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小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：山木 利満）は、２０１４年１０月３１日（金）～ 

１１月１６日（日）まで、「シモキタに行こうキャンペーン」を開催します。豪華著名人５組１０名の対談

を掲載した特別冊子を限定配布するほか、飲食や古着、雑貨など６４のキャンペーン参加店舗で 

小田急ポイントカード（ＯＰカード）をご提示いただくと、ご利用金額が１０％割引となるなど、下北沢で

の街歩きやお買い物、ご飲食がますます楽しくお得になります。 

  

◆ 豪華著名人の対談を掲載した特別冊子「とりあえず、シモキタで降りなよ。」を限定配布 

期間中、特別冊子「とりあえず、シモキタで降りなよ。」（無

料）を小田急線新宿駅西口地下、下北沢駅、キャンペーン参

加店舗にて限定配布します。下北沢にゆかりのある豪華著名

人５組１０名の対談特集や、 お得なキャンペーン情報など全

４０ページで構成されています。なお、本冊子はハイパーロー

カルなシティカルチャー誌「ＴＯｍａｇａｚｉｎｅ（トゥマガジン）」を制

作しているクリエイティブカンパニー、東京ピストルと協力して

制作しており、幅広い文化レイヤーを持つ下北沢ならではの

魅力に触れることができるコンテンツとなっています。 

 

 

◆ ＯＰカードのご提示で１０％割引に。Ｗチャンスとして豪華賞品が当たります 

   期間中、下北沢エリアにある６４のキャンペーン参 

加店舗でＯＰカードをご提示いただくと、ご利用金額

が１０％割引＊となります。さらに、Ｗチャンスとして、

ＷＥＢエントリーのうえ、期間中、参加店舗でＯＰクレ

ジットを合計１０，０００円（税込）以上ご利用いただく

と、抽選で３００名さま以上に、箱根ハイランドホテル

のペア宿泊券など、豪華賞品が当たります。 

＊一部店舗では、１０％以上の割引もしくは特典が 

あります。 

 

 

「シモキタに行こうキャンペーン」の概要は、以下のとおりです。 

ＯＰカードのご提示により下北沢の飲食・古着・雑貨等６０以上のお店で１０％割引に！ 

【シモキタに行こうキャンペーン】 
１０月３１日＇金（から開催 

―菊地凛子さん＆坂本美雨さん、又吉直樹さん＇ピース（＆善しさん＇ＣＯＷＣＯＷ（など、 

下北沢ゆかりの著名人５組１０名の対談を掲載した特別冊子を下北沢駅等にて限定配布－ 

特別冊子表紙 

キャンペーンポスター（イメージ） 



 

記 

 

１．キャンペーン名  シモキタに行こうキャンペーン 

 

２．実 施 期 間  ２０１４年１０月３１日（金）～１１月１６日（日）  

 

３．参 加 店 舗  下北沢駅周辺の飲食・古着・雑貨等６４店舗 

   ※ 詳細は別紙をご覧ください。 

 

４．実 施 概 要  

(1) 特別冊子（キャンペーンＢＯＯＫ）の配布 

① 名称  「とりあえず、シモキタで降りなよ。」 

② 配布期間 ２０１４年１０月２７日（月）～１１月１６日（日） ※予定 

③ 配布場所      小田急線新宿駅西口地下、下北沢駅、キャンペーン参加店舗 

④ 内容 

◆ 著名人による対談（５組１０名） 

・菊地凛子さん（女優）   × 坂本美雨さん（ミュージシャン） 

・渋川清彦さん（俳優）   × 渡辺大知さん（ミュージシャン） 

・大山卓也さん（ナタリー編集長）  × 仲俣暁生さん（編集者） 

・角田光代さん（作家）   × 江國香織さん（作家） 

・又吉直樹さん（芸人[ピース]）   × 善しさん（芸人[ＣＯＷＣＯＷ]） 

◆ 下北沢すぐに使える用語集７７ 

◆ シモキタに行こうキャンペーン概要紹介 

◆ 参加各店舗紹介 （サービス内容および周辺地図） 

⑤ 制作 

    「ＴＯｍａｇａｚｉｎｅ（トゥマガジン）」を制作しているクリエイティブカンパニー、東京ピストルと

協力し、制作しました。キャンペーンのメインビジュアルの撮影は、被写体との共同生活を

通してその内面を鋭く切り取ったドキュメンタリー写真で高い評価を得ている写真家、名越

啓介氏が担当しました。 

 

(2) 提示割引 ＜全ＯＰカード会員様対象＞ 

期間中、キャンペーン参加店舗（６４店舗）にてＯＰカードをご提示いただくと、ご利用金額が 

１０％割引＊となります。 

＊一部店舗では、１０％以上の割引もしくは特典があります。 

 

