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グルメイベント（5～6頁）
「ビストロ イル・ド・レ」ほか

トピックス（3頁）
「セラ・サービスゴルフ大会」

特産品（7～8頁）
新潟県十日町市「魚沼産コシヒカリ」ほか
チケット（10～16頁）
「フィットネスクラブティップネス」ほか　
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セラ サービス

※『利用ガイド』P.88に掲載の「新規入会事業所紹介カード」
　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。

入会者数に応じて商品券をプレゼントします。
たとえば、入会者数5～9人で10,000円、
40人以上で50,000円をプレゼント!
詳しくは、セラ・サービスまでお問い合わせください。

世田谷区農業祭  世田谷の花展 © 世田谷区



トランク
ルーム

『利用ガイド』P.87

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.76

東急ホテルズ
この夏、二子玉川と大阪USJ®に新規オープン！
出張に帰省に旅行に、様々な形でご活用ください！

20％引きor
お得なプラン

全国

法人会員番号：300200119
パスワード：ref109

☎0120-21-5489予 約

150000
事業コード 施設コード

710

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.69

あずまや高原ホテル
信州真田は映画『サマーウォーズ』やNHK大河ドラマ『真田丸』
の舞台! 絶景の露天風呂、旬の贅を尽した料理、そして心のこ
もったおもてなし。標高1500mの高原にたたずむ雲上のホテル
で、四季折々の自然が彩る至福のひとときをどうぞ。

8,000円～

信州
上田真田

［住　　所］長野県上田市真田町長1278
［アクセス］上信越道「上田菅平I.C.」より車で30分

☎0120-54-1263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

121

セラ・サービス
補     助     額

特　典

『利用ガイド』P.85

プレシュスタジオ

Hello Storage 
ハローストレージ

一軒家2時間貸し切り型こども写真館 プレシュスタジオ。レンタ
ル着物・衣装・簡易ヘアメイク無料。平日お子様お一人まで着付無
料（ハイシーズン除く）。無料駐車場全店完備。110～150枚の写真
データをお帰りの際に即日お渡し。 会員証提示で500円割引き！

たまにしか使わないレジャー用品や季節物などを近場に保管
し、24時間いつでも出し入れできる便利な賃貸型トランク
ルームの「家庭用」「企業用」が、セラ会員の特典でお得にご利用
いただけます。

●利用方法／まずはお電話で、お名前とセラ・サービ
スの会員番号をお伝えください。

●利用資格／会員本人

※インターネットからの申し込みでは、割
引きサービスは受けられません。あらか
じめご了承ください

4,000円
セラ・サービス
補     助     額 4,000円

写真館

世田谷本店　☎03-6909-1568
自由が丘店　☎03-6411-6898
田園調布店　☎03-5755-5668

151700
事業コード 施設コード

001 『利用ガイド』P.86

写真館ピノキオ
七五三・お宮参り・成人式など記念に残るお写真をプロの美容
師とカメラマンが心を込めてお作り致します。ピノキオグルー
プは全14店舗。お近くの店舗でお待ちしております。
会員証提示で「写真つきカレンダー」プレゼント！

写真館

☎0120-370-115予 約

予 約

151700
事業コード 施設コード

002

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.73

当間高原リゾート
ベルナティオ

あてま温泉 当間高原リゾート ベルナティオ。「室内プール」や
「自然体験」などアクティビティ充実♪ 品数豊富なビュッフェ
の夕食や温泉も大好評! 秋は色づく紅葉も見ものです！
新宿駅等より無料送迎プランもあり。

4,800円～

新潟県
十日町

［住　　所］新潟県十日町市珠川
［アクセス］関越道「塩沢石打I.C.」より車で40分

☎025-758-4888予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
11：00

150000
事業コード 施設コード

119

補　助　券
利用時料金

『利用ガイド』P.61

吉池旅館
今年度創業75年。四季折々を映す旧岩崎邸の一万坪の回遊式日
本庭園と自家源泉6本の豊富な湯量を持つ100%源泉掛流し温
泉旅館。貸し切り風呂は2ヶ所あり、予約なし・料金無料。空いて
いれば自由にご利用頂けます。

12,350円～

箱根湯本

［住　　所］神奈川県足柄下郡箱根町湯本597
［アクセス］箱根登山鉄道「箱根湯本駅」徒歩7分

☎03-3832-3814予 約

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

103

4,000円
セラ・サービス補助　1泊につき

契約賃料1ヶ月分無料　
総合受付 0120-52-4185

エリア等の詳細は ハローストレージ

営業時間：9：00～18：00
®

※お申し込み時点のキャンペーンとの併用も
　可能です。

東急ホテルズ

キャンプ用品を
倉庫に入れて
遊んでます。

by ドライブ好きのO様

音楽仲間とシェア
して楽器を入れて
ます。

by 普段は会社員の
　  W様

趣味の作品を
作るための道具
入れです！
by 30代OLのU様

増える洋服の
ウォークインク
ローゼット
by アーティストで
　  俳優T様

家の［建て替え］
が終わるまで
一時保管！
by 四人家族のサラ
     リーマンH様

普段使わない
季節の物はコン
テナに収納！
by コンテナのお隣に
　  住むG様

利用ガイド 事 業 紹 介 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。

※料金は、会員本人補助額4,000円を利用した場合の金額です。
　家族会員は2,000円の補助となります
※料金は、シーズンや宿泊プランにより変動します。詳しくは、
　各施設にお問い合わせください
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Web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、FAX申込は裏表紙をご覧ください。

http://www.futacolab.jp

優勝者ほか、多数賞品あり

会員・登録家族12，000円　関係者15，000円
※プレー費、カート代、キャディフィー、昼食代、1ドリンク代が含まれます

今年もセラ・サービス主催のゴルフ大会を実施します！
富士山の裾野の大自然が巧みに生かされ、ゴルフをすることの楽しみを
深く味あわせてくれるプレイアビリティーの高いコースです。

スイーツの激戦区 自由が丘で修行を積んだパティシエが特別なレシピを開発。お口に入れた瞬間、
“ほろほろ”とくずれる新感覚のお菓子『ホロホロ』が生まれました。そのやさしい食感は、ご高齢の方
からお子さまで、安心してお召し上がりいただけます。
その『ホロホロ』の6つの風味を詰め合わせた特別なギフトセットをご用意しました。どこか懐かしい

「きなこ味」、お子さまにも大人気の「いちご味」、お茶請けにもピッタリの「抹茶味」、種入りの驚きの食
感「かぼちゃ味」、ほのかな酸味の「ゆず味」、ほんのりチョコ風味の「ショコラ味」の豪華な組み合わせ。
テーブルが華やぐお茶請けの決定版です。
また、今、大活躍中のダウン症のアーティスト「おがたりこ」のステキなフラワーアートをパッケージに
添えました。カラフルな色づかいと大胆な筆のタッチは、みる人を幸せな気持ちにさせてくれるはず。
大切な方への贈り物として、お歳暮にもピッタリの一品です。
※ご希望の方には、「お歳暮」と印刷された熨斗シールを貼らせていただきます。

おがたりこ：プロフィール
1994年世田谷区に生まれる。ダウン症。2007年よりアート活動を展開し、個展やグループ展
など30回以上の出展を行う。「ロバミュージアム2012」しりあがり寿さん個人賞受賞、「ロバ
ミュージアム2013」KIKIさん個人賞受賞、「産経ニュース」「SANKEI EXPRESS」掲載、テレビ
東京「HOPE for tomorrow」出演。2015年6月に行われたアートイベント「アンサンブルde
アート」（東京都世田谷区）では、商店街でおがたりこさんの作品が展示されるなど、支援の輪が
広がっている。

▶ 代金お支払い方法など詳細は、抽選後、当選者に別途お知らせします。
▶ 宿泊をご希望の場合は、クラブハウスに隣接する「御殿場ウエストホテル」（『利用ガイド』P.74参照）が
　ございます（指定宿泊施設補助券利用可能：最大4,000円補助）。

