
文化 申込期間  2月26日（月）～ 4月26日（木）まで  【 キャンセル条件：A 】

【セブンアカデミー】 

十代目 松本幸四郎、高麗屋三代襲名披露を語る
三代襲名披露公演の合間を縫って、十代目松本幸四郎さんが講演し
ます。公演のエピソードや知られざる素顔が垣間見られるかも。

■日時   5月10日（木） 14:00 ～15:30　■場所  アークヒルズクラブ（赤坂）
■講師  十代目松本幸四郎
■定員  300名　■参加費  5,400円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

イベントコード 187117

初心者でも作りやすい、おいしい飾り海苔まき教室です。今回は新百
合ヶ丘で初開催。お祝いの席に喜ばれる技をぜひ体験してください！

飲食 申込期間  1月22日（月）～2月25日（日）まで  【 キャンセル条件：B 】

■日時  3月8日（木） 10:30 ～12:00
■場所  新ゆり住まいのプラザ（新百合ヶ丘）
■講師  海苔巻きアート料理家  品田 美幸
■定員  15名　■参加費  4,500円

海苔まきアート教室

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
イベントコード 0307

飲食 申込期間  1月22日（月）～2月8日（木）まで  【 キャンセル条件：B 】

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！

「寒い季節に熱 チ々ャイニーズ」
帰宅してすぐに体を温める料理を作りたいものですよね。そこで、20分
で4品もできる、おいしい時短調理をご紹介します。お忙しい方にぜひ！
【メニュー】白身魚の中華蒸し～熱々のゴマ油をかけて～、揚げ根菜の黒酢和え、海
老ワンタンスープ、グリルで簡単エッグタルト
■日時  2月20日（火） 10:30 ～13:00　■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 0205

文化 申込期間  1月22日（月）～2月25日（日）まで  【 キャンセル条件：B 】

【セブンアカデミー】

色気があって上品な女性像の作り方
女性ファッションへの、男性の本音とは？本当の上品さや色気とは？
テレビでもお馴染みのファッションディレクターがお教えします。
■日時  3月17日（土） 14:00 ～15:30　■場所  セブンアカデミー（市ヶ谷）
■講師   ファッションディレクター『ＦＯＲＺＡ　STYLE』  編集長　干場 義雅
■定員 40名　■参加費  4,320円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

イベントコード 7114

飲食 申込期間  1月22日（月）～2月15日（木）まで  【 キャンセル条件：B 】

パンづくり体験教室
国産小麦の生地に、チーズを入れて成型・型焼き。人気のソフトフラ
ンスパンを作ります。ランチはホットサンドとハワイアンコーヒーで。
■日時  2月27日（火） 10:00 ～14:00
■場所  リチャード（稲村ヶ崎）　■講師  パン職人 青木 隆一
■定員 8名　■参加費  7,000円（ランチ付）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

イベントコード 0206

高麗屋三代襲名披露公演+十代目 松本幸四郎講演会
文化 申込期間  1月22日（月）～2月7日（水）まで  【 キャンセル条件：B 】

源義経の活躍した、源平合戦の「屋島の戦い」を背景とした能をお楽しみください。
また、4月15日（日）13時30分より開催する事前講座も併せてご参加いただけます。

文化 申込期間  2月26日（月）～ 4月4日（水）まで  【 キャンセル条件：B 】

鎌倉能舞台

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
イベントコード 180405

■日時  4月29日（日・祝） 10:00開演　■場所  鎌倉能舞台（江ノ電長谷駅徒歩約１５分）
■狂言：那須語（なすがたり）  山本則孝　能：屋島（やしま）  中森貫太
■定員 10名　■参加費  6,000円（座席指定料・事前講座代金込）

世界最難関とも言われるコンクールで史上最年少優勝（16歳）。大河
ドラマ「真田丸」のテーマ曲も手掛けたヴァイオリニストが秦野に！

音楽 申込期間  1月22日（月）～2月19日（月）まで  【 キャンセル条件：B 】

三浦文彰 ヴァイオリン・リサイタル

■日時  3月11日（日） 14:30開演　■場所  秦野市文化会館 小ホ―ル
■出演者  三浦文彰（ヴァイオリン）他　■定員  20名
■チケット料金  3,000円→2,700円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

