
■日時  2月22日（水）
①11:00 ～12:30 / ②14:00 ～15:30

■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25名　■参加費  2,000円
■申込方法・お問い合わせ　042-728-4156へTEL
　 イベントコード ①0220 ② 0221

職人が練った生の墨を手で握って作る「にぎり墨」を体験してみませ
んか？生の墨を握って瞬間の「香り」や「やわらかさ」を楽しみながらあ
なたの手の型・指紋がつく世界に１つのオリジナルの墨作りを体験で
きます。

小田急百貨店町田店（なかじま文具）

にぎり墨体験

文化 申込期間  各回前日まで

■日時  ①午前コース 11:30 ～13:00  ②午後コース 15:00 ～16:30
2月12日（日） 2月26日（日） 3月5日（日） 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　■参加費  8,640円
■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
　 イベントコード ①0208 ② 0209

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。）

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 申込期間  各回前日まで

■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 ①0207 ② 0306

■日時   ①2月11日（土・祝） 14:00 ～15:00  ②3月18日（土） 15:00 ～16:00
■場所  9階 バンケットルーム
■講師  ワインエキスパート  エノテカスタッフ　
■定員  各回20名　■参加費  3,240円

①フランス・イタリア・スペイン・ドイツの各国の個性が楽しめるワイ
　ンセミナーです。
②どんなぶどう品種や、国（地域）を選べばいいかなど、しっかり赤ワ
　インの魅力について学ぶセミナーです。

飲食 申込期間  各回前日まで

小田急百貨店町田店（ワインショップ・エノテカ）

ワインセミナー
①ヨーロッパ4か国のワインを堪能 ②濃厚赤ワインを探すコツ

■日時  3月20日（月・祝） 15:00開演
■場所  秦野市文化会館 大ホール
■出演者  指揮  山田 和樹  日本フィルハーモニー交響楽団  丹沢音楽祭合唱団 他
■定員  100名　■チケット料金  3,000円→2,700円（特別価格）

世界的指揮者山田和樹氏と日フィルを迎えて、市民約
200名の大合唱団と、ブラームスの代表作を演奏します。

音楽 申込期間  2月27日（月）まで

第29回丹沢音楽祭

ブラームス「ドイツ・レクイエム」

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0307

■日時  3月７日（火） 13:00 ～15:40
■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
■出演者  新宿 ともしび　■定員  30名
■チケット料金  3,600円→3,100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 0303

今回は、うたごえ喫茶＆「懐かしの昭和歌謡曲コンサート」。ベイビー・
ブーのみなさんをゲストに迎えて、昭和の歌謡曲コンサートと、歌声喫
茶の両方をお楽しみください。

音楽 申込期間  2月27日（月）まで

第22回うたごえ喫茶

■日時   3月5日（日） 16:00 ～19:00
■ 場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野　■出演者  DJ MICK
■定員  30名　■チケット料金  5,500円→5,000円（特別価格）

1970年～ 85年までのディスコサウンドで、ホテルにディスコを再現。
当時踊っていた方、曲が好きな方、ステップを思い出しながら踊るも良
し、曲に身体が感じるままに踊るも良し、あのディ
スコで踊った曲で踊りませんか。

音楽 申込期間  2月24日（金）まで

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0302

ディスコナイト in CENTURY

レザーカードホルダーを作ります。レザーと手縫い糸の色の組み合わせ
を選んでから手縫いで仕上げます。自分好みの一品ができあがります。

■申込方法・お問い合わせ　0120-900-806へTEL
　 イベントコード ①0224 ② 0225

■日時   2月26日（日） ①10:30 ～13:00  ②15:00 ～17:30
■場所  アミューあつぎ2階 SUNDAYS CRAFT CLUB

（本厚木駅下車徒歩５分）
■講師  レザークラフトデザイナー  森 貴子
■定員  各回8名　■参加費  2,160円

②レザークラフトワークショップ

レザーカードホルダーを作ろう

文化  2016年11月にオープンした「SUNDAYS CRAFT CLUB」のワークショップのご案内です。 申込期間  ①2月12日（日） ②2月19日（日）まで

