
旭
鮨
総
本
店
新
百
合
ヶ
丘
館　

邊
見
晃
広
さ
ん

カ
ウ
ン
タ
ー
越
し
に
見
る

お
客
さ
ま
の
笑
顔
が
う
れ
し
い

May
20215



カウンターのお客さまににぎり寿司を出す邊見さん（写真左）。店内は中間色の照明を基調に落ち着いた雰囲気。以前はもっと洋食店風の内装だったが、それも2016年に一新した。大型
のテーブル席をなくす一方、４～５人が座れるテーブル席がズラリと並ぶ（写真右列・上・中央）。店舗のおすすめメニュー「特鮨（とくすし）」（3,200円／写真右列・下）。にぎり12個、巻物、
玉子、お椀がつく。天然本マグロを使用。食材へのこだわりは強く、「お米は宮城のササニシキ。これ、育てるのが大変なんです。旭鮨ではお米もかんぴょうもわさびも、契約農家さんに
お願いしています」（邊見さん）とのこと。セットメニューで一番人気の「潮騒（しおさい）」（3,000円）はランチタイムでは2,500円でさらにおトク！

季節感のある食材でもっとお客さまに喜んでいただきたい

　去る２月11日に店長に就任。それまでの１年ほどは料理長と

いう肩書きで、新百合ヶ丘館を盛り立ててきた。

　「本当は（寿司だけ）にぎっている方が楽です。でも、今は

（店長業務もあるので）にぎっていればいいやでは通らない。

そういう緊張感を大切にして身を引き締めています」

　軽妙な口調の邊見さんは18歳で個人店での修業を始めた

根っからの寿司職人。この道30年以上の大ベテランだ。

　「いえいえ、永遠の28歳です。寡黙な28歳（笑）」

　新百合ヶ丘館自体は2016年にリニューアルしている。以前は

レストランと寿司店を合体させたようなスタイルのお店だった。

ワインクーラーまで備えていたという。

「フランス料理にフグ、それに高級なお寿司まで出てくるという

お店でした。大きな丸テーブルにクロスまで敷かれていて、もう

“ルネッサ～ンス！”みたいな（笑）。冠婚葬祭の団体客も多かった

ですね」

現在は寿司専用のカウンター席も設置されているが、肉料理の

メニューやテーブル席が消えたわけではない。ファミリー層や

ちょっとした集まりの会食の場にちょうどいい塩梅。地域密着

型で、リピーター客が圧倒的に多い。

「個人店とは（お客さまの）数が違います。絶対的に“笑顔”が

多いんです。カウンターのお客さまはさらに身近な存在。“また

来ちゃった”と笑って来店されたらうれしいですねえ」

　そもそも、寿司の世界に入った背景に関しても、高校時代、

寿司屋でアルバイトをした際の経験が大きい。

　「カウンター越しにメチャクチャいい笑顔が見られたんです。

作っている側としてすごくうれしかったし、楽しかった」

　おいしいものをおいしい状態で、というこだわりは強い。

　「カウンターで出した寿司が置かれたままになっているのは

寂しいですね。置いたらすぐに食べてほしい！これからは季節感の

ある食材を使ってもっと喜ばせたいですね」

長年培われた職人気質は抜けない。いや、職人という土台が

しっかりあるからこそ、店長職も明るく務まるのだろう。

　「楽しく働かないとお客さまにも失礼。それに、しゃべらない

と僕、顔が怖いと言われますから（笑）」

寡黙な店長などやはりいなかった。

旭鮨総本店  新百合ヶ丘館　店長／邊見晃広さん
へんみ あきひろ

まちのプロフェッショナル Vo l . 3 5

〈 写真／星野洋介  文／賀来タクト〉

2

▶ OP PERSON（本記事）はWebでもご覧いただけます。

［住所］神奈川県川崎市麻生区万福寺1-15-10 （小田急線新百合ヶ丘駅北口徒歩3分） 
［TEL］044-951-3334  
［営業時間］ ［平日］11:30～15:00 17:00～22:00 ［土日祝］11:30～21:30 

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館  

ポイント付与 ご利用金額（税抜）の1％
ポイント利用 1ポイント単位



閉
場

小田急のゴールデンウィーク

アルプスの少女ハイジ2021
ゴールデンウィーク
スペシャルショップ

小田急百貨店での年間お買い上げ額（税抜）に応じてランクアップする普通品（通常価格品）の
ポイント率が、2022年3月1日（火）より新しくなります。

詳しくは小田急百貨店ホームページにて
お知らせしております。

ポイント利用
ポイント付与

※ポイント付与・利用には、一部除外品・除外売場がございます。詳しくは売場係員におたずねください。小田急百貨店での「OPクレジットカード」のご利用について
●普通品（通常価格品）本体価格の5～10％（2022年2月28日（月）まで）   ●ご奉仕品（セール品）・食料品・一部売場商品、レストラン・喫茶ご利用金額の1％
1ポイント単位（1ポイント＝1円としてお使いいただけます） ※ご精算前に、ご利用希望ポイント数を係員にお伝えください。

加盟店  INFORMATION／小田急百貨店

ふじさ わ町 田 店新 宿 店

町 田 店新 宿 店

小田急百貨店5月の催し物 各催事の最終日閉場時間はⒶ＝16:00閉場　Ⓑ＝17:00閉場　Ⓒ＝18:00閉場　Ⓓ＝19:00閉場
※表記のないものは営業時間に準じます。※都合によりタイトル（内容）・期間・閉場時間など変更になる場合がございます。

5/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

※記載の%OFF表示は、会期中の店頭表示価格からの割引表示です。
※特別ご優待、ポイントアップ、ポイント付与には、諸条件および除外等がございます。
※詳しくは小田急百貨店ホームページをご覧いただくか、売場係員におたずねください。

期間中、新宿店・町田店・ふじさわ 各食料品売場で、小田急ポイントを合計1,000ポイント
以上ご利用いただくと、後日抽選で1,000ポイントプレゼント！
（新宿店・町田店・ふじさわ 合計500名さま）※ポイントプレゼントは6月下旬を予定しております。

※掲載のお品物が品切れの際はご容赦ください。※画像はイメージです。

状況により、催し・イベント内容は変更・中止となる場合がございます。最新情報は小田急百貨店ホームページでお知らせいたします。

小田急百貨店では、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策に取り組んでおります。会場内の混雑状況により、入場を制限させていただく場合がございます。
また、ご来店の際はマスク着用などのご協力をお願いしております。詳しくは小田急百貨店ホームページにてお知らせしております。

