
飲食 申込期間  9月19日（火）まで

■日時   9月29日（金） 18:00 ～20:00
■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
■講師  サントリー天然水ビール工場  専門スタッフ
　　　  みやじ豚代表取締役社長  宮治 勇輔
■定員  300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 0908

「天然水のビール工場」で生まれるザ•プレミアム•モルツのつくりのこだわり、お
いしいビールの注ぎ方紹介に続き、おまちかねの乾杯です！お食事はテレビ番
組「カンブリア宮殿」でも話題の湘南のブランド豚「みやじ豚」のバーベキュー。
プレミアムな一夜限りのペアリングをお楽しみください！（ビールは飲み放題です）

【プレミアムフライデー企画・第2回】

「ザ・プレミアム・モルツ」を楽しむ会
～湘南みやじ豚とプレミアムペアリング～

飲食 申込期間  8月9日（水）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0806

＜ラ・クチーナ・エスプレッサ＞

料理教室「コンロまかせのパパッとメキシカン」
4品のメキシコ料理を短時間で楽しく、おいしく調理する方法を学びま
す。食事の後はショールームを見学します。
■日時   8月24日（木） 10:30 ～13:00
■場所  東京ガス新宿ショールーム
■講師  東京ガススタッフ
■定員  24名　■参加費  4,300円

■申込 ①0120-090-918  ② 0120-709-098  ③ 0120-096-209へTEL

理想の住まいを手に入れる方法のひとつ“中古×リフォーム”。物件選び
からの流れや注意点を解説します。水まわり交換から自由なカスタマイ
ズまで、具体的な事例を見て気になる費用についてもおさえましょう！
■日時  ①8月26日（土） ②9月2日（土） ③9月9日（土） 10:30 ～12:00
■場所  小田急住まいのプラザ
　　　  ①新ゆり ②世田谷（経堂） ③あつぎ（本厚木）
■講師  小田急不動産・
　　　  小田急ハウジングスタッフ
■定員  各回15名
■参加費  無料

生活 イベントコード：●●生活 申込期間  各回前日まで

小田急住まいのプラザ
理想の住まいをかしこく手に入れる

中古を買ってリフォームしよう！

※ 小田急ポイント100ポイントをプレゼント 施工例

飲食 申込期間  8月17日（木）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0809

ヱビスビールの故郷見学とヱビスビール飲み放題の旅
ヱビスビール記念館で見学、試飲の後、「ビヤステーション恵比寿」に
て食事と飲み放題のビールを一緒に楽しみます。
■日時   8月29日（火） 14:30 ～18:00
■場所  恵比寿ガーデンプレイス
■定員  40名
■参加費  4,800円

飲食 申込期間  9月19日（火）まで

■日時  10月1日（日）
　　　  10:00 ～17:00
■場所  小田原かまぼこ通り
　　　  （小田原市本町3‒6‒23付近）
■定員  300名
■参加費  3,700円→
　　　　  3,200円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1001

旧東海道沿いに小田原水産業の歴史情緒を残す「小田原かまぼこ通
り」。10月1日の「日本酒の日」に開催される今年の小田原宿場祭りで
は、くつろいでご飲食いただけるよう、路上にたたみ100畳を敷きます。
神奈川県酒造13蔵元の日本酒が飲み放題。小田原かまぼこ店12軒の
食べ比べセット付きの会員限定のおトクなコースです。

小田原かまぼこ通り活性化協議会

第２回 小田原宿場祭り
～100畳敷で大宴会～

鞍と鐙
あぶみ

を着けない裸馬に乗り、インストラクターと海中散歩。他で
はなかなかできない「海馬（うみうま）」をバーベキューランチ付きの
特別価格でご体験いただきます。

スポーツ 申込期間  8月17日（木）まで

※ ２名以上でお申し込みください。

■日時  8月27日（日） 10:00 ～17:00　■場所  ホーストレッキングファーム三浦海岸
■講師  吉村 優一郎 他　■定員  10名
■参加費  ①中学生以上23,000円（特別価格）  
　　　　  ②小学生17,000円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「2」へTEL