▶ 組み合わせは、セラ・サービスにて決めさせていただきます。また、プレー終了後、現地で「懇親会」および
　「表彰式」を行います。

11月18日（水）　※雨天決行

　受付　7：30～8：00
　開始　8：30
　OUT・IN 同時スタート

太平洋クラブ御殿場ウエスト
　静岡県御殿場市印野1044－1
　東名高速・御殿場I.C.より[約9km・約18分]
　☎0550－89－0330

会員・登録家族、その関係者

40人（抽選）  ※最少催行人数24人

18ホールストロークプレー（新ぺリア方式）

5，000円（懇親会・賞品代）

セラ・サービス

製造日より60日

直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

12月17日（木）

2,900円（一般3,900円） 税・送料込み

ゴルフ大会ゴルフ大会 申込方法　「特産品」の［申込方法］をご覧ください。【7頁➡】ゴルフ大会

アーティスト「おがたりこ」のアートカード×1枚
※3種のフラワーアートのうち、いずれか1種となります。
　フラワーアートのご指定はできません

●きなこ×1袋　　●抹茶×1袋　 ●いちご×1袋
●ショコラ×1袋　●ゆず×1袋　 ●かぼちゃ×1袋
各1袋／9粒（7g／1粒）　計6袋入り

の 　 し

抹茶味抹茶味

本商品価格の10％が、おがたりこさんの夢である
海外デビューの支援金として活用されます。

東京都世田谷区等々力

株式会社 グラディエ futacolab事業部

産地／製造地

企画／運営／販売

う

う

日　程

会　場

参加資格

募集人数

競技方法

参加費

プレー費
内　容

料　金

賞味期限

保存方法

発 送 日

賞　品

注意事項

申込数音声応答システム
での申し込み不可

事　業
コード 157200 1会員5セットまで（限定50セット）　

※限定数を超えた場合は抽選
締　切　日
抽選公開日

11月18日（水）
11月20日（金）Web 音声応答システム事　業

コード 157000 締　切　日
抽選公開日

10月16日（金）
10月20日（火）FAX

ほろ ほ ろとお口にひろがる

～ステキな花柄アートのパッケージでお歳暮にピッタリ～
新食感のお菓子
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Web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、FAX申込は裏表紙をご覧ください。

http://www.futacolab.jp

優勝者ほか、多数賞品あり

会員・登録家族12，000円　関係者15，000円
※プレー費、カート代、キャディフィー、昼食代、1ドリンク代が含まれます

今年もセラ・サービス主催のゴルフ大会を実施します！
富士山の裾野の大自然が巧みに生かされ、ゴルフをすることの楽しみを
深く味あわせてくれるプレイアビリティーの高いコースです。

スイーツの激戦区 自由が丘で修行を積んだパティシエが特別なレシピを開発。お口に入れた瞬間、
“ほろほろ”とくずれる新感覚のお菓子『ホロホロ』が生まれました。そのやさしい食感は、ご高齢の方
からお子さまで、安心してお召し上がりいただけます。
その『ホロホロ』の6つの風味を詰め合わせた特別なギフトセットをご用意しました。どこか懐かしい
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感「かぼちゃ味」、ほのかな酸味の「ゆず味」、ほんのりチョコ風味の「ショコラ味」の豪華な組み合わせ。
テーブルが華やぐお茶請けの決定版です。
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おがたりこ：プロフィール
1994年世田谷区に生まれる。ダウン症。2007年よりアート活動を展開し、個展やグループ展
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広がっている。

▶ 代金お支払い方法など詳細は、抽選後、当選者に別途お知らせします。
▶ 宿泊をご希望の場合は、クラブハウスに隣接する「御殿場ウエストホテル」（『利用ガイド』P.74参照）が
　ございます（指定宿泊施設補助券利用可能：最大4,000円補助）。

▶ 組み合わせは、セラ・サービスにて決めさせていただきます。また、プレー終了後、現地で「懇親会」および
　「表彰式」を行います。

11月18日（水）　※雨天決行

　受付　7：30～8：00
　開始　8：30
　OUT・IN 同時スタート

太平洋クラブ御殿場ウエスト
　静岡県御殿場市印野1044－1
　東名高速・御殿場I.C.より[約9km・約18分]
　☎0550－89－0330

会員・登録家族、その関係者

40人（抽選）  ※最少催行人数24人

18ホールストロークプレー（新ぺリア方式）

5，000円（懇親会・賞品代）

セラ・サービス

製造日より60日

直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

12月17日（木）

2,900円（一般3,900円） 税・送料込み

ゴルフ大会ゴルフ大会 申込方法　「特産品」の［申込方法］をご覧ください。【7頁➡】ゴルフ大会

アーティスト「おがたりこ」のアートカード×1枚
※3種のフラワーアートのうち、いずれか1種となります。
　フラワーアートのご指定はできません
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●ショコラ×1袋　●ゆず×1袋　 ●かぼちゃ×1袋
各1袋／9粒（7g／1粒）　計6袋入り

の 　 し

抹茶味抹茶味

本商品価格の10％が、おがたりこさんの夢である
海外デビューの支援金として活用されます。
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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.iledere.jp/

http://gita-setagaya.com/

旬遊紀

区　分

2,600円

会員・登録家族

せら特別ディナー
コース 6,264円

一　般

5,180円

同行者

10月20日（火）～11月30日（月）　土・日曜定休(祝日は営業)　

　　　　　17:30～23:00（ラストオーダー Food 22:00 Drink 22:30）　

渋谷区渋谷2－15－1 クロスタワー1階
☎03（3400）4755          JRほか「渋谷駅」徒歩5分

※税・サービス料込み

洗練されたスタッフによる心配りを尽くしたサービス。心をほどく美酒、
感性を刺激するスタイリッシュかつ滋味溢れる料理。上質な時間。心地よ
い空間。どこまでもお客様主体に時間が流れる。－そんなレストラン

「ラ・ロシェル」がビストロとして渋谷にオープンした「イル・ド・レ」。
ビストロ「イル・ド・レ」は、皆様を魅了する、おいしい料理とワインをご
提供してまいります。気軽に愉しいひとときをお過ごしください。

ビストロ イル・ド・レ

【せら特別ディナーコース】
前菜／魚料理／肉料理／デザート／1ドリンクとコーヒーまたは
紅茶付き
ディナータイムでのご提供となります。

ディナー

10月20日（火）～11月30日（月）　水曜定休

　　　　　11:30～14:00（ラストオーダー）

世田谷区桜3－2－10 桜クリーンキャッスル101
☎03（3439）8876          東急世田谷線「上町駅」徒歩約10分
東急田園都市線「桜新町駅」徒歩約15分　小田急線「経堂駅」徒歩約15分

イタリア料理ジータは世田谷区桜、東急世田谷線上町駅から徒歩約10分、オークラ
ランド向かいに位置する小さなレストランです。名物のフィレンツェ風Ｔボーンス
テーキをはじめ、オーナーシェフ福田耕二が1つ1つ心をこめたお料理でみなさま
をおもてなしいたします。シェフ自ら買い付けに行く世田谷、鎌倉、小平のお野菜
たち、契約農家さんの送ってくれるお野菜はもちろん無農薬栽培。季節ごとの味
覚を安心してお楽しみください。

“食べることで健康に”をテーマに、「食医同源」の思いを込めて。
中国料理 「旬遊紀」は目黒雅叙園のメインダイニングです。
世界初の回る中華テーブルを作ったのがここ、目黒雅叙園です。

イタリア料理 GITA

【ランチ】 スープ／自家製パン／前菜（メニューより1品）／
　　　　 パスタまたはピッツァ（メニューより1品）／メイン料理（メニューより1品）／デザート／
　　　　 コーヒーまたは紅茶

【ディナー】 スープ／前菜／パスタ／お肉料理／デザート（本日のメニューより）

ラ  ン  チ
　　　　　18:00～21:00（ラストオーダー）ディナー

イメージ

秋の味覚ディナーコース

区　分
1,500円

会員・登録家族
2,600円

3,000円 5,300円

一　般
シェフおすすめランチ①

②
※税・サービス料込み

10月20日（火）～11月30日（月）

　　　　　11:30～16:00

目黒区下目黒1－8－1 目黒雅叙園1階
☎03（5434）3976          JR「目黒駅」徒歩3分ほか

ラ  ン  チ 　　　　　17:30～21:30ディナー

11:30～21:30 ※すべてラストオーダーまでの表記

※写真は一例

ジータ

うめ きち

10月20日（火）～11月30日（月）　水曜定休

　　　　　11:30～13:30　※日曜のランチは定休

世田谷区三軒茶屋1－1－1　☎03（3795）4141
        東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩7分

オープンキッチンで、生から丁寧に焼き上げる“活け鰻”が特におすすめです。
秘伝のタレで焼いています。

うなぎ和食　梅　佶

中国料理　旬 遊 紀

【菊　膳】鰻重（竹）／刺身／一品／吸物／新香　
【コース】サラダ／刺身／本日の魚／手作りさつまあげ／茶碗蒸し／
　　　　 鰻重（梅）／肝吸／うなぎの骨せん／アイス
※料理の内容は、仕入れの状況等により変更する場合があります。ご了承ください

ラ  ン  チ
　　　　　17:00～23:00（ラストオーダー22：00）　ディナー

おすすめ鰻重一匹コース

区　分
3,300円

会員・登録家族
4,750円

3,500円 5,650円

一　般
菊　膳①

②
※税・サービス料込み　※②はディナーのみとなります

ディナーコース

区　分
3,200円

会員・登録家族
4,490円

6,500円 9,088円

同行者
4,989円

10,098円

一　般
旬香ランチ

※税・サービス料込み

コースは、4名以上および2日前までのご予約でお願いします。

平日
土日・祝日

【旬香ラ ン チ】 前菜三種盛り合わせ／フカヒレ料理／温菜3品／お食事／デザート
【ディナーコース】 冷菜五種五皿盛り／フカヒレスープ／温菜4種／お食事／デザート
※季節や仕入れ状況により、内容が異なる場合もございます