お客さまへの
大切なお知らせ
■営業時間：店舗・フロアによって営業時間が異なります。詳しくはホームページにてご確認いただくか、各店にお問い合わせください。

0466-27-6000（ODAKYU 湘南 GATE大代表）小田急百貨店ふじさわ

046-230-7222（直通）小田急百貨店あつぎ

新宿店 ナビダイヤル：0570-025-888町田店 小田急百貨店  https://www.odakyu-dept.co.jp
■ ODAKYU 湘南 GATE 〈小田急百貨店ふじさわ〉https://www.odakyu-sc.com/shonan-gate/　
■ 小田急本厚木ミロード 〈小田急百貨店あつぎ〉https://www.odakyu-sc.com/honatsugi-mylord/

■お問い合わせ

小田急の母の日 5.9 Mother’s Day ～いつまでも、健やかでキレイに～
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■新宿店本館2階・町田店1階・ふじさわ1階＝化粧品売場

〈ドクターシーラボ〉
VC100ダブルリペアセラム
（美容液/30ml）…7,700円

マスクの摩擦、紫外線などのストレ
スケアに、使う直前に混ぜる2層
式の肌質ケア美容液。フレッシュ
なまま美容液成分を肌の内側＊1に
届け、キメの整ったなめらかな肌
へと導きます。
＊1角層まで

母の日ギフト送料無料キャンペーン
■4月21日（水）～5月5日（水・祝）　■新宿店本館1～6階・8階、ハルク地下1階・1～2階

新宿店
期間中、対象売場にて母の日ギフトを1レシート10,000円（税込）以上お買い上げの
先着400名さまは全国送料無料サービスにて承ります。
※ご奉仕品・ご自宅へのご配送は対象除外となります。※詳しくは売場係員におたずねください。
※オンラインショッピングは送料無料対象外です。

■新宿店本館3階・町田店1階＝婦人服飾雑貨売場

野ばらの柄とチェコビーズのストラップが上品な印象。
少し小ぶりで持ち運びしやすく、開きやすさも魅力で、
幅広い年齢の方にお使いいただけます。

■新宿店本館3階＝ハンドバッグ売場・
　町田店2階＝ファッションウォーク

〈ヒロフ〉
コインケース（牛革/W11×H6.5cm）…22,000円
ポーチ小（牛革/W14.5×H10.5×D6cm）…22,000円
ポーチ大（牛革/W20×H9×D7cm）…25,300円

使い込むほどに柔らか
さが増し、手にしっくり
馴染みます。毎日使う
ものだからこそ、素材
にこだわり心地よくお
使いいただけるアイテ
ムはいかがでしょうか。

〈玉川〉
野ばらセット
…各6,050円
（ケース付き/20cm/
扇面：ポリエステル、
扇骨：竹）

■4月28日（水）～5月4日（火・祝）
■新宿店本館1階＝中央口前〈特設会場〉

町田店公式LINEお友だち限定
レストラン街〈スカイタウン〉
300円OFFクーポン
■5月1日（土）～18日（火）
■町田店9階＝レストラン街〈スカイタウン〉

新宿店 町田店

ハイジやユキちゃん、ヨーゼフなどの
かわいいキャラクターグッズが大集
合！会場限定販売「陶器
カップ入りプリン」をはじ
め、先行・数量限定商品
も多数登場します。お気
に入りのハイジグッズを
探しにお越しください！

レストラン13店舗、各店で1回ずつお
使いいただける300円OFFクーポン
を配信。町田店公式LINEにお友だち
登録しておトクにおいしく！

©ZUIYO　「アルプスの少女ハイジ」
公式ホームページhttp://www.heidi.ne.jp

町田店 公式 LINE

ゴールデンウィーク スペシャルセール
うれしいプライスダウンで、広がるお得な大チャンス！新宿店 町田店

■5月5日（水・祝）
　まで

マークのついたお品物はオンラインショッピングでもお買い求めいただけます。

★＝2階イベントスペース「きらっとプラス」  ♥＝７階イベントスクエア 

婦人服バーゲン インテリアファブリックバーゲンⒷ 婦人服バーゲン輸入絨緞＆マットバーゲンⒷ

北欧屋台Ⓑ ビーチリゾートスタイル
コレクションⒷ

かえるのピクルス
「HappyBirthｄay！」
POP-UP SHOPⒷ

初夏の英国展Ⓑ
ワコール感謝バザ－ルⒷ

マタニティー・こどもワコール
感謝バザールⒷ

昭和西川工場直送寝具セールⒶ
フランスベッドバーゲンⒶ

インテリアファブリックバーゲンⒶ
毛糸・服地バーゲンⒶ

ベビー・こども服バーゲンⒷ
SANYO スペシャルバーゲンⒷＭＩＣＫＥＹ ＮＥＸＴ ＪＡＰＡＮ MARKETⒷ

紳士服バーゲンⒶ

藤城清治
版画展Ⓐ

インテリア
アートフェアⒶ

〈ジョリーズ〉 POP-UP SHOP Vacance in the neighborhood 〈HRM〉POP-UP SHOP
〈6月1日（火）まで〉〈メゾン ド メル〉 POP-UP SHOP

レリアン特別販売会Ⓑ ますいわ屋きもの市Ⓑ レディースファッションバーゲンⒷ
〈6月1日（火）まで〉日用雑貨セールⒷ

〈スマテリア〉 
POP-UP SHOP
ヒロ クメが描く
楽園の彩（いろどり）Ⓑ

婦人服バーゲンⒶ

ハイネット おしゃれウイッグフェアⒶ

銀座マギーバーゲンⒶ
〈6月1日（火）まで〉

レディースファッションバーゲンⒶ
〈6月1日（火）まで〉

5 15 23 新宿店・町田店・
ふじさわ・あつぎ
各対象売場

オンラインショッピングは
5/15

婦人服バーゲン



キャンプ場

小田急山中湖フォレストコテージ
1泊分＊が半額「新緑連泊プラン」

[ご予約・お問い合わせ]山梨県南都留郡山中湖村平野491　0555-62-2171（9：00～18：00）

■期間 5月23日（日）～7月9日（金）
施設ご利用金額（税抜）の0.5％ ポイント付与

※「新緑連泊プラン」の詳細・お申し込み方法はウェブサイトをご覧ください。
＊下記期間の土曜を除く日が対象（ウェブサイトの営業カレンダーのA料金が対象）。

1ポイント単位ポイント利用

モダンなフランス料理、落ち着いた雰囲気の日本料理から、ちょっと珍し
いポルトガル料理まで。いろいろな食をお楽しみいただくことができます。

ONEでは提携サービスごとにおトクな特典をご用意！さらに、ONEに
会員登録し、OPカードをご登録いただくと、ご利用金額に応じて小田急
ポイントが貯まります。 ※「アイカサ」「シェアダイン」はご利用金額の1％相当を付与します。