イベントコード 0308 ©Yuji Hori©Yuji Hori
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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。

※イベントごとにイベントコード桁数、申込開始日、申込方法が異なります。
「学びメニュー申込方法」  （P10）をご確認のうえ、お申し込みください。

茂木健一郎氏・尾木直樹氏による講演会や、歌舞伎「松本幸四郎」
襲名公演＆講演会など、教養文化を学ぶ貴重な時間をお楽しみください

散策

春の横浜みなとみらい地区を専門ガイドと一緒に歩いてみませんか？
オルガンコンサートなど新たな魅力をご紹介します。

■日時  3月23日（金） 11:20 ～16:00　■ 講師  専門スタッフ　■定員  30名　■参加費  5,800円

「海の見えるコンサートホール」こと、 横浜みなとみらいホールオルガンコンサート＆横浜三塔を歩く
申込期間  2月26日（月）～ 3月12日（月）まで  【 キャンセル条件：A 】

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
イベントコード 180309

【コース】
11:20 みなとみらい駅集合…▶横浜みなとみらいホールオルガンコンサート（団体入場）…
13:00「Ａ１６」（エーシックスティーン）にてご昼食（パスタランチ）…▶横浜
三塔（税関⋯県庁⋯開校記念会館）…16:00頃 日本大通り駅にて解散

文化

AIと人間の違いはマインドフルネス？SNSに囲まれPCを使って仕事
をする現代情報社会。グーグルやアップルなどの企業がマインドフル
ネスに注目する理由とは。ネットサーフィンをしていても、脳内を心
地よい方法で保つ方法は。脳を断捨離して整理整頓する方法と効果
を体験談や脳科学の観点を踏まえて語ります。 

申込期間  1月22日（月）～2月20日（火）まで  【 キャンセル条件：B 】

小田急まなたび×セブンアカデミー共同開催

茂木健一郎 講演会「茂木流マインドフルネス」
～コンピューターストレスに勝つ脳の鍛え方～

■日時  3月1日（木）
　　　  13:30 ～15:00
■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
               宴会場
■講師  脳科学者  茂木 健一郎
■定員  100名
■参加費  ①5,184円（サイン本付き）
　　　　   ②3,780円（サイン本なし）いずれも特別価格
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

イベントコード ①0301  ②0303

37年ぶりの親子孫揃っての襲名披露。歌舞伎座開場130年の節目となる2018年の新春。高
麗屋一家が慶事をもたらします。5月の講演会もセットになっています。（講演会詳細は右記）

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

■日時  ① 昼の部：2月20日（火） 11:00開演  ② 夜の部：2月21日（水） 16:30開演
■場所  歌舞伎座（東銀座）　■定員   ①10名  ②5名
■参加費  ①②一等席25,400円（特別価格）

イベントコード ①7115  ②7116

音楽 申込期間  2月26日（月）～ 4月18日（水）まで  【 キャンセル条件：B 】

【アルテリッカしんゆり2018】

藤原歌劇団公演「ラ・チェネレントラ」
ペローの童話、シンデレラの絵本から登場人物たちが飛び出してきた！
「セビリャの理髪師」と並ぶオペラ・ブッファの傑作「ラ・チェネレントラ」

■日時  ①4月28日（土） ②4月29日（日・祝）  各日14:00開演
■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：園田隆一郎  演出：フランチェスコ・ベッロット
■定員  各回50名　■チケット料金  A席9,800円→8,800円（特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
イベントコード ①180403  ②180404

アルテリッカお馴染みの人気企画！今年はジャズ、ポピュラーとジャン
ルを変えてお贈りします！

音楽 申込期間  2月26日（月）～ 4月17日（火）まで  【 キャンセル条件：B 】

【アルテリッカしんゆり2018】Music Bar
①国府弘子スペシャルトリオwith本田雅人
②木原健太郎withベリーメリーオーケストラfeaturing guest:森口博子

