
■申込　03-5325-2578へTEL

飲食 申込期間  10月4日（水）まで

「酒造りは米作りから」を信念に、酒米作りから精米・醸造までを一貫
して行う栽培醸造蔵です。収穫直前の田んぼ・酒蔵の見学の後、蔵
元直営レストランでお酒とコース料理のペアリングをお楽しみください。
■日時  10月14日（土）  14:00 ～19:00
■場所  泉橋酒造（海老名駅徒歩約25分）・蔵元佳肴いづみ橋
■講師  泉橋酒造  専門スタッフ　■定員  24名　■参加費  9,000円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1006

【まなたび日本酒会・第5回】

いづみ橋プレミアム体験会
人気料理教室をOPクレジットカード会員さまだけに特別開催！

【エコ・クッキング】 季節をいただく口福和食
季節を取り入れた和の品々に、和食ならではの味わいを感じます。
見た目も華やかな口福和食をお試しください。
【メニュー】和風ローストビーフ/海老入り蓮根餅のきのこあんかけ/きのこと生姜の混ぜご飯/りんごかん

飲食 申込期間  10月10日（火）まで

■日時  10月21日（土）10:30 ～13:30　■場所  東京ガス新宿ショールーム
■講師  東京ガス料理教室専属講師　■定員  16名
■参加費  4,300円

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1007

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1008

町田市がホームタウンのJリーグチームがフットボールスクールを開催。
身体を動かしたい！やせたい！久しぶりにサッカーをしたい！動機は何
でもOK。年齢、性別は問わずもちろん未経験者も大歓迎です。

スポーツ 申込期間  10月10日（火）まで

■日時  10月21日（土） 12:30 ～14:30
■場所  町田シバヒロ（町田駅徒歩約６分）
■講師  町田ゼルビア専門スタッフ
■定員  20名　■参加費  3,800円

FC町田ゼルビア フットボールスクール

みやじ豚と国産ワインの

理想的マリアージュを楽しむ

飲食 申込期間  11月12日（日）まで

注目のみやじ豚の味を引き立てる、ソムリエが厳選した国
産ワイン「甲州」「マスカットベリーA」の魅力に迫ります。

■日時  11月24日（金） 18:30 ～20:30
■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野 宴会場　■講師  ソムリエ  小牧 直樹
■定員  50名　■参加費  6,500円→6,000円（特別価格）

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1106

曹洞宗の名刹で、写経の原点である「般若心経」を。

散策 申込期間  11月8日（水）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1103

【コース】
10:00 小田急線足柄駅改札集合 出発…▶曹洞宗潮音寺（毘沙門天にて写経）++〈小田急線乗車（各
自負担）〉++▶ 13:00昼食（田むら銀かつ亭）…▶街かど博物館見学…▶ 15:00 小田原駅解散

■日時  11月18日（土） 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

小田原七福神会「般若心経」の写経

東海道神奈川宿を歩き浮世絵にも描かれた老舗料亭「田中家」をご案内します。

散策 申込期間  11月13日（月）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1107

【コース】
9:50 JR東神奈川駅集合 出発…▶神奈川宿めぐり（金蔵院～高札場～成仏寺
～慶運寺～甚行寺～本覚寺）…▶田中家にてお食事（13:00 ～）…▶食事後、横浜駅にて解散（15:00頃）

坂本龍馬没後150年記念

お龍も務めた老舗料亭「田中家」でのお食事と幕末横浜散歩 
■日時   11月24日（金） 9:50 ～15:00
■講師  専門ガイド　■定員  30名　■参加費  8,800円

■申込 ①世田谷 0120-709-098  ②新ゆり 0120-090-918  ③あつぎ 0120-096-209へTEL

相続やお住み替えなどで空き家になっている実家をそのままにしていませ
んか？元気なうちに片づけをしたい方、実家の荷物の整理にお困りの方に
専門家がアドバイスいたします。相続物件売却のコツも詳しく解説します。
■日時  ①11月11日（土）  ②11月18日（土）  ③11月19日（日）  各回10:30 ～12:00
■ 場所  小田急 住まいのプラザ  ①世田谷（経堂）  ②新ゆり  ③あつぎ（本厚木）
■講師  遺品整理業者（株）リリーフ 古本氏・小田急不動産スタッフ
■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 各日前日まで

