
■日時   4月21日（金） 13:30 ～15:00　■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
■講師  作家  林 真理子　■定員  300名
■参加費  ①サイン本付き  5,300円  ②サイン本なし  3,500円（いずれも特別価格）
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0410 ② 0430

毎日新聞連載時から大反響！介護という日本の大問題
に挑む唯一無二の長編小説「我らがパラダイス」刊行
記念の講演会を開催いたします。来年にはNHK大河
ドラマの原作も手がけられ、ますます活躍の幅を広げ
る林真理子先生の講演にご期待ください！

毎日新聞×小田急ポイントカード

林真理子講演会「小説を書く時間」

生活 イベントコード：●●生活 申込期間  4月13日（木）まで 生活 イベントコード：●●生活 申込期間  5月15日（月）まで

1948年東京生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業
後、長野県の諏訪中央病院へ赴任。地域医療に携
わり、住民とともにつくる医療を提案、実践。東北
被災者支援にもいち早く取り組み、多方面で精力的
な活動を行っている。
■日時   6月3日（土） 14:00開演　■場所  秦野市文化会館小ホール
■講師  医師・作家  鎌田 實　■定員  30名　
■参加費  2,000円→1,800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 0601

鎌田實講演会

「がんばらない」けど「あきらめない」
～命を支えるということ～

小田急百貨店町田店（株式会社山田屋本店 米屋彦太郎） 

玄米と雑穀レッスン

飲食 申込期間  4月9日（日）まで

■日時  4月16日（日） ①11:00 ～12:00  ②14:00 ～15:00
■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　■参加費  2,000円
■申込方法・お問い合わせ　042-729-7530（10:00~20:00）へTEL または店頭にて
　 イベントコード ①0413 ② 0414

米・食味鑑定士が選ぶ玄米とその炊き方や、ビタミン・ミネラルに富
んだ雑穀米の種類と調理法をご紹介します。ご飯食を楽しむライフ
スタイルで、夏に向け、体の中から健康的に美味しく。

■日時   5月21日（日） 10:00 ～16:00
■講師  専門ガイド　■定員  30名　■参加費  7,100円

香り高き200株のバラは圧巻！

春バラの咲く鎌倉文士ゆかりの地と鎌倉能舞台を歩く

散策 申込期間  5月11日（木）まで

能楽師からの講義も聴ける貴重な機会です。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0506

【コース】
10:00 江ノ島電鉄 長谷駅改札前 集合＝＝▶鎌倉能舞台（能楽師シテ方、中森貫太師から学ぶ能
の世界）＝＝▶昼食＝＝▶吉屋信子記念館＝＝▶鎌倉文学館 春バラ観賞＝＝▶鎌倉駅 解散

アルテリッカしんゆり２０１７

アルテリッカ演芸座
近未来名人寄席 春風亭昇太・林家木久扇

文化 申込期間  4月23日（日）まで

■日時   ①5月3日（水・祝）  ②5月4日（木・祝） 各日13:00開演
■場所  新百合21ホール
■出演者  ①春風亭 昇太 他  ②林家 木久扇 他
■定員  各回30名　■チケット料金  3,000円→2,700円（特別価格）

幅広いジャンルの人気公演。今年は「笑点」メンバーから2人を特別
ゲストに。川崎の近未来名人と夢の競演です。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0502 ② 0503

林家 木久扇 春風亭 昇太 

■日時  4月23日(日) 13:15 ～17:45
■場所  早稲田大学 大隈講堂　■定員  100名　■参加費  無料

■申込方法  公式ホームページよりhttp://www.challenge-cup.net/
※ お申し込み時に イベントコード 0420  を入力いただくと「タオルハンカチ」を当日プレゼント

自ら決めた目標に半年間チャレンジ。全国2万人から
選ばれた8組の小中高生が、その活動を発表します。
同世代の頑張りに、それを見た子どもたちにもやる気が。

一般社団法人日本チャレンジ教育協会

「チャレンジカップ2017グランプリ決定戦」親子ご招待

文化 申込期間  4月14日（金）まで

ホテルモリノ新百合丘×小田急まなたび

ワイン講座「ワインとランチのマリアージュ」

■日時   ①5月7日（日）  ②5月21日（日） 各日12:00 ～14:00
■場所   ホテルモリノ新百合丘　■講師  シニアソムリエ  森田 志津也
■定員  各回50名　■参加費  6,000円
■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0504 ② 0505

ホテルでの高級ワインセミナー100回を超えるシニア・ソムリエが初級
編のエッセンスを披露。フランス料理のランチに、「ドンペリVSスパー
クリングワイン当て」等6種ワインを試飲・解説します。