①
②

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

最寄駅

その他

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

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

最寄駅

その他

事　業
コード

事　業
コード

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157103

157104 締　切　日
抽選公開日

10月11日（日）
10月14日（水）

下記本文中をご参照ください157101 締　切　日
抽選公開日

10月11日（日）
10月14日（水）

下記本文中をご参照ください157102 締　切　日
抽選公開日

10月11日（日）
10月14日（水）

締　切　日
抽選公開日

10月11日（日）
10月14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.iledere.jp/

http://gita-setagaya.com/

旬遊紀

区　分

2,600円

会員・登録家族

せら特別ディナー
コース 6,264円

一　般

5,180円

同行者

10月20日（火）～11月30日（月）　土・日曜定休(祝日は営業)　

　　　　　17:30～23:00（ラストオーダー Food 22:00 Drink 22:30）　

渋谷区渋谷2－15－1 クロスタワー1階
☎03（3400）4755          JRほか「渋谷駅」徒歩5分

※税・サービス料込み

洗練されたスタッフによる心配りを尽くしたサービス。心をほどく美酒、
感性を刺激するスタイリッシュかつ滋味溢れる料理。上質な時間。心地よ
い空間。どこまでもお客様主体に時間が流れる。－そんなレストラン

「ラ・ロシェル」がビストロとして渋谷にオープンした「イル・ド・レ」。
ビストロ「イル・ド・レ」は、皆様を魅了する、おいしい料理とワインをご
提供してまいります。気軽に愉しいひとときをお過ごしください。

ビストロ イル・ド・レ

【せら特別ディナーコース】
前菜／魚料理／肉料理／デザート／1ドリンクとコーヒーまたは
紅茶付き
ディナータイムでのご提供となります。

ディナー

10月20日（火）～11月30日（月）　水曜定休

　　　　　11:30～14:00（ラストオーダー）

世田谷区桜3－2－10 桜クリーンキャッスル101
☎03（3439）8876          東急世田谷線「上町駅」徒歩約10分
東急田園都市線「桜新町駅」徒歩約15分　小田急線「経堂駅」徒歩約15分

イタリア料理ジータは世田谷区桜、東急世田谷線上町駅から徒歩約10分、オークラ
ランド向かいに位置する小さなレストランです。名物のフィレンツェ風Ｔボーンス
テーキをはじめ、オーナーシェフ福田耕二が1つ1つ心をこめたお料理でみなさま
をおもてなしいたします。シェフ自ら買い付けに行く世田谷、鎌倉、小平のお野菜
たち、契約農家さんの送ってくれるお野菜はもちろん無農薬栽培。季節ごとの味
覚を安心してお楽しみください。

“食べることで健康に”をテーマに、「食医同源」の思いを込めて。
中国料理 「旬遊紀」は目黒雅叙園のメインダイニングです。
世界初の回る中華テーブルを作ったのがここ、目黒雅叙園です。

イタリア料理 GITA

【ランチ】 スープ／自家製パン／前菜（メニューより1品）／
　　　　 パスタまたはピッツァ（メニューより1品）／メイン料理（メニューより1品）／デザート／
　　　　 コーヒーまたは紅茶

【ディナー】 スープ／前菜／パスタ／お肉料理／デザート（本日のメニューより）

ラ  ン  チ
　　　　　18:00～21:00（ラストオーダー）ディナー

イメージ

秋の味覚ディナーコース

区　分
1,500円

会員・登録家族
2,600円

3,000円 5,300円

一　般
シェフおすすめランチ①

②
※税・サービス料込み

10月20日（火）～11月30日（月）

　　　　　11:30～16:00

目黒区下目黒1－8－1 目黒雅叙園1階
☎03（5434）3976          JR「目黒駅」徒歩3分ほか

ラ  ン  チ 　　　　　17:30～21:30ディナー

11:30～21:30 ※すべてラストオーダーまでの表記

※写真は一例

ジータ

うめ きち

10月20日（火）～11月30日（月）　水曜定休

　　　　　11:30～13:30　※日曜のランチは定休

世田谷区三軒茶屋1－1－1　☎03（3795）4141
        東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩7分

オープンキッチンで、生から丁寧に焼き上げる“活け鰻”が特におすすめです。
秘伝のタレで焼いています。

うなぎ和食　梅　佶

中国料理　旬 遊 紀

【菊　膳】鰻重（竹）／刺身／一品／吸物／新香　
【コース】サラダ／刺身／本日の魚／手作りさつまあげ／茶碗蒸し／
　　　　 鰻重（梅）／肝吸／うなぎの骨せん／アイス
※料理の内容は、仕入れの状況等により変更する場合があります。ご了承ください

ラ  ン  チ
　　　　　17:00～23:00（ラストオーダー22：00）　ディナー

おすすめ鰻重一匹コース

区　分
3,300円

会員・登録家族
4,750円

3,500円 5,650円

一　般
菊　膳①

②
※税・サービス料込み　※②はディナーのみとなります

ディナーコース

区　分
3,200円

会員・登録家族
4,490円

6,500円 9,088円

同行者
4,989円

10,098円

一　般
旬香ランチ

※税・サービス料込み

コースは、4名以上および2日前までのご予約でお願いします。

平日
土日・祝日

【旬香ラ ン チ】 前菜三種盛り合わせ／フカヒレ料理／温菜3品／お食事／デザート
【ディナーコース】 冷菜五種五皿盛り／フカヒレスープ／温菜4種／お食事／デザート
※季節や仕入れ状況により、内容が異なる場合もございます

①
②

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

最寄駅

その他

期　間

営　業

場　所

料　金

料　理

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

最寄駅

その他

事　業
コード

事　業
コード

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157103

157104 締　切　日
抽選公開日

10月11日（日）
10月14日（水）

下記本文中をご参照ください157101 締　切　日
抽選公開日

10月11日（日）
10月14日（水）

下記本文中をご参照ください157102 締　切　日
抽選公開日

10月11日（日）
10月14日（水）

締　切　日
抽選公開日

10月11日（日）
10月14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。

陽光（14～16個） ５kg①

②

品　名区分

2,800円

会　員

10月下旬

発送日

ふじ（18～20個） ５kg 2,800円 11月下旬から随時発送

3,780円

一　般

3,780円

新潟県十日町市  「魚沼産コシヒカリ」

群馬県  「川場村のりんご」 

魚沼産の米は、ほんとうにおいしい。大地の芸術祭※を旅する人た
ちは、みな口をそろえて言う。美しい棚田で育った「ふっくらとし
て、艶やかで、甘みがあって、冷めてもおいしい」作り手の思いが込
もった魅力の魚沼産コシヒカリです。
※大地の芸術祭 「越後妻有アートトリエンナーレ」
越後妻有（新潟県十日町市、津南町）を舞台に、2000年から3年に1度開催されてい
る世界最大級の国際芸術祭

農家さんが丹精込めて育てた川場村のりんごは逸品です。
今年も、真っ赤に実った美味しいリンゴを是非、ご賞味ください。

世田谷産  「季節の花」 
ポインセチアやシクラメンの冬の鉢花セットでクリスマスやお正月を飾りませんか。
冬のガーデニングセットは、寒さに強く、春まで咲く草花を中心にそろえました。
お好みの寄せ植えを作ってみませんか。

中尾かささぎ会、星峠農産

１会員２袋（20kg）まで（200袋限定）

5,600円（一般7,800円）

中尾棚田米（松之山）または星峠棚田米（松代）10kg／袋

棚田米の種類はご希望に添えませんので、ご了承ください。

10月下旬

星峠の棚田（松代）

イメージ

イメージ

中尾の生産者（松之山）

株式会社 世田谷川場ふるさと公社

2,900円（一般4,800円）

世田谷ファーム

花色（品種）については栽培農家が厳選して発送しますので、ご希望に添えない場合があります。

内　　容

販売総数

シクラメン（ピンク系）５号鉢
ポインセチア（赤系）４号鉢　　　各１鉢　計２鉢

内　　容

発  送  日

発  送  日

販売総数

② 冬のガーデニングセット

ガーデンシクラメン、ノースポール、アリッサム、パンジー
ビオラ、ストックの中から計20個　 ※鉢はありません

11月中旬～下旬

100セット

100セット

11月下旬～12月上旬

区　　分

① 冬の鉢花セット区　　分

申 込 数

料　金

内　容

業　  者

そ の 他

発 送 日

内容・料金

業　者

料　金

栽培農家

そ の 他

事　業
コード

事　業
コード

申込数

申込数音声応答システム
での申し込み不可

事　業
コード 申込数音声応答システム

での申し込み不可

締　切　日
抽選公開日

11月4日（水）
11月6日（金）

1会員合計4箱まで
 （合計200箱限定）

締　切　日
抽選公開日

10月13日（火）
10月15日（木）

157201 音声応答システム
での申し込み不可

157202

締　切　日
抽選公開日

10月9日（金）
10月14日（水）157203

1会員合計4セットまで

1会員2袋（20㎏）まで（200袋限定）

特 産 品【抽選】
　　　　　  会員本人

▶Web会員の方は、スマホやパソコンから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。
▶郵送またはFAXでお申し込みの方は、平成27・28年
　度版『利用ガイド』P.116内にある新しい申込用紙を
　コピーして、品名・個数・送付先（住所・氏名・携帯電話）
　等を明記のうえ、お送りください。所定外の用紙で申
　し込まれますと、発送元の業者で混乱を招くおそれが
　あります。FAXを利用される場合は、必ず送信後、確認
　の電話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、備考欄にその旨を
　ご記入ください