空き家/相続/生前・遺品整理/住み替え

実家の片づけ・売却のコツ講座

箱根湯本 大名行列参加体験
女性は腰元、男性は侍姿などに扮し、旧街道と温泉街を約６km練り
歩きます。

散策 申込期間  10月23日（月）まで

【コース】
7:30 湯本小学校 体育館集合 10:00 出発…▶旧街道…▶温泉
街…▶ 15:30 湯本小学校解散

■日時  11月3日（金・祝） 7:30 ～15:30　■講師  箱根湯本観光協会
■定員  20名　■参加費 500円（ 事務手数料）

■申込 0570-550-698ダイヤル「2」へTEL ※ お申し込みの際、身長、頭のサイズ、性別、年齢をお伺いします。

至福な時間 ～ 飲食 ～ 申込期間  10月6日（金）まで

フランス トロワグロの朝食をイメージ。ブランチをいただきながら、ミッ
シェル氏が移転した新しいトロワグロを紹介します。
■日時  10月11日（水） 10:30 ～11:30
■場所  小田急百貨店新宿店  本館8階カフェ・トロワグロ
■講師  「トロワグロ」オーナーシェフ  ミッシェル・トロワグロ
■定員  30名　■参加費  3,500円
■申込　03-5325-2493へTELまたは店頭にて

【ＯＰクレジットカード会員さま限定イベント】

トロワグロのブランチ ■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1105

毎年恒例「秦野みなせ寄席」。今年は、笑点司会の春風亭昇太さんほ
かいずれもお茶の間で人気のメンバーでお送りします。開演前には、
ロビーでにぎやかしも行います。
■日時  11月23日（木・祝） 13:30開演
■場所  秦野市文化会館　■出演者  春風亭 昇太  春風亭 一之輔 他
■定員 40名　■参加費  3,000円→2,700円(特別価格）

文化 申込期間  10月15日（日）まで

秦野みなせ寄席

春風亭 昇太

指揮 有田 正広

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1201

クリスマスに音楽の贈り物。荘厳な「ハレ
ルヤコーラス」を今年も堪能してください。
■日時  12月16日（土） 15:00開演
■場所  テアトロ・ジーリオ・ショウワ（新百合ケ丘）
■定員  100名
■チケット料金  S席2,500円→2,250円（特別価格）

音楽 合唱と管弦楽のハーモニー 申込期間  12月6日（水）まで

二人の終焉の地「武相荘」と宝積寺を訪問。邸内のカフェでお食事も。

散策 申込期間  11月1日（水）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1102

【コース】
9:50 小田急線鶴川駅改札前集合 出発…▶武相荘の見学＆
武相荘にてお食事…▶宝積寺…▶鶴川駅解散（15:00頃）

■日時  11月15日（水） 9:50 ～15:00　■講師  専門ガイド　■定員  30名　■参加費  6,500円

【小田急沿線再発見】白洲次郎・正子夫妻の住まい

「武相荘」を訪れる秋散歩

連節バスの見学や車庫内での内輪差見学・運転席体験など充実した
内容。今回は代燃車「三太号」の見学も!

散策 申込期間  10月18日（水）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1010

■日時   10月28日（土） 10:00 ～12:30
■場所  神奈川中央交通厚木営業所
　　　  （本厚木駅バス約13分）
■定員  40名
■参加費  1,500円

【バス見学・第１回】

神奈川中央交通 厚木営業所車庫見学

小田急線の車窓から見える日本最大級の礼拝堂見学、イスラムの歴史・
文化講座、トルコ料理の昼食で異文化を体験しましょう。

散策 申込期間  10月16日（月）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1009

■日時   10月26日（木） 10:45 ～13:30　■場所  代々木上原駅
■講師  東京ジャーミィ スタッフ　■定員   40名　■参加費  3,500円