(3)  Ｗチャンス ＜ＯＰクレジット ハウス会員様を除くＯＰクレジットカード会員様対象＞ 

① 内容 

ＯＰカードＷＥＢサービスにてキャンペーンエントリーのうえ、期間中、参加店舗でＯＰクレジ 

ットを合計１０，０００円（税込）以上ご利用いただくと、抽選で豪華賞品が当たります。 

また、５店舗以上のご利用で当選確率が２倍に、１０店舗以上のご利用で３倍になります。 

※一部クレジット払いのご利用ができない店舗があります。 



 

② 賞品 

◆ 特別賞 

箱根ハイランドホテルペア宿泊券（１泊２食付き）                   ３組 ６名さま

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーレストラン「トライベックス」ペアディナー券 

１０組２０名さま 

◆ ＪＣＢ賞 

宝塚歌劇雪組公演 ミュージカル「ルパン三世 -王妃の首飾りを追え！-」 

鑑賞ペアチケット（Ｓ席）                                          １０組２０名さま 

◆ 三菱ＵＦＪニコス賞 

三菱一号館美術館ツアー                      １０組２０名さま 

◆ ポイント賞 

小田急ポイント １，０００ポイント                    ２５０名さま 

 

５．問い合わせ先 

  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 ＪＣＢ・ＪＡＬカード ＯＰクレジット・ＯＰクレジット ハウス・ＯＰポイント専用カード 

                                                    ０４２２－７２－００３０ 

・ＯＰクレジット（ＶＩＳＡ／ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ）                        ０３－５３６０－７６１６ 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 参加店舗一覧 

飲食店 衣料店
串揚げ 串揚げ専門店 まつり 古着 bicolore

寿司・うなぎ 三代目 橘寿司 ヴィンテージ・古着（'40～'90s） TRADE MARK

バー・ダイニング Duke Capo アクセサリー・雑貨・セレクト The Boxlatte

スープカレー Rojiura Curry SAMURAI. 下北沢店 古着 DOSTYLE 下北沢店

スープカレー Soup Curry ポニピリカ ヴィンテージ・古着 HIGH&LOW

カフェ・バー Cafe&Bar Side Trip スケート・ロック・ノイズ・アート CRIME

ビストロ ワイン食堂 SABATORA セレクト LILA n' citta

カフェ・バー Blue Monday ヴィンテージ・セレクト FRANK BLACK

カフェ・バー FREE FACTORY 古着 SUNNY SIDE UP 下北沢店

タイレストラン Siam Erawan セレクト coco broni

カフェ Vizz café 古着・セレクト（レディース専門店） RINKAN 下北沢店

カフェ・ライブバー ARK BOX 古着 SUPER GRAND BAZAAR

ピッツェリア・トラットリア Pizza Lina 古着 GRAND BAZAAR GARDEN

野菜ビストロ ベンハムのコマ 古着 GRAND BAZAAR

カレー カレー食堂 心 下北沢店 雑貨屋
カフェ・ダイニング ブリキボタン CAFE&DINING セレクト・アクセサリー Jesus Dynamite Japan

バル Ami-Amis 雑貨・セレクト Rhythm9

ロックバー DUKE Saloon アンティーク家具・雑貨 リモーネアンティーク

牛タンビストロ 牛タン 夏火鉢 中古家具・雑貨 東京レトロ a.m.a. store

メキシカン Mexican Dining AVOCADO 下北沢 アクセサリー シルバーダラークラフト

イタリアン カフェダイニング オーバーテイク アンティーク家具・雑貨 Soundsgood

バル マルニ バル インテリア・輸入雑貨 LAZY TIME 下北沢店

バー Bar Mixology Pod 雑貨 EHIMADE SHIMOKITAZAWA

バー Bar CHASSY その他
カフェ、バー、多国籍料理 旅cafe GIFT 美容院 RICHE

スペイン料理 下北沢 Baru リサイクル品・中古家具家電 TOKYO RECYCLE imption 下北沢店

和食居酒屋 いちねん メガネ 纒オプティカル

スープカレー マジックスパイス 下北沢店

イタリアンバル Bar Bolzano

四川料理 四川料理 天華

焼き鳥 克ッ 下北沢

スパニッシュイタリアン DINING BAR IBIZA

スペイン料理 スペインバル アティコドス

イタリアンカフェ・ダイニング Art Reg Cafe

英会話バー・カフェ 英会話バー&カフェ LanCul

和食 都夏

和食 雷や

オイスターバー ジャックポット 下北沢

イタリアン（ピッツェリア） ラ・ベファーナ  