飲食 申込期間  ①4月27日（木） ②5月11日（木）まで

始めるきっかけがなかった方におすすめの、社交ダンス
講座の無料体験会。講座では「東大式」による基本原
則に沿って、ワルツ・ルンバが踊れるまでを目指します！
■日時   ①4月26日（水） 18:30 ～19:55  ②4月27日（木） 12:00 ～13:25
■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 ①0422 ② 0423

スポーツ 申込期間  4月25日（火）まで

エムズ・ダンスアカデミー提携講座（講座監修:三輪嘉広・知子）

社交ダンス入門講座 無料体験会

まなたび日本酒会 

八海山 日本酒会

飲食 申込期間  4月16日（日）まで

■日時   4月20日（木）  18:30 ～21:30　■場所 つゞらお 代々木上原店
■講師  八海山  大林 一成　■定員  30名
■参加費  5,000円
■申込方法・お問い合わせ　03-6416-8205へTEL
　 イベントコード 0409

「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。

■日時  4月26日（水） 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　■参加費  3,240円

■申込方法・お問い合わせ　042-709-3790（10:00~20:00）へTEL または店頭にて
　 イベントコード 0417

なんと、魚の煮付を作るのに塩なしでもびっくりす
るほど美味しい！酢のソムリエ、酢ムリエがその料理
方法を紹介いたします。

小田急百貨店町田店（OSUYA GINZA）

酢ムリエセミナー
季節で楽しめるソルトフリークッキング教室

飲食 申込期間  4月17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 0419

■日時   4月22日（土） 12:00 ～15:00
■場所  ダノイ 日本橋店　■講師  マエストロ  小野 清彦
■定員  16名　■参加費  5,400円

ダノイとはイタリア語で「我が家で」という意味を持っています。現地
で修業を積んだシェフがトスカーナ州の家庭料理を中心としたダノイ
のこだわりと技を教えます。毎日料理する方もこれから料理を頑張り
たい方も、料理の楽しさを感じていただけます。

飲食 申込期間  4月16日（日）まで

ジローレストランシステム

「DA Noi」イタリア料理教室

人気の下町「谷中・根津・千駄木」エリアへ！

根津神社 つつじ祭&谷根千グルメ食べ歩きさんぽ

散策 申込期間  4月17日（月）まで

女性車夫の案内で楽しく散策します。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0412

【コース】
10:00 JR日暮里駅 北口改札出口 集合＝＝▶夕焼だんだん＝＝▶谷中銀座フリータイム＝＝▶
へび道＝＝▶すし乃池で穴子ずしの昼食＝＝▶根津神社（つつじ苑入苑後、解散）

■日時   4月27日（木） 10:00 ～14:00
■講師  専門ガイド　■定員  24名　■参加費  6,200円

生活 申込期間  4月24日（月）まで

南雲吉則講演会

「若返るのはどっち？ナグモ流奇跡の若返り術」
TVや雑誌で人気のナグモクリニックの南雲吉則先生が、毎日の生
活のなかで食事や生活習慣を変えるだけで誰でも簡単に実践でき、
50代でも30代に見える、見た目年齢の驚異的な「若返り＝アンチエ
イジング」の実現方法を伝授します。

■日時  5月1日（月）  13:00 ～14:30
■場所  ハイアット リージェンシー 東京
■出演者  医師  南雲 吉則
■定員  500名
■参加費  3,500円→3,000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 0501 撮影 安田 裕

■日時   4月20日(木) 14:00 ～16:00　■場所  アグリス成城
■講師  （株）河野自然園  今村 久美子　■定員  10名
■参加費  8,000円～12,000円程度
■申込方法・お問い合わせ　03-3482-0831（9:00~19:00）へTEL
　 イベントコード 0418

初心者から楽しめる寄せ植え講座です。好きな植物を選んで植える楽
しさもあります。花いっぱいのバスケットを作って、春を満喫しましょう。

アグリス成城

春の花かご ～花いっぱいの寄せ植えレッスン～

文化 申込期間  4月16日（日）まで

（※ 植物によって異なります。）

■日時  4月15日(土) ①11:00 ～13:00  ②15:00 ～17:00
■場所  9階 バンケットルーム　■講師  （株）パイロット スタッフ
■定員  各回18名　■参加費  2,000円（ペン１本とインクを含む）
■申込方法・お問い合わせ　042-728-4156へTEL または店頭にて
　 イベントコード ①0415 ② 0416

パラレルペンを使って手軽にカリグラフィを楽しめる講習会です。オシャ
レな絵や文字が描けるようにスタッフが丁寧にお教えいたします。

小田急百貨店町田店（なかじま文具）

カリグラフィでサンキューカードを作ろう

文化 申込期間  各回前日まで
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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。