※ 小田急ポイント100ポイントをプレゼント

至福な時間 ～ 飲食 ～ 申込期間  10月31日（火）まで

伝説のDRCロマネコンティを徹底検証。他にも高級ブルゴーニュな
ど6種を試飲。仏料理とのマリアージュもご期待ください。
■日時  11月19日（日） 11:00 ～13:00
■場所  ラウンジ ステアーズ　■講師  シニアソムリエ  森田 志津也
■定員  16名　■参加費  68,000円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1104

ホテルモリノ新百合丘×小田急まなたび

“ロマネコンティ2011編”開業20周年記念
ワイン講座

荻原健司氏のアドバイスのもと1時間程ウォーキングした後は、湘南み
やじ豚BBQをお楽しみいただきます。アウトドアに欠かせない「ホール
アース」のキャンピンググッズのお試しも！

【小田急百貨店ハルクスポーツ】

アウトドアを愛する荻原健司氏と楽しむ!
湘南ウォーキング&バーベキュー

スポーツ 申込期間  10月20日（金）まで

■日時  10月22日（日） 9:30 ～15:00
■場所  小田急線湘南台駅改札　■講師  金メダリスト  荻原 健司
■定員  30名　■参加費  中学生以上5,000円  小学生2,000円

※ 協力（株）フラッグ

昭和音楽大学 第42回

ヘンデル「メサイア」

【先行受付】 第九演奏会
年末恒例第九交響曲を今年
も特別価格でご紹介
■日時  12月29日（金） 15:00開演
■チケット料金  
　  S席4,800円→4,320円（特別価格）
イベントコード 1202

Photo by HIkaru★Photo by HIkaru★

【小田急沿線再発見】

東京ジャーミィ（モスク）とイスラムの世界

※ 女性はスカーフ持参。露出を控えた服装でご参加ください。

※ 18歳以上の健康な方が対象です。

小田原
再発見

箱根湯本
再発見【 【】 】
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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。

秋の味覚を堪能する至福の時間。
おいしいお食事とワインを楽しむイベントなどをご用意しました。

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



【コース】
小田原駅＝＝▶ポーラ美術館（講堂にて学芸員による説明後、各自鑑賞/展覧会「ポーラ美術館開館
15周年記念展 100点の名画でめぐる100年の旅」（予定）/110分）＝＝小田急箱根ハイランドホテル（オ
リジナルフランス料理「フレンチジャポネ」のランチ）＝＝▶仙石原（ススキの群生地を散策/30分）＝
＝▶岡田美術館（特別展“歌麿大作「深川の雪」と「吉原の花」―138年ぶりの夢の再会―“等を各自
鑑賞/60分、美術館閉館後に学芸員の解説付きで鑑賞/60分）＝＝小田原駅（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

■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）
　10月18日（水）/小田急線「小田原駅」改札前 9:00
■最少催行人員 15名さま～最大募集人員 40名さま

学芸員の案内付き 箱根の人気美術館巡り！
ポーラ美術館と、岡田美術館貸切り鑑賞

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7104101

箱根で人気の２つの美術館を学芸員の案内付きでご鑑賞いただき
ます。それぞれの美術館で企画展をお楽しみいただいた後は、特別
に閉館後の岡田美術館を貸切り、ご参加の皆さまだけでゆったりと
ご鑑賞いただきます。

※貸切バスは箱根登山観光バスを利用します。

【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/100分）＝＝横
須賀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）…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（16:20 ～早目の夕食、新鮮な地魚の舟盛
り膳）＝＝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

大人気につき追加設定/自衛官の案内による
“海上自衛隊横須賀基地”見学と軍港クルーズ

日帰りバスツアー（昼食・夕食付） コースNo.：701410□

個人ではなかなか立ち入ることのできない“海上自衛隊横須賀基地”
を見学。基地見学の後は、迫力満点の艦艇を間近でご覧いただく“軍
港クルーズ”や、新鮮な地魚舟盛り料理をお楽しみいただく毎回大
人気のツアーです。
■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）
　①12月10日（日）新百合ヶ丘北口/麻生区役所向かい 7:45 
　②12月17日（日）  狛江駅南口/城南信用金庫前 7:45
　③1月21日（日）新宿西口/明治安田生命ビル前 7:45
　④1月28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15名さま～最大募集人員 各回35名さま

※ お申し込みの際は参加者全員の【氏名・生年月日・年齢・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＞の書面を必ずご
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。

