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平日／ 9:00～17:30（土日・祝日休み）
お問い合わせ先

各種サービス申込先

窓口カウンター

TEL 03-5486-7733（音声応答システム）

FAX 03-3412-2340
セラ サービス

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

TEL 03-3411-6655

Web　　　　　　　    （24時間対応） 

〜セラ・サービスからのお知らせ〜

※『利用ガイド』（88頁）に掲載の「新規入会事業所カード」を
　ご利用ください

セラ・サービスにご入会いただける事業所を
ご紹介ください。

入会者数に応じてキャッシュバックします。
たとえば、入会者数5～9人で10,000円分の、40人
以上で50,000円分の区内共通商品券をプレゼント!
詳しくは、セラ・サービスまでお問い合わせください。

最 高

50,000円分の

商品券がもらえる!

最 高

50,000円分の

商品券がもらえる!

公益財団法人世田谷区産業振興公社

ふるさと区民まつり © 世田谷区
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＊料金はいずれも1泊2食付きで、会員本人補助4,000円を利用した場合の金額です。家族会員の補助額は2,000円となります。

『利用ガイド』P.66

磯原シーサイドホテル
全室オーシャンフロントの客室と常陸灘・星空パノラマの癒や
しの屋上露天風呂！早朝の日の出、夜は満天の星をお楽しみい
ただけます♪

7,700円～

磯原温泉

［住　　所］茨城県北茨城市磯原町磯原2550
［アクセス］常磐道「北茨城I.C.」より車で10分

☎0293-42-0213予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
11：00

『利用ガイド』P.65

民宿 中島荘
お得な価格で満足☆旬の地魚と源泉掛け流しが自慢の海辺宿。
食事は部屋出しですので、ごゆっくりお召し上りいただけます。

3,700円～

宇佐美
温泉

［住　　所］静岡県伊東市宇佐美1746－1
［アクセス］JR「宇佐美駅」徒歩7分

☎0557-48-9489予 約

チェックイン
13：00

チェックアウト
10：00

『利用ガイド』P.61

箱根湯本ホテル 
4つの源泉から引く湯量が自慢の美肌温泉と、箱根一の朝食を
目指す！焼きたて“箱根ベーカリー”パン食べ放題の朝食をぜ
ひご堪能ください♪ 施設内には“東海道の石畳”が通る、歴史
あるホテルです。

11,900円～

箱根湯本

［住　　所］神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋97
［アクセス］箱根登山鉄道「箱根湯本駅」徒歩25分

☎0460-85-8800予 約

チェックイン
14：00

チェックアウト
10：00

『利用ガイド』P.62

強羅アサヒホテル
天然温泉と、季節ごとに変わるお料理やワンランク上のスペ
シャルメニューでお客様をおもてなしいたします。

11,120円～

箱根強羅

［住　　所］神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300－59
［アクセス］箱根登山鉄道「強羅駅」徒歩5分

☎0120-85-5531予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
10：00

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.68

ホテルマウント富士
富士山と山中湖が一望できる天然温泉のホテル。富士山の絶景
を目の前に、バイキングや露天風呂をお楽しみください。ペッ
トの宿泊も可能です。

9,400円～

富士五湖

［住　　所］山梨県南都留郡山中湖村山中1360－83
［アクセス］東富士五湖道「山中湖I.C.」より車で10分

☎0555-62-2111予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
11：00

『利用ガイド』P.69

広谷ペンション
八ヶ岳高原で静かなペンションライフをお楽しみください。幅
広い年代とニーズにお応えする、シンプルで居心地のよい空間
をサポート。心と身体の健康に、みなさまの移動の旅・充実の
旅・気ままな旅を応援します。

3,600円～

八ヶ岳

［住　　所］長野県諏訪郡原村17217－1615
［アクセス］中央道「諏訪南I.C.」より車で10分

☎0266-74-2628予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
10：00

チェックイン
14：00

チェックアウト
10：00

150000
事業コード 施設コード

111

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.65

ホテル伊東ガーデン
2007年全館リニューアル！名湯伊東温泉、自家源泉100％のお
宿。7月・8月は伊東夢花火大会に合わせ、ビアガーデンも開催！

6,800円～

伊東温泉

［住　　所］静岡県伊東市松原湯端町655
［アクセス］JR「伊東駅」徒歩7分

☎0557-36-3841予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
10：00

150000
事業コード 施設コード

020

150000
事業コード 施設コード

059

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.57

区民健康村
群馬県川場村の豊かな自然に包まれた健康村を、1泊2食付きで
割安な価格でご利用いただけます。

3,760円～

群馬県
川場村

［住　　所］群馬県利根郡川場村大字谷地1320
［アクセス］関越道「沼田I.C.」より車で約20分

☎0278-52-3311予 約

150100
事業コード

150000
事業コード 施設コード

123150000
事業コード 施設コード

019

150000
事業コード 施設コード

001150000
事業コード 施設コード

004

※ご利用方法は、『利用ガイド』またはセラ・サービスのHPをご覧ください
※利用内容・料金等は季節や宿泊プラン等により変動する場合があります。
　詳しくは、『利用ガイド』に記載されている各施設にお問い合わせください

利用ガイド 事 業 紹 介
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＊料金はいずれも1泊2食付きで、会員本人補助4,000円を利用した場合の金額です。家族会員の補助額は2,000円となります。

『利用ガイド』P.66

磯原シーサイドホテル
全室オーシャンフロントの客室と常陸灘・星空パノラマの癒や
しの屋上露天風呂！早朝の日の出、夜は満天の星をお楽しみい
ただけます♪

7,700円～

磯原温泉

［住　　所］茨城県北茨城市磯原町磯原2550
［アクセス］常磐道「北茨城I.C.」より車で10分

☎0293-42-0213予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
11：00

『利用ガイド』P.65

民宿 中島荘
お得な価格で満足☆旬の地魚と源泉掛け流しが自慢の海辺宿。
食事は部屋出しですので、ごゆっくりお召し上りいただけます。

3,700円～

宇佐美
温泉

［住　　所］静岡県伊東市宇佐美1746－1
［アクセス］JR「宇佐美駅」徒歩7分

☎0557-48-9489予 約

チェックイン
13：00

チェックアウト
10：00

『利用ガイド』P.61

箱根湯本ホテル 
4つの源泉から引く湯量が自慢の美肌温泉と、箱根一の朝食を
目指す！焼きたて“箱根ベーカリー”パン食べ放題の朝食をぜ
ひご堪能ください♪ 施設内には“東海道の石畳”が通る、歴史
あるホテルです。

11,900円～

箱根湯本

［住　　所］神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋97
［アクセス］箱根登山鉄道「箱根湯本駅」徒歩25分

☎0460-85-8800予 約

チェックイン
14：00

チェックアウト
10：00

『利用ガイド』P.62

強羅アサヒホテル
天然温泉と、季節ごとに変わるお料理やワンランク上のスペ
シャルメニューでお客様をおもてなしいたします。

11,120円～

箱根強羅

［住　　所］神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300－59
［アクセス］箱根登山鉄道「強羅駅」徒歩5分

☎0120-85-5531予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
10：00

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金

補　助　券
利用時料金
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ホテルマウント富士
富士山と山中湖が一望できる天然温泉のホテル。富士山の絶景
を目の前に、バイキングや露天風呂をお楽しみください。ペッ
トの宿泊も可能です。

9,400円～

富士五湖

［住　　所］山梨県南都留郡山中湖村山中1360－83
［アクセス］東富士五湖道「山中湖I.C.」より車で10分

☎0555-62-2111予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
11：00

『利用ガイド』P.69

広谷ペンション
八ヶ岳高原で静かなペンションライフをお楽しみください。幅
広い年代とニーズにお応えする、シンプルで居心地のよい空間
をサポート。心と身体の健康に、みなさまの移動の旅・充実の
旅・気ままな旅を応援します。

3,600円～

八ヶ岳

［住　　所］長野県諏訪郡原村17217－1615
［アクセス］中央道「諏訪南I.C.」より車で10分

☎0266-74-2628予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
10：00

チェックイン
14：00

チェックアウト
10：00

150000
事業コード 施設コード

111

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.65

ホテル伊東ガーデン
2007年全館リニューアル！名湯伊東温泉、自家源泉100％のお
宿。7月・8月は伊東夢花火大会に合わせ、ビアガーデンも開催！

6,800円～

伊東温泉

［住　　所］静岡県伊東市松原湯端町655
［アクセス］JR「伊東駅」徒歩7分

☎0557-36-3841予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
10：00

150000
事業コード 施設コード

020

150000
事業コード 施設コード

059

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.57

区民健康村
群馬県川場村の豊かな自然に包まれた健康村を、1泊2食付きで
割安な価格でご利用いただけます。

3,760円～

群馬県
川場村

［住　　所］群馬県利根郡川場村大字谷地1320
［アクセス］関越道「沼田I.C.」より車で約20分

☎0278-52-3311予 約

150100
事業コード

150000
事業コード 施設コード

123150000
事業コード 施設コード

019

150000
事業コード 施設コード

001150000
事業コード 施設コード

004

※ご利用方法は、『利用ガイド』またはセラ・サービスのHPをご覧ください
※利用内容・料金等は季節や宿泊プラン等により変動する場合があります。
　詳しくは、『利用ガイド』に記載されている各施設にお問い合わせください
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＊

＊＊

＊

＊

＊

＊

2



※「8月分」は完売しました

『利用ガイド』P.53～56

人間ドック
今年度から特定年齢時の利用補助額を20,000円にしています。
「人間ドック」や「脳ドック」を受診していただき、成人病の早期
発見など、日ごろの健康管理にお役立てください。

10,000円 20,000円

健　康

※料金は受診の種類やオプション等によって異なります。
　詳しくは、各施設にお問い合わせください

 （※）特定年齢時とは、平成27年4月1日現在、25、35、45、50、
　　55、60、65、70、75、80歳をいう

※予約時に、セラ・サービスの会員であることをお申し出ください。
　補助券は予約後にお申し込みいただき、受診時にお持ちください

施設コード 003

『利用ガイド』P.53の各施設をご覧ください。予 約

予 約

0120-00-1767

『利用ガイド』P.83～84

日産レンタカー／
ニッポンレンタカー

ビジネスやご旅行で、全国の営業所で割引が受けられます。
最大55％引き！
※詳しくは、『利用ガイド』P.83～84の各施設をご覧ください

レンタカー

https://nissan-rentacar.com/

「法人会員ログイン」にて
ID：BA8321と
パスワード：0334116655を入力。
スマートフォンの方はPC表示に切り替えてください。

『利用ガイド』P.31

早戸川国際マス釣場/
リヴァスポット早戸

指定場所でバーベキュー可能。肉や野菜を持ち込んで、釣り上
げた魚をいただきましょう。圏央道相模原インターの開通でア
クセス性も向上した当釣場へ、ぜひお越しください。

神奈川県
相模原市

［住　　所］神奈川県相模原市緑区鳥屋3627
［アクセス］圏央道「相模原I.C.」より車で約35分

☎042-785-0704/042-785-0774お問い合わせ

『利用ガイド』P.18

としまえん
「入園」と「乗り物乗り放題」がお得な料金でご利用いただける
フリーパスチケット。夏季はプールも利用できて、さらにお得！

1,000円フリーパス
販売料金

補　助　券
利用時料金

契約代理店

補　助　額

練馬区

（セラ・サービス500円＋現地入園時500円）

『利用ガイド』P.77～82

旅行代理店
夏はもちろん、秋のシルバーウィーク、年末のご予定はお決ま
りですか？お得な国内／海外旅行はいかがですか？
※ご利用方法など詳しくは、『利用ガイド』P.77をご覧ください

トラベル

●JTB　●H.I.S.　●近畿日本ツーリスト
●京王観光　●小田急トラベル 
●東急トラベルサロン（テコプラザ） 
●農協観光　●読売旅行　●ぽけかる倶楽部

※1…割引対象外の商品もあります。一部代理店では割引は行っていません
※2…会員本人の場合。家族会員は、2,000円補助。日帰りバスツアーは1,000円補助
※3…小田急トラベル向ヶ丘遊園営業所は、6月30日に閉店しました

900円～ 1,700円～

151300
事業コード

152404
事業コード

150010国内/150020海外
事業コード

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.32
羽田かめだや、
金沢八景鴨下丸、平塚庄三郎丸

大海原での大漁を目指し、海釣りに出かけましょう！

3,500円～

船　宿

※料金は釣魚の種類・施設等によって異なります。
　詳しくは、各船宿にお問い合わせください

 『利用ガイド』P.32の各施設をご覧ください。予 約

151310
事業コード

151400
事業コード

151500
事業コード 施設コード

070

日産レンタカー 利用方法

0800-300-0919
http://nipponrentacar.co.jp/ods

専用サイトにて
ID：5945とパスワード：36647を入力。

ニッポンレンタカー 利用方法

料金例 ： P-1/S-Sクラス（マーチ/デミオ） 24時間6,480円

特定年齢時（※）

グルメ 新たに、二子玉川のラヴァン・グゥがグルメ指定店に加わりました。

ラヴァン・グゥ［フランス・バスク料理］
1,000円分のグルメ利用補助券が
お使いいただけます。

ランチ　 11：30～14：00（ラストオーダー） 
ディナー 17：30～21：30
※水曜定休

世田谷区玉川2－7－3
　　　東急田園都市線「二子玉川駅」徒歩5分

［営業時間］ 

☎03-6432-7343（予約専用）　

［場　　所］ 

　【変更前】35,640円（消費税8％込み）　
⇒【変更後】43,200円（消費税8％込み）

半日人間ドック

下記施設の一般料金（会員料金）は変更になっています。

日産厚生会 玉川病院 （世田谷区瀬田4-8-1） ☎03-3700-1151　
『利用ガイド』P.54掲載

予 約 電 話

ホームページ 

予 約 電 話

ホームページ 
※3

※会員料金から右記の
金額が差し引かれます

代理店割引 セラ・サービス補助

※1 ※2
4,000円最大5％引き

併用で
とっても

お得!!併用で
とっても

お得!!