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0226

■日時  2月28日（火）13:00 ～15:00
■場所  八海山多目的ホール（築地）
■講師  株式会社八海山スタッフ
■定員  16名
■参加費  4,000円

大好評の味噌づくりを今年も開催！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けます。

飲食 申込期間  2月19日（日）まで

「千年こうじや」の発酵ワークショップ味噌づくり

■日時  ①4月22日（土） 18:00開演
②4月23日（日） 17:00開演
③４月30日（日） 17:00開演

■場所  新百合21ホール（新百合ヶ丘駅北口）
■出演者  ①沢田 知可子 他  ②本田 雅人 他  ③佐山 雅弘・守屋 純子 他
■定員  各回50名
■チケット料金   階段席（飲食不可） ①③3,000円→2,700円（特別価格）

②3,500円→3,150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 ①0402 ② 0403 ③ 0404

アルテリッカしんゆり2017

ＪazzＢar＆ＷineＢar

音楽 申込期間  4月13日（木）まで

今年で9回目を迎える「川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）
2017」の人気公演「Jazz Bar＆Wine Bar」の3days。4/22はデビュー
30周年を迎える沢田知可子が登場。4/23は日本を代表するフュージョ
ンサクソフォンプレーヤー本田雅人のベストメンバーが豪華出演。
4/30は共に昭和音大で教鞭をとるピアニストの佐山雅弘と守屋純子
が贅沢に初共演。ぜひ大切な方とお越しください！

■日時  2月19日(日) ①11:00 ～12:30  ②15:00 ～16:30
2月26日(日) ③11:00 ～12:30  ④15:00 ～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  3,240円
■申込方法・お問い合わせ　042-720-8708へTEL
　 イベントコード ①0215 ② 0216 ③ 0217 ④ 0218

自然の香りを楽しみ、心地よい時間を過ごしながら、「アロマテラピーっ
てなに？」「精油ってどう使うの？」を、体感していただきます。

小田急百貨店町田店（生活の木）

アロマ入門講座

文化 申込期間  各回前日まで

生活

■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0305

申込期間  3月1日（水）まで

■日時  3月12日（日） 11:00 ～12:30　■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
■講師  美容家  生活アドバイザー  佐伯 チズ　■定員  80名　■参加費  3,000円

小田急まなたび オリジナル企画

佐伯チズ トークショー「肌の愛し方、育て方」
佐伯チズが編み出したローションパックを主体に日常が
「キレイ」につながるお手入れ方法などをお話しします。
限られた人数なので質疑応答もしっかりとできるまた
とない機会です。４月から開講の「美肌塾」についても
ご紹介します。

日々実践できるクレンジングや化粧品の使い方、ハンドテクニック
などを。初回は、佐伯先生の直接指導もあります。
■日時  4月4日（火） 5月2日（火） 6月6日（火） 各回14:00 ～15:30
■場所  ユニコムプラザさがみはら（相模大野）
■講師  美容家  生活アドバイザー  佐伯 チズ / 佐伯チズ公認認定インストラクター
■定員  20名　■参加費  15,000円（ローション・コットン・教材費含む）
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0401

佐伯チズ美肌塾 初心者コース（全3回）
申込期間  3月23日（木）まで

※ 足袋1足プレゼント

© Marco Borggreve© Marco Borggreve

■申込方法・お問い合わせ　03-5325-2493へTEL
　 イベントコード ①0210 ② 0211

■日時   ①2月13日（月）  ②2月14日（火） 各日15:30 ～16:30
■場所  新宿店本館8階「カフェ・トロワグロ」
■講師  キュイジーヌ[S]ミッシェル・トロワグロ エグゼクティヴソムリエ兼

支配人 ダミアン・マザー　ショコラティエ  野口 和男
■定員  各回30名　■参加費  3,240円

ブティック新商品のチョコレートを味わいながら、そのこだわりや製造方法
など、奥深い魅力をお伝えします。ワインとのマリアージュもお楽しみください。

飲食 申込期間  2月10日（金）まで

小田急百貨店新宿店

トロワグロのタブレットショコラとワインを楽しむ

野口 和男ダミアン・マザー

■日時   ①4月29日（土・祝）  ②４月30日（日） 各日14:00開演
■場所  テアトロ・ジーリオ・ショウワ
■出演者  指揮  佐藤 正浩   演出  松本 重孝 他
■定員  各回50名　■チケット料金  Ａ席9,800円→8,800円（特別価格）

