
文化

現代社会を生きるためには「洞察する力」が必要です。作家として活
躍する姜さんと林さんに、洞察力を磨く方法や持つべき意識を、さま
ざまな角度からお話しいただきます。

申込期間  2018年1月21日（日）まで

【セブンアカデミー】

対談 洞察力を磨く～現代を生き抜くヒント～
■日時  2018年2月1日（木）
　　　  14:00 ～15:30
■場所  アークヒルズクラブ（赤坂）
■講師  作家  姜 尚中  林 真理子
■定員  300名　■参加費  5,400円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 7112

【コース】
13:00 本厚木駅南口集合 出発＝＝（送迎バス）＝＝▶黄金井酒造で酒蔵見学・試飲
…▶セルジバーナにてお酒とお食事＝＝（送迎バス）＝＝本厚木駅にて解散（17:00頃）

【まなたび日本酒会 第７回】

厚木・七沢 黄金井酒造で日本酒と地ビールを堪能！
創業200年を迎える蔵元で日本酒を試飲。直営イタリア料理店では「さ
がみビール」（4種）と日本酒「盛升」を心行くまでお楽しみください。

飲食 申込期間  12月6日（水）まで

■日時  12月16日（土）13:00 ～17:00　■ 講師  黄金井酒造  蔵元　■ 定員  22名　■ 参加費  6,300円

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1204

飲食 申込期間  2018年1月10日（水）まで

土からアヒージョ鍋を作る
テラコッタ粘土を使い、アヒージョ鍋とキャンドル用五徳を作陶します。
窯で焼き上げ2～3週間で完成します。
■日時  2018年1月17日（水）10:30 ～12:30
■場所  アグリス成城　■講師 フィールドファイン  細野 康夫
■定員 10名　■参加費  6,480円
■申込　03-3482-0831へTEL

文化 申込期間  各回前日まで

■申込　042-728-4156へTELまたは店頭にて

筆ペンを使って字の練習から自分の名前をキレイに書くコツをお教え
します。宛名書きや記帳する際などさまざまなシーンで活躍します。
■日時  12月19日（火）①11:00 ～ ②13:00 ～ ③14:00 ～ ④15:00 ～ 各回約40分
■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12名　■参加費  1,000円

小田急百貨店町田店（なかじま文具）  美文字教室

生活 申込期間  ①12月7日（木）  ②2018年1月4日（木）まで

■日時  12月17日（日） 12:00 ～14:30　■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　■定員  150名　■参加費  11,000円→9,000円（特別価格）

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL イベントコード 1205

70歳から苦難を乗り越え、いま再びいきいきと
さまざまな分野に挑戦しているライフスタイル
が書かれた、佐伯先生の新刊発
行を記念してランチセミナーを
開催します。美容セミナーも楽
しめる素敵な時間をご一緒しま
せんか。サイン本のお土産もお
楽しみです。

講談社×小田急まなたび

① 佐伯チズさんクリスマスランチセミナー
～新刊『まけないで‒女は立ち上がるたびキレイになる』出版記念～

■日時  2018年1月16日（火）  2月6日（火）  3月6日（火） 10:30 ～12:00  全3回
■場所  アグリス成城　■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  20名　■参加費  15,000円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」TEL イベントコード 0107

② 佐伯チズ美肌塾（初心者コース）初の成城開催！

毎回好評！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します。最終回は佐伯先生の直接指導も！

【セブンアカデミー】

石丸幹ニから学ぶ ミュージカル「ジキル＆ハイド」
～Ｓ席観劇チケット付き～

文化 申込期間  2018年1月31日（水）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 7113

３月に主役を務める石丸さんを迎え、作品の見どころや楽曲の魅力、
稽古中のエピソードなど、ここでしか聞けないさまざまな話を伺います。
■日時   【講義】2018年2月12日（月・祝） 13:00 ～14:30
　　　   【観劇】2018年3月17日（土） 18:30開演
■場所  【講義】セブンアカデミー  【観劇】東京国際フォーラム
■講師  俳優  石丸 幹ニ　■定員  20名
■参加費  16,680円→15,800円（特別価格）

文化 申込期間  2018年2月20日（火）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 7114

20世紀に入り、自己発見ツールと解釈されるようになったタロット。
今回は心理学者ユングや神話学者キャンベルがタロットとどのように
関わったのかを見ながら、心理学とタロットとの関係を考察します。
■日時   2018年3月6日（火） 19:00 ～20:30
■場所  セブンアカデミー（市ヶ谷）
■講師  占星術研究家・翻訳家  鏡 リュウジ
■定員  40名　■参加費  5,400円