1泊につき

最寄駅

※ご利用方法は、『利用ガイド』またはセラ・サービスのHPをご覧ください
※利用内容・料金等は季節やプラン等により変動する場合があります。
　詳しくは、『利用ガイド』に記載されている各施設にお問い合わせください利用ガイド 事 業 紹 介

～ ぼくたちも 国勢調査の 主人公 ～

総務省統計局・東京都・世田谷区

9月上旬から調査員がご自宅にお伺いします。

スマートフォンによる回答も可能です。

平成27年 国 勢 調 査 を実施します！国 勢 調 査 を実施します！
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※「8月分」は完売しました

『利用ガイド』P.53～56

人間ドック
今年度から特定年齢時の利用補助額を20,000円にしています。
「人間ドック」や「脳ドック」を受診していただき、成人病の早期
発見など、日ごろの健康管理にお役立てください。

10,000円 20,000円

健　康

※料金は受診の種類やオプション等によって異なります。
　詳しくは、各施設にお問い合わせください

 （※）特定年齢時とは、平成27年4月1日現在、25、35、45、50、
　　55、60、65、70、75、80歳をいう

※予約時に、セラ・サービスの会員であることをお申し出ください。
　補助券は予約後にお申し込みいただき、受診時にお持ちください

施設コード 003

『利用ガイド』P.53の各施設をご覧ください。予 約

予 約

0120-00-1767

『利用ガイド』P.83～84

日産レンタカー／
ニッポンレンタカー

ビジネスやご旅行で、全国の営業所で割引が受けられます。
最大55％引き！
※詳しくは、『利用ガイド』P.83～84の各施設をご覧ください

レンタカー

https://nissan-rentacar.com/

「法人会員ログイン」にて
ID：BA8321と
パスワード：0334116655を入力。
スマートフォンの方はPC表示に切り替えてください。

『利用ガイド』P.31

早戸川国際マス釣場/
リヴァスポット早戸

指定場所でバーベキュー可能。肉や野菜を持ち込んで、釣り上
げた魚をいただきましょう。圏央道相模原インターの開通でア
クセス性も向上した当釣場へ、ぜひお越しください。

神奈川県
相模原市

［住　　所］神奈川県相模原市緑区鳥屋3627
［アクセス］圏央道「相模原I.C.」より車で約35分

☎042-785-0704/042-785-0774お問い合わせ

『利用ガイド』P.18

としまえん
「入園」と「乗り物乗り放題」がお得な料金でご利用いただける
フリーパスチケット。夏季はプールも利用できて、さらにお得！

1,000円フリーパス
販売料金

補　助　券
利用時料金

契約代理店

補　助　額

練馬区

（セラ・サービス500円＋現地入園時500円）

『利用ガイド』P.77～82

旅行代理店
夏はもちろん、秋のシルバーウィーク、年末のご予定はお決ま
りですか？お得な国内／海外旅行はいかがですか？
※ご利用方法など詳しくは、『利用ガイド』P.77をご覧ください

トラベル

●JTB　●H.I.S.　●近畿日本ツーリスト
●京王観光　●小田急トラベル 
●東急トラベルサロン（テコプラザ） 
●農協観光　●読売旅行　●ぽけかる倶楽部

※1…割引対象外の商品もあります。一部代理店では割引は行っていません
※2…会員本人の場合。家族会員は、2,000円補助。日帰りバスツアーは1,000円補助
※3…小田急トラベル向ヶ丘遊園営業所は、6月30日に閉店しました

900円～ 1,700円～

151300
事業コード

152404
事業コード

150010国内/150020海外
事業コード

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.32
羽田かめだや、
金沢八景鴨下丸、平塚庄三郎丸

大海原での大漁を目指し、海釣りに出かけましょう！

3,500円～

船　宿

※料金は釣魚の種類・施設等によって異なります。
　詳しくは、各船宿にお問い合わせください

 『利用ガイド』P.32の各施設をご覧ください。予 約

151310
事業コード

151400
事業コード

151500
事業コード 施設コード

070

日産レンタカー 利用方法

0800-300-0919
http://nipponrentacar.co.jp/ods

専用サイトにて
ID：5945とパスワード：36647を入力。

ニッポンレンタカー 利用方法

料金例 ： P-1/S-Sクラス（マーチ/デミオ） 24時間6,480円

特定年齢時（※）

グルメ 新たに、二子玉川のラヴァン・グゥがグルメ指定店に加わりました。

ラヴァン・グゥ［フランス・バスク料理］
1,000円分のグルメ利用補助券が
お使いいただけます。

ランチ　 11：30～14：00（ラストオーダー） 
ディナー 17：30～21：30
※水曜定休

世田谷区玉川2－7－3
　　　東急田園都市線「二子玉川駅」徒歩5分

［営業時間］ 

☎03-6432-7343（予約専用）　

［場　　所］ 

　【変更前】35,640円（消費税8％込み）　
⇒【変更後】43,200円（消費税8％込み）

半日人間ドック

下記施設の一般料金（会員料金）は変更になっています。

日産厚生会 玉川病院 （世田谷区瀬田4-8-1） ☎03-3700-1151　
『利用ガイド』P.54掲載

予 約 電 話

ホームページ 

予 約 電 話

ホームページ 
※3

※会員料金から右記の
金額が差し引かれます

代理店割引 セラ・サービス補助

※1 ※2
4,000円最大5％引き

併用で
とっても

お得!!併用で
とっても

お得!!

1泊につき

最寄駅

※ご利用方法は、『利用ガイド』またはセラ・サービスのHPをご覧ください
※利用内容・料金等は季節やプラン等により変動する場合があります。
　詳しくは、『利用ガイド』に記載されている各施設にお問い合わせください利用ガイド 事 業 紹 介

～ ぼくたちも 国勢調査の 主人公 ～

総務省統計局・東京都・世田谷区

9月上旬から調査員がご自宅にお伺いします。

スマートフォンによる回答も可能です。

平成27年 国 勢 調 査 を実施します！国 勢 調 査 を実施します！
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Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

http://ｗｗｗ.tokyo.regency.hyatt.com/

http://hitosara.com/0006039778/

http://www.sumireya.co.jp/

区　分

2,200円
2,000円
1,300円

700円

会員・登録家族 一　般同行者
①
②
③
④

②
ランチコース（土日のみ）

区　分
1,800円

会員・登録家族
3,200円

テイスティングコース 3,000円 5,200円

一　般
①

せら・ディナー

区　分
1,800円

会員・登録家族

3,000円
せら・ランチ 2,500円

5,000円

一　般

ディナー 華（はなやか）

区　分 会員・登録家族
3,000円 5,390円

一　般

大　人
65歳以上

小学生
3～5歳

4,277円
3,743円
2,673円
1,604円

4,752円
4,158円
2,970円
1,782円

①
②

8月15日（土）～9月27日（日）

〈2部制〉（土日・祝日のみ）11：30～13：15／13：30～15：15
                                                        ※除外日：9月19日（土）～23日（水・祝）

新宿区西新宿2－7－2 ハイアット リージェンシー 東京3階
☎03（3348）1234（代）          JRほか「新宿駅」西口徒歩9分

にぎり鮨／小丼／天ぷら／串揚げ／ズワイ蟹／温采各種／冷采各種／
デザート各種
※料理の内容は、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください
※ブッフェには、ソフトドリンク、コーヒー、紅茶が含まれています

酒肴 「omborato（おんぼらあと）」

8月20日（木）～9月30日（水）  ※8月17日（月）～24日（月）は夏期休業

12：00～14：00（ラストオーダー 14：00）  土・日曜日のみ ※祝日は要確認

18：00～22：00（ラストオーダー 22：00）  火～日曜日
※休業日：月曜日および第3または第4火曜日

世田谷区池尻3－21－33 セリーヌ池尻大橋1階　☎03（6453）2697
        東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩7分

※税・サービス料込み

生まれ育ったフィレンツェの中央市場のお肉屋さんが最初の修行場所なだけに、拘
りぬいたお肉料理、マンマの400年も続くレシピを中心に、移り住んだエミリアロ
マーニャのマンマの手打ちパスタや魚介料理はこれぞイタリアの味。元サッカー日
本代表のザッケローニ監督も足を運んでいたのも納得です。ジョバンニが自ら選ん
だワインのラインナップも個性的なものばかり。初めてご来店の方は本日の一押し
のお料理をテイスティングできるMenu Degustazione （メニュー・デクスタッィオーネ）
でいろんなお味をテイスティング頂けます。

Don Giovanni（ドン・ジョバンニ）

※税･サービス料込み

【ラ ン チ コ ー ス 】 自家製サラミを含むサラミ盛り合せ／本日の温かい前菜／
                          本日の手打ちパスタ／本日のメイン料理／ドルチェ／カフェ

【ティスティングコース】 自家製サラミを含むサラミ盛り合せ／本日の温かい前菜1／
                          本日の温かい前菜2／本日のスープ／本日の手打ちパスタ／
                          本日のメイン料理／ドルチェ／カフェ イメージ

ラ ン チ
ディナー

8月20日（木）～9月29日（火）　定休日：毎週水曜日

8月20日（木）～9月30日（水）　定休日：不定

　　　　　11：30～15：00（ラストオーダー 14：00）　※月・火・木・金曜日
　　　　　18：00～23：00（ラストオーダー 22：00）　※月・火・木～日曜日、祝日、祝日前

世田谷区用賀3－15－6 M.BOND用賀101　☎03（6431）0082
【予約専用】☎03（6431）0082          東急田園都市線「用賀駅」徒歩5分

※税・サービス料込み

世田谷区の用賀中町通りで60年の歴史をもつ老舗〈目黒豆腐店〉が、平成26年2月にリ
ニューアルし和食店をオープン。『手作り厚揚げ』や寄せ豆腐の『用賀豆腐』、ランチの『揚
げたて油揚げ定食』など、老舗豆腐店の味を受け継いだ豆腐料理が人気です。また、築地
の仲卸から仕入れた鮮魚のお造りや、野菜を使ったメニューなど、旬を生かした本格的
な和食も楽しめます。白を基調とした店内は落ち着いた雰囲気で、女性にも好評です。

豆魚菜 万さく

【せら・ランチ】 お造り／天ぷら／小鉢／ご飯／サラダ／味噌汁／漬物／ソフトドリンク
【せら・ディナー】 前菜／お造り／天ぷら／焼き物／煮物／酢の物／サラダ／ご飯／味噌汁／漬物／デザート／グラスビール

ラ ン チ
ディナー

世田谷区玉川3－20－1 名川ビル2階　☎03（3707）6490
        東急田園都市線「二子玉川駅」徒歩5分

※税・サービス料込み

こだわりの京都肉̶̶。
京都府内で飼育され枝肉規格“A5”のものだけが、「京都肉」として認証されて
います。ビードロのように柔らかな肉質、細かく入ったサシが溶けだす至福の味
わい。銘牛京都肉ならではの美味しさのハーモニーを十分にご堪能ください。

京都牛焼肉 すみれ家

お漬物取り合わせ／6種類のナムル／焼きのり／サラダ／
黒タンの塩焼き／エビ／ロース／カルビ／上ミノ／
野菜焼き／クッパまたはライス／スープ／デザート

イメージ

酒肴「omborato（おんぼらあと）」では、世代を超えて人気のあるズワイ蟹をはじめ
とする海の幸や、揚げたての天ぷらなどが食べ放題の“和食のウイークエンド
ランチブッフェ”を開催しています。新宿中央公園の緑を眺めながら、ご家族
やお友だちと楽しいひとときをお過ごしになりませんか。

11：30～15：00（ラストオーダー 14：30）　
17：00～24：00（ラストオーダー 23：15）

ラ ン チ
ディナー

ディナー

ディナータイムでのご提供になります。
ご注文は必ず人数分でお願いします。 イメージ

ハイアット リージェンシー 東京

イメージ

見て愉しむ、食して和む、
　　　　　　　　 日本の正統。
ひとときを豊かに、
　　　　　 厳選の極上京都肉。

※ランチタイムは利用できません

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

最寄駅

最寄駅

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

最寄駅

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

最寄駅

その他

事　業
コード

事　業
コード

区　分

区　分

事　業
コード 区　分

事　業
コード

区　分

下記本文中をご参照ください

下記本文中をご参照ください

156103

156104 締　切　日
抽選確認日

8月10日（月）
8月12日（水）

下記本文中をご参照ください156101 締　切　日
抽選確認日

8月10日（月）
8月12日（水）

下記本文中をご参照ください156102 締　切　日
抽選確認日

8月10日（月）
8月12日（水）

締　切　日
抽選確認日

8月10日（月）
8月12日（水）グルメイベント【抽選】

会員・登録家族（小学生以上）

各店舗に準ずる。
※申し込みは各店舗ごとに1回のみ。ただし、利用期間

内にご利用可能な場合にのみお申し込みください

▶「利用補助券」等は抽選後、当選者に郵送します（郵送のみ）。
▶店舗へご予約の際は、利用補助券をお受け取り後、事前に
   「セラ・サービス会員」とお申し出のうえ、ご予約ください。
▶同行者料金があるお店については、会員・登録家族と同伴
　する場合に限り、同行者料金でご利用いただけます。利用
　補助券を申し込む必要はありません。

利用資格

募集人数

注意事項

〈各店舗 総数100食〉 Web 音声応答システム
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Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

http://ｗｗｗ.tokyo.regency.hyatt.com/

http://hitosara.com/0006039778/

http://www.sumireya.co.jp/

区　分

2,200円
2,000円
1,300円

700円

会員・登録家族 一　般同行者
①
②
③
④

②
ランチコース（土日のみ）

区　分
1,800円

会員・登録家族
3,200円

テイスティングコース 3,000円 5,200円

一　般
①

せら・ディナー

区　分
1,800円

会員・登録家族

3,000円
せら・ランチ 2,500円

5,000円

一　般

ディナー 華（はなやか）

区　分 会員・登録家族
3,000円 5,390円

一　般

大　人
65歳以上

小学生
3～5歳

4,277円
3,743円
2,673円
1,604円

4,752円
4,158円
2,970円
1,782円

①
②

8月15日（土）～9月27日（日）

〈2部制〉（土日・祝日のみ）11：30～13：15／13：30～15：15
                                                        ※除外日：9月19日（土）～23日（水・祝）