■日時  ①4月29日（日・祝） 17:00開演  ②4月30日（月・振休） 17:00開演
■場所  ①②新百合２１ホール　■定員  各回30名
■チケット料金  ①②階段席（飲食不可） 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 ①180406  ②180407

飲食 申込期間  1月22日（月）～2月20日（火）まで  【 キャンセル条件：B 】

特別献立の会席料理を魯山人作でお召し上がりいただきます。魯山人
の美学を受け継ぐ名店「福田家」で至福のひとときをお愉しみください。

■日時  3月2日（金） 11:30 ～14:00　■場所  福田家（紀尾井町）
■講師  福田家4代目福田貴之
■定員  8名　■参加費  26,000円
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

イベントコード 0305

小田原600年の歴史に培われた数々の名店と、街なかで“ひなたぼっこ”
するお雛さまを訪ねます。室町時代から続く薬店「ういろう」経営の
杏林亭で昼食。散歩後は侯爵別邸「清閑亭」でティータイムです。

【小田原再発見】

小田原の隠れた名店めぐりと「雛の道中」まち歩き

散策 申込期間  1月22日（月）～2月20日（火）まで  【 キャンセル条件：B 】

■日時   3月2日（金） 10:00 ～15:00
■場所  小田急線小田原駅改札前
■定員  20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 0304

大好評企画の第3弾が土曜日開催に。箱根の芸妓衆による唄と踊り
や、お座敷遊びを一緒に楽しみましょう。また、旧岩崎別邸「吉池旅館」
で庭園を眺めながら松花堂膳のお食事や、温泉入浴もお楽しみに。

【箱根湯本再発見】

湯本見番でのお座敷遊びと温泉入浴付きランチ

散策 申込期間  1月22日（月）～2月21日（水）まで  【 キャンセル条件：B 】

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
イベントコード 0306

■日時  3月3日（土） 11:00 ～14:00
■場所  箱根湯本「湯本見番」・吉池旅館
■講師  箱根湯本芸能組合理事  竹澤 政子
■定員   60名　■参加費  5,500円

文化 申込期間  2月26日（月）～ 4月4日（水）まで  【 キャンセル条件：A 】

講談社×小田急まなたび

尾木ママ本音トーク「こんなに変わる2020年の学校」
そこまで言っていいの！？学校教育の大ギモンなどテレビでは言えない本当
のことを著書「取り残される日本の教育」をもとに語っていただきます。

■日時  4月14日（土） 13:00 ～14:10　■場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
■講師  教育評論家 尾木 直樹　■定員  500名
■参加費  4,000円（サイン本付き、特別価格）
■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

イベントコード 180401

花王ミュージアム見学と亀戸の町
亀戸梅屋敷で、名物「あさり飯」のお弁当と江戸切子の説明を聞き、
花王すみだ事業場併設の「花王ミュージアム」を見学します。
※ミュージアムの見学のみは無料で実施しています。03-5630-9004へ直接お問い合わせください。

散策 申込期間  1月22日（月）～2月5日（月）まで  【 キャンセル条件：B 】

■申込 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
イベントコード 0204

【コース】
11:30 亀戸梅屋敷（JR亀戸駅より徒歩８分） 集合…江戸切子の説明・昼食…▶花王ミュー
ジアム見学…▶ 14:30頃現地解散

※工場見学はございません。

■日時   2月15日（木） 11:30 ～14:30　■ 講師  花王専門スタッフ　■定員  40名　■ 参加費  1,800円

イベントコード 申込開始日 申込方法
◯◯◯◯ 4桁 1月22日（月）10時より 電話

◯◯◯◯◯◯ 6桁 2月26日（月）10時より
電話

オンライン申込

【家庭画報Academy】

魯山人作で愉しむ春の会席料理

撮影 篠山紀信 © 松竹

屋島



高齢になって、財産管理などに不安はありませんか？後見制度を使っ
た相続対策で、ご自身・ご家族の大切な財産を守りましょう！
■日時  ①2月17日（土）②3月3日（土）各日 13:30～15:00セミナー終了後個別相談も承ります。（要予約）
■場所  ①あつぎ小田急住まいのプラザ ②えびな小田急住まいのプラザ
■講師  三宅坂総合法律事務所 弁護士 依田 渓一氏
■定員  ①18名 ②10名　■参加費 無料 小田急ポイント100ポイントをプレゼント