※ 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」

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）※ 土日祝日除く「学び」メニュー　お問い合わせ 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

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。　お支払いは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。　・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。

申込方法「学び」メニュー



芦ノ湖、富士山をバックに燃えるように
咲く、約3,000株のつつじが庭園を埋め
尽くすこの時期は何度訪れても感動！昼
食はこの時期予約が困難なメインダイニ
ングでご用意しています。

■旅行代金  お一人さま12,300円（大人/税込）
※ “樽ものがたり”ピュアモルトボールペンをプレゼント
■出発日/集合（場所・時間）
　①5月23日(火）/新宿駅西口/
　　明治安田生命ビル前 8:15
　②5月24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 7:45
■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回25名さま

10%割引券

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7044101

今回のご旅行は小田急線本厚木駅から車で約30分。首都圏最大
級の多目的ダム、宮ケ瀬ダム周辺エリアへご案内いたします。２つ
の体験、花めぐり、そして圧巻！の観光放流などお楽しみください。

小田急沿線再発見の旅
春の旬＆体験を楽しむ宮ヶ瀬ダムエリアへ

■旅行代金  お一人さま10,800円（大人 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　 4月28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 8:00
■最少催行人員 20名さま～最大募集人員 40名さま

【コース】
町田駅＝＝▶オギノパン（案内人付きで工場見学とパン作り体験/150分）＝＝▶宮ヶ瀬ダム・
水とエネルギー館（①名物の宮ヶ瀬ダムカレーの昼食 ②係員の説明後に見学/30分）…▶宮ヶ
瀬ダム（観光放流を見学/5分)+++（ロードトレイン「愛ちゃん号」）+++▶神奈川県立愛川公
園（花の案内人と共につつじを観賞、ピンク色に染まる「花の斜面」は圧巻/40分)＝＝▶レ
インボープラザ/愛川繊維会館（「糸の町半原」で糸の歴史の説明後、コースターの手織り体験
/60分）＝＝鳥居原ふれあいの館（地場産品のお買い物）＝＝町田駅（18:00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

※ 貸切バスは神奈中観光を利用します。
日帰りバスツアー（昼食・夕食付） コースNo.：707412□

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、新鮮な地魚舟盛り料理もお楽しみです。

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

■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）
　  ①5月21日（日） ②7月9日（日）/新宿駅西口/明治安田生命ビル前 7：45
　  ③5月28日（日） ④7月16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 7：45
■最少催行人員 各回20名さま～最大募集人員 各回35名さま

【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）＝＝基地内または
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）＝＝▶
三笠公園（自由散策）…（徒歩）…よこすかポートマーケット（お買い物）/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 16:20頃/舟盛り付き）＝＝到着各地（18:40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

※ 貸切バスは①②は小田急シティバス、③④は神奈中観光を利用します。

ソムリエ小牧さんと一緒に“ワイン王国・山梨”へ
出掛けましょう。ワイナリーでのワイン講座や普
段はなかなか見られない工場内の見学など特別な
体験をご用意しました。人気ドラマで話題となっ
た大善寺のグラスワイン拝観もお楽しみです。

小田急ホテルセンチュリー相模大野“小牧氏”（ソムリエ）と行く
プレミアム山梨ワインの旅（ワイナリーでのワイン講座付き）

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7054121

■旅行代金  お一人さま13,800円（大人 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　5月20日(土）/小田急線「相模大野駅」/
　小田急トラベル相模大野旅行センター前 8:00
■最少催行人員 20名さま～最大募集人員 30名さま

※ 貸切バスは神奈中観光を利用します。

【コース】
相模大野駅＝＝▶ぶどう寺大善寺（グラスワイン拝観/国宝「薬師堂」を拝観後、
自家製グラスワインを賞味/45分）＝＝▶まるき葡萄酒（現存する日本最古の
ワイナリーを案内人付きで見学＆貴重なビンテージワインの試飲/50分）＝＝
レストラン＆パティスリーボンマルシェ（洋食ランチコース/グラスワイン付き）
＝＝▶シャトー酒折ワイナリー（案内人付きで工場見学＆ワイン講座/105分)
＝＝相模大野駅（18:00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

普段の見学ではなかなかできない小田急まなたびオリジナルの体験を
ご用意した特別な旅です。

×小田急まなたび
大自然が育んだ“サントリー白州蒸溜所”見学ツアー

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：705411□
※ 貸切バスは①は小田急シティバス、②は神奈中観光を利用します。