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。差額送料につき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

▶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。
▶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。

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。

陽光（14～16個） ５kg①

②

品　名区分

2,800円

会　員

10月下旬

発送日

ふじ（18～20個） ５kg 2,800円 11月下旬から随時発送

3,780円

一　般

3,780円

新潟県十日町市  「魚沼産コシヒカリ」

群馬県  「川場村のりんご」 

魚沼産の米は、ほんとうにおいしい。大地の芸術祭※を旅する人た
ちは、みな口をそろえて言う。美しい棚田で育った「ふっくらとし
て、艶やかで、甘みがあって、冷めてもおいしい」作り手の思いが込
もった魅力の魚沼産コシヒカリです。
※大地の芸術祭 「越後妻有アートトリエンナーレ」
越後妻有（新潟県十日町市、津南町）を舞台に、2000年から3年に1度開催されてい
る世界最大級の国際芸術祭

農家さんが丹精込めて育てた川場村のりんごは逸品です。
今年も、真っ赤に実った美味しいリンゴを是非、ご賞味ください。

世田谷産  「季節の花」 
ポインセチアやシクラメンの冬の鉢花セットでクリスマスやお正月を飾りませんか。
冬のガーデニングセットは、寒さに強く、春まで咲く草花を中心にそろえました。
お好みの寄せ植えを作ってみませんか。

中尾かささぎ会、星峠農産

１会員２袋（20kg）まで（200袋限定）

5,600円（一般7,800円）

中尾棚田米（松之山）または星峠棚田米（松代）10kg／袋

棚田米の種類はご希望に添えませんので、ご了承ください。

10月下旬

星峠の棚田（松代）

イメージ

イメージ

中尾の生産者（松之山）

株式会社 世田谷川場ふるさと公社

2,900円（一般4,800円）

世田谷ファーム

花色（品種）については栽培農家が厳選して発送しますので、ご希望に添えない場合があります。

内　　容

販売総数

シクラメン（ピンク系）５号鉢
ポインセチア（赤系）４号鉢　　　各１鉢　計２鉢

内　　容

発  送  日

発  送  日

販売総数

② 冬のガーデニングセット

ガーデンシクラメン、ノースポール、アリッサム、パンジー
ビオラ、ストックの中から計20個　 ※鉢はありません

11月中旬～下旬

100セット

100セット

11月下旬～12月上旬

区　　分

① 冬の鉢花セット区　　分

申 込 数

料　金

内　容

業　  者

そ の 他

発 送 日

内容・料金

業　者

料　金

栽培農家

そ の 他

事　業
コード

事　業
コード

申込数

申込数音声応答システム
での申し込み不可

事　業
コード 申込数音声応答システム

での申し込み不可

締　切　日
抽選公開日

11月4日（水）
11月6日（金）

1会員合計4箱まで
 （合計200箱限定）

締　切　日
抽選公開日

10月13日（火）
10月15日（木）

157201 音声応答システム
での申し込み不可

157202

締　切　日
抽選公開日

10月9日（金）
10月14日（水）157203

1会員合計4セットまで

1会員2袋（20㎏）まで（200袋限定）

特 産 品【抽選】
　　　　　  会員本人

▶Web会員の方は、スマホやパソコンから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。
▶郵送またはFAXでお申し込みの方は、平成27・28年
　度版『利用ガイド』P.116内にある新しい申込用紙を
　コピーして、品名・個数・送付先（住所・氏名・携帯電話）
　等を明記のうえ、お送りください。所定外の用紙で申
　し込まれますと、発送元の業者で混乱を招くおそれが
　あります。FAXを利用される場合は、必ず送信後、確認
　の電話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、備考欄にその旨を
　ご記入ください

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。差額送料につき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

▶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。
▶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。

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。Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

市川海老蔵 市川海老蔵 

第29回JTB世界遺産劇場 －日光東照宮－
日光東照宮400年式年大祭記念

S席　12,750円（一般15,000円）

栃木県日光市山内2301
日光東照宮五重塔前 野外特設ステージ          JR「日光駅」ほか

日光東照宮四百年式年大祭記念として、市川海老蔵 特別記念公演の
開催が決定。

市川海老蔵　　
片岡市蔵、市川九團次、大谷廣松　ほか

お め み え こうじょう

いかりとももり か ぐ つち の まい
『御目見得口上』

創作舞踊『碇知盛』、創作舞踊『迦具土之舞』

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

撮影：渡辺文雄

May J.
第29回JTB世界遺産劇場 －日光東照宮－
日光東照宮400年式年大祭記念
May J. Special Concert

全席指定　5,525円（一般6,500円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

栃木県日光市山内2301
日光東照宮五重塔前 野外特設ステージ          JR「日光駅」ほか

日光東照宮にてSpecial Concert 決定！

※雨天決行・荒天中止　
※3歳以上有料（2歳以下入場不可、入場される方すべてにチケットが必要です)
※当日は、一般有料駐車場を含め周辺道路は大変混雑します。
　公共交通機関にて、早めのご来場をお願いします

※雨天決行・荒天中止　※未就学児の入場不可　
※当日は、一般有料駐車場を含め周辺道路は大変混雑します。
　公共交通機関にて、早めのご来場をお願いします

区分① 1セット（10株）      500円
区分② 2セット（20株）　1,000円

秋の味覚、さつまいも。自分で掘ったいもは格別です。
世田谷区内の畑で自ら収穫してみませんか?

10月31日（土）・11月1日（日）【予定】　13：00～16：00

世田谷区祖師谷6－3
        祖師ヶ谷大蔵駅より、くるりんバス「祖師谷五丁目北」下車すぐ

会員本人

当選者には詳細をご案内します。

さつまいも掘り

※さつまいもの生育状況・天候等により実施日が変更となる場合があります
※土・日のどちらかに、現地へ直接お越しいただくことになります

特別記念公演

1株にいくつ実っているかは掘ってからのお楽しみ!1株にいくつ実っているかは掘ってからのお楽しみ!

出　演

演　目

申込数

料　金

場　所
最寄駅

最寄駅

場　所

申込数

料　金

最寄駅

日　程

場　所

申込資格

区分・料金

そ の 他 事　業
コード

事　業
コード

157501 締　切　日
抽選公開日

10月4日（日）
10月6日（火）

157502 締　切　日
抽選公開日

10月4日（日）
10月6日（火）10月12日（月・祝） 18：30

事　業
コード 157300 締　切　日

抽選公開日
10月13日（火）
10月16日（金）

申込数　1会員いずれか1区分まで
　　　　（合計1,200株限定・抽選）

10月10日（土） 19：00 11日（日） 19：00
区分
①

区分
②

Web 音声応答システム 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、抽選公開日以降に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

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。

市川海老蔵 市川海老蔵 

第29回JTB世界遺産劇場 －日光東照宮－
日光東照宮400年式年大祭記念

S席　12,750円（一般15,000円）

栃木県日光市山内2301
日光東照宮五重塔前 野外特設ステージ          JR「日光駅」ほか

日光東照宮四百年式年大祭記念として、市川海老蔵 特別記念公演の
開催が決定。

市川海老蔵　　
片岡市蔵、市川九團次、大谷廣松　ほか

お め み え こうじょう

いかりとももり か ぐ つち の まい
『御目見得口上』

創作舞踊『碇知盛』、創作舞踊『迦具土之舞』

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

撮影：渡辺文雄

May J.
第29回JTB世界遺産劇場 －日光東照宮－
日光東照宮400年式年大祭記念
May J. Special Concert

全席指定　5,525円（一般6,500円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

栃木県日光市山内2301
日光東照宮五重塔前 野外特設ステージ          JR「日光駅」ほか
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※3歳以上有料（2歳以下入場不可、入場される方すべてにチケットが必要です)
※当日は、一般有料駐車場を含め周辺道路は大変混雑します。
　公共交通機関にて、早めのご来場をお願いします

※雨天決行・荒天中止　※未就学児の入場不可　
※当日は、一般有料駐車場を含め周辺道路は大変混雑します。
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申込数

料　金
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最寄駅

場　所

申込数
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最寄駅
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場　所
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▶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、抽選公開日以降に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