新宿区西新宿2－7－2 ハイアット リージェンシー 東京3階
☎03（3348）1234（代）          JRほか「新宿駅」西口徒歩9分

にぎり鮨／小丼／天ぷら／串揚げ／ズワイ蟹／温采各種／冷采各種／
デザート各種
※料理の内容は、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください
※ブッフェには、ソフトドリンク、コーヒー、紅茶が含まれています

酒肴 「omborato（おんぼらあと）」

8月20日（木）～9月30日（水）  ※8月17日（月）～24日（月）は夏期休業

12：00～14：00（ラストオーダー 14：00）  土・日曜日のみ ※祝日は要確認

18：00～22：00（ラストオーダー 22：00）  火～日曜日
※休業日：月曜日および第3または第4火曜日

世田谷区池尻3－21－33 セリーヌ池尻大橋1階　☎03（6453）2697
        東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩7分

※税・サービス料込み

生まれ育ったフィレンツェの中央市場のお肉屋さんが最初の修行場所なだけに、拘
りぬいたお肉料理、マンマの400年も続くレシピを中心に、移り住んだエミリアロ
マーニャのマンマの手打ちパスタや魚介料理はこれぞイタリアの味。元サッカー日
本代表のザッケローニ監督も足を運んでいたのも納得です。ジョバンニが自ら選ん
だワインのラインナップも個性的なものばかり。初めてご来店の方は本日の一押し
のお料理をテイスティングできるMenu Degustazione （メニュー・デクスタッィオーネ）
でいろんなお味をテイスティング頂けます。

Don Giovanni（ドン・ジョバンニ）

※税･サービス料込み

【ラ ン チ コ ー ス 】 自家製サラミを含むサラミ盛り合せ／本日の温かい前菜／
                          本日の手打ちパスタ／本日のメイン料理／ドルチェ／カフェ

【ティスティングコース】 自家製サラミを含むサラミ盛り合せ／本日の温かい前菜1／
                          本日の温かい前菜2／本日のスープ／本日の手打ちパスタ／
                          本日のメイン料理／ドルチェ／カフェ イメージ

ラ ン チ
ディナー

8月20日（木）～9月29日（火）　定休日：毎週水曜日

8月20日（木）～9月30日（水）　定休日：不定

　　　　　11：30～15：00（ラストオーダー 14：00）　※月・火・木・金曜日
　　　　　18：00～23：00（ラストオーダー 22：00）　※月・火・木～日曜日、祝日、祝日前

世田谷区用賀3－15－6 M.BOND用賀101　☎03（6431）0082
【予約専用】☎03（6431）0082          東急田園都市線「用賀駅」徒歩5分

※税・サービス料込み

世田谷区の用賀中町通りで60年の歴史をもつ老舗〈目黒豆腐店〉が、平成26年2月にリ
ニューアルし和食店をオープン。『手作り厚揚げ』や寄せ豆腐の『用賀豆腐』、ランチの『揚
げたて油揚げ定食』など、老舗豆腐店の味を受け継いだ豆腐料理が人気です。また、築地
の仲卸から仕入れた鮮魚のお造りや、野菜を使ったメニューなど、旬を生かした本格的
な和食も楽しめます。白を基調とした店内は落ち着いた雰囲気で、女性にも好評です。

豆魚菜 万さく

【せら・ランチ】 お造り／天ぷら／小鉢／ご飯／サラダ／味噌汁／漬物／ソフトドリンク
【せら・ディナー】 前菜／お造り／天ぷら／焼き物／煮物／酢の物／サラダ／ご飯／味噌汁／漬物／デザート／グラスビール

ラ ン チ
ディナー

世田谷区玉川3－20－1 名川ビル2階　☎03（3707）6490
        東急田園都市線「二子玉川駅」徒歩5分

※税・サービス料込み

こだわりの京都肉̶̶。
京都府内で飼育され枝肉規格“A5”のものだけが、「京都肉」として認証されて
います。ビードロのように柔らかな肉質、細かく入ったサシが溶けだす至福の味
わい。銘牛京都肉ならではの美味しさのハーモニーを十分にご堪能ください。

京都牛焼肉 すみれ家

お漬物取り合わせ／6種類のナムル／焼きのり／サラダ／
黒タンの塩焼き／エビ／ロース／カルビ／上ミノ／
野菜焼き／クッパまたはライス／スープ／デザート

イメージ

酒肴「omborato（おんぼらあと）」では、世代を超えて人気のあるズワイ蟹をはじめ
とする海の幸や、揚げたての天ぷらなどが食べ放題の“和食のウイークエンド
ランチブッフェ”を開催しています。新宿中央公園の緑を眺めながら、ご家族
やお友だちと楽しいひとときをお過ごしになりませんか。

11：30～15：00（ラストオーダー 14：30）　
17：00～24：00（ラストオーダー 23：15）

ラ ン チ
ディナー

ディナー

ディナータイムでのご提供になります。
ご注文は必ず人数分でお願いします。 イメージ

ハイアット リージェンシー 東京

イメージ

見て愉しむ、食して和む、
　　　　　　　　 日本の正統。
ひとときを豊かに、
　　　　　 厳選の極上京都肉。

※ランチタイムは利用できません

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

最寄駅

最寄駅

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

最寄駅

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

最寄駅

その他

事　業
コード

事　業
コード

区　分

区　分

事　業
コード 区　分

事　業
コード

区　分

下記本文中をご参照ください

下記本文中をご参照ください

156103

156104 締　切　日
抽選確認日

8月10日（月）
8月12日（水）

下記本文中をご参照ください156101 締　切　日
抽選確認日

8月10日（月）
8月12日（水）

下記本文中をご参照ください156102 締　切　日
抽選確認日

8月10日（月）
8月12日（水）

締　切　日
抽選確認日

8月10日（月）
8月12日（水）グルメイベント【抽選】

会員・登録家族（小学生以上）

各店舗に準ずる。
※申し込みは各店舗ごとに1回のみ。ただし、利用期間

内にご利用可能な場合にのみお申し込みください

▶「利用補助券」等は抽選後、当選者に郵送します（郵送のみ）。
▶店舗へご予約の際は、利用補助券をお受け取り後、事前に
   「セラ・サービス会員」とお申し出のうえ、ご予約ください。
▶同行者料金があるお店については、会員・登録家族と同伴
　する場合に限り、同行者料金でご利用いただけます。利用
　補助券を申し込む必要はありません。

利用資格

募集人数

注意事項

〈各店舗 総数100食〉 Web 音声応答システム
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Web申込は、22頁をご覧ください。 Web申込は、22頁をご覧ください。

http://www.mitsuboshi-hokkaido.jp/

茶豆豆腐セット

品　名 内　容

2,900円

会　員

3,920円

一　般

茶豆　2kg
茶豆豆腐　4個

三陸海宝漬 350g
（化粧箱入り）①

品　名 内　容

3,500円

会　員

4,500円

一　般
あわび、 いくら、 めかぶ
ししゃもの卵

ほたて貝、 いくら、 めかぶ
ししゃもの卵、 数の子

ホタテ数の子黄金漬 350ｇ
（化粧箱入り）② 2,900円 3,990円

区分

せら厳選
北海道夏野菜セット
　　　　　 （9種類）

①

品　名 内　容

3,500円

会　員

4,500円

一　般

馬鈴薯（メークイン）　1kg（4～6個程度）
黄色とうもろこし  2本　白色とうもろこし  2本
新玉ねぎ 　4玉  かぼちゃ 　1玉
トマト（大玉）    　２玉  

② 2,500円 3,500円

区分

北海道夏野菜セット
　　　　　 （6種類）

馬鈴薯（メークイン）　2kg（9～11個程度）
黄色とうもろこし  2本　白色とうもろこし  2本
きゅうり 　2本 ブロッコリ 　1個
新玉ねぎ 　4玉 かぼちゃ 　1玉   
トマト（大玉）    　２玉  ナス  　2本

岩手県釜石市　「海宝漬・黄金漬」

新潟県十日町市　「茶豆豆腐セット」 

贅沢な海の幸をぎゅっと詰め込んだ、全国で大人気の「中村家」の逸品です。
海宝漬は、魚介類の中から上質なものを選び、秘伝の調味液に漬け込みました。
黄金漬は、肉厚なほたて貝をはじめ、数の子、いくらなどを特製醤油に漬け込みました。
どちらも素材の味が活きている、大人気商品です!

豪雪地に春の訪れを告げる雪解け水の恵みを受けて育まれ
た、やさしい味わいの茶豆です。生産者から直送でお届けしま
す。その茶豆をぜいたくに使用した茶豆豆腐の奥深い甘みと
一緒に、ぜひご賞味ください。

9月上旬～中旬有限会社 中村家

9月上旬～中旬

イメージ

一般財団法人
十日町地域地場産業振興センター

ぜい たく

北の大地と水と太陽に育まれた採れたて新鮮野菜！
厳選された北海道の《夏野菜セット》を産地直送でお届けします。

北海道　「厳選 夏野菜セット」

9月10日から順次発送

北海道アンソロポロジー株式会社

※配送日の指定はお受けできませんので、あらかじめご了承ください

【北海道夏野菜セット】（6種類）【せら厳選北海道夏野菜セット】（9種類）

【海宝漬】 【黄金漬】

しょう ゆ

イメージ

イメージ

※とうもろこしの品種…黄色：恵味ゴールド　白色：雪の妖精

内容・料金

業　者 発送日

内容・料金

業　者

発送日

内容・料金

業　者

発送日

事　業
コード

事　業
コード

申込数

申込数

事　業
コード

音声応答システム
での申し込み不可

音声応答システム
での申し込み不可 申込数

１会員合計2セットまで
　（各150セット限定）

締　切　日
抽選確認日

8月24日（月）
8月26日（水）

1会員2セットまで（100箱限定）
締　切　日
抽選確認日

8月19日（水）
8月21日（金）

156201 音声応答システム
での申し込み不可

156202

締　切　日
抽選確認日

8月17日（月）
8月19日（水）156203 1会員合計2箱まで（100箱限定）

特 産 品【抽選】
　　　　　  会員本人

Web会員の方は、スマホやパソコンより24時間
いつでも簡単にお申し込みいただけます。
Webでお申し込みの方は差額送料が無料となり
ますので、大変お得です。
郵送の方は、「特産品申込書」に品名、個数、送付
先（住所・氏名・携帯電話）等を明記のうえ、ご郵
送ください。
FAXを利用される場合は、送信後、必ず確認の電
話連絡を営業時間内にお願いします。届いていな
いケースもありますので、ご注意ください。
のし（贈答用）を希望される場合は、備考欄にそ
の旨ご記入ください。
送付先や天候等によっては配送日に届かない場
合があります。

料金には関東近県までの送料および消費税等が含まれています。
※商品および送付先によっては、差額送料をお支払いいただく場合があ

ります。差額送料に関しましてはお問い合わせください
※ご不在等により発送した業者まで品物が戻った場合は、再送料として

往復分がかかります

▶特産品申込書の受け付けは、締め切り日必着です。
▶当選者には、振込用紙を締め切り後1週間以内に送付した後、業者か

ら商品を発送します。商品によっては先に到着する場合もありますの
で、ご了承ください。

▶送付先の電話番号を必ず明記してください。
▶支払期限が過ぎてからのご入金は自動的にシステム上に履歴が残り、
抽選に影響を及ぼす場合がありますので、期限にはご注意ください。

▶申込用紙は、平成27・28年度版『利用ガイド』（116頁）内にある新し
い書式をコピーしてご使用ください。
所定外の用紙でお申し込みされますと事業所で受け付けられない
場合もありますのでご注意ください。

Web 郵送 FAX

利用資格

申込方法

注意事項

料　金

のみ音声応答システムでの申し込みはできません

！
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Web申込は、22頁をご覧ください。 Web申込は、22頁をご覧ください。

http://www.mitsuboshi-hokkaido.jp/

茶豆豆腐セット

品　名 内　容

2,900円

会　員

3,920円

一　般

茶豆　2kg
茶豆豆腐　4個

三陸海宝漬 350g
（化粧箱入り）①

品　名 内　容

3,500円

会　員

4,500円

一　般
あわび、 いくら、 めかぶ
ししゃもの卵

ほたて貝、 いくら、 めかぶ
ししゃもの卵、 数の子

ホタテ数の子黄金漬 350ｇ
（化粧箱入り）② 2,900円 3,990円

区分

せら厳選
北海道夏野菜セット
　　　　　 （9種類）

①

品　名 内　容

3,500円

会　員

4,500円

一　般

馬鈴薯（メークイン）　1kg（4～6個程度）
黄色とうもろこし  2本　白色とうもろこし  2本
新玉ねぎ 　4玉  かぼちゃ 　1玉
トマト（大玉）    　２玉  

② 2,500円 3,500円

区分

北海道夏野菜セット
　　　　　 （6種類）

馬鈴薯（メークイン）　2kg（9～11個程度）
黄色とうもろこし  2本　白色とうもろこし  2本
きゅうり 　2本 ブロッコリ 　1個
新玉ねぎ 　4玉 かぼちゃ 　1玉   
トマト（大玉）    　２玉  ナス  　2本

岩手県釜石市　「海宝漬・黄金漬」

新潟県十日町市　「茶豆豆腐セット」 

贅沢な海の幸をぎゅっと詰め込んだ、全国で大人気の「中村家」の逸品です。
海宝漬は、魚介類の中から上質なものを選び、秘伝の調味液に漬け込みました。
黄金漬は、肉厚なほたて貝をはじめ、数の子、いくらなどを特製醤油に漬け込みました。
どちらも素材の味が活きている、大人気商品です!