都内の新規提示優待サービス店
おトクなご優待NEW ！PICK UP

ドラッグストア

トモズ 小田急マルシェ本厚木店
毎月5日・15日・25日 小田急ポイント2倍！
医薬品から食料品、日用雑貨まで幅広い品揃え。
全国どちらの病院の処方箋でもお受けしていま
す。毎月5のつく日は小田急ポイントが2倍です。

■ 日時 5月5日（水・祝）・15日（土）・25日（火）

［営業時間］ドラッグストア10:00～22:30 処方箋受付時間 月～金10:00～19:00 土・日・祝休業
　　　　　※状況によって異なる場合がございます。
［お問い合わせ］046-204-6510

1ポイント単位ポイント利用ポイント付与 ご利用金額（税込）の1％
※一部ポイント対象外商品がございます。

※調剤は小田急ポイント対象外。
※トモズポイントカード・pontaカードはポイント2倍の対象外。

［ご予約・お問い合わせ先］  　 0120-090-918（10:00～18:30/水曜定休）

不動産仲介・新築分譲・リフォーム・注文住宅

ライフスタイルに合った住まい選びのポイントとアイデア提案。
第1部：子育て世代のこれからの住まいの選び方
第2部：住まいに対する想いをカタチに！ライフスタイルに合った住まいのアイデア
講師：第1部住宅ジャーナリスト 山本久美子　第2部小田急不動産開発企画担当
■日時 5月23日（日）10:30～12:00

小田急 住まいのプラザ
オンラインセミナー
「どう選ぶ？忙しい子育て世代の快適住まい」 5月31日（月）までに新規で入室申込書

をご提出いただいた方を対象に、入室
金0円キャンペーンを実施中です。さら
に小田急ポイントカード会員さまは新規
ご入室でポイントも貯まります！東京・
神奈川に8教室がございます。まずは体
験レッスンを受けてみませんか？

春の入室金無料キャンペーン

小田急不動産分譲物件購入につき土地・建物
各15,000ポイント※諸条件がございます。

ポイント付与

詳細・お申し込みは
こちらから
▼

お近くの教室・詳細は
こちらをご覧ください▶

■フェア期間 5月4日（火・祝）～9日（日）
ご利用金額（本体価格）の1％ポイント付与

5月9日 母の日に感謝の思いを込めて

1ポイント単位ポイント利用

フラワーショップ

HIBIYA KADAN・Hibiya-Kadan Style

お母さまに、日頃の感謝の気持ちを
込めてお花を贈りませんか。ヒビヤカ
ダン・ヒビヤカダンスタイルでは、母
の日ギフトにぴったりな商品を多数
取り揃えております。ぜひお近くの店
舗へお立ち寄りください。

コンタクトレンズ通販サイト

期間中、5％ポイントキャンペーンを実施中！
〈おすすめ商品のご紹介（シンシア製品）〉
【エルコンワンデー55】瞳に酸素が届きやすく、やわらかでレンズを着
けたときに目に馴染みやすいレンズです。35枚入りでおトクです。
【エルコンワンデー】よごれが付きにくく、経済的にもやさしいレンズです。

小田急みんなのコンタクト
通常の5倍！5％ポイントキャンペーン

OPクレジットご決済金額（税込）の1％ポイント付与 なしポイント利用

※ポイントは、毎月16日～翌月15日のご利用に対して、翌々月の10日頃に貯まります。
※下記サイト以外でのご購入は、小田急ポイント付与の対象外です。

ご利用金額（税込）の0.5％ポイント付与 1ポイント単位ポイント利用
※ｄポイントのポイント付与時、ドトールのプリペイドカード（DVC）利用時は付与対象外

小田急みんなのコンタクト

■キャンペーン期間 4月27日（火）0:00～5月26日（水）24:00
期間中、OPクレジットカードでお支払いいただくと、通常
ポイント1％の5倍にあたる5％のポイントが貯まります。

小田急ポイントカード
会員さま特典

当店の天ぷらは、特殊なフライヤーにより電波
振動で水分コントロールし、衣はサクサク、中
はふっくらジューシー！バラエティーに富んだ
天ぷらを味わう至福のときをお届けします。

期間限定ワッフル「メープル」発売
バターの香りと相性抜群なメープルシロップ。
ひとつでもおなかも心も満たされます。
ミスターワッフルでは、店頭にて一枚一枚、丁寧
にワッフルを焼き上げています。温めるとご自
宅でも、焼きたての味をお楽しみいただけます。

町田市・川崎市麻生区中心に、ハウスクリーニ
ング、お庭のお手入れ（草取り・枝切りなど）、
設備補修、家具の移動や高所作業など、さまざ
まなサービスをご提供しています。このたび
クレジットカードでのお支払いが可能になりま
した。見積無料。まずはご相談ください。

ご利用金額（税込）の1％ポイント付与 1ポイント単位ポイント利用

ご利用金額（税込）の1％ポイント付与 1ポイント単位ポイント利用

ご利用金額（税込）の1％ポイント付与

1ポイント単位ポイント利用

立呑み天ぷら

■期間 5月1日（土）～31日（月）

■期間 4月29日（木・祝）～5月16日（日）

OP カードのご提示で、お好きな天ぷら1品サービス！
（天使の海老は除く） ※店頭でのご飲食のみ有効です。

小田急ポイントカード
会員さま特典

期間中にご入会いただき、2021年9月～2022年1月まで
秋冬野菜栽培へ延長された方には、9月以降にご利用いただ
ける1カ月利用分チケットをプレゼント！

小田急ポイントカード
会員さま特典

立呑み天ぷら KIKU 下北沢店

［場所］東京都世田谷区北沢2-24-2 シモキタエキウエ2F
［営業時間］11：00～22：00（L.O.フード21：00　ドリンク21：30）
　　　　　※状況によって異なる場合がございます。
［お問い合わせ］03-6450-8766