【セブンアカデミー】

タロットの心理学

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 7111

【セブンアカデミー】

数秘から読み解く身近な人とのコミュニケーション講座

文化 申込期間  2018年1月8日（月・祝）まで

生年月日から人の性質を読み解き、自分の本質を知り、相手とのバラン
スを読んで、ストレスのない会話を。人生の決断にも役立つ内容です。
■日時   2018年1月23日（火）  2月27日（火）  3月27日（火） 全3回　　
　　　 13:00 ～14:30（3月27日のみ13:00 ～15:00）
■場所  セブンアカデミー（市ヶ谷）
■講師  国際コーチ連盟（ICF） 認定コーチ（ACC）  小林 朋子
■定員  15名　■参加費  12,960円

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1202

毎年完売の公演。オーケストラ・独唱・合
唱が繰り広げる贅沢な時をご堪能ください。
■日時  12月29日（金） 15:00開演
■場所   昭和音楽大学  テアトロ・ジーリオ・ショウワ
■定員  100名
■チケット料金  S席4,800円→4,320円（特別価格）

音楽 申込期間  ①12月19日（火）  ②12月6日（水）まで

② ヘンデル「メサイア」
クリスマスに音楽の贈り物。
荘厳な「ハレルヤコーラス」を。
■日時  12月16日（土） 15:00開演
■チケット料金  
　  S席2,500円→2,250円（特別価格）
イベントコード 1201

テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ

① 第九演奏会

4号サイズのバターケーキにシュガーペーストでカバーリングをして、ク
リスマスバージョンのデコレーションをします。

飲食 申込期間  12月10日（日）まで

■日時  12月19日（火） 10:00 ～11:45
■場所  Richard le boulanger（稲村ケ崎）
■講師  JMFAマシュマロフォンダンデュプロマ  青木 励子
■定員  10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 1207

クリスマスミニケーキ（マシュマロフォンダン）づくり

【まなたび築地講座・第4回】

魚さばきレッスン日本酒ペアリング
旬の白身魚で尾頭付き三枚おろしに挑戦。ひと手間かけてゲストが
驚く魚料理の習得を！刺身に合う日本酒のペアリングも行います。

飲食 申込期間  12月10日（日）まで

■日時  12月20日（水） 13:00 ～15:30　■場所  築地食まちスタジオ
■講師   魚屋あさい  浅井 和浩　■定員  30名　■参加費  5,800円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1208

小田急百貨店新宿店（カフェ・トロワグロ）

冬休み親子テーブルマナー教室
前菜・メイン・デザートのライトコース仕立てのメニューで学びませんか。
食材の紹介やレストランでの心構えなども体験いただきます。

飲食 申込期間  12月20日（水）まで

■日時  12月27日（水） 11:00 ～12:30　■場所  本館８階  カフェ・トロワグロ
■講師  トロワグロスタッフ　■定員  30名
■参加費  大人 3,000円  小学生 2,500円
■申込　03-5325-2493へTELまたは店頭にて

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0201 ② 0203

オペラ「夕鶴」は、広く親しまれている民話「鶴のおんがえし」に基づく
團伊玖麿の最高傑作。わかりやすいストーリーと美しい情景描写を、
ぜひ劇場でお楽しみください！
■日時  ①2018年2月17日（土） ②2月18日（日）  各日14:00開演
■場所  新宿文化センター　■出演者  指揮  園田 隆一郎  演出  岩田 達宗  他
■定員  各回50名　■チケット料金  Ｓ席12,000円→10,800円（特別価格）

音楽 申込期間  2018年1月31日（水）まで

日本オペラ協会公演

 「夕鶴」 團伊玖麿作曲〈オペラ全1幕〉

© 公益財団法人 日本オペラ振興会© 公益財団法人 日本オペラ振興会

秦野市観光協会×小田急まなたび

「じんじん～其の二～」 冬休み特別上映会
■日時   2018年1月7日（日） 【第1回】 10:00 ～12:30  【第2回】 13:30 ～16:00
■ 場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
■キャスト  大地康雄（企画・主演）福士 誠治  鶴田 真由  菅野 莉央  他
■ 定員  各回500名