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。

『才原警部の終わらない明日』

S席　8,500円（一般9,000円）
1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

堤真一、勝地涼、清水富美加、鈴木浩介、上地春奈、
池谷のぶえ、志賀廣太郎、小池栄子

福田雄一

世田谷パブリックシアター           
        東急田園都市線「三軒茶屋駅」ほか

福田雄一作・演出　2015-2016シス・カンパニー公演
「才原警部の終わらない明日」世田谷パブリックシアターにて
公演決定！

～あるいは笑う曲馬団についてベイビーさん　

全席指定　7,500円（一般8,500円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

池田純矢、鈴木勝吾、久保酎吉、松尾貴史、小須田康人　ほか

Zepp ブルーシアター六本木          東京メトロ「六本木駅」ほか

《ストーリー》
昭和6年、満州のとある戦場に兵の慰問のため「ベイビーさん」という動物がいる愉快なサーカス団が来ていた。

「ベイビーさん」とは、見る人によってそれぞれ違うものに見えるという不思議な動物。ある日、内海少尉の上官
がトラ鍋のためにベイビーさんの肉を持って来いと言い出して・・・

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

全席指定　7,500円（一般9,000円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

ブロッケンの妖怪

中島らも

Ｇ2

竹中直人、生瀬勝久、佐々木希、
大貫勇輔、安藤聖、田口浩正、高橋惠子

井上芳雄（マシンガン・ダンディ）、安蘭けい（サンデー先生）、
山下リオ（博士）、串田和美（？）、小松政夫（トラヒゲ）、
白石加代子（ドン・ガバチョ）　ほか

シアタークリエ          JR「有楽町駅」ほか

竹中直人×生瀬勝久、個性派俳優の激突再び!!
人気劇作家・倉持裕が書き下ろす、笑いと怪奇が入り
混じるホラーコメディ、11月シアタークリエに登場 !

『オレアナ』
大学教師と女子学生。二人だけの研究室で、本当は何が起こった
のか? 『被害者か…、加害者か…。』 前途洋々だったはずの教師
の未来は打ち壊され、追いつめられた彼はついに…。 

全席指定　6,000円（一般7,800円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

デイヴィッド・マメット

栗山民也

田中哲司、志田未来

パルコ劇場          JR「渋谷駅」ほか

〜世界の涯まで連れてって〜『レミング』
溝端淳平・霧矢大夢 出演

音楽劇

田中哲司・志田未来 出演

寺山修司の美しくシュールな言葉と分解した言葉を変拍子のリズムに乗せて再構築する
「ヂャンヂャン☆オペラ」という独特の表現を特徴とする松本雄吉。
二人の出会いがまさに掛け算になった奇跡の舞台。好評に応え、スケールアップしての上演！

S席指定　6,500円（一般8,600円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

寺山修司

松本雄吉（維新派）

溝端淳平、柄本時生、霧矢大夢、麿赤兒　ほか

東京芸術劇場 プレイハウス          JR「池袋駅」ほか

S席　9,300円（一般11,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

宮沢章夫／山本健介

串田和美 宇野誠一郎／宮川彬良

Bunkamura シアターコクーン          JR「渋谷駅」ほか

NHK人形劇シリーズとして放送され、子供から大人まで、日本中のお茶の間を魅了した「ひょっこりひょうたん島」
（作：井上ひさし・山元護久）が、Bunkamuraとこまつ座の手により、全く新しい舞台作品として誕生することとな
りました。

内海少尉役　池田純矢

撮影：野口博

少年（ボーズ）役　鈴木勝吾

※未就学児の入場不可

漂流劇ひょっこりひょうたん島

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

出　演

作・演出

場　所

申込数

料　金

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

出　演

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

作

演　出

出　演

最寄駅

場　所

料　金

申込数

脚　本

演出・美術 音　楽

最寄駅

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

157503

157505 締　切　日
抽選公開日

10月14日（水）
10月17日（土）

締　切　日
抽選公開日

10月5日（月）
10月8日（木）

157508

157506

締　切　日
抽選公開日

10月7日（水）
10月10日（土）

締　切　日
抽選公開日

10月13日（火）
10月16日（金）

締　切　日
抽選公開日

10月7日（水）
10月10日（土）

157504 締　切　日
抽選公開日

10月7日（水）
10月10日（土） 15750711月20日（金）

19：00
21日（土）

19：00
区分
①

区分
②

22日（日）
14：00

区分
③

12月9日（水）
19：00

12日（土）
19：00

区分
①

区分
②

13日（日）
14：00

区分
③

12月2日（水） 14：00 14日（月） 19：00
区分
①

区分
②

12月20日（日） 13：30

11月8日（日） 
       13：00

12日（木） 
    14：00

13日（金） 
    18：30

区分
①

区分
②

区分
③

11月20日（金） 19：00
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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。

『才原警部の終わらない明日』

S席　8,500円（一般9,000円）
1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

堤真一、勝地涼、清水富美加、鈴木浩介、上地春奈、
池谷のぶえ、志賀廣太郎、小池栄子

福田雄一

世田谷パブリックシアター           
        東急田園都市線「三軒茶屋駅」ほか

福田雄一作・演出　2015-2016シス・カンパニー公演
「才原警部の終わらない明日」世田谷パブリックシアターにて
公演決定！

～あるいは笑う曲馬団についてベイビーさん　

全席指定　7,500円（一般8,500円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

池田純矢、鈴木勝吾、久保酎吉、松尾貴史、小須田康人　ほか

Zepp ブルーシアター六本木          東京メトロ「六本木駅」ほか

《ストーリー》
昭和6年、満州のとある戦場に兵の慰問のため「ベイビーさん」という動物がいる愉快なサーカス団が来ていた。

「ベイビーさん」とは、見る人によってそれぞれ違うものに見えるという不思議な動物。ある日、内海少尉の上官
がトラ鍋のためにベイビーさんの肉を持って来いと言い出して・・・

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

全席指定　7,500円（一般9,000円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

ブロッケンの妖怪

中島らも

Ｇ2

竹中直人、生瀬勝久、佐々木希、
大貫勇輔、安藤聖、田口浩正、高橋惠子

井上芳雄（マシンガン・ダンディ）、安蘭けい（サンデー先生）、
山下リオ（博士）、串田和美（？）、小松政夫（トラヒゲ）、
白石加代子（ドン・ガバチョ）　ほか

シアタークリエ          JR「有楽町駅」ほか

竹中直人×生瀬勝久、個性派俳優の激突再び!!
人気劇作家・倉持裕が書き下ろす、笑いと怪奇が入り
混じるホラーコメディ、11月シアタークリエに登場 !

『オレアナ』
大学教師と女子学生。二人だけの研究室で、本当は何が起こった
のか? 『被害者か…、加害者か…。』 前途洋々だったはずの教師
の未来は打ち壊され、追いつめられた彼はついに…。 

全席指定　6,000円（一般7,800円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

デイヴィッド・マメット

栗山民也

田中哲司、志田未来

パルコ劇場          JR「渋谷駅」ほか

〜世界の涯まで連れてって〜『レミング』
溝端淳平・霧矢大夢 出演

音楽劇

田中哲司・志田未来 出演

寺山修司の美しくシュールな言葉と分解した言葉を変拍子のリズムに乗せて再構築する
「ヂャンヂャン☆オペラ」という独特の表現を特徴とする松本雄吉。
二人の出会いがまさに掛け算になった奇跡の舞台。好評に応え、スケールアップしての上演！

S席指定　6,500円（一般8,600円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

寺山修司

松本雄吉（維新派）

溝端淳平、柄本時生、霧矢大夢、麿赤兒　ほか

東京芸術劇場 プレイハウス          JR「池袋駅」ほか

S席　9,300円（一般11,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

宮沢章夫／山本健介

串田和美 宇野誠一郎／宮川彬良

Bunkamura シアターコクーン          JR「渋谷駅」ほか

NHK人形劇シリーズとして放送され、子供から大人まで、日本中のお茶の間を魅了した「ひょっこりひょうたん島」
（作：井上ひさし・山元護久）が、Bunkamuraとこまつ座の手により、全く新しい舞台作品として誕生することとな
りました。

内海少尉役　池田純矢

撮影：野口博

少年（ボーズ）役　鈴木勝吾

※未就学児の入場不可

漂流劇ひょっこりひょうたん島

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可
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申込数
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最寄駅
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演　出
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最寄駅
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料　金

申込数
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最寄駅
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コード
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事　業
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事　業
コード

事　業
コード
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抽選公開日
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10月17日（土）
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10月5日（月）
10月8日（木）
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10月13日（火）
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10月7日（水）
10月10日（土）
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抽選公開日

10月7日（水）
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19：00
21日（土）

19：00
区分
①
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②

22日（日）
14：00

区分
③

12月9日（水）
19：00

12日（土）
19：00

区分
①

区分
②

13日（日）
14：00

区分
③

12月2日（水） 14：00 14日（月） 19：00
区分
①

区分
②

12月20日（日） 13：30

11月8日（日） 
       13：00

12日（木） 
    14：00

13日（金） 
    18：30

区分
①

区分
②

区分
③

11月20日（金） 19：00

12



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。

～メサイア、第九＆アヴェ・マリア～

S席　11,500円（一般13,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

東急シアターオーブ          JR「渋谷駅」ほか

S席   区分① 7,200円（一般8,800円）
        区分② 8,200円（一般9,800円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

LET IT BE 

東京国際フォーラム ホールC          JR「有楽町駅」ほか

「エド・サリバンショー」から「アビー・ロード」までデビュー初期から
解散に至るまでの象徴的な5つのシーンを中心に、永遠の名曲約40曲
と共にビートルズの歴史を綴ります!!　
ビートルズの来日からまもなく50年! 今回の日本公演に武道館シーン
の追加決定!!