カルチャー

昭和音楽大学附属音楽・バレエ教室

ベルギーリエージュワッフル専門店

ミスターワッフル 新百合ヶ丘店

ご利用金額（税込）の1％ポイント付与

［アクセス］小田急線新百合ヶ丘駅改札横（小田急マルシェ新百合ヶ丘1F）
［営業時間］10:00～21:00　※状況によって異なる場合がございます。
［お問い合わせ］044-299-7747

1ポイント単位ポイント利用

ハウスクリーニング・ハウスメンテナンス

ベンリー小田急鶴川店

ご利用金額（税抜）の1％ポイント付与

［お申し込み・お問い合わせ］  　 0120-209-309（9:00～17:00/日曜定休）

なしポイント利用

貸菜園・カルチャースクール・フラワーショップ

5月は夏野菜の植え付け時期です。今
年は自分で育てた新鮮な夏野菜を楽し
みませんか？ウェブサイトまたはお電話
で見学のご予約を承っております。

アグリス成城

ご利用金額（税抜）の1％ポイント付与

［アクセス］ 小田急線成城学園前駅西口正面 徒歩1分
［お問い合わせ］03-3482-0831（9:00～17:00）

1ポイント単位ポイント利用

※加盟店によってはポイント対象除外品や対象とならない店舗・サービスがございます。
※加盟店の情報は変更になる場合がございます。※表示画像は、特に断りのない限りイメージです。 小田急ポイントカードのウェブサイトでは、最新の加盟店情報を随時更新しています。 www.odakyu-card.jp

さらにポイントが貯まる！ OPクレジット（JCB/Visa/Mastercard®）のクレジットでお支払いの場合、「お買い上げ・ご利用ポイント」に加えて、さらに「クレジットご利用ポイント」が200円（税込）につき1ポイント貯まります。 

加盟店 INFORMATION

カフェ

ドトールコーヒーショップ
小田急新宿西口店  祖師ヶ谷大蔵駅店  鶴川店  小田急相模原店

NEW 小田急ポイントサービス加盟店が増えました！

クリーニング

つくばクリーニング
NEW 小田急ポイントサービス加盟店が増えました！

ドラッグストア

地域のお客さまの豊かな社会生活と健康な暮らしを
サポートするドラッグストアです。ヘルスケア、生活、
介護にかかわる商品やサービスを幅広くご提供して
います。さらに各分野の専門性を高め「専門総合店
舗」としてのドラッグストアをめざしています。

ドトールではおいしいコーヒーとともに、モーニングセットやケーキ
セットなどおトクなメニューもご用意。テイクアウトも充実しています。

当社独自の宅配クリーニングや保管など、充実したサービスをご用意し
ております。お気に入りの衣類を大切にケアするクリーニングです。

ウエルシア薬局 ハックドラッグ 新百合ヶ丘店
NEW 小田急ポイントサービス加盟店が増えました！

［場所］神奈川県川崎市麻生区上麻生1-20-1 小田急アコルデ新百合ヶ丘Ｉ2F
［アクセス］小田急線新百合ヶ丘駅南口直結
［営業時間］9：00～23：00　［定休日］なし
［お問い合わせ］044-959-0289

小田急新宿西口店
［場所］東京都新宿西新宿1丁目西口地下街1号
［お問い合わせ］03-3342-6288

鶴川店
［場所］東京都町田市能ヶ谷1-6-11
［お問い合わせ］042-735-7770

祖師ヶ谷大蔵駅店
［場所］東京都世田谷区祖師谷1-7-1
［お問い合わせ］03-5727-1311

小田急相模原店
［場所］神奈川県相模原市南区南台3-20-1
　　　ラクアル・オダサガ2F
［お問い合わせ］042-701-5100

祖師谷店
［場所］東京都世田谷区砧8丁目10-1
［営業時間］月～土9：00～20：00
　　　　　日・祝日10：00～18：00
［定休日］木曜日
［お問い合わせ］03-6411-8280
マルシェ狛江店
［場所］東京都狛江市元和泉1丁目2-2
［営業時間］月～土10：00～20：00
　　　　　日・祝日10：00～19：00
［定休日］木曜日
［お問い合わせ］03-3488-1127

仙川店
［場所］東京都調布市仙川町1丁目16-1
［営業時間］月～土9：00～20：00
　　　　　日・祝日10：00～19：00
［定休日］木曜日
［お問い合わせ］03-5314-2427

成城店
［場所］東京都世田谷区成城6丁目14-7
［営業時間］月～土9：00～20：00
　　　　　日・祝日10：00～18：00
［定休日］木曜日
［お問い合わせ］03-3484-4507

（1ポイント＝1円） ※JALカード OPクレジットでは、JALカードショッピングマイルとして貯まります。詳しくは、JALカードのウェブサイト（www.ja l .co . jp/ jp/ ja/ jmb/）をご覧ください。

ONE（オーネ）
地域密着型サービスプラットフォーム

おトクに利用できる多彩なサービスをご紹介

ウェブサイト▶

夏野菜栽培区画新規会員募集

オンラインセミナー参加で100 ポイント
プレゼント！

小田急ポイントカード
会員さま特典

■販売期間 5月中旬まで

メープル（1個）…190円
※ポイント付与の上限は10,000ポイントとなります。
※OPクレジットカード以外のクレジットカードによるお支払は除く

日頃のご愛顧に感謝して、Odakyu OX各店にて「とって
おきのお買得！家計応援」を開催します。
大特価商品やOX自慢のこだわり商
品など、とっておきの商品を多数取り
揃えて皆さまのご来店をお待ちしており
ます。ぜひお近くの店舗をご利用ください。

「とっておきのお買得！家計応援」開催！
Odakyu OX
スーパーマーケット

［お問い合わせ］044-967-1702（10:00～18:00 土・日・祝日を除く）

ポイント付与 お買い上げ200円（税抜）につき1ポイント／月間ご利用金額に応じて翌月1カ月間
ポイントが割増する「月間ボーナスポイント」で、最大5倍のポイントが貯まります。

