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２０２０年８月１２日

地域密着型サービスプラットフォーム「ＯＮＥ（オーネ）」の連携パートナーが５０社に！

地域の魅力発見のお手伝いや畑のシェアサービスなど
新たに４社のパートナーが参加
～小田急でんき・ガスとの連携ポイントサービスも開始して、便利さが広がります～
小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：星野 晃司）
は、２０２０年８月１２日（水）から、地域密着型サービスプ
ラットフォーム「ＯＮＥ（オーネ）」へ新たに４社をパートナー
として迎え、サービスメニューを拡充します。
これにより、ＯＮＥでは計５０社による全５３サービスを「ＯＮＥ ＩＤで利用できる提携サービ
ス（ＩＤ連携サービス）
」もしくは「会員限定クーポンサービス」として提供し、会員の方の暮らし
にさらなる安心と便利さをお届けします。
「ＩＤ連携サービス」では、地域のお困りごとのお手伝いを通じて、地元の方々との触れ合いに
より地域の魅力を発見する機会を提供する「おてつたび」を、ＯＮＥ ＩＤでご利用いただけるよう
になります。本サービス提供企業の株式会社おてつたびとは、今後、小田急沿線地域の魅力をコン
テンツ化して提供するために協同して企画を造成します。
また、「会員限定クーポンサービス」では、体のコンディションを整えるインソールのＤ２Ｃ
（Direct to Consumer）販売「TENTIAL（テンシャル）」
、日本初となる電動歯ブラシのサブスクリプ
ションサービス「GALLEIDO DENTAL MEMBER（ガレイド デンタル メンバー）」、手ぶらで行けるサ
ポート付貸し農園「シェア畑」の３種が、新たなサービスとして加わります。

６月から８月までにパートナーとして加わったサービスロゴ

このほか、「小田急でんき」
「小田急ガス」をご利用（ご契約）いただき、会員情報をＯＮＥ上に
登録（ＯＮＥ

ＩＤと連携）いただいた方へ、本年８月のご利用分から毎月のでんき・ガスのご利

用金額に対して小田急ポイント０．５％の付与を開始するなど、サービス拡充を進めています。
当社では、２０１９年１２月１０日（火）からＯＮＥの運用を開始しています。会員登録（ＯＮＥ
ＩＤの発行）をしていただいた方へ、現在はシェアリングエコノミーを中心に「ＯＮＥ ＩＤで利用
できる提携サービス（ＩＤ連携サービス）」、「会員限定クーポンサービス」や「会員特典・キャン
ペーン」などを提供しており、利便性の高い沿線生活をワンストップで提供するプラットフォーム
を目指しています。今後も、パートナー企業の拡大と共創によるサービス拡充を進めていきます。

「ＯＮＥ」のサービスメニュー拡大の概要は下記のとおりです。
記
１

パートナーの拡大

（１） パートナー拡大日

２０２０年８月１２日（水）
※

各サービスの提供開始は同日夕方を予定

（２） 新パートナー企業と連携内容（連携内容は、今後変更となる場合があります）
①ＩＤ連携サービス
運営企業
株式会社
おてつたび

サービス名（サービス内容）

ＩＤ連携特典

おてつたび
（地域のお困りごとと旅行者の旅先で

今後キャンペーンなどを実施予定

のお手伝いをつなぐサービス）※
※新型コロナウイルス感染症の影響によりサービス内容が変更になる場合があります

②会員限定クーポンサービス
運営企業

サービス名（サービス内容）

会員限定クーポン

テンシャル

TENTIAL
株式会社 TENTIAL

（体のコンディションを整える

初回 1,000 円割引

インソールの D2C 販売）
ファミリープラン
ガ レ イ ド

デンタル メンバー

GALLEIDO DENTAL MEMBER
SIKI 株式会社

（日本初となる電動歯ブラシの
サブスクリプションサービス）

・子供用替えブラシ 2 か月無料
・歯間ブラシプレゼント
スタンダードプラン
・歯間ブラシプレゼント

株式会社

シェア畑

アグリメディア

（手ぶらで行けるサポート付貸し農園）

入会金半額（5,500 円割引）

２０２０年６月から７月までに新たに加わった会員限定クーポンサービス
運営企業
株式会社
ジェネリックコーポレーション
オイシックス・ラ・大地
株式会社

サービス名（サービス内容）
小田急みんなのコンタクト
（安心をお届けする
コンタクトレンズ通販サイト）
オイシックス

Oh my teeth

4,000 円以上（税込）のご購入で
300 円割引
Oi six

「くびれ生活 キャロット＆アップル

（安心安全な食材の宅配サービス）

（1 ケース）
」1,600 円割引（1 回限り）

オー マイ

株式会社

会員限定クーポン

ティース

Oh my teeth
（自宅で歯並びが矯正できる

ホワイトニングキットをプレゼント

マウスピース矯正サービス）
ペ ト コ ト

株式会社
シロップ

フ ー ズ

PETOKOTO FOODS
（鹿児島県産の和牛や黒豚など新鮮で
美味しいドッグフード販売サイト）

初回購入時 50％割引

おだはこさん
小田原紙器工業株式会社

（小田原・箱根周辺の良い物を
「お取り寄せ」できる通販サイト）
ス ク ス ク

商品ご注文時に
メッセージカードをプレゼント
ボール

SUKUSUKU BALL
ondo 株式会社

（生後 10 ヵ月から食べられる

初回料金 10％割引

「無農薬・無添加おやつ」
）

２

「小田急でんき」
「小田急ガス」と「ＯＮＥ」の連携拡大

（１）概

要

「小田急でんき」
「小田急ガス」をご利用の方でＯＮＥ会員のうち、ＯＮＥ
の「小田急でんき・ガス利用履歴確認サービス」に登録（ＩＤ連携）され
ている方へ、毎月の利用金額に応じて小田急ポイントを付与します。

