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小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：星野 晃司）は、２０２２年１２月６日（火）

に、地域密着型サービスプラットフォーム「ONE（オーネ）」会員向けサービスとして、税込み月額

５５０円で駅を中心としたみまもり通知サービスやお子さまの成長を後押しする会員限定の

イベントへのお申し込みなどを一つにまとめた「小田急 ONEパスポート ファミリーパッケージ」を

サービスインします。 

 

 本サービスは、小田急沿線で子育てされる方の毎日に役立つ新サービスとして、主に未就学児から

中学生のお子さまをお持ちの保護者の方へ、月額定額料金で３種のサービスを提供します。 

 みまもり通知サービスでは、小田急線の駅や、特定の場所に設置された専用検知器がお子さまが

携帯している「biblle タグ」を感知し、通過情報をメールで通知します。１つの ONE ID に対し

て５つまでの「biblle タグ」を紐づけてご利用いただけるため、お子さまのお出かけを安心して

見送ることができます。 

お子さまの成長を応援する体験型イベントでは、月額会員限定で定期開催するイベントへお申し

込みいただけるほか、広く募集する当社主催のファミリー向けイベントの一部で、先行予約や優待

価格を適用いただけます。サービスイン時点の限定イベントでは、「ニュースの作り方がわかるアナ

ウンサー体験（J:COM）」や「サンゴに触って学ぶ環境プログラム」、「ちびっこカメラマン VSE 撮影

会」を実施します。ロマンスカーミュージアムでのレポートが実際に J:COM「LIVE ニュース」で

生放送される体験のほか、イノカ・サンゴ礁ラボにてサンゴなどに触れながら環境問題を学べる

など成長を後押しするイベントや、ロマンスカー・VSE（５００００形）を被写体に未就学児にも

参加いただける親子で楽しめる撮影会を予定しています。２月以降もさまざまなパートナーとプログ

ラムを開催していきます。 

 このほか、ベビーカーシェアリング「Share Buggy」やシェアサイクル「HELLO CYCLING」などを

月ごとに複数回、無料でご利用いただけるほか、ロマンスカーミュージアムへの割引価格での

ご入館など、沿線の子育て世代の毎日を応援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当社では、２０２１年１１月に策定した「子育て応援ポリシー」をもとに、「小児 IC運賃５０円」

や「小田急の子育て応援車」など、子育て世代へ寄り添った取り組みを進めています。今後も、

ポリシーへ賛同いただくパートナーとともにお子さまの成長を応援し、“子育てしやすい沿線”を

目指してまいります。 

 

 

子育て世代の毎日を応援する月額５５０円の新サービス！ 

１２月６日、「小田急 ONEパスポート ファミリーパッケージ」サービスイン 
～駅・街中でのみまもり通知や、お子さまの成長を後押しするイベントのご参加等をお得に提供～ 

「小田急 ONEパスポート ファミリーパッケージ」ポスター イベントイメージ 



「小田急 ONE パスポート ファミリーパッケージ」のサービスインの詳細は下記のとおりです。 
 

記 

 