海辺でホーストレッキング
～三浦海岸で楽しむ乗馬体験～

飲食 申込期間  8月14日（月）まで

蕎麦工場の見学と100%の蕎麦粉を使った蕎麦豆腐、蕎麦がきつくり
に挑戦。打ち立ての十割蕎麦と蕎麦豆腐、ご自分で作った蕎麦がき
を試食。（出来立ての生そば2人前とご自分で作った蕎麦豆腐はお持
ち帰りいただきます）
■日時   8月23日（水）  ①10:00 ～12:00  ②13:30 ～15:30
■場所  丹沢そば本店（渋沢駅徒歩 約20分）
■講師  江戸ソバリエ　■定員  各回30名　■参加費  3,800円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0804 ② 0805

蕎麦工場見学と蕎麦豆腐つくり体験

■申込 03-5325-2329へTEL

■日時   8月19日（土） 19:00 ～21:00  8月20日（日） 10:00 ～15:00（全2日間）
■場所  8月19日（土） 小田急線座間駅集合   8月20日（日） コサイエ（海老名駅西口）
■講師  セルズ環境教育デザイン研究所代表  西海 太介　■定員  3組（大人１名・子供１名）
■参加費  1組 26,000円→24,000円（会員特別価格）

文化 申込期間  8月9日（水）まで

親子で昆虫行動学を本格的に学ぶ、自由研究向け専門的生物学研
究！夜の昆虫観察のほか、昆虫のフェロモン実験やミツバチの学習行
動を中心に昆虫のもつ能力を調査します。

コサイエ科学教室 夏季特別講座 親子で学ぶ生物学実験！

虫好きを極める昆虫行動学

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0802

飲食 申込期間  8月14日（月）まで

初心者でも作りやすく、おいしい飾り海苔巻き教室です。築地海苔問
屋店主による「おいしい海苔の食べ方」もお教えします。「日本一の台
所・築地の味の技」をぜひ体験してください！
■日時  8月25日（金） 10:00 ～11:45　■場所  築地食まちスタジオ
■講師  海苔巻きアート料理家  品田 美幸  鳩屋店主  鵜飼 友義
■定員  30名　■参加費  4,500円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0807

【まなたび築地講座・第2回】

海苔巻きアート教室

蕎麦作り AtoZ

自分で育てた玄蕎麦で蕎麦作りを！（中級編）
丹沢山麓の自家農園で種まき、栽培、収穫から蕎麦打ちまでを4回に
わたり蕎麦職人が指導。ご自分で育てたお蕎麦をご家族の皆さまと
お召しあがりください。年越し蕎麦に最適です！

飲食 申込期間  8月24日（木）まで

■日時  9月5日（火） 10月17日（火） 11月14日（火） 11月28日（火） 全4回
　　　   各回10:00 ～12:00
■場所  丹沢そば本店　■講師  江戸ソバリエ
■定員  30名　■参加費  28,000円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0905

※ 2回目以降振替受講可

※ プロも使う特別昆虫採集キット（１組に１セット）、2日目の昼食付き
※ 初日雨天の場合は代替プログラムとなります。

※ 小学3年生～小学6年生対象

文化 申込期間  7月31日（月）まで

コンピュータサイエンスの基礎となる「プログラミング」を、最先端の
ロボットや人工衛星のソフトウェアの開発を行っている専門講師の講
義によりゲーム方式で楽しみながら体験していただけます。夏休み
の自由研究などにも活用できるプログラムをお持ち帰りできます。
■日時   8月5日（土） 10:30 ～16:00
■場所  新宿西ビルディング７階 特設会場
■講師  株式会社セック 専門講師
■定員  5名
■参加費  5,000円（テキスト・昼食代込）

