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小田急トラベルで出来ること
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⼩⽥急トラベルでは、様々な旅⾏のお⼿配を承ります

パッケージ旅⾏

個⼈旅⾏
旅の素材⼿配

オーダーメイド旅⾏

交通機関や宿泊施設などがセットになった商品です。

すべてのお客様のために「添乗員同⾏型」から、終日
⾃由⾏動の「フリープラン型」まで、数多くのパンフ
レットがございます。小田急トラベルではＪＴＢをはじ
めとした各社のラインナップからお客様に最適なプラン
をご提案いたします。

航空券・ホテル・鉄道・各種チケットなど、旅のパー
ツの個別手配も承っております。

例えばお客様⾃⾝で手配されたマイレージなどの特典
航空券を利⽤される際の、滞在地での宿泊、空港送迎、
観光等の手配など、旅のアレンジをお手伝いいたします。

ずばり、他には無い！ ⾃分だけの手作り旅⾏です。

「希望する旅⾏内容やホテルが、パッケージ旅⾏では
⾒つからない」、「⾃由に旅⾏はしたいけどホテルや
送迎は事前に決めておきたい」など、お客様のご希望を
可能な限り叶えるため、オーダーメイドでのコース作成
や手配のお手伝いをいたします。



※注2 「募集型企画旅行契約」「手配旅行契約」「受注型企画旅行契約」のいずれかとなります。
詳しくは係員からご案内いたします。

※注1 内容によってアレンジ部分は「手配旅行契約」となる場合があります。

ご相談からご出発までの流れ

⑤ 最終日程表のご案内
旅行日程表などの最終案内や、チケット類などの必要書類を、ご出発の７～１０日前を

目途にお渡しいたします。

② 旅程とお見積り提示
打ち合わせをしながら、ご要望に合ったプランを提案

いたします。

※内容によっては回答に時間を要する場合があります。

また出発日が間際の場合、手配できないこともあります。

① 受付・相談
ご来店またはお電話にてお問い合わせください。

（一部店舗では来店予約も可能です）

ご希望の旅行先、ご予算、出発時期と期間など、お客様のご要望を

できるだけ詳しくお伝えください。

④ ご旅行代金のお支払い
ご旅行の手配がすべて完了したのち、残金をお支払いいただきます。

パッケージ旅行の場合 オーダーメード旅行の場合

③ ご決定
弊社から申し込み手続き書類をご案内いたします。

お客様からお申込金を受領した時点で「募集型企画

旅行」契約は成立します。 ※注1

③ ご決定
弊社から申し込み手続き書類をご案内いたします。

お客様からお申込金を受領した時点で契約は成立

します。ご旅行の内容により契約条件が異なります。

※注2

② アレンジ手配
既存のパッケージ旅行を基に、フリータイムの時などの

オプショナルツアーや特別手配をアレンジします。

現地発着プランのご案内もいたします。



※パンフレット記載の写真はすべてイメージです

新宿駅から箱根湯本駅まで特急ロマンスカー
で85分。「四季折々の⾃然」「温泉」「美術
館」など様々な楽しみ方がある人気の観光地が
箱根です。小田急沿線からのアクセスもますま
す便利になりました。

温泉に入ってただゆっくりするのも楽しみの
ひとつですが、せっかく箱根に来たら思い出に
残る体験をしてみませんか?
「ガラスアート体験」「寄木細工体験」「陶芸
体験」「かまぼこ作り体験」「モーターボート
体験」など様々な箱根での楽しみ方を ご⽤意
しております。もちろん日帰りのお客様でもご
利⽤可能です。

往復の交通をセットにすることによって
お得になるケースが多く、観光付プランか
らフリープランまで数多くの商品をご⽤意
しております。旅⾏日数も⾃由に選択でき、
直接手配の宿泊と組み合わせるなど、アレ
ンジが可能な商品も増えております。

パンフレットの無い価格変動型WEB商品
の取扱いも可能ですので、ご相談ください。

また、小田急トラベルでパッケージツ
アーをお申込みいただくと「小田急ポイン
ト」も貯まりさらにお得です!!

旅のイメージ

「いろいろ探したがパンフレットでは希望の
コースがなかった」「⾃分のペースで旅がした
い」「団体旅⾏はちょっと･･･」

このような時には小田急トラベルにご相談くだ
さい。お客様の様々なご要望にお応えできるよ
う、オーダーメイドでご提案いたします。

小田急ポイントカード

ランドオンリーとはパッケージツアー商品
から往復の航空券のみを取り外したプランで、
現地の空港到着後はパッケージツアー商品と
同様のサービスを受けることができます。

マイレージなどの特典航空券を利⽤される
場合、現地から参加できるランドオンリープ
ランをおススメいたします。

＊全てのプランでアレンジが可能ではございません。

パッケージツアー

写真提供：ハワイ州観光局

現地発着プラン（ランドオンリー）



充実したフリータイムを パッケージ商品で旅行中のフリータイムを有効活用
パンフレットに記載のないオプショナルツアーやご希望のアレンジを加えて
オリジナルコースを作成できます

スケジュール

1 成田発⇒ミラノ着
ミラノ泊

2 添乗員とベネチア市内観光
ベネチア泊

3 添乗員とフィレンツェ市内観光
フィレンツェ泊

4 終日自由行動
フィレンツェ泊

5 添乗員とローマ市内観光
ローマ泊

6 終日自由行動
ローマ泊

7 ローマ発⇒
機中泊

8 成田着

A社 「添乗員と行く
イタリア満喫の旅」8日間

人気のヴァチカン博物館観光ツアーへ
長蛇の列を追い越してスムーズに入場できます!!