喜劇の楽しさ満載の最高傑作オペラ。イタリアで大活
躍中の脇園彩ら旬の歌手のアンサンブルは必見！

音楽 申込期間  4月20日（木）まで

藤原歌劇団公演 ニュープロダクション

「セビリャの理髪師」

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0405 ② 0406

①木工ワークショップ

スパイスラックを作ろう

■日時  2月19日（日） ①10:30 ～13:00  ②15:00 ～17:30
■場所  アミューあつぎ2階 SUNDAYS CRAFT CLUB

（本厚木駅下車徒歩５分）
■講師  黒木 大輔  堂元 花観
■定員   各回8名　■参加費  4,860円

キッチンの片隅に置いて便利に使える木製スパイスラックを作ります。
背板を好きなカタチにくり抜いて、WAX塗装もかけてオリジナルに！

■申込方法・お問い合わせ　0120-900-806へTEL
　 イベントコード ①0213 ② 0214
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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」

詳しくは10ページをご覧ください。「学び」メニュー　申込方法



生活 イベントコード：●●散策 申込期間  2月6日（月）まで

石畳や黒屏の続く風情ある小路を散策し、老舗鰻料
理店でお座敷芸「太鼓持ち」を鑑賞します。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0212

【コース】
10:00 JR線飯田橋駅西口改札前 集合…▶神楽坂小路散策（牛込御門…神楽小路…軽子坂…かく
れんぼ横丁…兵庫横丁…善国寺…大手門通り…見番横丁…小栗横丁…若宮八幡神社）…▶かぐら
坂 志満金（昼食・太鼓持ち鑑賞）13:50頃解散

■日時    2月15日（水） 10:00 ～13:50　■講師  専門ガイド
■定員  40名　■参加費  9,800円

花街・神楽坂の小路散策と伝統芸能
「太鼓持ち」鑑賞

生活 イベントコード：●●散策 申込期間  2月12日（日）まで

梅咲く小田原城を中心に散策。昼食は、登録有形文化財に指定された
建物と、風情を醸す黒塀の日本料理店「だるま」で。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0219

【コース】
10:00 小田原駅西口（北条早雲公像） 集合…▶小田原城歴史見聞館…▶昼食…▶常盤木
門…▶報徳二宮神社…▶天守閣…▶梅まつり中の小田原城址公園  15:30頃各自解散

■日時   2月21日（火） 10:00 ～15:30　
■講師  専門ガイド　
■定員  30名　■参加費  7,500円

北条氏５代１００年の歴史を紐解く！
小田原北条ゆかりの地を歩く

生活 イベントコード：●●散策 申込期間  2月24日（金）まで

テレビ番組「大改造！！劇的ビフォーアフター」で紹介された箱根「湯本見番」
で箱根の芸妓衆による唄と踊り、お座敷遊びを間近で体感！旧岩崎別邸「吉
池旅館」で庭園を眺めながらの松花堂膳のご昼食とご入浴もお楽しみください。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0301

■日時  3月5日（日） 11:00 ～14:00
■場所  箱根湯本「湯本見番」
■講師  箱根湯本芸能組合理事  竹澤 政子
■定員   60名
■参加費  5,500円

箱根湯本再発見

湯本見番でのお座敷遊びと温泉入浴付ランチ

生活 イベントコード：●●散策 申込期間  2月15日（水）まで

名物“あさり飯”のお弁当に江戸切子の説明を聞き、花王東京工場と併設の
ミュージアムを見学。解散後は梅の名所、亀戸天神へぜひお立ち寄りください。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0222

【コース】
12:00 亀戸梅屋敷（JR亀戸駅より徒歩８分） 集合…▶亀戸梅屋敷（江戸切子の説明・
昼食）…▶花王工場・花王ミュージアム見学…▶ 15:00頃解散