豪雪地に春の訪れを告げる雪解け水の恵みを受けて育まれ
た、やさしい味わいの茶豆です。生産者から直送でお届けしま
す。その茶豆をぜいたくに使用した茶豆豆腐の奥深い甘みと
一緒に、ぜひご賞味ください。

9月上旬～中旬有限会社 中村家

9月上旬～中旬

イメージ

一般財団法人
十日町地域地場産業振興センター

ぜい たく

北の大地と水と太陽に育まれた採れたて新鮮野菜！
厳選された北海道の《夏野菜セット》を産地直送でお届けします。

北海道　「厳選 夏野菜セット」

9月10日から順次発送

北海道アンソロポロジー株式会社

※配送日の指定はお受けできませんので、あらかじめご了承ください

【北海道夏野菜セット】（6種類）【せら厳選北海道夏野菜セット】（9種類）

【海宝漬】 【黄金漬】

しょう ゆ

イメージ

イメージ

※とうもろこしの品種…黄色：恵味ゴールド　白色：雪の妖精

内容・料金

業　者 発送日

内容・料金

業　者

発送日

内容・料金

業　者

発送日

事　業
コード

事　業
コード

申込数

申込数

事　業
コード

音声応答システム
での申し込み不可

音声応答システム
での申し込み不可 申込数

１会員合計2セットまで
　（各150セット限定）

締　切　日
抽選確認日

8月24日（月）
8月26日（水）

1会員2セットまで（100箱限定）
締　切　日
抽選確認日

8月19日（水）
8月21日（金）

156201 音声応答システム
での申し込み不可

156202

締　切　日
抽選確認日

8月17日（月）
8月19日（水）156203 1会員合計2箱まで（100箱限定）

特 産 品【抽選】
　　　　　  会員本人

Web会員の方は、スマホやパソコンより24時間
いつでも簡単にお申し込みいただけます。
Webでお申し込みの方は差額送料が無料となり
ますので、大変お得です。
郵送の方は、「特産品申込書」に品名、個数、送付
先（住所・氏名・携帯電話）等を明記のうえ、ご郵
送ください。
FAXを利用される場合は、送信後、必ず確認の電
話連絡を営業時間内にお願いします。届いていな
いケースもありますので、ご注意ください。
のし（贈答用）を希望される場合は、備考欄にそ
の旨ご記入ください。
送付先や天候等によっては配送日に届かない場
合があります。

料金には関東近県までの送料および消費税等が含まれています。
※商品および送付先によっては、差額送料をお支払いいただく場合があ

ります。差額送料に関しましてはお問い合わせください
※ご不在等により発送した業者まで品物が戻った場合は、再送料として

往復分がかかります

▶特産品申込書の受け付けは、締め切り日必着です。
▶当選者には、振込用紙を締め切り後1週間以内に送付した後、業者か

ら商品を発送します。商品によっては先に到着する場合もありますの
で、ご了承ください。

▶送付先の電話番号を必ず明記してください。
▶支払期限が過ぎてからのご入金は自動的にシステム上に履歴が残り、
抽選に影響を及ぼす場合がありますので、期限にはご注意ください。

▶申込用紙は、平成27・28年度版『利用ガイド』（116頁）内にある新し
い書式をコピーしてご使用ください。
所定外の用紙でお申し込みされますと事業所で受け付けられない
場合もありますのでご注意ください。

Web 郵送 FAX

利用資格

申込方法

注意事項

料　金

のみ音声応答システムでの申し込みはできません

！
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Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

毎日お仕事などで忙しく、なかなか家事に手が行き届かないという方、
この機会に一度、“プロのお掃除”をお試しになってみてはいかがでしょうか。
下記のいずれかの「ハウスクリーニングサービス」を利用される場合、

4,000円の補助が受けられます。（300枚限定）

ハウスクリーニング利用補助ハウスクリーニング利用補助

① レンジフード（換気扇）クリーニング
　 部品を取り外して、こびりついた汚れを徹底洗浄します。

②エアコンクリーニング
　エアコン内部にたまったカビやホコリを高圧洗浄で取り除きます。

株式会社 ダスキン玉川　　 ®0120－111－036

※申込多数の場合、抽選となります

取り外したファンには、
こんなにも油脂汚れが。

細かい部分まで汚れを
除去し、ピカピカに。

エアコン内部の熱交換器に
はカビやホコリがいっぱい。

専用の資器材と薬剤で高圧
洗浄してキレイに。

クリーニング前 クリーニング後

クリーニング前 クリーニング後

1台 14,360円（税込み）　通常価格 1台18，360円（税込み）
※幅15cm増えるごとに＋2,160円（税込み）

1台 8,960円（税込み）通常価格 1台12,960円（税込み）

※２台セットで通常21,600円（税込み） ⇒ ２台 13,600円（税込み）　
※年式やメーカーに関わらず承ります。ただし、正常に作動しない製品については、お断りする場合があります
※フィルター自動お掃除機能（サイドファン等の付加機能付き）は別料金です

お申し込み締め切り後、内容とご訪問日の確認のため、サービス担当者（店）が電話で連絡を差し上げます。
そこで詳しいご要望をお聞きし、お見積もりを取ります。内容（区分①か②）と料金をご確認いただいたうえで、
ご納得いただけましたら、サービス担当者に補助券を渡してお申し込みください。

お申し込みいただいた会員様のご指定日に、サービスを実施します。
サービス実施

サービス担当者から連絡があります。

セラ・サービスに補助券をお申し込みください。1

2

3

【対象】 家庭用壁掛けタイプ（幅120cm未満）

【対象】 レンジフードまたはフード付き換気扇（幅95cm未満）

補助券は締切日以降、登録されているご住所に郵送します。

事 業 者

内容・料金

サービスご利用までの流れ

Web
音声応答システム

申込数事　業
コード 156300 1会員合計4枚まで（300枚限定）

締　切　日
抽選確認日

8月26日（水）
8月28日（金）

検索せたしん
ホームページもご覧ください

詳しくは、店頭の商品概要説明書をご覧ください。

500万円以内
ご融資
金額 3カ月以上10年以内

ご融資
期間

特別金利特別金利
「せたしん職場 de サポート」セラ会員企業にお勤めの皆さまへde

対象ローン

全9商品
ローン
教育

ローン
自動車

ローン
リフォーム

ローン
フリー

店頭金利より最大で

0.5％優遇 させて
いただきます
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Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

世界初演50周年、
松本幸四郎上演回数

S席　11,700円（一般13,000円） おみやげ付き

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

松本幸四郎、霧矢大夢、駒田一、ラフルアー宮澤エマ、上條恒彦　ほか

帝国劇場           JR「有楽町駅」ほか

新たなキャストを迎えて、幸四郎の遍歴の旅が再び幕を開ける―
夢とは、夢を叶えようとする、その人の心意気だ。

※未就学児の入場不可

『放 浪 記』

林芙美子̶歓びと悲しみの『放浪記』。
半世紀のあいだ、変わらぬ思いと変わらぬ涙。

全席指定　10,500円（一般12,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

仲間由紀恵、若村麻由美、永井大、窪塚俊介、
福田沙紀、立石涼子、羽場裕一、村田雄浩　ほか

玉森裕太、千賀健永、宮田俊哉〈Wキャスト〉
中山優馬、菊池風磨、マリウス葉〈Wキャスト〉
紫吹淳、鳳蘭

ジャニー喜多川

シアタークリエ          JR「有楽町駅」ほか

A席　8,000円

1会員2枚まで（16枚限定・抽選）
帝国劇場          JR「有楽町駅」ほか

1,207回！

仲間由紀恵へ—森光子から受け継がれる心

赤坂大歌舞伎

S席　10,000円（一般11,500円）

赤坂ACTシアター          東京メトロ「赤坂見附駅」ほか

糸操りの人形が三番叟を踊るユーモアあふれる舞踊『操り三番叟』と、
主要人物七役早替りが見どころの『於染久松色読販 お染の七役』。

『操り三番叟』では、勘九郎が軽やかさと力強さを備えた品格ある舞い
を繰り広げます。また、『お染の七役』では、七之助が、2012年の「平成
中村座公演」での初挑戦以来、2度目の七役の早替りに挑みます。

中村勘九郎、中村七之助、坂東新悟、中村国生、中村鶴松、
片岡亀蔵、坂東彌十郎　ほか

一､ ｢操り三番叟｣

二､ 於染久松色読販｢お染の七役｣

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

あやつ　 さん ば そう

おそめひさまつうきなのよみうり  そめ       ななやく

©宝塚歌劇団

撮影：篠山紀信

『ガイズ＆ドールズ』－GUYS&DOLLS－
ブロードウェイ・ミュージカル

S席　8,000円（一般8,800円）

1会員4枚まで（合計30枚限定・抽選）

北翔海莉、妃海 風

東京宝塚劇場          JR「有楽町駅」ほか

1984年に、大地真央、黒木瞳を中心とした月組により初演、2002年には、
紫吹淳、映美くららを中心とした月組によって再演され、いずれも大好評を
得た『ガイズ＆ドールズ』。今回は、星組新トップコンビ北翔海莉と妃海 風の
東京お披露目公演となります。

※チケットの受取時期は、10月上旬の予定です

出　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

※未就学児の入場不可

場　所

料　金

申込数

出　演

出　演

作・構成・演出

最寄駅

※セラ・サービスであっせんする日程には、
　中山優馬、菊池風磨、マリウス葉（Wキャスト）は出演しません

場　所

料　金

申込数
最寄駅

出　演

演　目

申込数

料　金

場　所 最寄駅

主　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

宝塚歌劇
星組公演

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

156403

156405 締　切　日
抽選確認日

8月6日（木）
8月9日（日）

締　切　日
抽選確認日

8月16日（日）
8月20日（木）

156404 締　切　日
抽選確認日

8月16日（日）
8月20日（木）

10月17日（土）
18：00

19日（月）
18：00

区分
①

区分
②

21日（水）
13：00

区分
③

10月17日（土）17：30 11月4日（水）12：00区分
①

区分
②

9月26日（土）18：00

156401 締　切　日
抽選確認日

8月12日（水）
8月15日（土）

156402 締　切　日
抽選確認日

8月26日（水）
8月29日（土）10月24日（土）15：30 10月31日（土）11：00区分

①
区分
②

9月14日（月）18：30 16日（水）12：00区分
①

区分
②

チケット【抽選】
　　　　　  会員本人

チケットは、セラ･サービスの
「窓口」または「郵送」でお受け
取りいただけます。
※郵送の場合は、簡易書留料金
（310円）をご負担いただき
ます

※チケット合計金額（一般料金）
が50,001円を超える場合は
別途加算あり

▶締め切り日以降のキャンセルおよび変更はお受けできませんので、購入間違いなどには十分
　ご注意ください。
▶特別な記載がある場合を除き、未就学児（6歳未満）は入場できません。
▶座席位置のご指定はできません。
▶チケットの再発行はできません。
▶他のイベントと日時が重なっている場合があります。
▶やむを得ない事情により出演者および曲目等が変更になる場合があります。
▶抽選結果は、抽選確認日以降にWebまたは音声応答システムでご確認ください。
▶チケットの受け取りについては、入荷後用意ができ次第、当選者に順次、ご案内・発送します。
▶チケットの発送は、公演によっては公演日間近になる場合もあります。
▶営利目的でのチケットの転売は禁止です。

申込資格

受取方法

注意事項

Web 音声応答システム…公演日・曜日
…開演時間17：00

●月▲日（土）区分
①
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（310円）をご負担いただき
ます

※チケット合計金額（一般料金）
が50,001円を超える場合は
別途加算あり

▶締め切り日以降のキャンセルおよび変更はお受けできませんので、購入間違いなどには十分
　ご注意ください。
▶特別な記載がある場合を除き、未就学児（6歳未満）は入場できません。
▶座席位置のご指定はできません。
▶チケットの再発行はできません。
▶他のイベントと日時が重なっている場合があります。
▶やむを得ない事情により出演者および曲目等が変更になる場合があります。
▶抽選結果は、抽選確認日以降にWebまたは音声応答システムでご確認ください。
▶チケットの受け取りについては、入荷後用意ができ次第、当選者に順次、ご案内・発送します。
▶チケットの発送は、公演によっては公演日間近になる場合もあります。
▶営利目的でのチケットの転売は禁止です。

申込資格

受取方法

注意事項

Web 音声応答システム…公演日・曜日
…開演時間17：00

●月▲日（土）区分
①
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Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

全席指定　区分①③ おとな　3,000円（一般3,600円）
　　　　　　　②④ こども　1,500円（一般1,800円）
１会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

練馬文化センター 大ホール（こぶしホール）
       西武池袋線「練馬駅」ほか

2001年、NYハーレムのアポロシアターで開催されたアマチュアナイト
で年間総合チャンピオンの座に輝き、2007年にはTV版コンテスト番組
“Showtime at the Apollo”で7回連続優勝を果たした、アポロシア
ター史上唯一の2冠を飾る世界的アーティスト蛯名健一の公演が決定！

S席　6,000円（一般6,800円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

Bunkamura オーチャードホール   
       JR「渋谷駅」ほか

さとうきび畑／涙そうそう／この広い野原いっぱい／
禁じられた恋／ドナドナ／思い出のグリーングラス／
今日の日はさよなら　ほか

エビケン ザ・ショータイム！

※こどもは小・中・高校生対象　※未就学児は保護者のひざ上は無料。ただし、お席が必要な場合はチケットが必要です

～フォークソングの時代～

コンサートツアー 2015‒2016 森山良子

世代を超えて愛される歌手・森山良子が「さとうきび畑」や
「涙そうそう」など、心に染みる名曲をお届けします。

～だれもが知っている童謡をまるごと大分析～

異分野とのコラボレーション

全席指定　3,000円（一般3,500円）
1会員2枚まで（15枚限定・抽選）

玉木正之（スポーツ評論家、音楽評論家）、
八木沼純子（プロフィギュアスケーター）、
池辺晋一郎（作曲家）
デュオ・グレイス（高橋多佳子＆宮谷理香）
成城ホール     
       小田急線「成城学園前駅」

