
■日時   6月25日（日） 14:30開演
■場所   秦野市文化会館 小ホール
■出演者  チェロ 宮田 大  ピアノ 田村 響　■定員  20名
■チケット料金  2,500円→2,250円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0617

権威ある「第９回ロストロポーヴィチ国際チェロコンクール」で日本人初
の優勝。国内外で磨いた演奏技術をお楽しみください。

宮田 大

音楽 申込期間  6月6日（火）まで

宮田 大  チェロ・リサイタル
昭和音楽大学

テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ特別演奏会

■日時   6月24日（土） 14:00開演
■場所  テアトロ・ジーリオ・ショウワ（新百合ケ丘）
■定員  30名　■チケット料金  S席3,500円→3,150円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0616

「フルート&ハープの協奏曲」と「ドヴォルザークの交響曲」を堪能！
モーツァルト フルートとハープのための協奏曲 
ドヴォルザーク 交響曲第8番 他

音楽 申込期間  6月14日（水）まで

■日時   ①6月10日（土） ②6月24日（土）
　　　   各日11:30 ～13:00 / 15:00 ～16:30
■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  2,000円

■申込 042-720-6140（10:30~18:00）へTEL または店頭にて

初心者でも、ゆかたが着られるようになる、ゆかた着付けレッスン。

ゆかたの着方、半幅帯の結び方をマスターできます。

小田急百貨店町田店

〈プロが教える〉ゆかた着付けレッスン

生活 イベントコード：●●生活 申込期間  各回前日まで

■日時   ①6月16日（金） ②6月17日（土） 13:30 ～14:30
■場所   7階メガネ売場
■講師   ファッションディレクター 中澤 美奈子
■定員   各回10名
■参加費  500円
■申込 042-727-1044（10:30~19:30）へTEL または店頭にて

自分に似合うメガネを選んでみませんか？HOYAスタッフによるTPOに
合わせたメガネの使い方や、色・形が人に与える印象の違いなどを楽
しく学んでいただけるセミナーです。

生活 イベントコード：●●生活 申込期間  各回前日まで

小田急百貨店町田店

なりたい自分への最短ルート
〈トータルファッション メガネセミナー〉

■日時   7月19日（水） 18:30 ～20:00
■場所  ユニコムプラザさがみはら（相模大野）
■講師   東海大学教授  西﨑 泰弘
■定員  60名　■参加費  1,800円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 2262

「健康でこころ豊かに老いる」、正しいアンチエイジングの理解とその
実践についてわかりやすく解説します。

東海大学提携講座 生活 申込期間  7月8日（土）まで

正しいアンチエイジングの理解とその実践

■日時   6月20日（火） 10:00 ～12:00
■場所  築地食まちスタジオ
■講師  NPO築地食のまちづくり協議会  山崎 徳子
■定員  30名　■参加費  1,800円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0615

築地の歴史や市場の仕組みのお話しの後、「波除稲荷神社」境内にて
禰宜鈴木様に神社とまちの関わりなどをお話しいただきます。

生活生活 申込期間  6月11日（日）まで

【まなたび築地講座・第１回】

築地まるわかり講座

■日時   6月20日（火） 18:30 ～20:30
■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野　■講師  小牧 直樹
■定員  50名　■参加費  8,500円→8,100円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0610

生演奏と楽しむ、副支配人兼ソムリエ厳選ワインとフレンチディナー。
ソムリエに、日常のワインライフをさらに楽しくするアイデアを聞いてみては。

バイオリン＆ピアノ演奏の夕べ

ワインとお料理のマリアージュ

飲食 申込期間  6月11日（日）まで

■申込 042-710-5621（10:00~20:00）へTEL

■日時   ①6月11日（日）  ②7月9日（日） 14:00 ～15:00
■場所   9階バンケットルーム
■講師  ①ワインエキスパート 亘理 萌
　　　   ②エノテカスタッフ 中村 琢哉
■定員  各日20名　■参加費  ①5,400円  ②3,240円

①ブドウ品種にあわせたグラス選びを学びます。グラス１脚をプレゼント。
②フランスの各銘醸地の白ワインを堪能しながら学びます。

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ワイングラスとワインの関係 ②地図でめぐるフランス白ワインの旅