ポイント利用 1ポイント単位

その他にもONEにはおトクなサービスが満載！
※詳細はONEのウェブサイトをご覧ください▶

ご利用料金が最大3カ月無料！
※IDをつないだ月の翌々月末まで無料となります。

これからの梅雨の時期、急な雨など天気を気にせずに外出ができ
ます。「傘を持ち歩かない生活」を実現！

ONE会員限定クーポン（初回1,500円割引）プレゼント！

調理士・ホテルのシェフなど食の専門家が、ご自宅に訪問して作り
置き料理を用意してくれるサービスです。

OPカードのご提示でお好きな天ぷら1品サービス！ 住まいの「お困りごと」を解決！
OPクレジットカードでのお支払いが可能

新規ご入室で500～1,000ポイントポイント付与

なしポイント利用

※付与ポイントは入室金により異なります。

■期間 5月24日（月）～28日（金）

［お問い合わせ］ランドフローラ フラワーサービス　 
　　　　　　　　0120-61-1187（平日10:00～18:00）

静かな森に囲まれ、森林浴が満喫できる
森林エリアと、山中湖や富士山が望める
湖畔エリアがあるキャンプ場。下記期間に
2泊以上していただくと1泊分の宿泊料金＊
が半額となる「新緑連泊プラン」を実施し
ます。新緑の木立に囲まれながら、キャン
プやコテージ泊を楽しみませんか。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

アイカサ

シェアダイン

なしポイント利用

祖師谷店　成城店  
マルシェ狛江店　仙川店

※営業時間は状
　況によって変
　更となる場合
　がございます。
　詳細は各店舗
　へお問い合わ
　せください。

■クレアバックス（赤坂/フランス料理）
　お会計から10％OFF
■春秋 溜池山王（赤坂/和食ダイニング）
  ①ランチコース“春秋”5,000円→4,500円
  ②ランチコース“春秋御膳”2,800円→2,500円
  ③ディナーお会計から10％OFF
■かき家 こだはる 霞が関（霞が関/海鮮料理） お会計から10％OFF
■マヌエル 丸の内店（日比谷/ポルトガル料理） ウエルカムドリンクサービス
■門崎熟成肉 格之進 〈格之進82、格之進R+、格之進F（六本木）、格之進Rt（渋谷）、
　　　　　　　　　　　 格之進TOKYO（練馬）〉 お会計から10％OFF

春秋 溜池山王

※各店舗で優待条件が異なります。詳しくは小田急ポイントカードのウェブサイトをご覧ください。



「学び」メニュー申込方法 ①　 　　　　　 の記載があるイベントは下記　②その他のイベントは各施設へ直接お電話ください。

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。 【キャンセル条件 A】お申し込み後の変更・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）を差し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、下記お問い合わせ先にお電話ください。【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、お申し込み時にご確認ください。個人情報の共有：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クレジットカードへのご登録情報をイベント運営管理のため、主催団体と共有させていただく場合がございます。

イベントコード

小田急まなたび受付ダイヤルへTEL

イベントコード6桁、申込人数、小田急お客さま番号（12桁）、電話番号、
生年月日（西暦）、カード番号（16桁）・有効期限を入力してください。

0570-550-698 ウェブサイトからのお申し込み、
その他詳細情報は

小田急まなたび

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

24時間
受付

ダイヤル「1」（自動音声受付）

各講座開催日の 7日前までにeメールまたは郵送にて「ご案内状」をお送りいたします。

簡単アクセス！▶

●講演

『「エスプリ・ド・ビゴ」のホームベーカリーで食パンレシピ』刊行記念
食パン作りの達人、藤森親子から学ぶパンの世界
「ビゴの店」を運営する（株）ビゴ東京シェフ・パトロン藤森二
郎さんと、そのお嬢さまで高級食パンが話題を呼んでいる「ふじ
森」代表藤森もも子さんの初の親子イベントです。パン作りに
関わる親子二世代のさまざまな対談と、紅茶と一緒にプレミア
ム食パンなどのご試食をお楽しみいただく２部構成です。
昨年刊行された『「エスプリ・ド・ビゴ」のホームベーカリーで食
パンレシピ』サイン本もプレゼント。さまざまな絶品レシピで、
おうちベーカリーを楽しんでください。

申込期間５月１２日（水）まで【キャンセル条件：A】

■ 日時 5月２２日（土）１３：３０～１５：００
■ 場所 小田急ホテルセンチュリー相模大野
■ 講師 「ビゴ東京」代表 藤森二郎
　　　 「ふじ森」代表 藤森もも子
■ 参加費 3,900円（一般価格4,800円）
■ 定員 200名 ※申込先着順 指定席です。
　　    （座席指定不可）

イベントコード   210530【申込】

※表示画像は、特に断りのない限りイメージです。・公演など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など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。（一部イベントを除く）・表示金額は消費税込みの金額です。

小田急まなたび／学びOPクレジット会員限定企画加盟店  INFORMATION／小田急トラベル 小田急トラベルがセレクトした、おトクで魅力あふれるツアーをご紹介いたします。

ポイント利用ポイント付与 ●募集型企画旅行（パッケージツアー）の基本旅行代金（税込）の0.5％ 1ポイント単位小田急トラベルでの小田急ポイントカードのご利用について

●お申し込みの際は各コースの詳細（ご案内などを含む）および旅行条件を説明した書面を当社のウェブサイトまたはパンフレットおよび国内募集型企画旅行条件書にて必ずご確認ください。 ●このご案内は告知を行うものであり、旅行の申し込みを承るも
のではありません。 ●　 印は入場観光、　 印は下車観光。 ●掲載コースはすでに発売中のものであり、お問い合わせいただいた際、満席または中止になっている日程がございます。 ●旅行代金にはすべて消費税が含まれます。 ●「OPクレジットカード会
員さま」の旅行代金でお申し込みのお客さまのお支払いはOPクレジットカードにてお願いします。 ●掲載コース、所要時間、食事内容などは、交通事情、仕入れ内容などにより、一部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（当日、添乗員
よりお渡しいたします）。 ●お申し込みは大人1名さまより承ります。 ●全行程添乗員同行 ●最少催行人員（各コースに記載） ●掲載の画像はすべてイメージです。　当社ではお客さまに安心してツアーにご参加いただけるよう、さまざまな新型コロナウイ
ルス感染症への取り組みを行っております。当社における新型コロナウイルス感染症への取り組みは当社ウェブサイトでご確認いただくか、受付係員におたずねください。