蜷川幸雄演出によるパルコ劇場初演の名作を約30年ぶり行定勲演出で上演！

池辺晋一郎監督企画のお話と音楽による公演シ
リーズ。「スポーツ」と「音楽」の共通点や関係から、
それぞれの魅力の本質をさぐります。

※未就学児の入場不可

全席指定　7,500円（一般9,500円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

「タンゴ・冬の終わりに」三上博史主演

清水邦夫 行定勲
三上博史、倉科カナ、神野三鈴、岡田義徳、有福正志、有川マコト、
小椋毅、梅沢昌代、ユースケ・サンタマリア　ほか

パルコ劇場          JR「渋谷駅」ほか

清村盛（三上博史）は有名な俳優だったが、突然引退して、妻ぎん（神野三鈴）
とともに生まれ故郷でひっそりと暮らしている。そこへ、昔の俳優仲間で
あった名和水尾（倉科カナ）と彼女の夫、連（ユースケ・サンタマリア）が呼び
寄せられる。しかし、盛は現実と虚構の区別を失い、狂気に陥っていて…。

※未就学児の入場不可

S席　10,000円（一般13,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

ブロードウェイミュージカル

東急シアター オーブ          JR「渋谷駅」ほか

美しき狂言廻しが、若き王子ピピンを《人生という名の旅》へと
誘う―
‘13年トニー賞受賞作品が早くも来日決定！ 刺激的なダンス、
驚異のアクロバット、忘れられない体験がここに！ 

※未就学児の入場不可

「ピピン」

「スポーツと音楽」

最寄駅

全席指定　5,600円（一般6,500円）

東京国際フォーラム ホールA
        JR「有楽町駅」ほか

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

2年ぶりの全国ツアー決定。

Ko Shibasaki
Live Tour 2015
Ko Shibasaki
Live Tour 2015
“こううたう”“こううたう”

柴咲コウ柴咲コウ

場　所

申込数

場　所

演奏予定曲

料　金

申込数

区分・料金

最寄駅

最寄駅

出　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

場　所

料　金

申込数

作 演　出

出　演

最寄駅

場　所

料　金

申込数

最寄駅
場　所

料　金

申込数

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

156409

156411 締　切　日
抽選確認日

8月12日（水）
8月16日（日）

締　切　日
抽選確認日

8月13日（木）
8月16日（日）

9月23日（水・祝） 16：30156408

156406

締　切　日
抽選確認日

8月6日（木）
8月9日（日）

締　切　日
抽選確認日

8月6日（木）
8月8日（土）

156407 8月6日（木）
8月8日（土）

締　切　日
抽選確認日

9月13日（日）
14：00

18日（金）
19：00

区分
①

区分
②

21日（月・祝）
14：00

区分
③

9月8日（火）
14：00

9日（水）
14：00

区分
①

区分
②

12日（土）
18：00

区分
③

区分
④

18日（金）
19：00

9月19日（土） 15：00

10月18日（日）15：00 18日（日）18：00
区分
①②

区分
③④

10月17日（土） 18：00156410 8月12日（水）
8月16日（日）
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全席指定　区分①③ おとな　3,000円（一般3,600円）
　　　　　　　②④ こども　1,500円（一般1,800円）
１会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

練馬文化センター 大ホール（こぶしホール）
       西武池袋線「練馬駅」ほか

2001年、NYハーレムのアポロシアターで開催されたアマチュアナイト
で年間総合チャンピオンの座に輝き、2007年にはTV版コンテスト番組
“Showtime at the Apollo”で7回連続優勝を果たした、アポロシア
ター史上唯一の2冠を飾る世界的アーティスト蛯名健一の公演が決定！

S席　6,000円（一般6,800円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

Bunkamura オーチャードホール   
       JR「渋谷駅」ほか

さとうきび畑／涙そうそう／この広い野原いっぱい／
禁じられた恋／ドナドナ／思い出のグリーングラス／
今日の日はさよなら　ほか

エビケン ザ・ショータイム！

※こどもは小・中・高校生対象　※未就学児は保護者のひざ上は無料。ただし、お席が必要な場合はチケットが必要です

～フォークソングの時代～

コンサートツアー 2015‒2016 森山良子

世代を超えて愛される歌手・森山良子が「さとうきび畑」や
「涙そうそう」など、心に染みる名曲をお届けします。

～だれもが知っている童謡をまるごと大分析～

異分野とのコラボレーション

全席指定　3,000円（一般3,500円）
1会員2枚まで（15枚限定・抽選）

玉木正之（スポーツ評論家、音楽評論家）、
八木沼純子（プロフィギュアスケーター）、
池辺晋一郎（作曲家）
デュオ・グレイス（高橋多佳子＆宮谷理香）
成城ホール     
       小田急線「成城学園前駅」

蜷川幸雄演出によるパルコ劇場初演の名作を約30年ぶり行定勲演出で上演！

池辺晋一郎監督企画のお話と音楽による公演シ
リーズ。「スポーツ」と「音楽」の共通点や関係から、
それぞれの魅力の本質をさぐります。

※未就学児の入場不可

全席指定　7,500円（一般9,500円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

「タンゴ・冬の終わりに」三上博史主演

清水邦夫 行定勲
三上博史、倉科カナ、神野三鈴、岡田義徳、有福正志、有川マコト、
小椋毅、梅沢昌代、ユースケ・サンタマリア　ほか

パルコ劇場          JR「渋谷駅」ほか

清村盛（三上博史）は有名な俳優だったが、突然引退して、妻ぎん（神野三鈴）
とともに生まれ故郷でひっそりと暮らしている。そこへ、昔の俳優仲間で
あった名和水尾（倉科カナ）と彼女の夫、連（ユースケ・サンタマリア）が呼び
寄せられる。しかし、盛は現実と虚構の区別を失い、狂気に陥っていて…。

※未就学児の入場不可

S席　10,000円（一般13,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

ブロードウェイミュージカル

東急シアター オーブ          JR「渋谷駅」ほか

美しき狂言廻しが、若き王子ピピンを《人生という名の旅》へと
誘う―
‘13年トニー賞受賞作品が早くも来日決定！ 刺激的なダンス、
驚異のアクロバット、忘れられない体験がここに！ 

※未就学児の入場不可

「ピピン」

「スポーツと音楽」

最寄駅

全席指定　5,600円（一般6,500円）

東京国際フォーラム ホールA
        JR「有楽町駅」ほか

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

2年ぶりの全国ツアー決定。

Ko Shibasaki
Live Tour 2015
Ko Shibasaki
Live Tour 2015
“こううたう”“こううたう”

柴咲コウ柴咲コウ

場　所

申込数

場　所

演奏予定曲

料　金

申込数

区分・料金

最寄駅

最寄駅

出　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

場　所

料　金

申込数

作 演　出

出　演

最寄駅

場　所

料　金

申込数

最寄駅
場　所

料　金

申込数

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

156409

156411 締　切　日
抽選確認日

8月12日（水）
8月16日（日）

締　切　日
抽選確認日

8月13日（木）
8月16日（日）

9月23日（水・祝） 16：30156408

156406

締　切　日
抽選確認日

8月6日（木）
8月9日（日）

締　切　日
抽選確認日

8月6日（木）
8月8日（土）

156407 8月6日（木）
8月8日（土）

締　切　日
抽選確認日

9月13日（日）
14：00

18日（金）
19：00

区分
①

区分
②

21日（月・祝）
14：00

区分
③

9月8日（火）
14：00

9日（水）
14：00

区分
①

区分
②

12日（土）
18：00

区分
③

区分
④

18日（金）
19：00

9月19日（土） 15：00

10月18日（日）15：00 18日（日）18：00
区分
①②

区分
③④

10月17日（土） 18：00156410 8月12日（水）
8月16日（日）

14



Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

クロード・モネ《印象、日の出》 1872年
Musée Marmottan Monet, Paris 
©Christian Baraja
9月19日～10月18日までの特別出展

クロード・モネ
《ヨーロッパ橋、サン＝ラザール駅》 1877年
Musée Marmottan Monet, Paris 
©Bridgeman-Giraudon
10月20日～12月13日までの特別出展

地中海地域に花開いたトラキア、ギリシャ、エトルリア、
ローマなどが生み出した数々の金製品を展示します。ま
た、現存する古代の金製品の多くは、副葬品として墓に納
められるなど、遺宝として出土したものです。多種多様な
金製品を取り上げ、金が社会で果たしていた様々な役割、
金の歴史をひもときます。

区分① 一　般　1,000円（当日1,600円）
区分② 大学生　　700円（当日1,200円）
区分③ 高校生　　500円（当日900円）

1会員4枚まで（50枚限定・抽選）

クレオパトラとエジプトの王妃展

東京国立博物館 平成館          JR「上野駅」ほか

世界14カ国の所蔵先から名品約180件が一堂に会する、古代エジプトの粋を集めた展覧会です。
本展のメインテーマは、古代エジプトの王妃や女王たち。「絶世の美女」として語り継がれるクレオパトラ、女王
として君臨したハトシェプストなど、古代エジプトの女性たちの実像に迫ります。

※金曜日は20：00まで、土曜、日曜、祝・休日は18：00まで開館
※休館日：月曜日。ただし、7月20日（月・祝）、8月10日（月）、
　　　　 9月21日（月・祝）は開館、7月21日（火）は休館

※中学生以下無料　
※障がい者とその介護者1名は無料
　（入館の際に障がい者手帳などをご提示ください）

区分① 一　般　1,000円（当日1,600円）
区分② 大学生　　700円（当日1,200円）
区分③ 高校生　　400円（当日800円）
1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

国立西洋美術館          JR「上野駅」ほか

※毎週金曜日は20：00まで開館　※入館は閉館の30分前まで
※中学生以下は無料　※休館日：月曜日（ただし、11月2日・23日、平成28年
1月4日・11日は開館）、11月24日、12月28日～1月1日

黄金伝説展

《アメン神妻のスフィンクス》
ベルリン・エジプト博物館蔵
Staatliche Museen zu Berlin - Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung, inv.-no. 
ÄM 7972, photo: Jürgen Liepe

《クレオパトラ》
プトレマイオス朝時代（前1世紀中頃）
トリノ古代博物館蔵
ⓒArchivio Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Piemonte e del Museo 
Antichità Egizie

ギュスターヴ・モロー　
《イアソン》 1865年　
油彩・カンヴァス　
204×115.5cm
オルセー美術館
©RMN-Grand Palais 

（musée d’Orsay） /
Hervé Lewandowski / 
distributed by AMF

《杯》
紀元前675-650年／
銀、鍍金／直径19.4cm
イタリア、チェルヴェテリ、
ソルボ墓地、
レゴリーニ・ガラッシの墓出土
ヴァチカン美術館　
foto©musei vaticani

《腕輪》
紀元前675-650年／
金／直径10cm
イタリア、チェルヴェテリ、
ソルボ墓地、
レゴリーニ・ガラッシの墓出土
ヴァチカン美術館　
foto©musei vaticani

《ヴァルナ銅石器時代墓地
43号墓出土の金の副葬品》
紀元前5千年紀
ブルガリア、ヴァルナ出土
ヴァルナ歴史博物館　
©Varna Regional 
Museum of History

古代地中海世界の秘宝

大貫妙子と小松亮太 コンサートツアー「Tint」

S席　5,500円（一般7,000円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

大貫妙子、小松亮太（バンドネオン）

国府弘子（ピアノ）

近藤久美子（ヴァイオリン）、天野清継（ギター）、
鈴木厚志（ピアノ）、田中伸司（コントラバス）

NEWアルバム発売記念。二人がつむぎだす極上の美意識！
東京公演ではジャズ・ピアニストの国府弘子をゲストに迎えたスペシャル
ユニットが実現！ 

全席指定　7,000円（一般7,800円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

supported by Iwatani
25th Anniversary Concert「DELUXE」 ～Best Selection～
葉加瀬太郎
日医工 presents

Bunkamura オーチャードホール          JR「渋谷駅」ほか

今年の秋ツアーは25周年を迎え、
アニーバーサリーコンサートを開催いたします！

※3歳以上は有料。2歳以下は保護者ひざ上に限り無料（席が必要な場合は有料）

最寄駅

印象派の巨匠として絶大な人気を誇るクロード・モネ（1840－1926）。本展には、「印象派」という呼称の由来となったこと
で知られる《印象、日の出》＊1、滅多に同館を離れることのない《ヨーロッパ橋、サン＝ラザール駅》＊2が特別出展されます。
＊1…前期［9月19日～10月18日］のみの特別出展
＊2…後期［10月20日～12月13日］のみの特別出展

「印象、日の出」から「睡蓮」まで

区分① 一　般    1,000円（当日1,600円）
区分② 学　生       800円（当日1,300円）
区分③ 高校生       400円（当日800円）
区分④ 65歳以上   640円（当日1,000円）
1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

東京都美術館 企画展示室  
       JR「上野駅」ほか

※金曜日、10月31日（土）～11月2日（月）は20：00まで。ただし、《印象、日の出》展示期間［9月19日～10月18日］の金・土曜日および9月20日（日）～22日（火・祝）、
10月11日（日）は21：00まで　※休室日：月曜日、10月13日（火）、11月24日（火）。ただし、9月21日（月・祝）、10月12日（月・祝）、11月2日（月）・23日（月・祝）は開室
※中学生以下は無料　※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料。10月21日

（水）、11月18日（水）は、シルバーデーにより65歳以上の方は無料（当日は混雑が予想されます）。 毎月第3土・翌日曜日は、家族ふれあいの日により18歳未満の子を同
伴する保護者（都内在住）は一般当日料金の半額　＊いずれも証明できるものをお持ちください

S席　6,000円（一般6,500円）

１会員2枚まで（10枚限定・抽選）

20th  Ann iversary

サントリーホール          東京メトロ「溜池山王駅」ほか

今年でデビュー20th Anniversaryを迎える高嶋ちさ子のHATSレーベル移
籍第2弾アルバム「Strings on Fire」をリリース。前作を凌駕する“男組”メン
バーによるパワフルな演奏を中心に、12人のヴァイオリニストとの演奏や、
ギターと弦カルテットなど、クラシックの名曲が新しいスタイルで表現され
ています。ぜひ会場でお楽しみください。