〈好評につき追加開催！〉 佐伯チズ美肌塾
A 初心者コース B アドバンスコース

■日時   ①7月11日（火） ②8月8日（火） ③9月19日（火） 全3回
　　　   各日 A 10:30 ～12:00 / B 14:00 ～15:30
■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
■講師  美容家  佐伯 チズ /  佐伯チズ公認インストラクター
■定員  各コース20名　■参加費  各コース15,000円

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード A 0706  B 0707 

A 日々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ご
紹介。最終回は佐伯先生の直接指導も。 B 初心者コース修了者対象。

生活 イベントコード：●●生活 申込期間  6月29日（木）まで

■日時   6月21日（水） 13:30 ～15:00
■場所  9階バンケットルーム
■講師  酢ムリエNo.0001  内堀 光康
■定員  20名　■参加費  3,240円
■申込 042-709-3790へTEL または店頭にて

塩を使わずにピクルス（お酢を使用したお漬物）が作れる！酢ムリエによ
る、お酢を使ったヘルシーでグルメなアイデア料理を体験していただけ
ます。爽やかな酸味で、梅雨時のさっぱりメニューに活用できます。

飲食 申込期間  6月20日（火）まで

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

■日時   ①6月18日（日） ②6月25日（日）
　　　   各日11:30 ～13:00 / 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  3,240円
■申込 042-720-8708（10:30~19:30）へTEL

ハーブティに興味があるけど、よくわからないしどれから始めていいか
わからない。そんな方向けにハーブティの働きについてや、ブレンド方
法を試飲も交えて楽しく学びます。

飲食 申込期間  各回前日まで

小田急百貨店町田店（生活の木）

ハーブティ入門教室

ベルリン・フィル次期音楽監督のキリル・ペトレンコ初来日。人気絶頂
のフォークト（テノール）主演の他、超豪華歌手が集結するオペラです！

バイエルン国立歌劇場 2017年日本公演

「タンホイザー」全3幕

音楽 申込期間  6月19日（月）まで

■日時   ①9月21日（木）  ②9月25日（月）
　　　 ③9月28日（木）  各日15:00開演
■場所  NHKホール（渋谷）　■出演者  KF フォークト他
■定員  各回10席　■チケット料金  S席65,000円
※ OPクレジットカード会員さま特典  S席1階席確約
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0901 ② 0902 ③ 0903

指揮:キリル・ペトレンコKF フォークト

Photo:Harald Hoffmann / Wilfried Hösl / Felix Loechner

■日時  6月30日（金） 18:00 ～20:00　■場所  エルヴェ成城店
■講師  グランポレール ワインメーカー 渡邉 真介
■定員  30名　■参加費  6,000円→5,800円（特別価格）
■申込 03-5429-1281（11:00~22:00）へTEL
　 ※ 「まなたび」を見たとお申し出ください。

ワインと食について「勝沼ワイナリー」から造り手を迎え、楽しいディナー
タイムをお贈りします。

【プレミアムフライデー企画・第１回】

ワインと食事を楽しむ ゆうべ

飲食 申込期間  6月20日（火）まで

■日時   7月1日（土） 10:40 ～14:30
■場所  金井酒造（秦野市）他　■講師  専務取締役 佐野 博之
■定員  40名　■参加費  4,800円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0701

麹菌にクラシック音楽を聴かせて醸造した音楽醸造酒などユニークな
酒づくりの秦野の金井酒造の酒蔵見学・試飲のあと
は、場所を移し利き酒会（ペアリング）を楽しみます。

飲食 申込期間  6月20日（火）まで

【まなたび日本酒会】

金井酒造利き酒会

KAORI PARADISE 2017KAORI PARADISE 2017
HAPPY 50th ANNIVERSARYHAPPY 50th ANNIVERSARY

KAORI PARADISE 2017
HAPPY 50th ANNIVERSARY

ぶ ら り ひ と り 旅

■日時   8月6日（日） 17:00開演
■場所  秦野市文化会館 大ホール
■出演者  岸谷 香
■定員  80名　■チケット料金  5,000円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0801

「DIAMONDS」「M」など、数々の曲をヒットさせたガールズバンドの草
分け「プリンセスプリンセス」。その元ボーカルが、50歳の節目を迎
えた2017年、さらに精力的に活動していきます。