【コース】
出発各地＝＝▶サントリー白州蒸溜所 ①サントリーウイスキー博物館（見学/30分） ②森
のレストラン「ホワイトハウス」（ビーフシチューセット/ウイスキー風味のバニラアイス付き
の昼食）  ③小田急まなたびオリジナル、ウイスキー工場見学ツアー（工場見学の他、シン
グルモルト7種の試飲やおいしいハイボールの作り方など特別な体験/120分） ④ファクト
リーショップ白州「IN THE BARREL」（こだわりのグラスや「蒸溜所オリジナルおつまみ」等
のお買い物）＝＝到着各地（新宿駅18:20頃到着/町田駅18:50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

勅使川原さんがプロデュースする「ラックラック空飛ぶパンプス」を特別販売いたします。超軽量でウォーキング、タウ
ンシューズにもぴったり！本誌とOPカードをご提示の方に10%割引いたします。この機会にぜひお立ち寄りください。
町田店 3月29日（水）～ 4月11日（火）  町田店1階＝婦人靴売場
新宿店 5月10日（水）～ 5月16日（火）  新宿店本館3階＝婦人靴売場

【小田急百貨店】 旅するスタイル ウォーキングのすすめ  申込期間  ①4月30日（日） ②5月17日（水）まで 

勅使川原郁恵の素敵ウォーキング
小田急沿線自然ふれあい歩道でウォーキングを楽し
みませんか？講師は元スピードスケートショートトラッ
クの日本代表で、現在は健康ウォーキングスペシャリ
ストとして活躍する勅使川原郁恵さんです。

■日時  ①5月13日（土）  ②5月27日（土）各日8:45 ～12:00 
■場所  ①町田駅（境川コース）約8.3キロ  ②登戸駅～向ヶ丘遊園駅コース約6.5キロ
■講師  勅使川原 郁恵　■定員  各回20名　■参加費  2,000円
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0507 ② 0508

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7054101

山のホテルつつじ観賞＆メインダイニングで食すランチと
学芸員の案内付き ポーラ美術館開館15周年企画展

■旅行代金  お一人さま11,500円（大人 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①5月16日（火） ②5月19日（金）/
　　 小田急線「小田原駅」改札向かい/
　　 小田急トラベル小田原旅行センター前 9:30
■最少催行人員 各回20名さま～
　最大募集人員 各回35名さま
【コース】
小田原駅＝＝▶山のホテル（庭園に咲く約3,000株のツツジを鑑賞＆メインダイニング
で人気のビーフシチューランチ/150分）＝＝▶ポーラ美術館（学芸員による説明後、開
館15周年の企画展「ピカソとシャガール～愛と平和の讃歌～」をゆっくり鑑賞/135分）＝
＝小田原鈴廣（かまぼこ製品のお買い物）＝＝小田原駅（17:00頃到着）

※ バスガイドが同行いたします。 添乗員同行

※ 貸切バスは箱根登山観光バスを利用します。
日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：706411□

英国園芸研究家・ケイ山田氏の女性らしい感性で統一された素敵
な英国庭園でのひとときをお過ごしください。バラの香りに包まれ
た庭園の散策や人気のランチなど優雅なひとときをお楽しみください。

ベストシーズンの花に親しむ旅
蓼科高原 バラクライングリッシュガーデン

■旅行代金  お一人さま13,900円（大人 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　  ①6月16日(金）/新宿駅西口/明治安田生命ビル前 8:45
　  ②6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 8:15
■最少催行人員 各回20名さま～
　最大募集人員 各回35名さま

【コース】
出発各地＝＝▶蓼科高原バラクライングリッシュガーデン（本格的な英国式庭園/180分） 
①専門スタッフによるバラを楽しむガーデニングツアー ②人気のアフタヌーンセットランチ
の昼食（自家製スコーン、サンドウィッチ、フェタチーズ、スイーツ、オリジナルブレンド紅茶
等） ③「オールドローズ」や初夏の植物が織り成すイングリッシュガーデンを自由散策 ④“バ
ラ色の暮らしブティック”等でお買い物＝＝▶トコロテラス（スタッフによる健康食品の説
明/自家製ところてんを賞味）＝＝到着各地（新宿駅18:50頃到着/町田駅19:10頃到着）