※未就学児の入場不可

高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト、村松亜紀（ピアノ）

高嶋ちさ子  12人のヴァイオリニスト「Brillante」高嶋ちさ子  12人のヴァイオリニスト「Brillante」

最寄駅場　所

区分・料金

申込数

最寄駅場　所

区分・料金

申込数

Bunkamuraオーチャードホール          JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

出　演

愛しきあなたへ／ホテル／リベルタンゴ　ほか演奏曲目

ゲスト

バンド

場　所

料　金

申込数

場　所

区分・料金

申込数

場　所

料　金

申込数

最寄駅

出　演

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

区分
①

区分
②

マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展

最寄駅

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

156416 8月19日（水）
8月22日（土）

156415 締　切　日
抽選確認日

8月6日（木）
8月8日（土）7月11日（土）～9月23日（水・祝）

10月16日（金）～2016年1月11日（月・祝）
締　切　日
抽選確認日

9：30～17：00
※入館は閉館の30分前まで

9：30～17：30156413 8月24日（月）
8月27日（木）

156414 締　切　日
抽選確認日

8月17日（月）
8月20日（木）10月16日（金） 19：00

10月28日（水）19：00 29日（木）19：00

156417 8月19日（水）
8月22日（土）9月19日（土）～12月13日（日） 9：30～17：30

※入室は閉室の30分前まで

156412 8月13日（木）
8月16日（日）

締　切　日
抽選確認日10月10日（土） 16：00
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クロード・モネ《印象、日の出》 1872年
Musée Marmottan Monet, Paris 
©Christian Baraja
9月19日～10月18日までの特別出展

クロード・モネ
《ヨーロッパ橋、サン＝ラザール駅》 1877年
Musée Marmottan Monet, Paris 
©Bridgeman-Giraudon
10月20日～12月13日までの特別出展

地中海地域に花開いたトラキア、ギリシャ、エトルリア、
ローマなどが生み出した数々の金製品を展示します。ま
た、現存する古代の金製品の多くは、副葬品として墓に納
められるなど、遺宝として出土したものです。多種多様な
金製品を取り上げ、金が社会で果たしていた様々な役割、
金の歴史をひもときます。

区分① 一　般　1,000円（当日1,600円）
区分② 大学生　　700円（当日1,200円）
区分③ 高校生　　500円（当日900円）

1会員4枚まで（50枚限定・抽選）

クレオパトラとエジプトの王妃展

東京国立博物館 平成館          JR「上野駅」ほか

世界14カ国の所蔵先から名品約180件が一堂に会する、古代エジプトの粋を集めた展覧会です。
本展のメインテーマは、古代エジプトの王妃や女王たち。「絶世の美女」として語り継がれるクレオパトラ、女王
として君臨したハトシェプストなど、古代エジプトの女性たちの実像に迫ります。

※金曜日は20：00まで、土曜、日曜、祝・休日は18：00まで開館
※休館日：月曜日。ただし、7月20日（月・祝）、8月10日（月）、
　　　　 9月21日（月・祝）は開館、7月21日（火）は休館

※中学生以下無料　
※障がい者とその介護者1名は無料
　（入館の際に障がい者手帳などをご提示ください）

区分① 一　般　1,000円（当日1,600円）
区分② 大学生　　700円（当日1,200円）
区分③ 高校生　　400円（当日800円）
1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

国立西洋美術館          JR「上野駅」ほか

※毎週金曜日は20：00まで開館　※入館は閉館の30分前まで
※中学生以下は無料　※休館日：月曜日（ただし、11月2日・23日、平成28年
1月4日・11日は開館）、11月24日、12月28日～1月1日

黄金伝説展

《アメン神妻のスフィンクス》
ベルリン・エジプト博物館蔵
Staatliche Museen zu Berlin - Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung, inv.-no. 
ÄM 7972, photo: Jürgen Liepe

《クレオパトラ》
プトレマイオス朝時代（前1世紀中頃）
トリノ古代博物館蔵
ⓒArchivio Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Piemonte e del Museo 
Antichità Egizie

ギュスターヴ・モロー　
《イアソン》 1865年　
油彩・カンヴァス　
204×115.5cm
オルセー美術館
©RMN-Grand Palais 

（musée d’Orsay） /
Hervé Lewandowski / 
distributed by AMF

《杯》
紀元前675-650年／
銀、鍍金／直径19.4cm
イタリア、チェルヴェテリ、
ソルボ墓地、
レゴリーニ・ガラッシの墓出土
ヴァチカン美術館　
foto©musei vaticani

《腕輪》
紀元前675-650年／
金／直径10cm
イタリア、チェルヴェテリ、
ソルボ墓地、
レゴリーニ・ガラッシの墓出土
ヴァチカン美術館　
foto©musei vaticani

《ヴァルナ銅石器時代墓地
43号墓出土の金の副葬品》
紀元前5千年紀
ブルガリア、ヴァルナ出土
ヴァルナ歴史博物館　
©Varna Regional 
Museum of History

古代地中海世界の秘宝

大貫妙子と小松亮太 コンサートツアー「Tint」

S席　5,500円（一般7,000円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

大貫妙子、小松亮太（バンドネオン）

国府弘子（ピアノ）

近藤久美子（ヴァイオリン）、天野清継（ギター）、
鈴木厚志（ピアノ）、田中伸司（コントラバス）

NEWアルバム発売記念。二人がつむぎだす極上の美意識！
東京公演ではジャズ・ピアニストの国府弘子をゲストに迎えたスペシャル
ユニットが実現！ 

全席指定　7,000円（一般7,800円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

supported by Iwatani
25th Anniversary Concert「DELUXE」 ～Best Selection～
葉加瀬太郎
日医工 presents

Bunkamura オーチャードホール          JR「渋谷駅」ほか

今年の秋ツアーは25周年を迎え、
アニーバーサリーコンサートを開催いたします！

※3歳以上は有料。2歳以下は保護者ひざ上に限り無料（席が必要な場合は有料）

最寄駅

印象派の巨匠として絶大な人気を誇るクロード・モネ（1840－1926）。本展には、「印象派」という呼称の由来となったこと
で知られる《印象、日の出》＊1、滅多に同館を離れることのない《ヨーロッパ橋、サン＝ラザール駅》＊2が特別出展されます。
＊1…前期［9月19日～10月18日］のみの特別出展
＊2…後期［10月20日～12月13日］のみの特別出展

「印象、日の出」から「睡蓮」まで

区分① 一　般    1,000円（当日1,600円）
区分② 学　生       800円（当日1,300円）
区分③ 高校生       400円（当日800円）
区分④ 65歳以上   640円（当日1,000円）
1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

東京都美術館 企画展示室  
       JR「上野駅」ほか

※金曜日、10月31日（土）～11月2日（月）は20：00まで。ただし、《印象、日の出》展示期間［9月19日～10月18日］の金・土曜日および9月20日（日）～22日（火・祝）、
10月11日（日）は21：00まで　※休室日：月曜日、10月13日（火）、11月24日（火）。ただし、9月21日（月・祝）、10月12日（月・祝）、11月2日（月）・23日（月・祝）は開室
※中学生以下は無料　※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料。10月21日

（水）、11月18日（水）は、シルバーデーにより65歳以上の方は無料（当日は混雑が予想されます）。 毎月第3土・翌日曜日は、家族ふれあいの日により18歳未満の子を同
伴する保護者（都内在住）は一般当日料金の半額　＊いずれも証明できるものをお持ちください

S席　6,000円（一般6,500円）

１会員2枚まで（10枚限定・抽選）

20th  Ann iversary

サントリーホール          東京メトロ「溜池山王駅」ほか

今年でデビュー20th Anniversaryを迎える高嶋ちさ子のHATSレーベル移
籍第2弾アルバム「Strings on Fire」をリリース。前作を凌駕する“男組”メン
バーによるパワフルな演奏を中心に、12人のヴァイオリニストとの演奏や、
ギターと弦カルテットなど、クラシックの名曲が新しいスタイルで表現され
ています。ぜひ会場でお楽しみください。

※未就学児の入場不可

高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト、村松亜紀（ピアノ）

高嶋ちさ子  12人のヴァイオリニスト「Brillante」高嶋ちさ子  12人のヴァイオリニスト「Brillante」

最寄駅場　所

区分・料金

申込数

最寄駅場　所

区分・料金

申込数

Bunkamuraオーチャードホール          JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

出　演

愛しきあなたへ／ホテル／リベルタンゴ　ほか演奏曲目

ゲスト

バンド

場　所

料　金

申込数

場　所

区分・料金

申込数

場　所

料　金

申込数

最寄駅

出　演

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

区分
①

区分
②

マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展

最寄駅

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

156416 8月19日（水）
8月22日（土）

156415 締　切　日
抽選確認日

8月6日（木）
8月8日（土）7月11日（土）～9月23日（水・祝）

10月16日（金）～2016年1月11日（月・祝）
締　切　日
抽選確認日

9：30～17：00
※入館は閉館の30分前まで

9：30～17：30156413 8月24日（月）
8月27日（木）

156414 締　切　日
抽選確認日

8月17日（月）
8月20日（木）10月16日（金） 19：00

10月28日（水）19：00 29日（木）19：00

156417 8月19日（水）
8月22日（土）9月19日（土）～12月13日（日） 9：30～17：30

※入室は閉室の30分前まで

156412 8月13日（木）
8月16日（日）

締　切　日
抽選確認日10月10日（土） 16：00
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2015プレナスなでしこリーグ2部

差し替え画像が
見当たりません

①

②

③

④

9月13日（日）

9月27日（日）

10月12日（月・祝）

11月3日（火・祝）　

14:00

13：00

13：00

13:00

福岡J・アンクラス

アンジュビオレ広島

日体大FIELDS横浜

FC吉備国際大学Charme

駒沢オリンピック公園陸上競技場

味の素スタジアム西競技場

町田市立陸上競技場

味の素フィールド西が丘

区分 対戦相手日　程 開始時間 会　場

世田谷をホームタウンとし活動を行う「スフィーダ世田谷FC」は日本国内最大規模の女子サッカークラブで
す。セラ・サービスでは有料の試合をあっせんします。ぜひ地元クラブを応援しましょう!

スフィーダ世田谷FC

＊1…ホーム最終戦　　＊2…「中学・高校生」チケットをご希望のお客様は、セラ・サービスまでご連絡ください。
※チケットの受取時期は、各試合の２週間前ごろの予定です

全席自由　一般（大学生以上）　50円（当日1,000円）　
               中学・高校生　　　 10円（当日500円）　
               小学生以下              無料

＊2

＊1

※タオル、バスタオルなどはお持ちください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、全日券が必要です　
※チケットは中学生以上が対象です。小学生は別途料金設定。
　詳しくは、施設にお問い合わせください

       京王線「仙川駅」徒歩5分　☎03（3309）4126

2015年4月「天然温泉認定」につき、リニューアルオープン!

区分① 全日入浴券　530円（一般850円）
区分② 岩盤浴券　   520円（一般700円）

最寄駅

       東急田園都市線「あざみ野駅」より無料シャトルワゴン運行中
☎045（905）2641

高濃度炭酸泉を含む15種類のお風呂やサウナ、岩盤浴で、
ごゆっくりお過ごしください。無料駐車場あり。

区分① 全日入浴券　470円（一般780円）
区分② 岩盤浴券　   360円（一般500円）

最寄駅

       東急田園都市線「宮前平駅」徒歩4分　☎044（860）2641

和モダン＆シックな空間で、源泉かけ流しに
関東最大級の岩盤浴がお楽しみいただけます。

区分① 平日入浴券　   880円（一般1,240円）
区分② 全日入浴券　1,090円（一般1,500円）
区分③ 岩盤浴券　      520円（一般800円）

最寄駅

※タオル、バスタオルなどはお持ちください
　（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、全日券が必要です
※チケットは中学生以上が対象です。小学生は別途料金設定。
　詳しくは、施設にお問い合わせください
※有効期限は発効日から1年間です
※チケットの受取時期は、9月上旬の予定です

天然温泉 仙川 湯けむりの里

すすき野 湯けむりの里

宮前平源泉 湯けむりの庄

※平日券は、月～金曜日（祝日を除く）のご利用となります　
※料金にはフェイスタオル、バスタオル、館内着のレンタル料を含みます　
※岩盤浴をご利用の場合は、平日券または全日券が必要です　　

＠nifty温泉全国
総合ランキング
5年連続

トップ3に入賞!