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0101 ② 0102 ③ 0103 ④ 0104

【ストーリー】主人公・立石銀三郎は大道芸人。今は秦野市で居候の身。
ある日、一人の若者・山下哲生が現れ、ふとしたことから世話を焼くこと
になる。哲生は、銀三郎や周囲の温もりに触れ次第に心を開き、林業の
アルバイトを通して、環境保護活動に興味を抱き、自らの目標を見い出す。

しかし突然姿を消してしまう。‥悩み、もがき苦しむ、そんな哲生が、一
歩を踏み出せたのは、銀三郎の励ましと、一冊の手作り絵本だった。

文化 申込期間  12月26日（火）まで

秦野市を舞台にした映画「じんじん～其の二～」の特別上映会です。
秦野市在住の山田大樹監督からの舞台挨拶、また映画に込められた秦野の魅力
を秦野市観光協会がご紹介します。当日抽選で、100名さまに秦野市観光協会から
「森のアロマウォーター」をプレゼントします。

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 7110

【セブンアカデミー】

下半身を鍛えて太りにくい体質をつくる

スポーツ 申込期間  12月26日（火）まで

下半身の筋肉量を増やす基本方法を身につけたら、次は太りにくい
体質の維持です。基礎から応用へステップアップした運動方法と、運
動を続けるためのコツをお伝えします。動きやすい服装でご参加を。
■日時   2018年1月10日（水） 2月14日（水） 3月14日（水）  全3回13:00 ～14:30
■場所  セブンアカデミー（市ヶ谷）
■講師  中野ジェームズ修一（1月10日のみ担当）  関 守
■定員  15名　■参加費  14,904円（テキスト含む）

「家庭画報」などを発行している世界文化社が運営するカルチャースクール「セブンアカデミー」との会員特別価格での提携を2017年秋よりスタートしました。

参加費 大人（1,300円） 小学生以下（1,000円）
【第1回】10:00 ～12:30 ①0101 ②0102
【第2回】13:30 ～16:00 ③0103 ④0104
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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/年末年始（12月30日～1月3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/年末年始（12月30日～1月3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。

著名人による講演会から、演奏会、オペラ・ミュージカル観劇、
七福神めぐりなど年末年始を愉しむ特別なイベントをご用意しました。



昼食 小田原七福神 / 大黒尊天

新潟の銘酒「八海山」の魅力を存分に味わっ
ていただく2日間のご旅行です。八海山の社
員の方との触れ合いや普段公開していない
施設の見学など本ツアーならではの体験をご
用意しています。
■旅行代金  お一人さま（大人 /税込）
　4名さま一室29,900円
　3名さま一室31,900円
　2名さま一室33,900円
■出発日/集合（場所・時間）
　2018年 3月9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 8:45
■最少催行人員 18名さま～最大募集人員 32名さま

株式会社小田急レストランシステム
小池氏（酒匠認定 278）

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。

2日目  ホテル＝＝▶魚沼の里【八海山の係員の案内で八海山の魅力体感ツアー】八海山雪
室…社員食堂でご昼食…八蔵資料館…菓子処 さとや…八海醸造第二浩和蔵…深沢原焼酎蔵
＝＝町田駅（19:30頃到着）

【コース】
1日目  町田駅＝＝〈バス車中にて“八海山”日本酒セミナー〉＝＝塩沢そば処 田畑屋（名物へ
ぎそばの昼食）＝＝▶外山康雄野の花館（四季折々の野の花を水彩で描いたギャラリー）＝
＝▶塩沢つむぎ記念館（伝統的手作り技法を案内付きで見学）上の原高原温泉/「いろりあん」
（泊）15:40頃到着（和室または和洋室グループ一室制、トイレ付き） TEL 025-773-5847
※ ご夕食は八海山の社員の皆さまと懇親を深めながら、銘酒「八海山」、越後の郷土料理や魚沼
産のコシヒカリなどお楽しみください。※ 早目の到着で自然に囲まれた露天風呂、泡風呂、薬草風呂
でゆっくりとお寛ぎください。

添乗員および酒匠が同行

※貸切バスは神奈中観光を利用します。

城下町の雰囲気を味わいながら、7つの災いを除いて7つの幸福を
受けることができるといわれる七福神巡りで開運祈願！
■旅行代金  お一人さま7,980円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①2018年１月10日（水）  ②１月12日（金）
　　小田急線「小田原駅」改札向い/
　　小田急トラベル小田原旅行センター前 8:50
■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回22名さま