（２）付 与 条 件

ＯＮＥ上で「小田急でんき・ガス利用履歴確認サービス」の登録（ＩＤ連
携）と、小田急ポイントカードの登録がお済みの方

（３）付

与

率

「小田急でんき」
「小田急ガス」毎月の利用金額に対して０．５％
※

ＯＮＥに登録した小田急ポイントカードに付与します

※

現行のＯＰクレジットカードでのお支払いで実質１．０％ポイントが
貯まるサービスと併せて最大１．５％のポイントが貯まります

（４）付与開始時期

２０２０年８月ご利用分から
※

（５）そ

の

他

ポイント付与は利用月の翌月下旬予定

詳細については以下のＵＲＬからご確認いただけます。
https://one-odakyu.com/service/odakyu-energy

【参考１】ＯＮＥとは
１

名

称

ＯＮＥ（オーネ）
～Ｏｐｅｎ Ｎｅｘｔ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ～

２

概

要

世代・家族構成などを問わず、小田急沿線にお住まいのすべてのお客さま
の幅広いニーズに応えるためのサービス提供を行う地域密着型サービス
プラットフォーム（Ｗｅｂサイト）です。沿線の暮らしがさらに楽しく快
適になるよう、さまざまな企業と提携して、サービスの拡充を目指します。

３

運用開始日

２０１９年１２月１０日（火）

４

ＯＮＥサイト

https://one-odakyu.com/

５

サービス概要

（１）ＩＤ提携サービス
・

ＯＮＥ会員に発行される「ＯＮＥ ＩＤ」にて、パートナー企業の提供するさまざまな
サービスを受けることが可能です。

・

ＩＤ提携サービスをご利用の際、ＯＮＥ ＩＤとお手持ちの小田急ポイントカードを連
携いただいた方に限り、サービス利用額に対して１％の小田急ポイントを付与します
（ファストドクター、おてつたびは対象外）。

・

２０２０年８月１２日時点でのＩＤ提携サービスは、「アイカサ」「キズナシッター」
「シェアダイン」
「スクルー」「ファストドクター」「おてつたび」の６サービスです。

（２）会員限定クーポンサービス
・ ＯＮＥ会員限定のクーポンを発行し、パートナー企業のサービスをお得にご利用いただ
けます。各サービスの概要や利用条件等は、ＯＮＥサイトからご確認ください。
（３）小田急でんき・ガス利用履歴確認サービス
・ 小田急でんき・ガスの利用者向けサービスで、ＯＮＥとＩＤ連携することによって、
毎月の利用状況をＯＮＥマイページで確認いただけるほか、毎月の利用金額に対して
０．５％の小田急ポイントを付与します。

（４）会員特典（キャンペーン）
①「小児科オンライン」
「産婦人科オンライン」サービス無料キャンペーン
病院へ行かずに小児科・産婦人科医、助産師へ気軽に相談できるオンラインサービスを、
ＯＮＥ会員への登録で２０２０年１２月３１日（木）まで無料で利用いただけます。
②「アイカサ」サービス最大３カ月間無料キャンペーン
ＯＮＥに会員登録し「アイカサ」の利用登録をすると、登録月の翌々月まで、小田急線
各駅設置のアイカサを無料で利用できます（設置駅などの詳細は、ＯＮＥサイトからご
確認ください）。
【参考２】
「小田急でんき」
「小田急ガス」とは
２０１９年４月から小田急電鉄が販売する電気・ガス供給サービスで、地域最安値級のお得なプ
ランを提供しております。加えて、「小田急でんき」では、分電盤やコンセントが焦げ臭いといっ
た電気に関するトラブルに対して、２４時間３６５日、無償で駆けつける安心なサービスをお使い
いただけます。
「小田急でんき」と「小田急ガス」を一緒にお申込みいただくとさらにお得になる、
家計にやさしいサービスです。
なお、
「小田急でんき」
「小田急ガス」は、株式会社イーネットワークシステムズ（本社：東京都
新宿区、代表取締役：及川 浩）が提供するＯＥＭ販売プラットフォームを活用した媒介による販
売です。
専用サイト

https://odakyu-energy.jp/

本日から以下のとおり「小田急でんき」新規入会キャンペーンを実施しています。
（１）名

称

小田急でんき お得！夏得！切り替えキャンペーン！

（２）期

間

２０２０年８月１２日（水）～１０月１５日（木）

（３）概

要

期間中、「小田急でんき」へお申し込みをいただいた方の月額基本料金を
３ヶ月間無料とする割引キャンペーンです。

（４）特 設 ペ ー ジ

https://odakyu-energy.jp/natsutoku/

以

上