※有効期限は発効日から
　1年間です
※チケットの受取時期は、
　9月上旬の予定です

※チケットは中学生以上が対象
です。小学生は別途料金設定。
詳しくは、施設にお問い合わせ
ください　

※有効期限は
　発効日から1年間です
※チケットの受取時期は、
　9月上旬の予定です

ありがとう45周年！
アニメ「サザエさん」放送開始45周年！

サザエさんが住む町あさひが丘を散策したり、1/15サイズの磯野
家のジオラマ模型を鑑賞したり、サザエさん世界を身近に感じられ
る展覧会！
※前売り限定特典：オリジナルステッカープレゼント！（入場時にお渡します）

みんなのサザエさん展

区分① おとな　　　　　　　 300円（当日800円）
区分② こども（小学～高校生） 100円（当日400円）

1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

松坂屋上野店 本館6階 催事場          JR「上野駅」ほか

※小学生未満は無料　※障がい者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料

最寄駅

区分① 一　般　　 1,000円（当日1,500円）
区分② 大学・高校生　600円（当日1,000円）
区分③ 中学・小学生　350円（当日700円）
1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

Bunkamura ザ･ミュージアム　　
        JR「渋谷駅」ほか

※毎週金・土曜日は21：00まで開館
※会期中は10月5日（月）のみ休館　
※未就学児は入場無料　
※障害者手帳のご提示で割引料金あり。詳しくは、窓口でお尋ねください

風景を旅する―聖なる風景からヨーロッパの原風景へ
ウィーン美術史美術館所蔵

ハプスブルク家のコレクションに始まる膨大な数の
美術作品が所蔵されているウィーン美術史美術館。
絵画作品のなかから「風景」に焦点をあてて選んだ約
70点の作品により、「聖書」や「神話」の物語の舞台と
して描かれた風景表現の歩みを展観していきます。

ルーカス・ファン・ファルケンボルフ 
《夏の風景（7月または8月）》 

1585年 油彩・キャンヴァス

ホーホストラーテンの画家 
《聖母子と聖カタリナと聖バルバラ》 

1510年頃 油彩・板

ⓒ長谷川町子美術館

風景画の誕生

料　金

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

申込数

最寄駅
場　所

区分・料金

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

156500 締　切　日
抽選確認日

8月24日（月）　
8月27日（木）

区　分　下記本文中をご参照ください
申込数　1会員合計10枚まで（各10枚限定・抽選）　

8月16日（日）
8月21日（金）156501 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計10枚まで（1500枚限定・抽選）

8月16日（日）
8月21日（金）156502 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計10枚まで（250枚限定・抽選）

8月16日（日）
8月21日（金）156503 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計10枚まで（2500枚限定・抽選）

10：00～20：00（最終日は17：00まで）
※入館は閉館の30分前まで156419 8月16日（日）

8月20日（木）9月18日（金）～29日（火）

9月9日（水）～12月7日（月）10：00～19：00※入館は閉館の30分前まで156418 締　切　日
抽選確認日

8月13日（木）
8月16日（日）
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Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

2015プレナスなでしこリーグ2部

差し替え画像が
見当たりません

①

②

③

④

9月13日（日）

9月27日（日）

10月12日（月・祝）

11月3日（火・祝）　

14:00

13：00

13：00

13:00

福岡J・アンクラス

アンジュビオレ広島

日体大FIELDS横浜

FC吉備国際大学Charme

駒沢オリンピック公園陸上競技場

味の素スタジアム西競技場

町田市立陸上競技場

味の素フィールド西が丘

区分 対戦相手日　程 開始時間 会　場

世田谷をホームタウンとし活動を行う「スフィーダ世田谷FC」は日本国内最大規模の女子サッカークラブで
す。セラ・サービスでは有料の試合をあっせんします。ぜひ地元クラブを応援しましょう!

スフィーダ世田谷FC

＊1…ホーム最終戦　　＊2…「中学・高校生」チケットをご希望のお客様は、セラ・サービスまでご連絡ください。
※チケットの受取時期は、各試合の２週間前ごろの予定です

全席自由　一般（大学生以上）　50円（当日1,000円）　
               中学・高校生　　　 10円（当日500円）　
               小学生以下              無料

＊2

＊1

※タオル、バスタオルなどはお持ちください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、全日券が必要です　
※チケットは中学生以上が対象です。小学生は別途料金設定。
　詳しくは、施設にお問い合わせください

       京王線「仙川駅」徒歩5分　☎03（3309）4126

2015年4月「天然温泉認定」につき、リニューアルオープン!

区分① 全日入浴券　530円（一般850円）
区分② 岩盤浴券　   520円（一般700円）

最寄駅

       東急田園都市線「あざみ野駅」より無料シャトルワゴン運行中
☎045（905）2641

高濃度炭酸泉を含む15種類のお風呂やサウナ、岩盤浴で、
ごゆっくりお過ごしください。無料駐車場あり。

区分① 全日入浴券　470円（一般780円）
区分② 岩盤浴券　   360円（一般500円）

最寄駅

       東急田園都市線「宮前平駅」徒歩4分　☎044（860）2641

和モダン＆シックな空間で、源泉かけ流しに
関東最大級の岩盤浴がお楽しみいただけます。

区分① 平日入浴券　   880円（一般1,240円）
区分② 全日入浴券　1,090円（一般1,500円）
区分③ 岩盤浴券　      520円（一般800円）

最寄駅

※タオル、バスタオルなどはお持ちください
　（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、全日券が必要です
※チケットは中学生以上が対象です。小学生は別途料金設定。
　詳しくは、施設にお問い合わせください
※有効期限は発効日から1年間です
※チケットの受取時期は、9月上旬の予定です

天然温泉 仙川 湯けむりの里

すすき野 湯けむりの里

宮前平源泉 湯けむりの庄

※平日券は、月～金曜日（祝日を除く）のご利用となります　
※料金にはフェイスタオル、バスタオル、館内着のレンタル料を含みます　
※岩盤浴をご利用の場合は、平日券または全日券が必要です　　

＠nifty温泉全国
総合ランキング
5年連続

トップ3に入賞!

※有効期限は発効日から
　1年間です
※チケットの受取時期は、
　9月上旬の予定です

※チケットは中学生以上が対象
です。小学生は別途料金設定。
詳しくは、施設にお問い合わせ
ください　

※有効期限は
　発効日から1年間です
※チケットの受取時期は、
　9月上旬の予定です

ありがとう45周年！
アニメ「サザエさん」放送開始45周年！

サザエさんが住む町あさひが丘を散策したり、1/15サイズの磯野
家のジオラマ模型を鑑賞したり、サザエさん世界を身近に感じられ
る展覧会！
※前売り限定特典：オリジナルステッカープレゼント！（入場時にお渡します）

みんなのサザエさん展

区分① おとな　　　　　　　 300円（当日800円）
区分② こども（小学～高校生） 100円（当日400円）

1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

松坂屋上野店 本館6階 催事場          JR「上野駅」ほか

※小学生未満は無料　※障がい者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料

最寄駅

区分① 一　般　　 1,000円（当日1,500円）
区分② 大学・高校生　600円（当日1,000円）
区分③ 中学・小学生　350円（当日700円）
1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

Bunkamura ザ･ミュージアム　　
        JR「渋谷駅」ほか

※毎週金・土曜日は21：00まで開館
※会期中は10月5日（月）のみ休館　
※未就学児は入場無料　
※障害者手帳のご提示で割引料金あり。詳しくは、窓口でお尋ねください

風景を旅する―聖なる風景からヨーロッパの原風景へ
ウィーン美術史美術館所蔵

ハプスブルク家のコレクションに始まる膨大な数の
美術作品が所蔵されているウィーン美術史美術館。
絵画作品のなかから「風景」に焦点をあてて選んだ約
70点の作品により、「聖書」や「神話」の物語の舞台と
して描かれた風景表現の歩みを展観していきます。

ルーカス・ファン・ファルケンボルフ 
《夏の風景（7月または8月）》 

1585年 油彩・キャンヴァス

ホーホストラーテンの画家 
《聖母子と聖カタリナと聖バルバラ》 

1510年頃 油彩・板

ⓒ長谷川町子美術館

風景画の誕生

料　金

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

申込数

最寄駅
場　所

区分・料金

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

156500 締　切　日
抽選確認日

8月24日（月）　
8月27日（木）

区　分　下記本文中をご参照ください
申込数　1会員合計10枚まで（各10枚限定・抽選）　

8月16日（日）
8月21日（金）156501 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計10枚まで（1500枚限定・抽選）

8月16日（日）
8月21日（金）156502 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計10枚まで（250枚限定・抽選）

8月16日（日）
8月21日（金）156503 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計10枚まで（2500枚限定・抽選）

10：00～20：00（最終日は17：00まで）
※入館は閉館の30分前まで156419 8月16日（日）

8月20日（木）9月18日（金）～29日（火）

9月9日（水）～12月7日（月）10：00～19：00※入館は閉館の30分前まで156418 締　切　日
抽選確認日

8月13日（木）
8月16日（日）
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ツアー代金5％オフに加え1,500円補助付き！

出発日が8月～10月末までの日帰りバスツアーが対象です。
※本誌掲載以外のツアーは、インターネットまたはパンフレットをご覧ください

小田急トラベル 日帰りバスツアー

会員・登録家族（小学生以上／小・中学生は保護者同伴）

50人 １回

代金より5％割引き後の価格に対して1,500円

①小田急トラベルの各店舗（『利用ガイド』80頁参照）に電話で、「セラ・サービスの会員」である旨
お伝えのうえ、ご予約ください。
②ご予約後、ご旅行代金支払日の５日前までに、Webまたは音声応答システムでセラ・サービスへ
補助券をお申し込みください。
③支払期日までに、申し込まれた営業所へ補助券を提出のうえ、差額の旅行代金をお支払いください。
なお、『利用ガイド』掲載事業の「日帰りバスツアー」利用補助券との併用はできません。

※補助券のご利用は、補助券に記載されている会員および登録家族に限ります

対象ツアー

参加資格

募集人員 利用回数

補 助 額

利用方法

事　業
コード 156800 9月24日（木）締　切　日Web 音声応答システム

小田急沿線出発の日帰りバスツアーです。5％の割引に加え、1,500円の補助も受けられ、
大変お得です。ぜひ、ご家族・同僚とご利用ください。

http://www.odakyu-travel.co.jp/kokunai/bus/

Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。
ツアー代金5％オフに加え1,500円補助付き！
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ツアー代金5％オフに加え1,500円補助付き！

出発日が8月～10月末までの日帰りバスツアーが対象です。
※本誌掲載以外のツアーは、インターネットまたはパンフレットをご覧ください

小田急トラベル 日帰りバスツアー

会員・登録家族（小学生以上／小・中学生は保護者同伴）

50人 １回

代金より5％割引き後の価格に対して1,500円

①小田急トラベルの各店舗（『利用ガイド』80頁参照）に電話で、「セラ・サービスの会員」である旨
お伝えのうえ、ご予約ください。
②ご予約後、ご旅行代金支払日の５日前までに、Webまたは音声応答システムでセラ・サービスへ
補助券をお申し込みください。
③支払期日までに、申し込まれた営業所へ補助券を提出のうえ、差額の旅行代金をお支払いください。
なお、『利用ガイド』掲載事業の「日帰りバスツアー」利用補助券との併用はできません。

※補助券のご利用は、補助券に記載されている会員および登録家族に限ります

対象ツアー

参加資格

募集人員 利用回数

補 助 額

利用方法

事　業
コード 156800 9月24日（木）締　切　日Web 音声応答システム

小田急沿線出発の日帰りバスツアーです。5％の割引に加え、1,500円の補助も受けられ、
大変お得です。ぜひ、ご家族・同僚とご利用ください。

http://www.odakyu-travel.co.jp/kokunai/bus/

Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。
ツアー代金5％オフに加え1,500円補助付き！
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詳しくは昭和信用金庫各店窓口係または
下記フリーダイヤルまでお問い合わせください

（平日9：00～17：00）0120-87-2315 平成26年4月1日現在

※上記金利はインターネットのお申込による適用金利となります。　※ご利用いただける方は、原則とし
て当金庫の営業地域内にお住まいか、営業地区内の事業所に勤務されている方に限らせていただきま
す。　※お申込みに際しては事前に審査をさせていただきます。結果によってはご希望にそえない場合も
ございますのであらかじめご了承ください。　※変動金利の利率は、当金庫「しょうわ基準金利」を基準と
して決定する利率を適用させていただきます。お申込日ではなく実際にお借入れいただく日の金利が適用
されます。ご融資後の利率は4月1日・10月1日の当金庫「しょうわ基準金利」を基準として年2回見直しま
す。　※繰上返済をする場合は、手数料がかかります。　※現在のご融資利率・ご返済の試算につきま
しては窓口へお問い合わせください。　※店頭に商品概要説明書をご用意しております。詳しくは窓口係
または営業係におたずねください。

■ご融資額：1,000万円以内　■ご融資期間：15年以内
※別途保証料がかかります（ご融資金額100万円、ご融資期間15年の場合、57,500円）

年1.675％
〈通常金利〉年1.775％

変 動 金 利

■ご融資額：500万円以内　■ご融資期間：10年以内
※別途保証料がかかります（ご融資金額100万円、ご融資期間5年の場合、12,600円）

年1.675％
〈通常金利〉年1.775％

3年超 変動金利

年2.10％3年以内固定金利 〈通常金利〉
年2.20％

■ご融資額：500万円以内　■ご融資期間：10年以内
※別途保証料がかかります（ご融資金額100万円、ご融資期間5年の場合、20,600円）

年2.175％
〈通常金利〉年2.275％

3年超 変動金利

年2.70％3年以内固定金利 〈通常金利〉
年2.80％

エコリフォームローンエコリフォームローン

マイカーローンマイカーローン

教育ローン教育ローン

〈ホームページ〉〈ホームページ〉

24時間申込可能

インターネットなら

店頭表示金利より▲0.1％店頭表示金利より▲0.1％
インターネットによるお申込で、インターネットによるお申込で、

ローンお申込
受付中！

ローンお申込
受付中！

音声応答システム電話番号 ☎03（5486）7733

音声応答システム入力方法

パソコン・スマホ申し込み方法
セラ サービス

受付時間　6:00～24:00
（土日・祝日も受け付けます）

受付時間　24時間
（土日・祝日も受け付けます）

セラ・サービスのWeb会員に登録すると、会報誌『せら』と
『利用ガイド』掲載事業へのお申し込みが一部を除き、
Webで行うことができます。

※電話がつながりましたら、音声アナウンスに従って入力してください
※トーンボタン、PBボタン等のある電話器では、電話がつながりましたら、そのボタンを押してからご利用ください

パスワードをEメールでお送りします。パスワードが届いた時点から、お申し込みいただけます。
※パスワードをお忘れになった場合は、セラ･サービス（selasv＠setagaya-icl.or.jp）へメールしてください。
　パスワードを再発行します

トップページ右上の「Web会員ログイン」を
クリックまたはタップしてください。

「Web会員申請はこちら」をクリックまたは
タップし、表示される要綱に同意のうえ、必
要事項を入力して送信してください。

区　　分（1桁）

数　　量（2桁）

登録の終了（1桁）

受取方法（1桁）

受付番号のアナウンス

続柄コード（2桁）

区　　分（1桁）

次の登録の指示
（1桁）

チケット等の お申し込み グルメイベント等の お申し込み
※区分の記載がある場合のみお伺い

します

※数量の記載がある場合のみお伺い
します

（例）2枚申し込む場合　02

※登録の終了は‘5’を、別の区分の
登録は‘7’を入力

※ただし、区分を入力したときのみ指
示があります

※窓口受け取りは‘１’、自宅郵送は‘3’、勤務先郵送は‘5’
勤務先への郵送は、事業所登録されている所在地あてとなります。各支店等への郵送はできません
ので、あらかじめご了承ください