■日時   2月23日（木） 12:00 ～15:00　■ 講師  花王ミュージアムスタッフ
■定員  40名　■参加費  1,800円

花王工場見学と亀戸の町

※ 工場見学のみは無料（５名以上）で実施しています。03-5630-9004へ直接お問い合わせください。

生活 イベントコード：●●散策 申込期間  2月28日（火）まで

弁財天と五頭龍の話を伝える龍口明神社から、陽春の江の島までをロ
マンスを感じながら散策。ご昼食は島内でご用意。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0304

【コース】
10:00 湘南モノレール西鎌倉駅階段下 集合…▶龍口明神…（モノレール170円・各自支払）
…▶湘南江の島…▶龍口寺…▶江島明神…▶サムエルコッキング苑…▶昼食（カフェ・
マディ）…▶稚児ヶ淵…▶岩屋見学後、15:30頃各自解散

■日時   3月10日（金） 10:00 ～15:30　■講師  専門ガイド
■定員  30名　■参加費  5,500円

陽春の江の島「天女と五頭龍伝説」のルーツと
「江の島岩屋」の洞窟を歩く

賃貸専門のリノベーション会社が、入居者目線のリノベーションについて
データと実績から解説するセミナーです。空室・空家対策、賃料UPのノ
ウハウのほか、手元資金ゼロでリノベーションする方法もお伝えします。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0223

■日時   2月25日（土） 10:30 ～12:00　
■場所  世田谷小田急住まいのプラザ（経堂）
■講師  ハプティック（株）リノベーション事業部
■定員  15名　■参加費  無料

空室・空家をよみがえらせよう。

リノベーションで選ばれる賃貸物件を作りましょう！

生活 イベントコード：●●生活 申込期間  2月15日（水）まで

※ 小田急ポイント100ポイントをプレゼント

大人も子供もお楽しみいただける、普段なかなかご覧いただくことので
きない２つのバックヤードツアーが体験できるとっても楽しい旅！動物園、
水族館の裏側を飼育員、学芸員さんのご案内付きで紹介します。
■旅行代金  お一人さま（大人 /税込）
　３名さま一室24,900円  2名さま一室25,900円
　１名さま一室28,900円  子供（4歳～小学6年生は1,000円引き）

■出発日/集合（場所・時間）
　3月30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 8:45
■最少催行人員 15名さま～最大募集人員 35名さま

春休み特別企画 静岡市立 日本平動物園と
東海大学海洋科学博物館バックヤードツアー

宿泊バスツアー（1泊2日） 食事：朝1回・昼0回・夕0回付き　コースNo.：6034211

ホッキョクグマバックヤード（ぞう舎）

水族館バックヤードクマノミの水槽

2日目  ホテル（和洋ブッフェの朝食/ゆっくり8:45出発）＝＝▶日本平（駿河湾、富士
山の絶景/30分）＝エスパルスドリームプラザ（自由昼食・お買物 ※早目の昼食とな
ります/80分)＝＝▶東海大学海洋科学博物館/自然史博物館（学芸員の案内付きで
水族館のバックヤードツアーおよび館内自由見学/180分）＝＝町田駅（18:00頃到着）

※ 市内を一望する洗練されたシティホテルでのひとときをお楽しみください。
※ 夕食は自由食となります。

※ 本ツアーは一般（OPクレジットカード会員以外）のお客さまとの混乗となります。

※ 貸切バスは神奈中観光バスを利用します。

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。【コース】
1日目  町田駅＝＜東名道/バス車中またはサービスエリアにて自由昼食＞＝▶静岡
市立 日本平動物園（飼育員の案内付きバックヤードツアーおよび園内自由見学/150
分）==▶駿府匠宿（日本三大吊るし雛展を見学/35分）==静岡市内「ホテルセンチュ
リー静岡」（泊）17:10頃到着（洋室1～ 3名さま一室、バス・トイレ付き）
TEL 054-284-0111

添乗員同行

※ OPクレジットカード会員は500 円引き（カード決済に限ります）

※ 貸切バスは箱根登山観光バスを利用します。

【コース】
小田原駅＝＝熱海後楽園ホテル（洋食ランチの昼食）＝＝▶MOA美術館（学
芸員の案内後、リニューアル記念特別名品展“MOA美術館の至宝”を鑑賞/80
分）＝＝▶岡田美術館（学芸員の案内後、―広重の版画を中心に―美術館で
巡る 東海道五十三次の旅を鑑賞/80分）＝＝小田原駅（18:00頃到着）