音楽 申込期間  6月12日（月）まで

■日時   7月13日（木） 12:30 ～14:30
■場所  3階 日本料理「佳香（かこう）」
■講師  和食料理長  藤井 正
■定員  25名　■参加費  7,000円
■申込 03-3348-1234（代表）（10:30~21:00）日本料理 佳香へTEL

落ち着いた雰囲気の空間で会席料理をお楽しみいただきながら、日
本料理の技法や盛り付けのテクニックを学べる料理教室。ご自宅で
も活かせるアドバイスを織り交ぜながら、デモンストレー
ションをしていきます。

飲食 申込期間  7月10日（月）まで

ハイアット リージェンシー 東京

藤井正による会席料理デモンストレーション
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※ 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 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

「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。

紫陽花を観賞する箱根・鎌倉の旅や日本酒・ワインを楽しむイベントなど
初夏を愉しむ企画をご用意しました。



■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0609

【コース】
10:00 箱根登山線箱根板橋駅 出発…▶松永記念館（老欅荘）・山縣有朋旧別邸（古稀庵）等散策…▶旧黒田
長成侯爵別邸（清閑亭）でお弁当…▶山下亀三郎別邸跡等散策…▶ 15:00 小田原城前にて解散

【小田原再発見・第１回】

政財界人が愛した邸園を訪ねて

散策 申込期間  6月8日（木）まで

明治～昭和に活躍した偉人たちの邸宅と庭園をめぐります。

■日時   6月18日（日） 10:00 ～15:00
■講師  小田原まちづくり応援団  専門ガイド
■定員  40名　■参加費  4,200円

「鎌倉五山めぐり」全2回

第1回 鎌倉屈指の古刹を歩く

散策 申込期間  6月15日（木）まで

全二回。前篇は、鎌倉屈指、臨済宗の名刹を歩きます！

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0618

【コース】
9:45  鎌倉駅東口 集合・受付…▶寿福寺…▶季節料理あら珠にて昼食（11:00）…
▶建長寺…▶浄智寺…▶円覚寺…▶北鎌倉駅にて解散（16:30頃）

■日時   6月27日（火） 9:45 ～16:30
■講師  専門ガイド　■定員  30名　■参加費  6,500円

「鎌倉五山めぐり」全2回　

第2回 神秘の竹寺と浄明寺を目指して歩く

散策 申込期間  6月20日（火）まで

後篇は、浄妙寺を目指しながら、名刹・報国寺もご案内。

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0702

【コース】
9:45  鎌倉駅東口 集合・受付…▶鎌倉宮…▶杉本寺…▶浄妙寺…▶報国寺…▶
こふくにて昼食（13:00）…▶鶴岡八幡宮…▶鎌倉駅にて解散（16:30頃）

■日時   7月7日（金） 9:45 ～16:30
■講師  専門ガイド　■定員  30名　■参加費  6,500円

■日時   ①6月10日（土） ②6月18日（日） ③6月25日（日） 各日13:30 ～15:00
■場所   小田急住まいのプラザ ①あつぎ ②新ゆり ③世田谷（経堂）
■講師   エータ法律事務所（東京弁護士会）  弁護士  政岡 史郎
■定員  各回13名　■参加費  無料
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0603 ② 0604 ③ 0605

「空室」「管理・メンテナンス」など老朽化した賃貸住宅のオーナーさまのお悩
みに、具体的な対策と準備を。セミナー後は個別相談（各30分）も承ります。

生活 イベントコード：●●生活 申込期間  6月4日（日）まで

小田急住まいのプラザ（小田急不動産・小田急ハウジング）

老朽化アパートを整理する4つの方法

※ 小田急ポイント100ポイントをプレゼント

【まなたび登山部】

富士登山教室

散策 申込期間  6月12日（月）まで

一度は登ってみたい日本一の富士山。富士登山に必要なノウハウや、
富士山ならではの最新事情を同行する登山ガイドから楽しく学びます。

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0613 ② 0614

■日時  ６月23日（金）  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・登山ガイド 渡邉 元嗣　■定員  各回30名
■参加費  500円（富士登山ツアー参加者は後日返金）

■旅行代金  お一人さま14,900円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　7月8日（土）/
　新宿駅西口/明治安田生命ビル前 8:00
■最少催行人員 15 名さま～最大募集人員 28 名さま