※入力終了後、6桁の受付番号を2回アナウンスします。電話を切らずに最後までお聞きください。
　お問い合わせの際は、この番号をお知らせください

※登録が必要なイベントのみお伺い
します。続柄コード（本頁下参照）を
入力してください

※区分の記載がある場合のみお伺い
します

※会員の家族の登録は‘1’を、
　他の会員の登録は‘3’を、
　登録の終了は‘5’を入力します

※

繰
り
返
し
入
力
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※

登
録
す
る
人
数
分
繰
り
返
し
入
力
し
ま
す

※一度お申し込みになると、音声応答システムおよびWebでは訂正できません。あらかじめご了承ください

1

3

2

会員番号（９桁）
会員の生年月日
（月日）（4桁）
サービス番号（1桁）

事業コード（6桁）

1

8

9

2

3

4

5

6

7

5

6

7

（例）95432-0007　　954320007

（例）4月15日生まれ　　0415

『せら』イベントへの申し込みなので　　

各記事左上をご覧ください。

3
抽選結果の確認時はサービス番号　　 43

申込内容の変更および取り消しは、締め切り日前にセラ・サービスへ直接ご連絡ください。　☎03（3411）6655次号の会報誌『せら』は、9月末に発送する予定です。

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）

9 月　7 日（月）　10：00 ～ 15：00 　えびす支店（渋谷区恵比寿１－５－９）
9 月　9 日（水）　10：00 ～ 15：00 　多摩川支店（調布市多摩川５－５－１）
9 月 12 日（土）　10：00 ～ 15：00 　三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋１－４１－１０）
9 月 16 日（水）　10：00 ～ 15：00 　大橋支店（目黒区大橋２－２２－５）
9 月 18 日（金）　10：00 ～ 15：00 　桜上水支店（世田谷区桜上水４－１７－２）

相談日時 相談会場（昭和信用金庫） 予約先電話番号／受付時間

《問い合わせ先》 昭和信用金庫営業推進部営業企画課 　　®0120－87－2315

この相談会はセラ・サービス会員事業所である昭和信用金庫が実施するもので、同信用金庫のご協力により、セラ・
サービスの会員（家族を含む）もご利用いただけます。
年金相談を希望される方は、『セラ・サービス』の会員である旨お申し出のうえ、各店舗でご予約ください。

☎03（3444）4211 ／ 9：00 ～ 15：00
☎042（481）6211 ／ 9：00 ～ 15：00
☎03（3421）6101 ／ 9：00 ～ 15：00
☎03（3469）0315 ／ 9：00 ～ 15：00
☎03（3329）3241 ／ 9：00 ～ 15：00

平成26年度勤労者福祉事業（セラ・サービス）について

83,199,528

61,796,500

3,354,547

20,783,304

169,133,879

勤労者福祉事業の平成26年度の決算額は次のとおりです。

調査研究・情報提供事業費

健康維持増進事業費

自己啓発・余暇活動事業費

加入促進経費

給付金

その他支出

共済システム更新積立金

合　　計

収支差額

15,540,190

19,379,300

111,462,210

359,496

5,170,000

9,222,683

8,000,000

169,133,879

0

収入の部 決算額 内　　　容

支出の部 決算額 内　　　容
「会報誌せら」（年6回）及び「利用ガイド」平成27・28年度版の発行・配送
共済システムの保守経費
健康診断や人間ドック等の利用に対する補助
温泉チケットの購入や健康セミナーの開催に対する補助

宿泊施設やグルメ店等の利用に対する補助、観覧観劇チケットや特産品等の購入に対する補助

イベント参加費やチケット代金等 

会費及び入会金 

広告料収入等

 ̶̶

 ̶̶

事業運営収益

受取会費

雑収益

受取区補助金

合　　計

単位：円

加入促進用パンフレットの作成、 入会事業所紹介者への謝礼経費

結婚・出産・入院等の慶弔に関する給付金の支給

事業事務経費等

次期共済システム更新のための積立（予定）

 ̶̶

 ̶̶
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詳しくは昭和信用金庫各店窓口係または
下記フリーダイヤルまでお問い合わせください

（平日9：00～17：00）0120-87-2315 平成26年4月1日現在

※上記金利はインターネットのお申込による適用金利となります。　※ご利用いただける方は、原則とし
て当金庫の営業地域内にお住まいか、営業地区内の事業所に勤務されている方に限らせていただきま
す。　※お申込みに際しては事前に審査をさせていただきます。結果によってはご希望にそえない場合も
ございますのであらかじめご了承ください。　※変動金利の利率は、当金庫「しょうわ基準金利」を基準と
して決定する利率を適用させていただきます。お申込日ではなく実際にお借入れいただく日の金利が適用
されます。ご融資後の利率は4月1日・10月1日の当金庫「しょうわ基準金利」を基準として年2回見直しま
す。　※繰上返済をする場合は、手数料がかかります。　※現在のご融資利率・ご返済の試算につきま
しては窓口へお問い合わせください。　※店頭に商品概要説明書をご用意しております。詳しくは窓口係
または営業係におたずねください。

■ご融資額：1,000万円以内　■ご融資期間：15年以内
※別途保証料がかかります（ご融資金額100万円、ご融資期間15年の場合、57,500円）

年1.675％
〈通常金利〉年1.775％

変 動 金 利

■ご融資額：500万円以内　■ご融資期間：10年以内
※別途保証料がかかります（ご融資金額100万円、ご融資期間5年の場合、12,600円）

年1.675％
〈通常金利〉年1.775％

3年超 変動金利

年2.10％3年以内固定金利 〈通常金利〉
年2.20％

■ご融資額：500万円以内　■ご融資期間：10年以内
※別途保証料がかかります（ご融資金額100万円、ご融資期間5年の場合、20,600円）

年2.175％
〈通常金利〉年2.275％

3年超 変動金利

年2.70％3年以内固定金利 〈通常金利〉
年2.80％

エコリフォームローンエコリフォームローン

マイカーローンマイカーローン

教育ローン教育ローン

〈ホームページ〉〈ホームページ〉

24時間申込可能

インターネットなら

店頭表示金利より▲0.1％店頭表示金利より▲0.1％
インターネットによるお申込で、インターネットによるお申込で、

ローンお申込
受付中！

ローンお申込
受付中！

音声応答システム電話番号 ☎03（5486）7733

音声応答システム入力方法

パソコン・スマホ申し込み方法
セラ サービス

受付時間　6:00～24:00
（土日・祝日も受け付けます）

受付時間　24時間
（土日・祝日も受け付けます）

セラ・サービスのWeb会員に登録すると、会報誌『せら』と
『利用ガイド』掲載事業へのお申し込みが一部を除き、
Webで行うことができます。

※電話がつながりましたら、音声アナウンスに従って入力してください
※トーンボタン、PBボタン等のある電話器では、電話がつながりましたら、そのボタンを押してからご利用ください

パスワードをEメールでお送りします。パスワードが届いた時点から、お申し込みいただけます。
※パスワードをお忘れになった場合は、セラ･サービス（selasv＠setagaya-icl.or.jp）へメールしてください。
　パスワードを再発行します

トップページ右上の「Web会員ログイン」を
クリックまたはタップしてください。

「Web会員申請はこちら」をクリックまたは
タップし、表示される要綱に同意のうえ、必
要事項を入力して送信してください。

区　　分（1桁）

数　　量（2桁）

登録の終了（1桁）

受取方法（1桁）

受付番号のアナウンス

続柄コード（2桁）

区　　分（1桁）

次の登録の指示
（1桁）

チケット等の お申し込み グルメイベント等の お申し込み
※区分の記載がある場合のみお伺い

します

※数量の記載がある場合のみお伺い
します

（例）2枚申し込む場合　02

※登録の終了は‘5’を、別の区分の
登録は‘7’を入力

※ただし、区分を入力したときのみ指
示があります

※窓口受け取りは‘１’、自宅郵送は‘3’、勤務先郵送は‘5’
勤務先への郵送は、事業所登録されている所在地あてとなります。各支店等への郵送はできません
ので、あらかじめご了承ください

※入力終了後、6桁の受付番号を2回アナウンスします。電話を切らずに最後までお聞きください。
　お問い合わせの際は、この番号をお知らせください

※登録が必要なイベントのみお伺い
します。続柄コード（本頁下参照）を
入力してください

※区分の記載がある場合のみお伺い
します

※会員の家族の登録は‘1’を、
　他の会員の登録は‘3’を、
　登録の終了は‘5’を入力します

※

繰
り
返
し
入
力
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※

登
録
す
る
人
数
分
繰
り
返
し
入
力
し
ま
す

※一度お申し込みになると、音声応答システムおよびWebでは訂正できません。あらかじめご了承ください

1

3

2

会員番号（９桁）
会員の生年月日
（月日）（4桁）
サービス番号（1桁）

事業コード（6桁）

1

8

9

2

3

4

5

6

7

5

6

7

（例）95432-0007　　954320007

（例）4月15日生まれ　　0415

『せら』イベントへの申し込みなので　　

各記事左上をご覧ください。

3
抽選結果の確認時はサービス番号　　 43

申込内容の変更および取り消しは、締め切り日前にセラ・サービスへ直接ご連絡ください。　☎03（3411）6655次号の会報誌『せら』は、9月末に発送する予定です。

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）

9 月　7 日（月）　10：00 ～ 15：00 　えびす支店（渋谷区恵比寿１－５－９）
9 月　9 日（水）　10：00 ～ 15：00 　多摩川支店（調布市多摩川５－５－１）
9 月 12 日（土）　10：00 ～ 15：00 　三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋１－４１－１０）
9 月 16 日（水）　10：00 ～ 15：00 　大橋支店（目黒区大橋２－２２－５）
9 月 18 日（金）　10：00 ～ 15：00 　桜上水支店（世田谷区桜上水４－１７－２）

相談日時 相談会場（昭和信用金庫） 予約先電話番号／受付時間

《問い合わせ先》 昭和信用金庫営業推進部営業企画課 　　®0120－87－2315

この相談会はセラ・サービス会員事業所である昭和信用金庫が実施するもので、同信用金庫のご協力により、セラ・
サービスの会員（家族を含む）もご利用いただけます。
年金相談を希望される方は、『セラ・サービス』の会員である旨お申し出のうえ、各店舗でご予約ください。

☎03（3444）4211 ／ 9：00 ～ 15：00
☎042（481）6211 ／ 9：00 ～ 15：00
☎03（3421）6101 ／ 9：00 ～ 15：00
☎03（3469）0315 ／ 9：00 ～ 15：00
☎03（3329）3241 ／ 9：00 ～ 15：00

平成26年度勤労者福祉事業（セラ・サービス）について

83,199,528

61,796,500

3,354,547

20,783,304

169,133,879

勤労者福祉事業の平成26年度の決算額は次のとおりです。

調査研究・情報提供事業費

健康維持増進事業費

自己啓発・余暇活動事業費

加入促進経費

給付金

その他支出

共済システム更新積立金

合　　計

収支差額

15,540,190

19,379,300

111,462,210

359,496

5,170,000

9,222,683

8,000,000

169,133,879

0

収入の部 決算額 内　　　容

支出の部 決算額 内　　　容
「会報誌せら」（年6回）及び「利用ガイド」平成27・28年度版の発行・配送
共済システムの保守経費
健康診断や人間ドック等の利用に対する補助
温泉チケットの購入や健康セミナーの開催に対する補助

宿泊施設やグルメ店等の利用に対する補助、観覧観劇チケットや特産品等の購入に対する補助

イベント参加費やチケット代金等 

会費及び入会金 

広告料収入等

 ̶̶

 ̶̶

事業運営収益

受取会費

雑収益

受取区補助金

合　　計

単位：円

加入促進用パンフレットの作成、 入会事業所紹介者への謝礼経費

結婚・出産・入院等の慶弔に関する給付金の支給

事業事務経費等

次期共済システム更新のための積立（予定）

 ̶̶

 ̶̶
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〒154-0004　
東京都世田谷区太子堂 2－16－7　世田谷産業プラザ 4階

東急世田谷線
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田園
都市
線

三軒茶
屋駅

西友
三軒茶屋店

郵便局 至渋谷
→

国道2
46号（

玉川通
り）

交番

世田谷通り口

三軒茶屋駅

世田谷通り
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沢
通
り

北口

南口

キャロット
タワー

世田谷産業
プラザ４F
世田谷産業
プラザ４F

平日／ 9:00～17:30（土日・祝日休み）
お問い合わせ先

各種サービス申込先

窓口カウンター

TEL 03-5486-7733（音声応答システム）

FAX 03-3412-2340
セラ サービス

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

TEL 03-3411-6655

Web　　　　　　　    （24時間対応） 

〜セラ・サービスからのお知らせ〜

※『利用ガイド』（88頁）に掲載の「新規入会事業所カード」を
　ご利用ください

セラ・サービスにご入会いただける事業所を
ご紹介ください。

入会者数に応じてキャッシュバックします。
たとえば、入会者数5～9人で10,000円分の、40人
以上で50,000円分の区内共通商品券をプレゼント!
詳しくは、セラ・サービスまでお問い合わせください。

最 高

50,000円分の

商品券がもらえる!

最 高

50,000円分の

商品券がもらえる!

公益財団法人世田谷区産業振興公社

ふるさと区民まつり © 世田谷区

公益財団法人 世田谷区産業振興公社
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グルメイベント（5～6頁）
「豆魚菜 万さく」ほか

トピックス（1～4頁）
『利用ガイド』掲載事業のご案内

「ダスキン ハウスクリーニング
　　　　　　　  利用補助」（9頁）

特産品（7～8頁）
北海道「厳選 夏野菜セット」ほか
チケット（11～18頁）
「DREAM BOYS」ほか　

Ko Shibasaki
Live Tour 2015
Ko Shibasaki
Live Tour 2015
“こううたう”“こううたう”

柴咲コウ柴咲コウ

せ らsela
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あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。
Setagaya Labor Service
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セラ サービス


