ植えを体験していただきます。まつだ
の桜まつりと併せて春を先取りしていただくコースです。

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：602410□

テレビでお馴染みの園芸研究家“矢澤秀成先生”による
案内で散策/秩父宮記念公園と寄せ植え講座

【コース】
出発各地＝＝▶まつだ桜まつり（約250本の河津桜を鑑賞）＝＝ふくふく（女性に大人気「ふくふく寿
司御膳」の昼食＝＝▶秩父宮記念公園（矢澤秀成先生の案内で園内を散策。パンジーとビオラの
寄せ植え講座）＝＝▶えびせんべいの里（お買物）＝＝到着各地（町田駅17:30/新宿駅18:10頃到着）矢澤 秀成先生

添乗員同行

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”を自衛官のご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。

日帰りバスツアー（昼食・夕食付） コースNo.：603410□

神奈川県/自衛官の案内付き
“海上自衛隊横須賀基地”見学と軍港クルーズ

夕食軍港クルーズ

【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）＝＝横須賀セントラ
ルホテル（海軍カレーの昼食）＝＝▶ YOKOSUKA軍港めぐり（軍港クルーズ/45分）＝＝▶三笠
公園（記念艦三笠等自由見学）…（徒歩）…よこすかポートマーケット（お買物）/さじま屋  地魚
料理なぶら（佐島の新鮮な地魚の早目の夕食  全員舟盛り付き）＝＝到着各地（18:50頃到着）

■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）
　①2017年 1月28日（土）、3月12日（日）/新宿駅西口/明治安田生命ビル前 7：45
　②2017年 1月29日（日）、3月11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。

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。 添乗員同行

八海山

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。

本ツアーへのご参加は右記の“八海山・日本酒セミ
ナー ”受講のお客さま（および同行者）に限らせて
いただきます。
■旅行代金  お一人さま（大人 /税込）
　4名さま一室30,800円  3名さま一室32,800円
　2名さま一室34,800円  朝1、昼2、夕1回付き
■出発日/集合（場所・時間）
　2017年 3月10日(金）/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
■最少催行人員 15名さま～最大募集人員 30名さま

酒
さかしょう

匠と訪ねる 八海山の蔵元体感ツアー
普段ご覧いただくことができない酒蔵の見学も！

宿泊バスツアー（1泊2日） コースNo.：6034201

2日目  ホテル＝＝▶魚沼の里【八海山の係員の案内で八海山の魅力体感ツアー
/330分】八海山雪室…社員食堂でご昼食…八蔵資料館…さとや（八海山を使用した
お菓子屋）…八海醸造第二浩和館…深沢原焼酎蔵＝＝町田駅（19:20頃到着）

株式会社小田急レストランシステム
小池氏（酒匠認定 278）

蔵内部

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。
■日時   ①12月9日（金）  ②2017年 1月13日（金）  ③2月2日（木） 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  各日30名　■参加費  各日2,800円
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①1201 ② 0101 ③ 0201

八海山・日本酒セミナーまなたび
日本酒会

①12月4日（日）まで  ②2017年 1月3日（火）まで
③1月22日（日）まで

学びの後は旅へ！ 申込期間

【コース】
1日目  町田駅＝＝▶八海山泉ヴィレッジ（係員の説明付きで八海山地ビールの工
場を見学&3種類の地ビールの飲み比べ、イタリアンの昼食）＝＝上野原高原温泉/「い
ろりあん」（泊）15:15頃到着（和室または和洋室グループ一室制、トイレ付き）
TEL 025-773-5847
※ ご夕食は八海山の社員の皆さまと懇親を深めながら、越後の郷土料理や魚沼産のコシヒカリなどをお楽しみいた
だきます。※ 早目の到着で天然温泉の自然に囲まれた露天風呂、泡風呂、薬草風呂でゆっくりとお寛ぎください。

添乗員同行

東海大学提携講座 海外ツアー（4泊6日） コースNo.：OPUSA01

コース

1
日
目

3/3
（金）

【午後】  成田空港集合
【夕刻】  成田発、サンフランシスコへ（直行便または乗継便）

〈日付変更線通過〉
【午前】または【午後】サンフランシスコ着
サンフランシスコ到着後、ホテルへ

サンフランシスコ泊    

2
日
目

3/4
（土）

カリフォルニアを代表するワイン生産地ナパバレー観光
【午前】

【午後】

  【夜】    夕食は中華料理をお召し上がりください
サンフランシスコ泊   

3
日
目

3/5
（日）

サンフランシスコ南東にある街、マウンテンビューへ
【午前】

【午後】  サンフランシスコ市内観光
　　　  ★ゴールデンゲートブリッジ　★ツインピークス
　　　  ★フィッシャーマンズワーフなど見どころを凝縮
  【夜】    夕食はシーフード料理をお召し上がりください
　　　  夕食後にトレジャーアイランドからの夜景を観賞