小田急トラベルツアー（本ページ掲載）ご案内

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 小田急トラベル
または

03-3379-6199 10:00～18:00
（土・日・祝日は休業）小田急まなたび小田急特選の旅

小田急まなたび／旅OPクレジット会員限定企画 学びのある体験をご提供するオリジナルの旅企画です。学びのある体験をご提供するオリジナルの旅企画です。

特選の旅【6月出発コース】 コースNo：SL21-L06010□-BS

コ
ー
ス
名

旅行代金 : 大人1名さま（日帰り／昼食付／税込） OPクレジットカード会員さま17,800円
募集人員２１名さま　最少催行人員１5名さま ※子供旅行代金の設定はございません

▲埼玉グランドホテル深谷 ランチ（イメージ）

お一人さまバス座席２席ご利用

出発各地

コース内容

古代蓮の里 42種類12万株の蓮

到着各地（18:00～19:00頃着）

埼玉グランドホテル深谷 洋食のコース料理

渋沢栄一『青天を衝け』深谷大河ドラマ館 大河ドラマのオープンセットを展示

1

2

コース

3

 
6/20（日）
6/22（火）
6/25（金）

出発地（集合時間） 出発日

 

 

❶新宿（8:40）

❷町田（8:20）
❸本厚木（8:40）　

イベントコードまなたび枠
〈キャンセル条件〉

参加費
（一般価格）実施（集合）場所 開催日時【締切日】内容　※詳細はウェブサイトをご確認ください。イベント名

５月２８日（金）
１３：３０～１５：００
【５月18日（火）】

5月31日（月）
13:30～15:00
【5月19日（水）】

バラ咲き誇る園内で、さまざまなバラの色や形、そして香りを講師のガ
イドとともに楽しんでいただきます。座学では、ご家庭でのバラの育て方
やバラに合った土づくりなどを伝授します。ヘッドガーデナー：矢澤秀成

円谷英二が住み、黒澤明の『生きる』のロケ地となった祖師谷大蔵から、
クレージー映画や若大将、社長＆駅前シリーズなど、数々の東宝映画が
撮影された千歳船橋まで、驚きのロケ地を巡って、秘かな喜びに浸って
いただきます。 講師：東宝映画研究　高田雅彦　協力：結お～くらんど

ご自身のスマートフォンを使って世田谷の豊かな緑地を巡るモバイルス
タンプラリー。野川緑地公園、小金橋、きたみふれあい広場などで電子
スタンプを取得し、14:00までにゴールされた方に「ロマンスカー
ＧＳＥマグネット缶バッジ」（非売品）をプレゼント。

アドリア海を望む白ワインの聖地”コッリオ”の丘へ
フリウリ・ヴェネツィア・ジュ―リア州のワイナリー ”ロンコ・デイ・タッシ”を訪ねます。
講師：マッテオ＆エンリコ・コーゼール　通訳・解説：櫻井芙紗子　
主催：CAMOS TOKYO　協力：スリーボンド貿易

『週刊新潮』に連載され、いじめや長期化する
引きこもりなどの社会問題をテーマにした
『小説8050』刊行記念の講演会を開催！
執筆活動や新著のお話などを伺います。
※『小説８０５０』サイン本付き

「新日本プロレス」の人気復活の立役者として知られる棚橋弘至さんは
「仮面ライダー」の大ファンとしても有名。リング上でのポーズやコスチューム
にも取り入れるなど、その秘められた思いをお話しします。
講師：プロレスラー 棚橋弘至　ナビゲーター：（株）東映取締役 白倉伸一郎 

「葛飾北斎」の生誕と半生の謎に迫る！なぜ北斎と名乗ったのか！？
北斎の名前はいくつあるのかなど、歴史講師菅原がナナメ45度でご案内！
【コース】両国駅…回向院…榛稲荷神社…すみだ北斎美術館・特別展鑑賞
…ご昼食…大横川…法性寺…東京ソラマチ解散

北斎が生涯の大半を過ごした墨田の地を浮世絵に沿って歩く。（新名所の
すみだリバーウォークなど）※「長命寺桜餅」おやつ付き、ご昼食なし
【コース】浅草駅（花川戸交番前）…隅田川橋梁歩道…牛島神社…
三囲神社…白髭神社…法泉寺…隅田川神社…木母寺…鐘ヶ淵駅解散

2,000円20名
〈A〉

400名
〈A〉

25名
〈A〉

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

講
演
会

オ
ン
ラ
イ
ン

ま
ち
あ
る
き

【花菜ガーデン】
バラ園香りの散策と、
バラの栽培講座

【『小説8050』刊行記念】
林真理子講演会
「コロナ時代の作家の時間」

１００年に一人の逸材に聞く
不撓不屈のプロレス人生は
仮面ライダーにあり!

［5月28日公開！］
映画
「HOKUSAI」を
10倍楽しむ町歩き

祖師谷･千歳船橋
映画散歩

第２回
モバイルスタンプラリー
世田谷散策（野川周辺）

旅する
イタリアワイン講座③
ロンコ・デイ・タッシ

5,800円
（6,300円)

6,400円
（6,900円）

ＪＲ両国駅
［歩行距離約5.5km］

東京メトロ銀座線
浅草駅
［歩行距離約4.5km］

東京メトロ日比谷線
小伝馬町駅
［歩行距離約4.5km］

花菜ガーデン
（小田急線秦野駅
からバス約25分）

小田急ホテル
センチュリー
相模大野宴会場

詳細・
お申し込みは
下のQRコード
からアクセス！

神秘的で美しいハスの名所 行田古代蓮の里と
新1万円札の顔 渋沢栄一『青天を衝け』深谷大河ドラマ館を見学

※食物アレルギーのあるお客さまは予約時にお申し出ください。

新1万円札の顔として知られ、2021年大河ドラマ『青天を衝け』の舞台、主人公・
渋沢栄一の生誕地である埼玉・深谷市を訪れます。行田市の天然記念物に指定さ
れる古代蓮は約1,400～3,000年前の蓮と言われています。

往復タクシー利用

※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、比較的距離を歩くご健脚の方向けのツアーとなっております。あらかじめご了承ください。　※食物アレルギーのあるお客さまは予約時にお申し出ください。