最終日のディナーはミシュラン３つ星のレストランにて
フルコースを予約!!

添乗員付きツアーに参加をしたが、自由行動日があって何をして
良いか分からない。 そのような場合はご相談ください!!

スケジュール

1 羽田発⇒那覇着
名護泊

2 終日自由行動
名護泊

3 終日自由行動
名護泊

4 終日自由行動
名護泊

5 那覇発⇒羽田着

Ｂ社 「沖縄本島フリータイム」5日間

取扱商品一例

パッケージツアー 航空券

世界各国の航空券の取扱いがあります
詳しくはお問い合わせください

ホテル

世界各国のホテルの取扱いがあります
詳しくはお問い合わせください

観光手配

・鉄道各種、クルーズ船各種
・レストラン予約代行手配
・滞在先でのオプショナルツアー

旅行傷害保険

・三井住友海上
・ＡＩＧ

・小田急トラベル
・ＪＴＢ
・近畿日本ツーリスト
・日本旅行
・ＪＡＬパック
・ＡＮＡ
・ビッグホリデー
・阪急交通社(海外)等

有名なワインの産地トスカーナへ
効率よく観光するために専用車のツアーに参加!!

断崖にカラフルな建物が並ぶ世界遺産チンクエテッレへ
アクセスしにくい場所も日本語アシスタント付きで安心!!

人気のヴァチカン博物館観光ツアーへ
長蛇の列を追い越してスムーズに入場できます!!

世界一有名な傾いた塔、ピサの斜塔へ
斜塔入場も出来て時間のムダなく半日観光!!

最終日のディナーはミシュラン3つ星のレストランにて
フルコースを予約!!

古宇利島星空ツアー！（４～9月）
沖縄本島から車で行ける古宇利島には外灯がないため、
きれいな星空が見られることで知られています。

やんばるの森を痛快に駆け抜ける！（４～12月）
雨の日でも楽しい！四輪バギーでジャングル体験！

幻想的な青の洞窟、カプリ島へ
足を延ばしてでも行きたい日帰りプラン!!

沖縄本島最北端の秘境をプライベートガイドとともに
絶景散策!! （４～12月）



取扱店舗一覧

◆ルミネ北千住店
〒120-0026 東京都⾜⽴区千住旭町42-2

ルミネ北千住店７階

03-3879-2331
【営業時間】平日 10:00〜20:30/土･日･祝 10:00〜20:30

/定休日 年末年始・特定日

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ相模⼤野店
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模⼤野3-8-1

相模⼤野ステーションスクエア３階

国内旅⾏ 042-748-5201
海外旅⾏ 042-748-9648

【営業時間】平日 10:30〜19:30/土･日･祝 10:30〜18:00
/定休日 年末年始・特定日

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ新宿⻄⼝店
〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿1-1-3

小田急新宿駅⻄⼝地下コンコース

国内旅⾏ 03-3344-0530
海外旅⾏ 03-3348-3499

【営業時間】平日 10:00〜19:00/土･日･祝 10:00〜18:00
/定休日 年末年始

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ本厚⽊ミロード店
〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1

小田急本厚木ミロードイースト

国内旅⾏ 046-228-3122
海外旅⾏ 046-229-0068
【営業時間】平日 10:00〜19：00/土･日･祝 10:00〜19：00

/定休日 年末年始・特定日

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ経堂店
〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-3

小田急経堂駅北⼝バスロータリー前

03-3428-3356
【営業時間】平日 10:30〜19:00/土･日･祝 10:30〜18:00

/定休日 年末年始・特定日

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ伊勢原店
〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台1-1-7

小田急マルシェ伊勢原２階

0463-93-6605
【営業時間】平日 10:30〜19:00/土･日･祝 10:30〜18:00

/定休日 年末年始

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ成城コルティ店
〒157-0066 東京都世田谷区成城6-5-34

成城コルティ１階

国内旅⾏ 03-5490-0123
海外旅⾏ 03-5490-0125
【営業時間】平日 10:00〜19:00/土･日･祝 10:00〜18：00

/定休日 年末年始

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ⼤和プロス店
〒242-0017 神奈川県⼤和市⼤和東1-1-1

⼤和駅ビルプロス３階

046-262-0305
【営業時間】平日 10:00〜19:00/土･日･祝 10:00〜19:00

/定休日 年末年始・特定日

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ新百合ヶ丘店
〒215-0021 神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-20-1

小田急アコルデⅠ２階

国内旅⾏ 044-952-1211
海外旅⾏ 044-952-1207

【営業時間】平日 10:30〜19:00/土･日･祝 10:30〜18:00
/定休日 年末年始

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ湘南台駅店
〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-15

小田急湘南台駅改札横

0466-46-3226
【営業時間】平日 10:30〜18:30/土曜 10:30〜18:30

/定休日 日曜･祝日・年末年始

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ町⽥店
〒194-0013 東京都町田市原町田6-12-20

小田急町田駅ファッションウォーク内

国内旅⾏ 042-727-1311
海外旅⾏ 042-724-4091

【営業時間】平日 10:00〜19:00/土･日･祝 10:00〜18:00
/定休日 年末年始

◆⼩⽥急トラベル旅⾏プラザ藤沢店
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢1-1

小田急藤沢駅南⼝ビル１階

0466-25-7137
【営業時間】平日 10:30〜19:00/土･日･祝 10:30〜18:00

/定休日 木曜日・年末年始

マークの店舗はＪＴＢ総合提携店です

＊店舗により最終受付時間が異なります