連続テレビ小説「マッサン」のヒロイン・エリー役で、大きな注目を
集めた、シャーロット・ケイト・フォックス。ミュージカル『シカゴ』で、
主演・ロキシー役としてブロードウェイデビュー！
生演奏・英語上演・日本語字幕あり

S席　区分① おとな　　　　　　 7,700円（一般9,800円）
　　  区分② こども（3～18歳）　5,000円（一般6,800円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

赤坂ACTシアター          東京メトロ「赤坂駅」ほか

市村正親、武田真治、笹本玲奈、田代万里生、
香寿たつき、畠中洋、安崎求、今陽子、今井清隆　ほか

「シカゴ」CHICAGO
ブロードウェイミュージカル

©Junji Ishiguro

©読響photo:Paul Coltas

歓喜の歌上岡敏之×読響 《第九》

バレエ「くるみ割人形」より "花のワルツ"、
歌劇「アイーダ」より "凱旋行進曲"、
オラトリオ「メサイア」より "ハレルヤ・コーラス"、
アヴェ・マリア、交響曲第9番より第4楽章 "歓喜の歌" ほか

ロシオ・モリーナ、ロザリオ・ラ・トレメンディータ

ミハイロフスキー劇場管弦楽団

S席　7,000円（一般8,500円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

ロシオ・モリーナ舞踊団 

東京国際フォーラム ホールC          JR「有楽町駅」ほか

※未就学児の入場不可
※チケットのお届けは、11月下旬の予定です

※3歳以下は入場不可、4歳以上は有料

ミュージカル スクルージ

全席指定　8,800円（一般11,000円）

クリスマス･スペシャル･クラシックス

東京国際フォーラム ホールA          JR「有楽町駅」ほか

ステージが熱い音で満たされる。2015年のクリスマスを飾る、大編成の演奏と歓喜と熱狂のコーラスに酔いしれる
ビッグ・コンサート。

今年は独ヴッパータール歌劇場の総裁を務めるカリスマ上岡敏之
がついに登場。年末の音楽界に烈々たる魂を注入します。

伝統的なフラメンコに現代的なダンスの要素を取り入れた唯
一無二のスタイルが故に、自らを「ダンサオーラ」と呼ぶロシオ
は、保守的なフラメンコ界においても存在感を年々大きくして
いる。若手ナンバーワンの呼び声も高いダンサーのパフォーマ
ンスをご堪能あれ。

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

指揮：上岡敏之　　管弦楽：読売日本交響楽団
ソプラノ：イリーデ・マルティネス　
合唱：新国立劇場合唱団　ほか
ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付き」

S席　7,000円（一般9,200円）

区分①　サントリーホール   
　　　           東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」ほか
区分②　東京オペラシティ コンサートホール   
　　　           京王新線「初台駅」ほか

1会員4枚まで（20枚限定・抽選）

市村正親スクルージが2年ぶりに帰ってくる!!

～レット・イット・ビー～

AFECTOS―アフェクトス―
フラメンコ界の次世代を担う、世界を代表するトップランナー　2015年11月、待望の再来日公演決定！

英国の国民的作家チャールズ・ディケンズの名作『クリスマス・キャロル』
を原作にしたクリスマスシーズンのファミリーミュージカルの決定版
的作品!

ロンドンでロングラン公演中のビートルズのトリビュートライブの決定版
「レット・イット・ビー」再来日決定!!

クリスマス･スペシャル･クラシックスクリスマス･スペシャル･クラシックス

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可　※都合により出演者等は一部変更となる場合があります

©読響 ©Grupo Nacion©Grupo Nacion
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場　所
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申込数

場　所

出　演

区分・料金

申込数

料　金

最寄駅

最寄駅

最寄駅

プログラム

出　演

演　奏

場　所

料　金

申込数

最寄駅

場　所

料　金

申込数

最寄駅

出　演

演奏曲目
場　所

料　金

申込数

最寄駅

最寄駅

事　業
コード

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

事　業
コード

157509

157510

157511 締　切　日
抽選公開日

10月14日（水）
10月17日（土）

10月14日（水）
10月17日（土）

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

10月18日（日）
10月21日（水） 157512 締　切　日

抽選公開日
10月19日（月）
10月23日（金）

157513 締　切　日
抽選公開日

10月14日（水）
10月17日（土）

12月10日（木） 18：00 12月23日（水・祝） 14:00

11月23日（月・祝） 15：00

157514 締　切　日
抽選公開日

10月26日（月）
10月29日（木）

12月9日（水） 14：00 12日（土） 18：00
区分
①

区分
②

11月18日（水） 19：00 21日（土） 13：00
区分
①

区分
② 12月18日（金） 19：30 24日（木） 19：00

区分
①

区分
②
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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。

～メサイア、第九＆アヴェ・マリア～

S席　11,500円（一般13,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

東急シアターオーブ          JR「渋谷駅」ほか

S席   区分① 7,200円（一般8,800円）
        区分② 8,200円（一般9,800円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

LET IT BE 

東京国際フォーラム ホールC          JR「有楽町駅」ほか

「エド・サリバンショー」から「アビー・ロード」までデビュー初期から
解散に至るまでの象徴的な5つのシーンを中心に、永遠の名曲約40曲
と共にビートルズの歴史を綴ります!!　
ビートルズの来日からまもなく50年! 今回の日本公演に武道館シーン
の追加決定!!

連続テレビ小説「マッサン」のヒロイン・エリー役で、大きな注目を
集めた、シャーロット・ケイト・フォックス。ミュージカル『シカゴ』で、
主演・ロキシー役としてブロードウェイデビュー！
生演奏・英語上演・日本語字幕あり

S席　区分① おとな　　　　　　 7,700円（一般9,800円）
　　  区分② こども（3～18歳）　5,000円（一般6,800円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

赤坂ACTシアター          東京メトロ「赤坂駅」ほか

市村正親、武田真治、笹本玲奈、田代万里生、
香寿たつき、畠中洋、安崎求、今陽子、今井清隆　ほか

「シカゴ」CHICAGO
ブロードウェイミュージカル

©Junji Ishiguro

©読響photo:Paul Coltas

歓喜の歌上岡敏之×読響 《第九》

バレエ「くるみ割人形」より "花のワルツ"、
歌劇「アイーダ」より "凱旋行進曲"、
オラトリオ「メサイア」より "ハレルヤ・コーラス"、
アヴェ・マリア、交響曲第9番より第4楽章 "歓喜の歌" ほか

ロシオ・モリーナ、ロザリオ・ラ・トレメンディータ

ミハイロフスキー劇場管弦楽団

S席　7,000円（一般8,500円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

ロシオ・モリーナ舞踊団 

東京国際フォーラム ホールC          JR「有楽町駅」ほか

※未就学児の入場不可
※チケットのお届けは、11月下旬の予定です

※3歳以下は入場不可、4歳以上は有料

ミュージカル スクルージ

全席指定　8,800円（一般11,000円）

クリスマス･スペシャル･クラシックス

東京国際フォーラム ホールA          JR「有楽町駅」ほか

ステージが熱い音で満たされる。2015年のクリスマスを飾る、大編成の演奏と歓喜と熱狂のコーラスに酔いしれる
ビッグ・コンサート。

今年は独ヴッパータール歌劇場の総裁を務めるカリスマ上岡敏之
がついに登場。年末の音楽界に烈々たる魂を注入します。

伝統的なフラメンコに現代的なダンスの要素を取り入れた唯
一無二のスタイルが故に、自らを「ダンサオーラ」と呼ぶロシオ
は、保守的なフラメンコ界においても存在感を年々大きくして
いる。若手ナンバーワンの呼び声も高いダンサーのパフォーマ
ンスをご堪能あれ。

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

指揮：上岡敏之　　管弦楽：読売日本交響楽団
ソプラノ：イリーデ・マルティネス　
合唱：新国立劇場合唱団　ほか
ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付き」

S席　7,000円（一般9,200円）

区分①　サントリーホール   
　　　           東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」ほか
区分②　東京オペラシティ コンサートホール   
　　　           京王新線「初台駅」ほか

1会員4枚まで（20枚限定・抽選）

市村正親スクルージが2年ぶりに帰ってくる!!

～レット・イット・ビー～

AFECTOS―アフェクトス―
フラメンコ界の次世代を担う、世界を代表するトップランナー　2015年11月、待望の再来日公演決定！

英国の国民的作家チャールズ・ディケンズの名作『クリスマス・キャロル』
を原作にしたクリスマスシーズンのファミリーミュージカルの決定版
的作品!