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。

※貸切バスは①④は神奈中観光、②③は小田急シティバスを利用します。

【コース】
町田駅＝＝▶オギノパン（神奈川フードバトル金賞受賞の“あげぱん”や“丹沢あん
ぱん”で有名/工場見学とぱん作り体験 ※作ったぱんはお持ち帰り/140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係員のダム
レクチャー、館内自由見学/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、手織り体験/50分）＝＝▶宮ヶ瀬ダムイルミネーショ
ン（湖畔を彩る光の祭典、ジャンボクリスマスツリーは必見！/約60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

■旅行代金
　お一人さま10,800円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　12月8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

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7124111
※ 貸切バスは神奈中観光を利用します。

小田急沿線再発見の旅
光り輝くイルミネーションの宮ヶ瀬ダムエリアへ
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、宮ヶ瀬ダム周辺エリアへご案内いたします。2つの
体験をお楽しみいただき、旅のラストは毎年多くの人が訪れる美し
い光の祭典“宮ヶ瀬ダムイルミネーション”に感激！！

オギノパン イルミネーション

夕食 軍港クルーズ

昼食

喜多川歌麿「吉原の花」
 ワズワース・アセーニアム美術館蔵

喜多川歌麿「深川の雪」
岡田美術館蔵

【コース】
伊勢原駅＝＝市営第一駐車場（▶大山阿夫利神社 三十七代先導師:佐藤氏の案
内であたご滝、良弁滝等の散策/50分）…▶おゝすみ山荘（大山とうふ料理の昼食）
…（とうふ坂、こま参道）…大山ケーブル駅++＜大山ケーブル＞++阿夫利神社駅
…▶大山阿夫利神社(下社参拝/30分）（▶伊勢原出身の落語家“金原亭 馬玉”が
語る落語「大山詣り」鑑賞/45分）…阿夫利神社駅++大山寺駅…▶大山寺(参道、
境内を彩る深紅の紅葉/30分）…大山寺駅++大山ケーブル駅…大山ケーブル駅バ
ス停＝＝伊勢原駅（17:45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10,900円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①11月21日（火） ②11月28日（火）/小田急線「伊勢原駅」改札前 9:45
■最少催行人員 各回20名さま～最大募集人員 各回35名さま

毎年多くの観光客が訪れる、神奈川の紅葉の名所“大山”に皆さまを
ご案内いたします。また、昼食でいただく名物の“とうふ料理”はも
ちろん、先導師のご案内や落語「大山詣り」など、大山での１日を満
喫いただける旅です。

落語家 金原亭 馬玉 大山ケーブル大山寺の紅葉

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7114101
※ 貸切バスは神奈中観光を利用します。

歴史と文化を知り尽くす 先導師の案内付き
大山とうふと落語を嗜む 紅葉の大山詣り

※ 人気のロケ弁付き！“金兵衛”の銀だら西京漬け焼き弁当（お茶付き）

※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。

さまざまなプラントに作業用の
明かりが灯る川崎臨海部の京浜
工業地帯は「工場夜景」として近
年人気のスポットです。ガイド付
きで陸地を見学後は、観光船で
海から素晴らしい夜景をお楽し
みいただきます。

日帰りバスツアー（お弁当の夕食付） コースNo.：712410□

陸から海から！！川崎産業観光ガイド付き で
工場地帯散策＆川崎工場夜景クルーズ

■旅行代金
　お一人さま11,500円（大人・子供同額 /税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①12月9日（土） 新宿西口/明治安田生命ビル前 14:50
　②12月16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 14:30
■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】
出発各地＝＝▶川崎工業地帯（産業観光ガイドの案内で工場地帯を見学/90分）
＝＝横浜山下公園～＜▶観光船に乗船し「川崎工場夜景」を海上より観賞/工場
夜景ナビゲーターが楽しくご案内/80分＞～横浜山下公園＝＝到着各地（新宿駅
22:00頃到着/町田駅21:50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