※ 歩きやすい服装、靴でご参加ください。

【コース】
新宿西口＝＝▶船塚山古墳（大型前方後円墳を見学/25分）…▶愛宕山古墳（見
学/15分）＝＝▶平福寺（常陸大掾氏の菩提寺/30分）＝＝石岡市内（昼食）＝＝
▶常陸国府跡（現石岡小学校/25分）＝＝▶常陸国分寺（参拝/25分）＝＝▶常
陸国分尼寺跡（見学/25分）＝＝▶鹿の子遺跡（見学/25分）＝＝▶常陸風土記の
丘（見学/30分）＝＝新宿駅（17:40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

内田吉保氏に学ぶ史跡探究シリーズ
第１回常陸国を巡る古代より中世の旅

東海大学生涯学習講座のフィールドワークをはじめ、歴史や文
学を探る旅を専門に案内する“内田吉保”氏の同行で、風土記を
残している数少ない国、常陸国(現在の茨城県）の歴史、地理を
楽しみましょう。

内田 吉保氏常陸風土記の丘

日帰りバスツアー（昼食付き） コースNo.：7074101
※ 貸切バスは小田急シティバスを利用します。

※ 本コースは一般のお客さまとの混乗となります。

※ 貸切バスは神奈中観光を利用します。
宿泊バスツアー（1泊2日）  食事：朝1回・昼1回・夕1回付き コースNo.：7084201

夏休み！大迫力の土肥港花火クルーズと
東海大学海洋科学博物館＆静岡市立日本平動物園バックヤードツアー

大人も子供もお楽しみいただける夏休みの特別企画！船上から眺める花火大
会はもちろん、普段なかなかご覧いただくことのできない２つのバックヤードを
飼育員、学芸員さんの案内付きで見学できるとっても楽しい旅です。
■旅行代金  お一人さま（大人/税込）
　※ OPクレジットカード会員は下記より500円引き
　３名さま一室34,800円
　 2名さま一室35,800円
　１名さま一室39,800円
　子供(4歳～小学6年生は2,000円引き）
■出発日/集合（場所・時間）
　 8月19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 9:15
■最少催行人員 15 名さま～最大募集人員 35 名さま 日本平動物園（バックヤード） 土肥港花火大会

※ 本コースは一般のお客さまとの混乗となります。

【コース】
1日目  町田駅＝＜バス車中またはSAにて自由昼食＞＝▶東海大学海洋科学博物館/自然史博物館（学
芸員の案内付で水族館のバックヤードツアーおよび館内自由見学/150分）＝＝ホテルセンチュリー静岡
（チェックイン/小休憩）＝＝▶清水港～＜駿河湾フェリー/土肥港花火クルーズ（180分・花火大会は30分:
船内にてお弁当の夕食）＞～清水港＝＝ホテル（泊）23:10頃到着（洋室1～3名さま一室利用）
TEL 054-284-0111

※ 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

※ 市内を一望する洗練されたシティホテルでの一時をお楽しみください。

2日目  ホテル（和洋ブッフェの朝食/ゆっくり10:15出発）＝＝▶日本平（駿河湾・富士山の絶景、昼食
/70分）＝＝▶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）
＝＝町田駅（18:40頃到着）

東海大学海洋科学博物館（バックヤード）

■日時   7月21日（金） 13:00 ～14:30
■場所  世田谷 小田急住まいのプラザ
■講師   相続ハウス  小嶋 由佳
■定員  15名　■参加費  無料
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0704 

遺言書は用意すべき？どう書く？「書くきっかけ」にもなる初心者向け
セミナー。実際に書きながら、注意点や失敗例などをご紹介します。

生活 イベントコード：●●生活 申込期間  7月11日（火）まで

小田急保険サービス

遺言セミナー

※ 貸切バスはカミコウバスを利用します。

※ 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
　 条件書を事前にご確認いただきますようお願いいたします。