ロンドンでロングラン公演中のビートルズのトリビュートライブの決定版
「レット・イット・ビー」再来日決定!!

クリスマス･スペシャル･クラシックスクリスマス･スペシャル･クラシックス

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可　※都合により出演者等は一部変更となる場合があります

©読響 ©Grupo Nacion©Grupo Nacion
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事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

157509

157510

157511 締　切　日
抽選公開日

10月14日（水）
10月17日（土）

10月14日（水）
10月17日（土）

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

10月18日（日）
10月21日（水） 157512 締　切　日

抽選公開日
10月19日（月）
10月23日（金）

157513 締　切　日
抽選公開日

10月14日（水）
10月17日（土）

12月10日（木） 18：00 12月23日（水・祝） 14:00

11月23日（月・祝） 15：00

157514 締　切　日
抽選公開日

10月26日（月）
10月29日（木）

12月9日（水） 14：00 12日（土） 18：00
区分
①

区分
②

11月18日（水） 19：00 21日（土） 13：00
区分
①

区分
② 12月18日（金） 19：30 24日（木） 19：00

区分
①

区分
②

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。

舟木一夫 特別公演

「ワイン」をテーマにした初めての大規模展！
－ぶどうから生まれた奇跡－ワイン展

世界中で古くから愛されてきたワイン。美しい色と香りで私た
ちを魅了するワインは一体どのような過程を経て出来上がっ
ているのでしょうか。本展では、そのひとしずくに隠されたス
トーリーを、科学的かつ歴史的に解き明かします。

一般　1,000円（当日1,500円）

1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

国立科学博物館          JR「上野駅」ほか

ダンテ･ゲイブリエル･ロセッティ
《シビラ・パルミフェラ》 
1865-70年 油彩・カンヴァス
©Courtesy National Museums 
Liverpool, Lady Lever Art Gallery

ジョン･ウィリアム･ウォーターハウス
《デカメロン》 1916年 油彩・カンヴァス
©Courtesy National Museums Liverpool, 
 Lady Lever Art Gallery

※入館は各閉館時刻の30分前まで　※金曜日は20:00まで　※常設展もご覧いただけます
※休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）、12月28日（月）～1月1日（金）。ただし、
11月2日（月）と1月4日（月）は開館　※未就学児は無料　 
※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料

リバプール国立美術館所蔵 ラファエル前派展英国の夢
ラファエル前派の傑作を有する美術館として世界的に知られているリバプール国立美術館。ラファエル前派及び
その追随者の油彩・水彩など60数点を紹介し、近代における英国美術の「英国らしさ」と「英国の夢」をキーワード
に浮き彫りにしていきます。

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　300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

※入館は閉館の30分前まで
※平成28年1月1日（金・祝）・25日（月）は休館
※毎週金･土曜日は21:00まで（入館は20:30まで）。ただし、1月2日（土）を除く
※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

©宝塚歌劇団

撮影：岩切等

『新源氏物語』－田辺聖子作「新源氏物語」より－
宝塚グランド・ロマン

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）

明日海りお、花乃まりあ

舟木一夫、水谷八重子（特別出演）
林 与一、英 太郎、葉山葉子、曽我廼家文童　ほか

東京宝塚劇場          JR「有楽町駅」ほか

華麗な平安の宮廷を背景に、帝の第二皇子として生まれ数奇な運命に翻弄さ
れる光源氏の、愛と苦悩をドラマティックに描き出す。
光源氏役に挑む明日海りおを中心とした花組が誘う、きらびやかな王朝文学
の世界を躍動的な歌と踊りで綴るレビューとともにお楽しみください。

幕末の英雄・「勝海舟」を育んだ無頼の父・「勝小吉」。水谷八重子
との初顔合わせでお楽しみいただく痛快朗らかばなしと、「高校
三年生」「絶唱」などお馴染みの名曲・大ヒット曲で彩られた心に
響く華やかなステージの二部構成でお楽しみいただきます。

※9日（水）は◆「みんな de 舟木」と★みんな ni プレゼントナイト開催！
◆「みんな de 舟木」… 新橋演舞場恒例の大人気企画！第二部「シアターコンサート」終了後、〝舞台上の舟木一夫〟と〝客席のお客様全員〟で記念撮影！

（＊写真は後日、プレゼントとしてご郵送します）　★みんな ni プレゼントナイト … 特製グッズ（非売品）をプレゼント♪
※12月12日（土）は舟木一夫バースデー!! そこで、お客様全員で一緒にお祝いするバースデーならではのスペシャル企画を開催します！
※それぞれの企画の詳細は決まり次第、松竹ホームページ等で発表します。お楽しみに！

※チケットの受取時期は、11月下旬の予定です

全席指定　8,800円（一般13,000円）
１会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

新橋演舞場          東京メトロ「東銀座駅」ほか

グランド・レビュー 『Melodia －熱く美しき旋律－』

一、 気ままにてござ候　―巷談・勝小吉―
二、 シアターコンサート 《昼・夜別構成》

最寄駅
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場　所

有効期限

料　金

申込数

料　金

最寄駅

場　所

申込数

料　金

最寄駅

宝塚歌劇
花組公演

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

157516 10月26日（月）
10月29日（木）

157601 締　切　日
抽選公開日

10月12日（月）
10月16日（金）

締　切　日
抽選公開日

10月31日（土）～2016年2月21日（日） 9：00～17：00

157602 締　切　日
抽選公開日

10月20日（火）
10月24日（土）12月22日（火）～2016年3月6日（日） 10：00～19：00

157603 締　切　日
抽選公開日

10月20日（火）
10月23日（金）　申込数　1会員10枚まで（150枚限定・抽選）

157515 締　切　日
抽選公開日

10月8日(木)
10月10日（土）12月5日（土） 11：00 6日（日） 15：30

区分
①

区分
②

12月9日（水） 16：00 12日（土） 11：00
区分
①

区分
②

平成28年4月30日（土）

世田谷区内を含めた関東エリアのティップネス、および
ティップ・クロスTOKYO46店舗

施設1回利用券　1,800円（一般3,240円）
※チケットの受取時期は、11月中旬の予定です

http://tip.tipness.co.jp/

ご利用店舗

世田谷区内
三軒茶屋店 　太子堂2－15－5　  ☎03（5433）1171
下北沢店　 　北沢2－5－2          ☎03（3487）3531
明大前店　 　松原2－46－1        ☎03（5355）3671
喜多見店　 　喜多見9－25－8 　 ☎03（5761）3371

ご利用内容 ジム、プール、スタジオ
（エアロビクス、ステップ、ヨガ、ストレッチ　など）

※丸の内スタイルを除く
田中祐子（指揮）、せたがやジュニアオーケストラ

シューベルト：交響曲「未完成」
ショスタコーヴィチ：祝典序曲　ほか

※3歳未満の入場不可

全席指定　900円（一般1,000円）

せたがやジュニアオーケストラ 第6回定期演奏会

世田谷区民会館
        東急世田谷線「松陰神社前駅」

創立6年を迎え新たな一歩を踏み出したせたがやジュニア
オーケストラ。今年は初の女性指揮者を迎えて、色彩豊か
なプログラムを演奏します。

1会員2枚まで（20枚限定・抽選）

出　演

曲　目

場　所

料　金

申込数

最寄駅

事　業
コード 12月20日（日） 15：00157517 締　切　日

抽選公開日
10月25日（日）
10月28日（水）
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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。

舟木一夫 特別公演

「ワイン」をテーマにした初めての大規模展！
－ぶどうから生まれた奇跡－ワイン展

世界中で古くから愛されてきたワイン。美しい色と香りで私た
ちを魅了するワインは一体どのような過程を経て出来上がっ
ているのでしょうか。本展では、そのひとしずくに隠されたス
トーリーを、科学的かつ歴史的に解き明かします。

一般　1,000円（当日1,500円）

1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

国立科学博物館          JR「上野駅」ほか

ダンテ･ゲイブリエル･ロセッティ
《シビラ・パルミフェラ》 
1865-70年 油彩・カンヴァス
©Courtesy National Museums 
Liverpool, Lady Lever Art Gallery

ジョン･ウィリアム･ウォーターハウス
《デカメロン》 1916年 油彩・カンヴァス
©Courtesy National Museums Liverpool, 
 Lady Lever Art Gallery

※入館は各閉館時刻の30分前まで　※金曜日は20:00まで　※常設展もご覧いただけます
※休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）、12月28日（月）～1月1日（金）。ただし、
11月2日（月）と1月4日（月）は開館　※未就学児は無料　 
※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料

リバプール国立美術館所蔵 ラファエル前派展英国の夢
ラファエル前派の傑作を有する美術館として世界的に知られているリバプール国立美術館。ラファエル前派及び
その追随者の油彩・水彩など60数点を紹介し、近代における英国美術の「英国らしさ」と「英国の夢」をキーワード
に浮き彫りにしていきます。

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　300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

※入館は閉館の30分前まで
※平成28年1月1日（金・祝）・25日（月）は休館
※毎週金･土曜日は21:00まで（入館は20:30まで）。ただし、1月2日（土）を除く
※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