後見/財産管理/相続対策
弁護士が教える「後見制度」を使った相続対策

「似合う」+αのめがね選びと、「めがねメイク」のポイントをわかりやす
く解説します。セミナー後には個別相談会も実施します。
■日時  ①2月17日（土）②2月18日（日） 各日11:00 ～12:30
■場所  9階 バンケットルーム
■講師 ファッションディレクター 中澤美奈子
■定員  セミナー 各日20名/相談会 各日4名　■参加費  500円

小田急百貨店町田店

めがねコーデ実践セミナー＆相談会

生活 申込期間  1月22日（月）～各日前日まで  【 キャンセル条件：C 】 生活 申込期間  1月22日（月）～各日前日まで  【 キャンセル条件：C 】

■申込　042-727-1044へTELまたは店頭にて ■申込　①あつぎ0120-096-209②えびな0120-097-781
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※ 表示画像は、特に断りのない限りイメージです。

●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。（一部コースは他のお客さまとの混乗）　●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。　●子
供は4歳～小学生までとなります。 ※ 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。また「東海道」「奥州道中」コースは別途パンフレット
にて詳細をご確認ください。　※ 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。（「東海道」「奥州道中」は除く）

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 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～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クレジットカードより決済（ショッピング1回払いのみ）いたします（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、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

お申し込みイベントによりキャンセル条件が変わります。

申込方法　【2月26日（月）よりオンライン申込始めます。】 小田急まなたび 検索「学び」メニュー

小田急まなたび 「学び」 小田急まなたび 「旅」

小田急まなたび 「旅」

バスツアー

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。

歴史と景観をお楽しみいただけるウォーキングの旅。いろいろな方と
の出会いも魅力のひとつです。お一人でもお気軽にご参加いただけます。

歩いて巡る 東海道五十三次 全16回

秦野市が舞台！丹沢の麓、親子の絆と一歩を踏み出す勇気を描いた映画の
ロケ地と桜の名所をよくばりに巡ります。ロケの裏側の秘話も聞けるかも？
■旅行代金  お一人さま7,800円（大人・子供同額/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
　4月10日（火）小田急線「秦野駅」改札前/9:00
■最少催行人員 15名さま～最大募集人員 28名さま

町がピンクに染まる！ 桜満開の秦野盆地と
映画“じんじん”～其の二～のロケ地をめぐる

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：8044111
※貸切バスは神田交通を利用します。

【コース】
秦野駅＝＝はだのじばさんず（神奈川県内最大の直売所でお買い物/30
分）＝＝▶神奈川県林業センター（県内唯一の木材素材市場/50分）＝＝▶
カルチャーパーク（出演者による記念植樹地と水無川の桜を観賞/45分）＝＝
はだの桜みち＜車窓＞＝＝ステーキ＆ハンバーグ ｢OKUBO｣（サーロインステー
キ150gセットの昼食）＝＝▶菜の花台展望台（晴れた日には相模湾から江の島ま
で一望/20分）＝＝▶大日堂（国登録有形文化財/30分）＝＝▶鶴巻温泉弘法の
里湯（16:00頃到着/入浴休憩・解散）
※最寄駅は小田急線「鶴巻温泉駅」と
なります。（徒歩で約２分）桜の開花状
況に係わらず催行します。

■まなたび特別割引 第1回 特別割　旅行代金 お一人さま2,500円（大人/税込）
　 第1回～ 5回まとめてセット割　旅行代金 お一人さま13,100円（大人/税込）
■最少催行人員 各回15名さま　■添乗員同行

歩いて巡る 奥州道中・日光道中 全7回　
■最少催行人員 各回15名さま
■添乗員同行

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）
　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をお楽しみください。※ 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。