サンフランシスコ泊   

4
日
目

3/6
（月）

サンフランシスコ滞在
【終日】  自由行動
　　　  

サンフランシスコ泊   

5
日
目

3/7
（火）

【午前】  サンフランシスコ発、成田へ（直行便または乗継便）
〈日付変更線通過〉

機中泊    

6
日
目

3/8
（水）

【午後】  成田着

ナパバレー・ワイントレインに乗車 （片道乗車）
車窓からブドウ畑を眺めながら、地元食材と旬にこだわった本格カリフォルニア料理
のランチをお楽しみください

ナパバレーにある人気のワイナリー「オーパス・ワン（Opus One）」などを訪問しワイ
ナリーツアーとワインテイスティング

カリフォルニアの名門ワイナリー「リッジ・ヴィンヤーズ（Ridge Vineyards）」を訪問し
ワイナリーツアーとワインテイスティング

世界遺産ヨセミテ国立公園日帰りツアー（所要時間約 12時間）
■主催会社  マイバス、SF DREAM　■お一人さま 25,000 円 / 昼食付き /最少催行人員 2名

オプショナルツアー

オーパス・ワンナパバレー・ワイントレイン

葉山先生と行く楽しく学べるワインツアーの海外旅行です。今回は世界一流のワイン産
地としてはもちろん、カリフォルニアでも有数の景勝地として知られるナパバレーへご案
内します。ナパバレーでは人気のワイントレインにも乗車し、ワインと食事と充実した時
間をお楽しみいただきます。カリフォルニアワインは1976年の『パリスの審判』でその
地位を劇的に変えました。そんなカリフォルニアワインの有名ワイナリーの「オーパス・
ワン（Opus One）」や老舗ワイナリー「リッジ・ヴィンヤーズ（Ridge Vineyards）」を訪れ、
ブドウの品種や育て方・醸造方法、テイスティングなど葉山先生と一緒に学びます。こ
の機会にカリフォルニアワインの魅力を感じる旅に出かけてみませんか？
■旅行代金  お一人さま（大人2名さま1室利用時）
　エコノミークラス 548,000円    ビジネスクラス 968,000円
　1人部屋追加料金 80,000円     朝 3、昼2、夕2回付き（機内食除く）
　※ 燃油サーチャージは含まれています。別途、成田空港施設利用料・保安料および現地空港諸税が必要となります。
■ご旅行期間  2017年 3月3日（金）～ 3月8日（水） 6日間

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
《第3回》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6日間

●最少催行人員 ：10名さま　●添乗員：成田空港から同行します　●利用航空会社：全日空、ユナイ
テッド航空、デルタ航空、アメリカン航空のいずれか　●利用予定ホテル：ヒルトン・サンフランシスコ・
ユニオン・スクエア、ホテル・ニッコー・サンフランシスコ、パーク55・サンフランシスコのいずれか

添乗員同行

日帰りバスツアー（昼食付）

■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）
　  2017年 1月28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 7:40
■最少催行人員 20名さま～最大募集人員 30名さま昨年、没後400年を迎えた家康公ゆかりの地

を巡る歴史探究の旅。【第1回】は極彩色の
社殿が見事な静岡浅間神社の本殿の参拝や
駿府城公園では特別に発掘体験をお楽しみ
いただきます。ご昼食はホテルセンチュリー
静岡で上質なバイキングをお楽しみください。

コースNo.：6014101□

駿河の国、徳川家ゆかりの地を訪ねる【第1回】
観光ボランティアガイド“駿河ウエイブ”の案内付き

ホテルセンチュリー静岡 /
バイキング（デザート）【コース】

町田駅＝＝▶静岡浅間神社（家康公が元服式を行った神社、本殿を参拝/75分）＝＝ホ
テルセンチュリー静岡（「THE TABLE」にて上質なバイキングの昼食）＝＝▶駿府城公園
（再現された東御門・巽櫓等を車窓にて見学（説明付き）/駿府城跡天守台の発掘体験
/90分）… （徒歩/10分） …三加番稲荷神社（見学/15分）＝＝町田駅（19:00頃到着）

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。 添乗員同行

※ 雨天等により発掘体験ができない場合もあります。
※ 発掘体験をしていただく際に、汚れてもよい服装・靴等の着替えをご持参ください。

静岡浅間神社

1 0 11

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

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）

※ 表示画像は、特に断りのない限りイメージです。

株式会社 小田急トラベル旅行企画・実施

小田急まなたび 「旅」 バスツアー   /    日帰り現地集合ツアー   /    海外ツアー 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”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！

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

●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、海外ワインの旅を除く）　●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。（但し、宿泊バスツアーは大人2名さまより）　※ 日帰り現地集合ツアーは全コース専門ガイドがご案内します（添乗員は同行いたしません）。　※ 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。　※ 旅行代金にはすべて消費税が含まれます。　※ ▶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。