１ 名 称 小田急 ONEパスポート ファミリーパッケージ 
   

２ サービス開始日 ２０２２年１２月６日（火） 
   

３ 概 要  

 ・ONE会員を対象とした月額５５０円（税込）の新サービスです 

・未就学児～中学生のお子さまと保護者の方を想定したサービスです 

・お申し込みは、公式サイトから承ります 

 URL https://one-odakyu.com/passport-family-package 
  

 ＜サービス１＞ 安心をメールでお届け！みまもり通知サービス 

 ・小田急線各駅をはじめ特定の場所に設置された専用検知器が、お子さまが携帯している

「biblle タグ」を感知することで、メール通知をして位置情報や行動履歴を見守ること

ができるサービスです 

・１つの ONE IDに対して、５つの専用タグを紐付けることができ、通知メールの受信アド

レスは複数設定いただけます 

・オリジナルデザインの専用タグは、２００個用意しています。初回キャンペーンとして、

２個までは９８０円（税・送料込）、３つ目以降は「biblle」の通常価格４，０７０円

（税・送料込）でお買い求めいただけます  

・検知エリア※１は、２０２２年１２月６日現在では、小田急小田原線 下北沢駅～相模大野 

駅、江ノ島線全駅、多摩線全駅です。（東京都事業「多摩イノベーションエコシステム促

進事業」で設置している小田急多摩センター駅周辺の商業施設の検知器は、２月２８日

まで稼働します） 

 ※１ 記載の駅においても検知エリアから外れた場所があります。詳しい情報は、公     

式サイトからご確認いただけます。２０２３年度中に、小田急線全駅を対象エリア 

とするほか、駅以外にも学校等、見守り範囲を拡大していきます 
  

 ＜サービス２＞ お子さまの成長を応援！体験イベント・参加型企画 

 ・お子さまの成長につながる月額会員専用イベント※２を定期開催するほか、当社が主催し

広く募集するお子さま向けイベントの一部で、先行予約や優待価格にてご参加いただけます  

※２ 別途、参加費を頂戴するイベントもあります 

・イベント情報は、「小田急 ONE公式 LINE」や「FunFanおだきゅう」にて順次お知らせして

いきます（リリース日時点でのイベント開催予定は、別紙のとおりです） 
  

 ＜サービス３＞ 豊富な特典！パスポートクーポン 

 ・ベビーカーシェアリングサービス「Share Buggy」を１回３時間、月２回までご利用いた

だけます 

・シェアサイクル「HELLO CYCLING」を、１回３０分、月３回までご利用いただけます 

・傘のシェアリングサービス「アイカサ」の使い放題プランがご利用いただけます 

・モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」を、月３回までご利用いただけます 

・ロマンスカーミュージアムへ、大人と子どもは１００円、幼児は５０円引きで入館いただ

けます（本サービス会員と同伴のご家族の場合に限る） 

・イオンシネマの前売鑑賞券（シネマチケット）が、１，３００円の優待料金で購入い

ただけます 

・土休日のお子さまの小田急線利用にお付けする「小田急おでかけポイント」について、

通常１乗車１ポイントのところ、１乗車５ポイントになります 

 ※ 利用条件等詳細は公式サイトからご確認いただけます。また内容は変更となる場合

があります 

 ※ パスポートクーポンは月あたり最大３，５００円相当になります 

 

https://one-odakyu.com/passport-family-package


４ 初回特典・オープニングキャンペーン 

 初月無料に加え、２０２２年１２月６日（火）～２０２３年６月３０日（金）のお申し込み

に限り、２・３カ月目の利用料を３カ月目の料金決済後に小田急ポイントでバックします

（１，１００ポイントを付与します） 

※ お一人さま一度限り有効です 
  

５ お問い合わせ ONEサイトの問い合わせ窓口 

E-mail one.info@odakyu-dentetsu.co.jp  

以 上 

 

mailto:one.info@odakyu-dentetsu.co.jp


 

（別紙） 

小田急 ONE パスポート ファミリーパッケージ「お子さまの成長を応援！体験型イベント」 

 

会員限定プログラム 

 
プログラム名 内容 開催日時 申込開始日 開催場所 募集人員 

参加費 

（税込） 
提供 

1 

ニュースの作り方がわ

かるアナウンサー体験

（J:COM） 

【抽選】 

「 ロ マ ン ス カ ー

ミュージアム」で、

J:COM の生放送番組

「LIVE ニュース」の

番 組 制 作 現 場 を

見 学・アナウンサー

体験 

2023年 1月 9日（月・祝） 

12:30～15:00 

12月 7日（水） 

 

ロ マ ン ス カ ー

ミ ュージアムほか

（海老名駅隣接地） 

小学生の親子 

5 組（1組 2名） 
無料※1 

株式会社 

ジェイコム 

湘南・神奈川

（J:COM） 

2 

サンゴに触って学ぶ環

境プログラム 

【先着】 

実際にサンゴに触

れ、環境問題を学習 

2023年 1月 14日（土） 

①10:30～12:00 

②13:00～14:30 

12月 14日（水） 

イノカ本社 

サンゴ礁ラボ 

（神谷町駅徒歩2分、

虎ノ門ヒルズ駅徒歩

4分） 

小学生の親子 

（各回）5組 

（1組 2名） 

1 組 3,000円 
株式会社 

イノカ 

3 

ちびっこカメラマン

VSE撮影会 

【先着】 

喜多見電車基地で

VSEの撮影会※2 

2023年 1月 15日（日）     

① 9:45～10:45 

②11:05～12:05 

③12:25～13:25 

④13:45～14:45 

⑤15:05～16:05 

12月 15日（木） 
喜多見電車基地 

（喜多見駅徒歩 5分） 

未就学児～小

学生の親子 

（各回）15組 

（1組 3名まで） 

1 組 3,000円 ― 

 

※1 参加費は無料ですが、別途ロマンスカーミュージアムへの入館料（パスポートクーポン割引：大人 800円、子ども 300 円）が必要です。 

※2 撮影や乗車できる車両は先頭と 2両目までになります。 

 

 

 



優待割引イベント 

 
プログラム名 内容 開催日時 予約開始日 開催場所 募集人員 

参加費 

（税込） 
提供 

1 

でんしゃで遊ぼう！ 

～巨大なレールで自分

の電車を走らせよう！

～第 3弾 

小田急線全景をプラ

レールで再現し、

持参いただいたプラ

レールの走行をお楽

しみいただけます。 

2023年 1月 7日（土） 

①10:00～11:30 

②11:45～13:15 

③13:30～15:00 

④15:15～16:45 

2023年 1月 8日（日） 

①10:00～11:30 

②11:45～13:15 

③13:30～15:00 

④15:15～16:45 

2023年 1月 9日（月・祝） 

① 9:45～11:15 

②11:30～13:00 

③13:15～14:45 

12月 7日（水） 
小田急研修センター 

（喜多見駅徒歩 5分） 

未 就 学 児 ～

小学生の親子 

（各回 100名） 

優待価格 

1 人 800円 

 

一般価格 

1 人 1,200円 

（大人、子ども

同額）※ 

プラレール

の宿 

松岡純正 

 

※ 会場へ入室する全員のチケットが必要です。なお 3 歳以下でプラレールで遊ばない場合のみ不要です 