小田急百貨店新宿店

小田急×セックこどもプログラミング教室
～コンピュータサイエンスへの誘い～

※ 小学生のみ、保護者同伴

※ ロボットはお持ち帰りできません。

文化 申込期間  8月21日（月）まで

第59回 鎌倉薪能

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①1002 ②1003

虫の音・月の光・そよぐ風を感じながら‥。能は金春流・喜多流による【融】、
狂言は和泉流野村萬斎（日程①）・万作 （日程②）師による【樋の酒】をお楽
しみください。先行特別販売です。
■日時  ①10月6日（金） ②10月7日（土）
　　　  　17:00開演～20:00終演予定
■場所  鎌倉宮境内（鎌倉市二階堂154）
■定員  各回100名
■参加費  7,000円→6,500円（特別価格）

能「融」シテ 金春 安明
撮影  吉越 研

小田原街かど博物館めぐりと小田原ちょうちん
づくりを体験します。夏休みの自由研究にぜひ！

散策 申込期間  8月9日（水）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0803

【コース】
10:00 小田急線小田原駅改札集合 出発…▶街かど博物館見学（数箇所）…▶ランチ（元祖小田
原丼）…▶清閑亭見学・小田原ちょうちん製作体験…▶ 15:15 小田原城前にて解散

【小田原再発見・第２回】

小田原街かど博物館めぐりと小田原ちょうちんづくり

■日時   8月21日（月） 10:00 ～15:15
■講師  小田原まちづくり応援団  専門ガイド
■定員  30名　■参加費  5,300円

文化 申込期間  8月16日（水）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0808

学芸員による館内見学、VR（バーチャルリアリティー）シアター体験（演目
東大寺大仏の世界）、印刷工房体験など、印刷を五感で体験できる小田
急まなたびオリジナルメニューを用意しました。夏休みの最後の思い出
づくりにいかがですか？
■日時   8月26日（土）9:45 ～12:00
■場所  印刷博物館（飯田橋）
■講師  印刷博物館  専門ガイド
■定員  30名
■参加費  1,500円

 印刷の過去・現在・未来を学習！

まるごと「トッパン印刷博物館」ツアー

8 9

※ 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。

夏休みに親子で学び楽しむワークショップや、ビールや日本酒の
美味しさを体験できる企画をご用意しました。



コースNo.：●●宿泊バスツアー（1泊2日） 食事：朝1回・昼2回・夕1回付き コースNo.：7104201

※ 貸切バスは箱根登山観光バスを利用します。

スポーツ 申込期間  8月29日（火）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   ①8月30日（水） 18:30 ～19:55 ②8月31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　03-5978-6485（12:00~19:00日除く）へTEL

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）

【第6期】社交ダンス入門講座 無料体験会

美容生活アドバイザー 佐伯チズ先生と行く“まな美”旅
美を楽しむ箱根路～旬の彩りを感じながら～

2日目  ホテル（ゆっくり9:45出発）＝＝▶大涌谷（箱根の代表的な観光スポット/名物
黒たまごをご賞味）＝＝箱根 九十九（じねんじょとろろ蕎麦ご膳の昼食）==▶箱根ラリッ
ク美術館（学芸員の案内で鑑賞/美スイーツのティータイム）＝＝▶仙石原ススキ群落（箱
根の秋の風物詩）＝＝小田原駅++＜特急ロマンスカー＞++町田駅（16:47到着）++新
宿駅（17:18到着）

※ 美肌の湯の泉質を持つ自家源泉の露天風呂でおくつろぎください。
※ 夕食は佐伯チズ先生を囲んで美食の夕べ/ホテル自慢のフレンチディナーをお召上がりください。
　 ワンポイント美容講座の他、普段ではなかなか聞けない佐伯チズ先生のお話が聞けるかも？

※ 佐伯チズ先生は１日目の新宿駅より２日目の新宿駅まで皆さまとご一緒させていただきます。
※ 詳しくは別途パンフレットをご請求ください。 ※ 本ツアーは一般のお客さまとの混乗になります。

【コース】
1日目  新宿駅++＜特急ロマンスカー＞++（相模大野駅）++小田原駅＝（貸切バス）＝
小田原だるま料理店（旬の和会席料理の昼食）＝＝▶本間木工所（箱根寄木細工のコー
スター作り体験/60分）==箱根町港～（▶箱根海賊船/特別船室にて芦ノ湖遊覧/40分）
～桃源台港＝＝小田急山のホテル（宿泊/洋室１～３名さま１室）16:40到着