※ バスガイドが同行いたします。添乗員同行

※ 貸切バスは①は小田急シティバス、②は神奈中観光を利用します。

特別企画 〈ラックラック空飛ぶパンプス〉特別ご優待
ラックラック空飛ぶ

パンプス

愛川公園 / つつじ愛川公園 / つつじ 宮ヶ瀬ダム放流宮ヶ瀬ダム放流

ワイナリーワイナリー

マルク・シャガール 《オペラ座の人々》 
1968-1971年 油彩 /カンヴァス ポーラ美術館蔵

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2016, Chagall® E2442

小田急百貨店新宿店・町田店

※ 他の優待・優待券との併用はできません。

※ 詳しくは売場係員にお尋ねください。

ツアーに同行する小牧ソムリエが講師をつとめるセミナー。春•桜
にちなんだワインをお楽しみください。
■日時   4月27日（木） 18:30 ～20:30　
■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野 7階 ボン・ロザージュ
■定員  20名　■参加費  5,000円→4,750円（特別価格）

 申込期間  4月17日（月）まで 

■申込方法　042-713-8001（10:00~21:00）へTEL
　 イベントコード 0421 ※ 「まなたび」を見たとお申し出ください。

学びの後は旅へ！

〈ワインとお料理の愉しみ方セミナー〉ロゼに恋する…お料理とのペアリングを楽しむ

世界5大ウイスキー5種類を飲み比べながら、国や製法による違
いをお楽しみください。
■日時   4月24日（月） 15:00 ～16:30　■場所  アグリス成城
■講師  サントリー  ウイスキーアンバサダー　
■定員  25名　■参加費  3,000円
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0411

 申込期間  4月16日（日）まで 

世界五大ウイスキーセミナーウイスキーを楽しもう！
見て、聞いて、飲んで！

学びの後は旅へ！

※ 服装、お持ちいただく物等（レインウェア、登山靴またはトレッキングシューズ、リュックサック、お飲物、お弁当など）

【コース】
伊勢原駅＝＝（路線バス/お客さま負担）＝＝大山バス停（標高310Ｍ）…▶
大山阿夫利神社…▶大山山頂（標高1,252Ｍ）…▶見晴台…阿夫利神社駅
+++(大山ケーブル/お客さま負担）+++大山ケーブル駅…大山バス停＝＝（路
線バス/お客さま負担）＝＝伊勢原駅(17:00頃到着）（歩行時間:約4時間30分）

アルパインツアーの登山ガイド同行

夏の富士登山を最終目標にして山旅専門のアルパイン
ツアーとのコラボで新たに発足した登山部。登山の基
礎を同行する山岳ガイドから楽しく学んでみませんか？
■日時  4月19日（水）  ①10:00 ～11:30 ②14:30 ～16:00
■場所   ①小田急ホテルセンチュリー相模大野  ②アグリス成城　■講師  アルパインツアー  渡邉 元嗣
■定員  各回30名　■参加費  500円（登山ツアー参加者は500円返金）
■申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0407 ② 0408

 申込期間  4月10日（月）まで 

登山教室まなたび
登山部

学びの後は旅へ！

※ 本ツアーの旅行企画・実施はアルパインツアーサービス株式会社となり、お申し込みの際は
　 同社の旅行条件書をご確認いただきますようお願いいたします。

新緑が輝く季節に相模の名山“大山”（標高1,252Ｍ）のハイキングに出
掛けましょう。山岳信仰の情緒が残る石畳の表参道から中腹の大山
阿夫利神社へ。さらに山頂へと足を延ばします。参加者7名さまに
1名の登山ガイドが付き初心者や夏に高い山を目指す方にお勧めです。

コースNo.：●●日帰り現地集合ツアー コースNo.：7054131

登山ガイド同行 
新緑の丹沢・大山ハイキング

■旅行代金
　お一人さま7,000円（大人 /税込）
※ 旅行代金に含まれるもの（登山ガイド同行費用、国内旅行保険）
　 食事なし（お弁当などをご持参ください。）
■出発日/集合（場所・時間）
　5月18日(木）/
　小田急線「伊勢原駅」改札前 8:00
■最少催行人員 14名さま～最大募集人員 28名さま 見晴台からの眺望

旅行企画・実施

※ 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。

軍港クルーズ軍港クルーズ

山のホテルつつじ山のホテルつつじ

ご参加は７歳～80歳の健脚なお客さまとさせていただきます。
愛川公園 / つつじ 宮ヶ瀬ダム放流

山のホテルつつじ

軍港クルーズ

バラクライングリッシュガーデン / 庭園

小田急ホテルセンチュリー
　　　  相模大野 小牧氏

ワイナリー

サントリー白州蒸溜所

1 0 11

●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。　●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。

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

※ 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 「旅」 バスツアー   /    日帰り現地集合ツアー 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。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！

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）※ 土日祝日除く「学び」メニュー　お問い合わせ

※ 新緑の丹沢・大山ハイキングコースは、
　 アルパインツアーサービス（株）が旅行企画・実施します

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.10～11
掲載