小田原地魚寿司の昼食付き
専門の案内人と巡る“小田原七福神”

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7014111
貸切バスは箱根登山観光バスを利用します。

散策 申込期間  12月26日（火）まで

新春の鎌倉を「七福神」をテーマにご案内。ご昼食は鎌
倉和食「楠の木」にてご用意。混雑知らずに楽しめます。

■申込方法 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0105 ② 0106

【コース】
9:40 JR北鎌倉駅 集合…▶浄智寺…▶鶴岡八幡宮（旗上弁財天）…▶宝戒寺…▶妙隆寺…▶楠の木
（昼食）…▶本覚寺…▶御霊神社…▶ 16:00頃長谷寺到着後解散【徒歩移動距離約6km】

■日時   ①2018年 1月7日（日） ②1月12日（金） 9:40 ～16:00
■講師   専門ガイド　■定員  各回30名　■参加費  5,900円（拝観料、ガイド、食事代込）

2018年の幕明けは、福を呼ぶ鎌倉七福神へ！

新春開運祈願！ 古都・鎌倉七福神めぐり
琵琶の名手、塔ノ沢「阿弥陀寺」のご住職を清閑亭へお招きし、琵琶
の音で安らぎの時間を過ごします。紅葉の松永記念館もご案内します。

散策 申込期間  12月3日（日）まで

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1203

【コース】
10:40 箱根登山線箱根板橋駅改札前集合 出発…▶松永記念館…▶清閑
亭（「魚國」のお弁当、琵琶演奏）…▶演奏終了後、現地解散（14:30頃）

■日時  12月11日（月） 10:40 ～14:30　■講師  住職 水野  森水•小田原まちづくり応援団専門ガイド
■定員  30名　■参加費  5,800円

駐車場やレンタル倉庫による土地活用や、リノベーションとサブリース
を組み合わせた賃貸マンション・戸建の空室対策事例などをご紹介。
第2部は税理士による相続税対策セミナーと個別相談会を開催します。

生活 申込期間 各日前日まで

小田急不動産

土地・空き家の有効活用&税務セミナー

■申込 ①世田谷 0120-709-098  ②新ゆり 0120-090-918へTEL

■日時  ①2018年1月13日（土）  ②1月20日（土）  各回13:30～15:00  個別相談会はセミナー後各30分（予約制）
■ 場所  ①世田谷 小田急 住まいのプラザ  ②新ゆり 小田急 住まいのプラザ 
■ 講師  小田急不動産（株）スタッフ・税理士法人ファーザーズ代表 足立 仁
■ 定員  各回15名　■参加費  無料 ※ 小田急ポイント100ポイントをプレゼント

【第1回】小田急線豪徳寺駅を起点に、かつての玉電山下駅で乗車し、
世田谷線世田谷駅までの沿線を散策。【第2回】車庫がある上町駅を
起点に、松蔭神社～三軒茶屋間を散策。

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①2364 ②2371

散策 申込期間  ①2018年1月9日（火） ②2月5日（月）まで

東京の路面電車 歴史と電車のある風景
【①第1回・②第2回】  イヤホンガイド付き

■日時   【第1回】2018年1月18日（木）  【第2回】2月15日（木）10:00 ～16:00
■場所   ①小田急線豪徳寺駅  ②東急世田谷線上町駅　■講師  優々会代表  内田 吉保
■定員   各回25名　■参加費  7,700円（昼食代、拝観料含む、運賃別途）

【コース】
小田原駅＝＝▶①毘沙門天（潮音寺）＝＝▶②満願弁財天（福泉寺）＝＝
▶③寿老人（鳳巣院）＝＝▶④大黒尊天（蓮船寺）＝＝▶⑤恵比寿神（報身
寺）＝＝▶⑥福禄寿（大蓮寺）＝＝▶⑦水掛布袋尊（圓福寺）＝＝▶⑧二宮
尊徳（報徳二宮神社）＝＝すし処 潮り（地魚握り寿司の昼食/昼食後解散
13:30頃）

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。 添乗員および案内人が同行

※ OP別料金：お一人さま2,900円（現地支払い）希望のお客さまは８ヶ寺社のス
タンプ付き色紙をご用意いたします。本ツアーお申し込み時に併せてお申し込みく
ださい。※ 各寺社は不在の場合も有り、ご朱印ができない場合がございますの
であらかじめご了承ください。