※本ツアーは一般のお客さまとの混乗となります。

※本ツアーは一般のお客さまとの混乗となります。

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

※貸切バスは神奈中観光を利用します。
日帰りバスツアー（昼食付）

【コース】
町田駅＝＝諏訪IC＝＝▶神州一味噌発祥の蔵・丸髙蔵（“手前”味噌作り
体験 /60分）・味噌茶屋「千の水」（心温まる郷土料理の昼食、お買い
物）＝＝▶長寿寒天館（天然角寒天の歴史・製造工程を係員がご案内、
出来立てところ天等の試食/40分）＝＝おぎのや諏訪店（信州名産品の
お買い物）＝＝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（税込）   ２名さま仕込樽１個12,500円（税込）
　１名さまで仕込樽１個14,800円  １名さま（仕込樽無し／子供限定）9,800円

■出発日/集合（場所・時間） 3月30日（金）  小田急線「町田駅」小田急トラベル旅行プラザ町田店前/8：00
■最少催行人員 20名さま～最大募集人員 32名さま

コースNo.：7034111

味噌造り百年、信州・諏訪の“丸髙蔵”で世界でたった１つの味噌造り
を楽しく体験しましょう！手前味噌って最高～！

春休み、体験＆学びに出掛けよう！ 神州一味噌発祥の蔵で
“大人も子供も（手前）味噌つくり体験”

じんじんの木 水無川の桜

名工の手ほどきで美味しくて簡単！名工の手ほどきで美味しくて簡単！
味噌つくり体験　味噌つくり体験　

“きっと美味しい手前味噌が造れま～す”“きっと美味しい手前味噌が造れま～す”
名工が仕込んだ「生麹」を使用、厳選され
た長野県産大豆、無添加だから安心・安全！

ツアー特典ツアー特典
《全16回完歩のお客さま》

■全16回、毎回当社オリジナル街道MAPをご用意

■当社オリジナル完歩証明書  ■オリジナル完歩記念缶バッジ  ■ 完歩達成時の記念集合写真

ツアー特典ツアー特典

《全7回完歩のお客さま》

■全7回、毎回当社オリジナル街道MAPをご用意

■当社オリジナル完歩証明書  
■オリジナル完歩記念缶バッジ

内田吉保氏（優々会代表）内田吉保氏（優々会代表）
東海大学生涯学習講座のフィールドワークを
はじめ、歴史や文学を探る国内外の旅を専
門に案内。皇太子殿下の歴史探究の旅に
20数回にわたって同行した実績を持つ。

忍城址より南東２㎞ほどの「さきたま古墳群」は出土した銘のある鉄剣
により、古代日本の政治状況を伺うことが出来る場所として貴重な地です。
■旅行代金  お一人さま12,900円（大人・子供同額/税込） 
■出発日/集合（場所・時間）
　３月10日（土） 新宿駅西口　明治安田生命ビル前8:20
■最少催行人員 15名さま～最大募集人員28名さま

【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4回  鉄剣のふるさと“さきたま古墳群”と“戦国の忍城址“を訪ねて

日帰りバスツアー（昼食付） コースNo.：7034101
※貸切バスは小田急シティバスを利用します。※本ツア－は一般のお客さまとの混乗となります。

忍城址

【コース】
新宿西口＝＝ ▶忍城址（行田市郷土博物館、御三階櫓 /9 0分）＝＝
行田市内（昼食）＝＝さきたま古墳公園【▶さきたま史跡の博物館…
▶さきたま古墳群：稲荷山古墳（前方後円墳）、丸墓山古墳（大型円
墳）、将軍山古墳 /150分】＝＝新宿西口（18 : 0 0頃到着）

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。 添乗員および内田氏が同行

宿泊コース  第9回～16回

宿泊コース 第 4回～7回

日帰りコース 第1回～ 8回

日帰りコース 第1回～ 3回

日帰り現地集合ツアー（自由昼食）

日帰り現地集合ツアー（自由昼食）

【コース】
東京駅＝＝日本橋＝＝❶千住宿＝＝東武伊勢崎線 竹ノ塚駅

■旅行代金  お一人さま3,000円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①4月15日（日）  ②4月21日（土） 
東京駅日本橋口/10:00