皇太子さまが歩いたことで知られる「プリンスルート」。最も標高が高い登山口の
富士宮口新五合目をスタートし、宝永山を横切って御殿場口へ。富士山頂でご来
光を拝んだ後は、ダイナミックな景色の大砂走
りを下ります。
■旅行代金  お一人さま33,000円（大人 /税込）
※ 本ツアーの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。
※ 旅行代金に含まれるもの（往復貸切バス代金、登山ガイド同行費用、
　 国内旅行保険、宿泊費用）（1日目の昼食はお弁当などをご持参ください）
■出発日/集合（場所・時間）
　8月1日(火）/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14名さま～最大募集人員28名さま

登山ガイド同行 
富士山・プリンスルート

旅行企画・実施

宿泊バスツアー（1泊2日） 食事：朝1回・昼0回・夕1回付き コースNo.：7084211

ご来光を待つ登山客

富士山（大砂走）

※ 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】
1日目  町田駅＝＝▶富士宮口新五合目（標高2,453M）…宝永山（標高2,693M）…御殿場口
七合目「砂走館」(泊）（標高3,090M）/山小屋にて男女混合相部屋制　TEL 090-3155-5061 

2日目  砂走館（午前1:00出発）…富士山・剣ヶ峰（ご来光/標高3,740M）…砂走館（朝食）…
大砂走（標高1,441M）…御殿場口新五合目＝＝▶御胎内温泉(入浴と昼食/お客さま負担）＝
＝町田駅（19:00頃到着）

アルパインツアーの登山ガイド同行※ 添乗員（登山ガイド）同行、バスガイドは乗務いたしません。

（歩行時間:1日目約4時間30分/2日目約8時間）

散策 申込期間  6月15日（木）まで

■日時   6月22日（木） 13:15 ～21:40　■定員  36名　■参加費  9,980円

■申込 0460-83-6325（10:00~17:00）へTEL 

あじさいとばらのマリアージュ！
初夏の夜のあじさい電車
初夏の風物詩あじさいをご堪能いただく一日。美術館では｢ヴェネチア
ン･グラス2千年の旅｣ 展を学芸員の解説付きで鑑賞。貸切り車両から
はライトアップされたあじさいをお楽しみください。（おやつ・夕食付き）
※ 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】
13:15 小田原駅西口 出発＝＝▶箱根ガラスの森美術館（学芸員によるギャラリートーク・
あじさいとばらの庭園散策）＝＝▶桃源台港～＜海賊船・特別船室乗船＞～▶箱根町
港…▶茶屋本陣「畔屋」（お買い物・夕食）＝＝▶強羅駅+++〈箱根登山鉄道 夜のあ
じさい号乗車、あじさい観賞〉+++箱根湯本駅＝＝▶小田原駅西口（21:40解散）
旅行企画・実施  箱根観光船株式会社

※ 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事前にご確認いただきますようお願いいたします。

金太郎伝説を残す「金時山」(標高1,212M）。箱根外輪山に位
置し、富士山の眺望が素晴らしいことでも有名です。矢倉沢峠
から笹原の尾根を行き、金時山の山頂へ。新柴コースを下っ
て足柄駅まで歩きます。

■旅行代金  お一人さま7,000円（大人 /税込）
※ 本ツアーの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。
※ 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）
　 食事無し(お弁当などをご持参ください）
■出発日/集合（場所・時間）
　7月11日（火）/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 8:50
■最少催行人員14名さま～最大募集人員28名さま

登山ガイド同行 
箱根・金時山ハイキング

旅行企画・実施

日帰り現地集合ツアー コースNo.：7074131

※ 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】
小田原駅＝＝（路線バス/お客さま負担）＝＝▶仙石（標高650M）…金
時登山口…矢倉沢峠…公時神社分岐…金時山（標高1,212M)…新柴
分岐…金時川ダム…ギャツビィGC…JR御殿場線・足柄駅（標高330M、
17:00頃到着・解散）

アルパインツアーの登山ガイド同行※ 添乗員（登山ガイド）同行、バスガイドは乗務いたしません。

（歩行時間:約4時間30分）

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。（“土肥港花火クルーズ”および“内田吉保氏に学ぶ史跡探求シリーズ”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。　※ 主掲載のコース、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 「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（一部コースを除く）です。

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）※ 土日祝日除く「学び」メニュー　お問い合わせ

※ 箱根・金時山ハイキングと富士山・プリンスルートは、
　 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.11
掲載

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）。　・公演等の座席指定は承
れません。　・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

小田急まなたび 「学び」