酒
さかしょう

匠と訪ねる“八海山の蔵元体感ツアー”
普段ご覧いただくことができない酒蔵の見学も！

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.：7034211

魚沼の里 / 蔵内部 魚沼の里 / 雪室
八海山

生活 申込期間  12月7日（木）まで

㈱小田急保険サービス  私の…私たちの･･･将来は大丈夫？

30代で考えたいライフプラン

■申込 0570-550-698ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード 1206

実際にライフプラン表を作りながら、注意点などをご説明。

■日時  12月17日（日） 13:30 ～15:00　■場所  世田谷 小田急 住まいのプラザ
■講師  三井住友海上あいおい生命保険（株）細田 泰弘　■定員  20名　■ 参加費  無料

※ 30代以外の方が参加されても役に立つ内容になっていますので、ぜひお気軽にご参加ください。

スポーツ 申込期間  12月19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）

【第7期】社交ダンス入門講座 無料体験会
始めるきっかけがなかった方におすすめ。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   ①12月20日（水） 18:30 ～19:55  ②12月21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

【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点の名画で巡る100年の旅」
開催中/120分）＝＝箱根九十九（お洒落な空間で味わう天然自然薯を使用
した“蕎麦ご膳”の昼食）＝＝▶箱根ラリック美術館（解説員の案内で鑑賞/
企画展「ラリックの花鳥風月  ジュエリーと、そのデザイン画」開催中、ラリッ
クの手がけたオリエント急行の豪華サロンカー内でクル－の説明を聞きな
がらスイーツ＆ティータイム/150分）＝＝小田原駅（17:00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

オリエント急行 / 外観 ポーラ美術館オリエント急行 / 内観

散策

■日時   ①2018年1月20日（土） 赤坂御門～三軒茶屋  ②2月17日（土） 三軒茶屋～二子玉川
　　     ③3月17日（土） 二子玉川～鷺沼  ④4月21日（土） 鷺沼～藤が丘
　　     ⑤5月19日（土） 藤が丘～すずかけ台
　　     各回10:00 ～15:00頃
■講師  専門ガイド　■定員  30名
■参加費  ①②③3,200円（自由昼食）
　　　　  ④⑤4,500円（昼食付）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
　 イベントコード ①0108 ② 0202 ③ 0302 ④ 0402 ⑤ 0502

「富士に登らば、大山に登るべし。大山に登らば、富士に登るべし。」と
いわれる大山。江戸庶民の大山詣りの道として盛んに利用された大
山街道の歴史をイヤホンレシーバー付きで学びながら各回約7km歩
きます。今回のご紹介は前半5回分です。単回でのご参加も可能です。
（後半5回分は後日ご案内します）

申込期間  ①2018年1月10日（水） ②2月7日（水） ③3月7日（水） ④4月11日（水） ⑤5月9日（水）まで

大山詣、歴史散策と健康ウォーキング（全10回）
すずかけ台

大山

二子玉川 赤坂御門

三軒茶屋鷺沼藤が丘
厚木伊勢原

 前半  後半 

貸切バスは箱根登山観光バスを利用します。

箱根の人気美術館を案内つきでゆっくりとご鑑賞ください。ラリッ
ク美術館ではラリックの手がけたオリエント急行の豪華サロンカー
内で優雅にスイーツ＆ティータイムも。新春にぴったりの旅です！
■旅行代金  お一人さま11,900円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　①2018年１月21日(日）  ②１月27日(土）
　　小田急線「小田原駅」改札向い/
　　小田急トラベル小田原旅行センター前 9:00
■最少催行人員 各回15名さま～最大募集人員 各回32名さま

学芸員または解説員の案内付き 新春の箱根美術館巡り
豪華サロンカー“オリエント急行”を体感 ! !
《12月8日（金）全国公開『オリエント急行殺人事件』でも話題！》

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7014121

映画
『オリエント急行殺人事件』
 ポストカード（非売品）付き！

小田原七福神 / 福禄寿

【小田原再発見・第4回】

琵琶の調べと紅葉の小田原散策

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/年末年始（12月30日～1月3日）除く「学び」メニュー　お問い合わせ

●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。　●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（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12月30日～1月3日を除く） 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.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/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）。　・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。　・未就学児の同伴はお控えください。　・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。　・OPクレジット ハウスは2月以降ご利用いただけません。　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」 小田急まなたび 「旅」 バスツアー 「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。