●小田急沿線の再発見（日帰り/昼食付き）

【コース】
伊勢原駅＝〈タクシー/他のお客さまと往復共に混乗〉＝石倉橋【ガイド同行：歴史と文化の比々多巡り】…（徒歩）…□▶浄業寺
跡（指定文化財、北条政子の創建と伝わる）…□▶心敬塚（室町時代の連歌師“心敬”を偲ぶ）…（伯母様/由来など説明）…
□▶齋藤家住宅（市指定文化財、市内現存最古の民家）…元宮（休憩）…□▶埒免古墳（相模有数の権力を誇るにふさわしい
古墳）…○▶三之宮比々多神社（正式参拝、伊勢原産の素材を使ったお弁当の昼食）…三之宮郷土博物館（近隣の古墳群
から出土したとされる貴重な副葬品などを展示）…□▶保国寺（室町時代から続く歴史ある寺院、「廻り地蔵」「一夜地蔵」など
の案内）…塔の山公園＝〈タクシー〉＝伊勢原駅（14:30頃解散、クルリンハウスで名産品のお買い物など）

■ 旅行代金（大人/税込）
　 OPクレジットカード会員さま7,980円
　（一般8,480円）※4歳～小学生は500円引き
■ 出発日/集合（場所・時間）
　5月23日（日）・6月13日（日）
　7月4日（日）　
　小田急線伊勢原駅改札前9:15
■ 募集人員（各回）12名さま
　 最少催行人員（各回）6名さま

▲三之宮比々多神社（イメージ） ▲伊勢原市内眺望（イメージ）

コースコード SP21-P050301-BW（会員）/BS（一般）

案内人同行

企画協力：伊勢原市観光協会　協賛：森永製菓株式会社

名物ガイド志村さんと歩く
伊勢原“比々多”の魅力発見さんぽ
［正式参拝、文化財巡り、伊勢原産の素材を使ったお弁当などもお楽しみ］

210531

210508

5月29日（土）
１０：００～１５：３０頃
【5月19日（水）】

6月12日（土）
１０：００～１3：0０頃
【６月２日（水）】

３,８５０円

森林セラピー®認定ガイドと一緒に初夏の森林を
歩きます。その後ハーブ園で、ハーブ摘み体験と
化粧水や入浴剤などに使えるハーブティンクチャー
づくりを行います。

自然に溶け込む初夏の
森林セラピー®体験&
ハーブティンクチャー
づくり ※お弁当付き

5,800円
（6,000円）

未病バレー
「ビオトピア」
（小田急線新松田駅
からバス約１０分）

5月29日（土）
9：30～15：30
【5月19日（水）】

8名
（全体10名）
〈A〉

210533

簡単なエクササイズで日常生活に必要な
身体機能を調整します。 年々衰える筋力の
低下を抑え、改善、維持、生活の質を向上、関節の
可動域を向上させます。　トレーナー： 市川大地

動き改善すっきり
ストレッチ教室 3,900円

スタジオプシュケ
（小田急線南林間駅
から徒歩すぐ）

6月2日(水)
①11:30～12:30
②13:30～14:30
【5月23日（日）】

各回8名
〈A〉

210537

20名
〈A〉

3,900円
（4,400円）

小田急線
祖師ヶ谷大蔵駅
[歩行距離約６.5ｋｍ]

小田急線喜多見駅
（ゴール）喜多見駅
（１４：００まで）
[歩行距離約６ｋｍ]

5月28日（金）
12:30～15:45頃
【5月18日（火）】

210532

蔦屋重三郎・歌川広重・勝川春章、北斎にゆかりのある人々と関わりの
ある地、日本橋から浅草エリアへ！
【コース】小伝馬町駅…十思公園…大伝馬町…耕書堂跡…浅草橋…西福寺
（勝川春章墓）…誓教寺（葛飾北斎墓）…東本願寺…浅草寺界隈でご昼食
後解散

25名
〈A〉

–

6,400円
（6,900円）

6月26日（土）
１０：００～１５：３０頃
【6月16日（水）】

[配信日時]
5月9日（日）
14：30～15：30
※見逃し配信あり

[開催日時]
5月28日（金）
20：００～21：30

210606

25名
〈A〉

3,300円
（3,800円）

ワイン２本付き
8,900円（9,900円）
試聴のみ
4,400円（4,800円）

210605

6月6日（日）受付
①9:00-9:30 
②9:30-10:00
【５月26日（水）】

合計２００名
〈B〉

200円
（３00円） ②210603

①210602

②210608

①210607

●小田急沿線の酒蔵めぐり（日帰り/昼食付き） コースコード SP21-P060101-BW

普段、個人ではなかなか入れない酒蔵の見学や試飲など“小田急まなたび”ならで
はの酒蔵巡りにご案内します。日本酒好きにはたまりません。
★うれしいお持ち帰り ①“盛升”ロゴ入りのお猪口
　　　　　　　　　  ②巌乃泉 彩（300ml/本醸造酒）
　　　　　　　　　  ③“大矢孝酒造”ロゴ入り蛇の目お猪口

“小田急まなたび日本酒会”
七沢から相模川上流へ、3つの酒蔵（地酒）に出会う

▲黄金井酒造/外観（イメージ） ▲清水酒造/酒蔵（イメージ）

再スタート！ お一人さま
バス座席2席利用

【ご注意事項】※20歳未満の方はご参加いただけません。　
　　　　　　※ご旅行当日は香りの強い香水などはご遠慮ください。また納豆の摂取は菌が強いためお控えください。

【コース】※本コースにはバスガイドは乗務いたしません。
本厚木駅＝＝□▶厚木市 黄金井酒造（江戸から今へ酒文化を伝える老舗酒蔵、見学と試飲/約60分）
＝＝宮ケ瀬エリア（昼食）＝＝□▶相模原市 清水酒造（創業260年余、伝統の酒造で「巌乃泉」を製造/
普段見学を行っていない酒蔵見学および市販されていない大吟醸純米の熟成酒を含む約4種類の
試飲/約60分）＝＝おぎのパン（人気のパン屋さんでお買い物）＝＝□▶愛川町 大矢孝酒造（創業187
年、清酒「残草蓬萊」を製造/普段見学を行っていない酒蔵見学および新酒を中心に約5種類の試飲/
約60分）＝＝本厚木駅（16:45頃到着）　※貸切バスは箱根登山バスを利用します。