添乗員同行

■旅行代金
　お一人さま13,800円（大人・子供4歳以上は同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①3月2日（木） ②3月9日（木）/小田急線「小田原駅」/改札前 10:20

■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回35名さま

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：6034121

学芸員の案内付き2017年２月リニューアルＯＰＥＮ ＭＯＡ美術館
と岡田美術館「美術館で巡る 東海道五十三次の旅」
人気の美術館巡りに皆さまをご案内します。学芸員によるご案内付
きで箱根の岡田美術館、そして2017年2月リニューアルの熱海のMOA
美術館でのひとときをお楽しみください。

© 国宝  紅白梅図屏風  尾形光琳  2曲1双  江戸時代18世紀  ＭＯＡ美術館 © 歌川広重 「東海道五十三次 日本橋」（朝之景）  岡田美術館蔵
【コース】
東林間駅…（徒歩/約15分）…▶小田急電鉄｢大野総合車両所｣（係員のご案内で工場見学
/120分）＝＝小田急ホテルセンチュリ－相模大野（「ボン・ロサージュ」にて約40種類の人
気バイキングの昼食/60分）＝＜バス車中にて鉄道グッズが当たる抽選会を実施＞＝藤沢駅
+++（“のりおりくん（江ノ電１日乗車券）”を使って人気の江ノ電に乗車)+++極楽寺駅…
（徒歩/約3分）…▶江ノ島電鉄 ｢極楽寺検車区｣（人気の「タンコロ」車両などを展示/写真撮
影/60分）…(徒歩/約3分)…極楽寺駅（自由解散/16:40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

※ 当日は歩き易い靴、服装でご参加ください。 ※ 貸切バスは江ノ電バス藤沢を利用します。

※ 本ツアーは一般（OPクレジットカード会員以外）のお客さまとの混乗となります。

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：6034111

鉄道ファン集まれ 小田急｢大野総合車両所｣＆
江ノ電｢極楽寺検車区｣見学ツアー

普段なかなかご覧いただくことのできない２つの車両基地をご見学いた
だき、身近な生活の中にある鉄道事業の魅力をより感じてください。ご
昼食には人気のバイキング、鉄道グッズの当たる抽選会もお楽しみです。
■旅行代金  お一人さま8,990円（大人/税込）  7,390円（小学生/税込）

■出発日/集合（場所・時間）  3月23日（木）/小田急線「東林間駅」/改札前 8:30
■最少催行人員 20名さま～最大募集人員 42名さま
※ お申し込みは大人１名さまからとなりますが、
お子さまのご参加は安全上の理由から小学１年
生からとさせていただきます。※ 電車事故等の
理由でいずれかの車両基地が見学できない場
合もございます。 （また、ご旅行当日であっても
ツアーを中止させていただく場合があります）

※ OPクレジットカード会員は300円引き（カード決済に限ります）

大野総合車両所 極楽寺検車区
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に関するお申し込み・お問い合わせ・資料請求は「旅」メニューP.11
掲載

※ 表示画像は、特に断りのない限りイメージです。

●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。（ただし、別途記載のコースを除く）　●お支払い ： OPクレジットカードにて承ります。（ただし、会員以外のお客さまを除
く）　●お申し込みは大人1名さまより承ります。　※ お申し込みの際は別途お渡しする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。　※ 掲載のコースおよび時刻・見学地等での所要時間は交通事情等により変更となる
場合があります。　※ 案内状の送付はございません。ご旅行当日に添乗員より旅行のしおりをお渡しします。　※ ご出発前に添乗員より事前確認のご連絡をさせていただきます。

小田急まなたび 「旅」 バスツアー 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

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：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）

イベント開催7日前までに「ご案内状」を
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

申込方法「学び」メニューP.8～10
掲載

株式会社 小田急トラベル旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第365号

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）総合旅行業務取扱管理者 吉川 徹

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