添乗員同行

ご参加のお客さまと佐伯チズ先生だけの箱根の旅をご用意しました。
食、自然、体験などをお楽しみいただきながら、佐伯チズ先生との“ふ
れあい”のひとときをお楽しみください。
■旅行代金  お一人さま（大人 /税込）
　 OPクレジットカード会員
　３名さま一室65,800円
　 2名さま一室69,800円
　１名さま一室77,800円

■出発日/集合（場所・時間）
　10月22日(日）/小田急線「新宿駅」/
　小田急トラベルはこね旅市場前 9:10

■最少催行人員 12名さま～最大募集人員 24名さま

※ ご参加は20歳以上の女性のお客さまに限らせ
　ていただきます。
※ 相模大野駅乗車、町田駅下車のお客さま
　 は1,000円引き

※ 相模大野駅よりご乗車のお客さまは事前に送付
　 する旅行のご案内にて別途お知らせいたします。

テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ

第15回定期演奏会

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0907

若手有望ピアニストとオーケストラの交響曲をお楽しみください。

■日時  9月23日（土・祝） 14:00開演～16:00終演予定
■場所  昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
■出演者  指揮 海老原 光  ピアノ 尾崎 未空  管弦楽 テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
■定員  30名　■参加費  全席指定 S席3,500円→3,150円（特別価格）

音楽 申込期間  9月12日（火）まで

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30 
チャイコフスキー 交響曲第４番 へ短調 作品36

〈曲 目〉

尾崎 未空

綱渡りで体幹 バランストレーニング

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0904

スポーツ 申込期間  8月20日（日）まで

スラックラインを使用した体幹バランストレーニングを実施。楽しみな
がら集中力を高められる新しいスポーツにぜひチャレンジしてください。
■日時   9月3日（日） 11:00～12:30　■場所  桜丘文化教室（千歳船橋駅徒歩2分）
■講師  2013年スラックライン女子世界チャンピオン  福田 恭巳
■定員  12名　■参加費  5,500円

小田急百貨店町田店 ホビーラホビーレ

こぎん刺しのティッシュケースレッスン

■申込　042-732-3125へTELまたは店頭にて

半縫製済みのキットを使って、こぎん刺しの技法を学びます。講師が
丁寧にお教えいたします。
■日時    8月21日（月） ①11:00 ～13:00  ②14:00 ～16:00
■場所  小田急百貨店町田店７階　■講師  ホビーラホビーレ  岡本 美智子
■定員  各回6名　■参加費  3,000円

文化 申込期間  8月18日（金）まで

■申込　042-728-0186へTELまたは店頭にて

3原色を調合して、世界に一枚だけのタオルハンカチを作ります。染ま
る様子を確かめながら、楽しく染色体験をしましょう。
■日時   8月26日（土） ①11:30 ～  ②14:00 ～  ③15:00 ～
■場所  小田急百貨店町田店６階
■講師  ホットマン  金井 伸太郎
■定員 各回4名　■参加費  1,080円（ハンカチ1枚につき）

小田急百貨店町田店 ホットマン ハンカチ染めワークショップ
文化 申込期間  8月25日（金）まで

佐伯チズ先生

日帰り現地集合ツアー（昼食付） コースNo.：7094111

※ 当日は歩きやすい靴、服装でご参加ください。

【小田急線開業90周年特別企画】
鉄道ファン集まれ  「小田急喜多見電車基地」
見学とロマンスカー試乗の旅
普段なかなかご覧いただくことのできない車両基地や研修センター
を見学して、鉄道事業の魅力をより感じてください。喜多見車両基
地より出発するロマンスカーの試乗（新宿駅まで）もお楽しみに。

【コース】
喜多見駅…（徒歩/約5分）…▶小田急喜多見車両基地、小田急研修センター（約6時間）  
【①研修センター（車掌用シミュレーター体験、運転士用シミュレーター見学、信号扱
用シミュレーター体験、転てつ器手回し体験（雨天中止）、お弁当の昼食）②喜多見車
両基地（検車区見学、保存車両の見学）③運転担当の案内でロマンスカーを見学】++
〈ロマンスカー試乗/15分〉++新宿駅（改札通過後に解散/16:30頃）