■ 旅行代金（大人/税込）
　OPクレジットカード会員さま13,900円
■ 出発日/集合（場所・時間）6月16日（水）・18日（金） 
　小田急線本厚木駅小田急トラベル旅行プラザ本厚木ミロード店前9:15
■ 募集人員（各回）20名さま　最少催行人員（各回）15名さま

添乗員同行

▲古代蓮の里（イメージ）

▲深谷大河ドラマ館（イメージ）

歩行距離約5km（約10,000歩）

①
本
所
編
②
浅
草
隅
田
川
編

③
伝
馬
町・浅
草
編

ガイド：歴史空想探究会
　　　菅原司郎

すみだ北斎美術館

× 明治大学リバティアカデミー講座のお取扱い再開！詳しくはまなたびウェブサイトをご覧ください
ⓒ新日本プロレス

※Go Toイベント適用価格
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https://www.jcb.co.jp/www.odakyu-card.jp https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/

OPクレジット・JCB
〈会員専用WEBサービス「MyJCB」〉

小田急ポイントカード
会員専用WEBサービス
「OPカードWEBサービス」

https://www.cr.mufg.jp

OPクレジット・Visa
OPクレジット・Mastercard®
〈MUFGカードWEBサービス〉 JALカード OPクレジット　JALカード会員専用オンラインサービス

「MyJALCARD」

各カード会社のウェブサイトでご登録（無料）になれば、ご利用明細の照会をはじめ、各種変更などもインターネットでご利用いただけます。
また、おトクなキャンペーン情報もご覧いただけます。

ポイント残高・履歴の照会や有効期限などの
ポイント情報がご確認いただけます。 （一部ご利用いただけないサービスがございます。）

※表示金額は特に断りのない限り「消費税込み」の金額です。
2021年5月1日号 通巻201号

OPカード INFORMAT ION

前年度のポイントの有効期限が5月のお客さまは、5月末をもってポイントが無効となります。お早めにご利用ください。

OPクレジット・JCB、JALカード OPクレジット 0422-72-0030
03-5360-7616

カードサービス、ポイントサービス、
各種手続きなどのお問い合わせ／お届け事項の変更
小田急カード専用デスク 9:00～21:00  年末年始を除き年中無休

OPクレジット・Visa、OPクレジット・Mastercard®
★電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。

リボ払い・分割払い・ETCカード・
家族会員のお申し込みなどは

こちらへどうぞ
カードの紛失・盗難のお問い合わせ

〈国内〉24時間・年中無休紛失盗難受付デスク

★電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。

OPクレジット・JCB、JALカード OPクレジット 0120-794-082
0120-107542OPクレジット・Visa、OPクレジット・Mastercard®

公式Facebookはこちら
おトク情報をリアルタイムで
お届けします

小田急ポイントカードの
ウェブサイトはこちら

お引っ越しなどで住所が変わられた際には、当社宛てにお早めに住所変更の届出をお願いします。
お届けいただけない場合、当社からの重要なお知らせが届かない場合もありますのでご注意ください。-住所変更手続きのお願い-

お手持ちのOPカードを「ONE ID」にご登録いただくことで、カード
を持ち歩かなくても「小田急ポイントアプリ」でポイントを貯めた
り使ったりすることができます。
※OPポイント専用カードに新規でお申し込みの方は
　アプリでカードレスによるご登録・ご利用が可能です。
※「ONE ID」とは小田急電鉄が運営するサービス
　プラットフォーム「ONE」のIDです。

詳しくはコチラ▶

小田急ポイントカードを
もっと便利に、もっと楽しむための
スマホアプリが登場

小田急ポイントカードを
もっと便利に、もっと楽しむための
スマホアプリが登場

・ポイント履歴の確認が簡単に
・おトクなアプリ限定クーポンも配信
・お近くのOPカードが使えるお店を簡単検索
・ニュースやキャンペーン情報もお届け

011234567890

特別ご招待会小田急ポイントカード
会員さま

ご招待会

小田急ポイントカード会員さま限定
全館で5～70％OFF

本厚木ミロードでは、半年に1度の「小田急ポイントカード会員さま特別ご
招待会」を開催いたします。各店舗3日間限定の特価商品を多数ご用意し
ております。さらに期間中は小田急ポイントが2倍！大変おトクなこの機会
に、ぜひ本厚木ミロードをご利用ください。

当日は小田急ポイントカードのご提示でご優待をご利用いただけます。

期間 ５月１３日（木）～１５日（土）10:00～20:00 ※一部店舗は営業時間が異なります。

“えのすい”の仲間たち 新江ノ島水族館に会いに行こう！ 
OPクレジットカードなら
入場料もおトクに！

今月の動物：フンボルトペンギン
「レイ」 2歳になります
文：えのすいトリーター 城戸暖菜さん
令和になり、初めて生まれたフンボルトペンギ
ンの「レイ」が5月12日で2歳になります。2歳に
なっても落ち着きはなく、歳の近い「ナイス」と
ウロウロ楽しいことを探しています。ごはんの
時間も「早く食べる！早く食べる！」と順番待ちの
列から外れては戻ってきて、ウロウロウロ・・・。

ごはん待ちしている姿はこちら▶

新江ノ島水族館 OPクレジットカード会員さま特典
OPカードのご提示で、一般入場料の10％割引でご入場いただけます。
（対象人数：5名さままで）

小田急ポイントカードのポイント交換商品

　

つり革

ほかにも現在エントリー受付中の鉄道部品がございます。ぜひチェックしてみてください。

1,000ポイントでご提供抽選で10名さま

小田急の鉄道部品

OPカード会員さまだけの特別な商品を多数ご用意しています。

部品のリニューアルにより、交換
された通勤型車両（8 0 0 0形、
1000形）のつり革をご用意しま
した。昨年ご提供したところ、多
くのお客さまからご応募いただ
き、今回はその人気にお応えして
の再登場になります。ぜひ、小田
急ポイントを貯めて「つり革」を
手に入れてみませんか？

お申し込み方法など
詳しくはこちら▶

※写真はイメージです。商品により個体差があり
　ますのでご了承ください。 
※商品は発送前に清掃いたしますが、実際に
　使用していた中古品ですので、経年劣化・汚れ
　・傷・剥げなどがある場合がございます。
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