第1回
コースNo.：8045141

【コース】
竹ノ塚駅＝＝❷草加宿＝＝❸越ヶ谷宿＝＝東武北越谷駅

【コース】
北越谷駅＝＝❹粕壁宿＝＝❺杉戸宿＝＝東武動物公園駅

■旅行代金  お一人さま3,000円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①5月19日（土）  ②5月27日（日）
東武竹ノ塚駅/10:00

■旅行代金  お一人さま3,500円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①6月17日（日）  ②6月23日（土）
東武北越谷駅/10:00

第2回 第3回
コースNo.：8055141 コースNo.：8065131

歩行距離/約16km 歩行距離/約14.5km 歩行距離/約18km

東京駅～竹ノ塚駅/日帰り 竹ノ塚駅～北越谷駅/日帰り 北越谷駅～東武動物公園駅/日帰り

■旅行代金  お一人さま3,200円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①6月2日（土）  ②6月10日（日）　神奈川新町駅/10:00

第3回
コースNo.：8065121

神奈川新町駅～戸塚/日帰り

■旅行代金  お一人さま3,200円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①7月1日（日）  ②7月7日（土）　JR戸塚駅/10:00

第4回
コースNo.：8075121

戸塚～茅ヶ崎/日帰り

■旅行代金  お一人さま3,200円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①9月8日（土）  ②9月16日（日）　JR茅ヶ崎駅/10:00

第5回
コースNo.：8095121

茅ヶ崎～二宮/日帰り

食事/なし（昼食自由） 食事/なし（昼食自由）食事/なし（昼食自由）

【キャンセル条件A】 お申し込み後のキャンセルは、当該イベントの申込締切日の「前日」（締切日の前日が土日祝日の場合は、さらにその前日）までにご連絡いただいた場合は、１イベント１名につき手数料（1,000円）を差引いた金額を返金します。
　　　　　　　　  申し込み締切日以降のキャンセルにつきましては、参加費の返金はいたしません。キャンセルをする場合は、下記「小田急まなたび受付ダイヤル」▶ダイヤル「２」にお電話ください。
【キャンセル条件B】 変更・取消・払い戻しはできません。
【キャンセル条件C】 主催者に直接お申し込みいただくイベントの場合は、その主催者が定めるキャンセル規定がございます。お申し込み時にご確認下さい。
・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。 ・OPクレジットハウスは2月以降ご利用いただけません。 

※詳しくは別途専用パンフレットをご請求ください。

※詳しくは別途専用パンフレットをご請求ください。

※１～2名さま（子供を含む場合は2～3名さま）で仕込樽１個（約1.8㎏の出来）の
味噌造り体験をしていただきます。

※ 本コースにはバスガイドは乗務いたしません。 添乗員および秦野市観光協会スタッフ同行

OPクレジットカード会員
500円引き

これまでに
250名のお客さまが
完歩されています。

【コース】
東京駅＝＝日本橋＝＝❶品川宿＝＝京急平和島駅
（16:00頃到着）

■旅行代金  お一人さま3,000円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①3月18日（日）  ②3月24日（土） ③4月8日（日）
東京駅日本橋口/10:00

第1回
コースNo.：8045121

【コース】
京急平和島駅＝＝❷川崎宿＝＝❸神奈川宿＝＝神奈川新町駅
（16:00頃到着）

■旅行代金  お一人さま3,000円（大人/税込）
■出発日/集合（場所・時間）
①5月5日（土・祝）  ②5月13日（日）
京急平和島駅/10:00

第2回
コースNo.：8055121

歩行距離/約15km歩行距離/約15km

東京駅～京急平和島駅/日帰り 京急平和島駅～神奈川新町駅/日帰り

食事/なし（昼食自由）食事/なし（昼食自由）

旅の不安もスッキリ解消 事前説明会開催（完全予約制/無料）
■開催日/2月15日（木）14：00（60分間）   ■場所/小田急トラベル本社内  
■説明内容/ツアー内容・コースルート・服装など

丸　蔵外観