添乗員同行

■旅行代金  お一人さま（大人/税込）
　OPクレジットカード会員  4,800円  子供（小学生は500円引き）
■出発日/集合（場所・時間）
　 9月14日（木）/小田急線「喜多見駅」/改札前 9:30
■最少催行人員 40名さま～最大募集人員 80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車両基
地等の見学ができない場合、また見学
内容が変更となる場合がございます（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） ロマンスカー小田急研修センター

箱根海賊船 山のホテル夕食

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7094101
※ 貸切バスは神奈中観光を利用します。

【東海大学 提携講座】
内田吉保氏に学ぶ史跡探究シリーズ
第2回  甲斐国に武田氏の興亡と歴史ロマンを訪ねて
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、武田氏ゆかりの神社仏
閣や勝沼の大善寺の本堂（国宝）などを巡る歴史の旅です。

※ 当日は歩きやすい靴、服装でご参加ください。 ※ 本ツアーは一般のお客さまとの混乗になります。

【コース】
町田駅＝＝▶願成寺（重要文化財の仏像、武田信義の墓/25分）＝＝▶武田八幡（重
要文化財の本殿/30分）＝＝▶古長禅寺（小笠原氏発祥の地/20分）==▶甲府市内
（昼食）==▶甲斐国分寺跡（見学/20分）==▶釈迦堂遺跡（縄文遺跡資料館/25分）＝
＝▶大善寺（参拝）＝＝町田駅（18:30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

■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）
　9月29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 7:45
■最少催行人員 15名さま～最大募集人員 28名さま

内田吉保氏 大善寺

小椋佳「歌談の会」

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1004

「シクラメンのかほり」「愛燦燦」等の名曲を世に送り出し、多くのアー
ティストに楽曲提供。心に響く歌声と旋律は必聴です。
■日時  10月29日（日） 17:00開演
■場所  秦野市文化会館大ホール　■出演者  小椋 佳
■定員  100名
■チケット料金  5,000円→4,500円（特別価格）

音楽 申込期間  10月18日（水）まで

企画・制作
ゴッド・フィールド・エンタープライズ

東京六花街で最も伝統ある日本橋葭
よしちょう

町芸者遊びと日本橋の老舗を
散策する「大人の遠足」です。

散策 申込期間  8月28日（月）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 0906

【コース】
15:30 三越前駅B6出口 集合…▶日本橋老舗めぐり…▶榮太楼でお
食事…▶コレド室町３「橋楽亭」にて芸者体験…▶ 19:00頃 解散

【東京再発見】 日本橋芸者遊びと老舗散策

■日時  9月9日（土） 15:30 ～19:00　■講師  専門ガイド　■定員  30名　■参加費  9,800円

■申込　03-5381-0305（ノースフェイスプラス）へTEL

スポーツ 申込期間  8月25日（金）まで

親子で新たなアクティビティーにチャレンジ！海を楽しむ心構えをテー
マにアウトリガーカヌーを体験。お子さまが楽
しむ海遊びも行います。（協力：ゴールドウィン）

■日時   9月2日（土） 12:30 ～15:30
■場所  湘南アウトリガーカヌークラブ（江ノ島）
■講師  定岡 なつみ 他　■定員  24名
■参加費  お一人さま5,500円（小学生以上のお子さまと保護者さまでご参加ください）

【小田急ハルク】

アウトリガーカヌー親子体験会

豊かな自然と温泉に恵まれた箱

根に一緒にお出かけになりません

か？今回の旅行は食、自然、体験

など様々なお楽しみがありますが、

何といっても皆さまとの“ふれあい”

を楽しみにお待ちしております。

佐伯チズ先生のオススメポイント佐伯チズ先生のオススメポイント
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●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。（“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（または小田急トラベルHP掲載の）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、食事内容等は交通事情・食材の仕入れ状況等により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。　※ 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。（「美を楽しむ箱根路コース」を除く）　※ 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

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」