川崎工場夜景

※ 紅葉の色づき状況に係らず、催行いたします。

【コース】
町田駅==▶生活の木ハーブガーデン（案内人と巡るガーデンツアー、ヘルシーラ
ンチ、石鹸作り体験/240分）＝＝▶ホットマン株式会社本社（工場見学とアウトレッ
ト商品のお買物/100分）＝＝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

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7104111
※ 貸切バスは神奈中観光を利用します。

小田急百貨店コラボ企画
“生活の木”ハーブガーデンと“ホットマン”
タオル工場特別見学ツアー
小田急百貨店でもお馴染みのハーブとアロマテラピーの専門店“生活
の木”のハーブガーデン、そして“ホットマン”のタオル工場を訪れます。
■旅行代金  お一人さま11,300円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　10月25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 8:00
■最少催行人員 20名さま～最大募集人員 35名さま

ホットマンタオル工場生活の木ハーブガーデン

申込期間  各回当日まで 文化  学びの後は旅へ！

ハーブを使ってワックスバーを作ります。アロマ
のほのかに優しい香りで、秋のリラックスタイム
をゆったりと過ごしましょう。
■日時  【小田急百貨店町田店実施】
　　　  ①10月15日（日） 11:00 ～12:00  ②10月15日（日） 14:00 ～15:00
　　　  ③10月16日（月） 11:00 ～12:00    ④10月16日（月） 14:00 ～15:00
　　　  【小田急百貨店新宿店実施】 
　　　  ⑤10月22日（日） 11:00 ～12:00   ⑥10月22日（日） 14:00 ～15:00
■場所 ①②③④町田店  6階特設会場  ⑤⑥新宿店  本館8階生活の木
■講師 生活の木スタッフ
■定員  ①②③④各回8名  ⑤⑥各回4名
■参加費  1,300円
■申込　①②③④042-720-8708へTEL  ⑤⑥ 03-3343-9131へTEL

気分華やぐワックスバー作り

【コース】
相模大野駅==▶勝沼一古園（甲州ぶどう狩り＆シャインマスカット・ピオーネの
食べ比べ/45分）＝＝▶シャトー勝沼（勝沼随一の葡萄畑、鳥居平とワイナリー見
学/50分）…レストラン鳥居平（地産地消をベースとしたフレンチランチ、グラスワ
イン付き）==▶中央葡萄酒(小牧氏お勧めのワイナリー見学＆小牧氏の解説付き
でワインテイスティング/100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

■旅行代金
　お一人さま14,800円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　11月18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

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7114111
※ 貸切バスは神奈中観光を利用します。

小田急ホテルセンチュリー相模大野の
ソムリエ・小牧氏と行く山梨ワインに親しむ旅

出発地よりソムリエ・小牧氏が乗車し、ワイン用
の葡萄畑やお勧めワイナリーでワインと親しむ
ツアーです。ぶどう狩りやランチもお楽しみに。

※ 本コースは一般のお客さまとの混乗となります。

■日時  ①10月21日（土）  18:00 ～20:00/19:00 ～21:00
　　　 ②11月16日（木）   18:30 ～20:30
■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野 グリルキッチン ボン・ロザージュ
■講師 ソムリエ  小牧 直樹　■定員  各20名
■参加費  ①10,000円→9,500円（特別価格）②5,000円→4,500円（特別価格）
■申込 042-713-8001（10:00~21:00日除く）へTEL ※ 「まなたび」のお申し込みとお伝えください。

 申込期間  ①10月16日（月）まで  ②１１月15日（水）まで 飲食  学びの後は旅へ

【小田急ホテルセンチュリー相模大野】

ワインとお料理の楽しみ方セミナー
① 大人のための美味しいワインとフレンチディナー
② 2017ボジョレー・ヌーボー解禁を楽しむ

秋ならではのフレンチコースとワインを厳選。最高のマリ
アージュをお楽しみください。
お気軽に料理をつまみながら個性豊かなボジョレー・ヌー
ボーを楽しみましょう!

①

②

昼食

小牧氏

1 0 11

※ 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 「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。 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！

●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、小牧氏と行く山梨ワインに親しむ旅を除く）　●お支払い ： OPクレジットカードにて承ります。（小牧氏と行く山梨ワインに親しむ旅を除く）　●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（写真 器 メニュー）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。　※ 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

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