©宝塚歌劇団

撮影：岩切等

『新源氏物語』－田辺聖子作「新源氏物語」より－
宝塚グランド・ロマン

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）

明日海りお、花乃まりあ

舟木一夫、水谷八重子（特別出演）
林 与一、英 太郎、葉山葉子、曽我廼家文童　ほか

東京宝塚劇場          JR「有楽町駅」ほか

華麗な平安の宮廷を背景に、帝の第二皇子として生まれ数奇な運命に翻弄さ
れる光源氏の、愛と苦悩をドラマティックに描き出す。
光源氏役に挑む明日海りおを中心とした花組が誘う、きらびやかな王朝文学
の世界を躍動的な歌と踊りで綴るレビューとともにお楽しみください。

幕末の英雄・「勝海舟」を育んだ無頼の父・「勝小吉」。水谷八重子
との初顔合わせでお楽しみいただく痛快朗らかばなしと、「高校
三年生」「絶唱」などお馴染みの名曲・大ヒット曲で彩られた心に
響く華やかなステージの二部構成でお楽しみいただきます。

※9日（水）は◆「みんな de 舟木」と★みんな ni プレゼントナイト開催！
◆「みんな de 舟木」… 新橋演舞場恒例の大人気企画！第二部「シアターコンサート」終了後、〝舞台上の舟木一夫〟と〝客席のお客様全員〟で記念撮影！

（＊写真は後日、プレゼントとしてご郵送します）　★みんな ni プレゼントナイト … 特製グッズ（非売品）をプレゼント♪
※12月12日（土）は舟木一夫バースデー!! そこで、お客様全員で一緒にお祝いするバースデーならではのスペシャル企画を開催します！
※それぞれの企画の詳細は決まり次第、松竹ホームページ等で発表します。お楽しみに！

※チケットの受取時期は、11月下旬の予定です

全席指定　8,800円（一般13,000円）
１会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

新橋演舞場          東京メトロ「東銀座駅」ほか

グランド・レビュー 『Melodia －熱く美しき旋律－』

一、 気ままにてござ候　―巷談・勝小吉―
二、 シアターコンサート 《昼・夜別構成》

最寄駅

場　所

区分・料金

申込数

最寄駅場　所

料　金

申込数

主　演

出　演

場　所

有効期限

料　金

申込数

料　金

最寄駅

場　所

申込数

料　金

最寄駅

宝塚歌劇
花組公演

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

157516 10月26日（月）
10月29日（木）

157601 締　切　日
抽選公開日

10月12日（月）
10月16日（金）

締　切　日
抽選公開日

10月31日（土）～2016年2月21日（日） 9：00～17：00

157602 締　切　日
抽選公開日

10月20日（火）
10月24日（土）12月22日（火）～2016年3月6日（日） 10：00～19：00

157603 締　切　日
抽選公開日

10月20日（火）
10月23日（金）　申込数　1会員10枚まで（150枚限定・抽選）

157515 締　切　日
抽選公開日

10月8日(木)
10月10日（土）12月5日（土） 11：00 6日（日） 15：30

区分
①

区分
②

12月9日（水） 16：00 12日（土） 11：00
区分
①

区分
②

平成28年4月30日（土）

世田谷区内を含めた関東エリアのティップネス、および
ティップ・クロスTOKYO46店舗

施設1回利用券　1,800円（一般3,240円）
※チケットの受取時期は、11月中旬の予定です

http://tip.tipness.co.jp/

ご利用店舗

世田谷区内
三軒茶屋店 　太子堂2－15－5　  ☎03（5433）1171
下北沢店　 　北沢2－5－2          ☎03（3487）3531
明大前店　 　松原2－46－1        ☎03（5355）3671
喜多見店　 　喜多見9－25－8 　 ☎03（5761）3371

ご利用内容 ジム、プール、スタジオ
（エアロビクス、ステップ、ヨガ、ストレッチ　など）

※丸の内スタイルを除く
田中祐子（指揮）、せたがやジュニアオーケストラ

シューベルト：交響曲「未完成」
ショスタコーヴィチ：祝典序曲　ほか

※3歳未満の入場不可

全席指定　900円（一般1,000円）

せたがやジュニアオーケストラ 第6回定期演奏会

世田谷区民会館
        東急世田谷線「松陰神社前駅」

創立6年を迎え新たな一歩を踏み出したせたがやジュニア
オーケストラ。今年は初の女性指揮者を迎えて、色彩豊か
なプログラムを演奏します。

1会員2枚まで（20枚限定・抽選）

出　演

曲　目

場　所

料　金

申込数

最寄駅

事　業
コード 12月20日（日） 15：00157517 締　切　日

抽選公開日
10月25日（日）
10月28日（水）

16



セラ・サービス　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス15.8　●イラストレーターCS3

「ワンデイスキップ」

https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/  ID： 5945 PASSWORD： 36647
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（半角で入力）

ご予約・詳細確認はこちら！

一般料金より

20％～最大55％割引!!20％～最大55％割引!!

ニッポンレンタカーの

「ワンデイスキップ」

お問い合わせ窓口： ニッポンレンタカーサービス（株） 販売推進部
TEL.03（6859）6177 （平日のみ 9時～17時）

スマホ専用サイト
開設！！
スマホ専用サイト
開設！！

Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

詳しくは、ぐりんぱのホームページをご覧ください。

　これまで、あっせんの対象は弔事のお品と限られ
ておりましたが、新しく慶事用カタログ掲載のお品
も対象となりました。

詳しくは、強羅アサヒホテルのホームページをご覧ください。

　箱根山における噴火警戒に伴い、2015年9月1日から再開の目処
がつくまでの間、強羅アサヒホテルを休館いたします。
　従業員一同頑張って参りますので、今後ともご愛顧・ご支援のほど
宜しくお願い申し上げます。

　2015年4月1日より、シニアの対象年齢が、55歳から「60歳」に引き上げられました。

遊園地　ぐりんぱ『利用ガイド』

『利用ガイド』

『利用ガイド』 指定宿泊施設　強羅アサヒホテル

百貨店　三越日本橋本店・伊勢丹新宿店『慶事返礼品』（結婚内祝・出産内祝・ 快気祝・各種御祝など）

　①「ギフトカタログ」掲載商品：5～15％のご優待
　②エムアイカードのご利用でさらにご優待
　③全国送料無料（送料無料マークの商品が対象）

※他の割引との併用はできません

詳しくは各コールセンターに
お問合せください。

受付時間／10：00～18：00

三　越　 0120-03-3254
伊勢丹　 0120-123-691

～セラ・サービス新規契約施設のお知らせ～

「a-ticketプレミアム」ご利用方法

会員ログインページからユーザ登録を行い、
「a-ticket ID / a-ticket パスワード」を取得しま
す。※１

ログイン画面にて、セラ・サービス「団体 ID / 団体 
パスワード」・取得いただいた「a-ticket ID / 
a-ticket パスワード」を入力してログイン。

あとは、販売中の公演を、お好きなタイミングでお
申し込みいただくだけです。

ライブや舞台などのチケットを取り扱う無料会員制オンライン・チケット
販売サービスです。特別先行販売や優待割引価格での販売など、他にはない
特別な内容でチケットを提供しております。

「a-ticket プレミアム」
とは …

ご利用はこちらから
https://premium.a-ticket.jp/login/

セラ・サービス会員
　団体 ID

　団体 パスワード

［MYページ］
申し込み状況や購入履歴を確認できます。

［優待チケット一覧］
ご興味のあるイベント詳細をクリック！
案内に従って、ご購入手続きを行ってください。
決済やチケットの受け取りなどは、ご自身に合った方法が
お選びいただけます。

【TOPページ（ログイン後）】

【ログイン画面】

　a-ticket ID（メールアドレス）

　a-ticket パスワード

6655

0334116655

※１でご登録の a-ticket ID（メールアドレス）
　　　　　　　 a-ticket パスワード

1

2

3

初めてご利用の際は、こちらから
新規登録をお願いします。

※１

　このたび、セラ・サービス会員様向けに、Web限定サービス「a-ticket プレミアム」がご利用いただけ
るようになりました。ぜひご利用ください。 ぐりんぱ

強羅アサヒホテル

Information

会員本人 ※１人１回１種類まで申込資格

10月13日（火）締　切　日 10月17日（土）抽選公開日

157900

区分 内　　容 募集人数事業コード
天然温泉 仙川 湯けむりの里　ペア入浴券
すすき野 湯けむりの里　ペア入浴券
11月23日（月・祝） ジャイアンツファンフェスタ（東京ドーム）　ペア入場券
世田谷区 大蔵総合運動場温水プール　1時間利用券
世田谷区 千歳温水プール　1時間利用券

2人
2人
2人
9人
5人

①
②
③
④
⑤

※商品の郵送受取をご希望の場合、普通郵便でお送りします

Web 音声応答システム情報得々
ト クト ク ト クト ク

P.24

P.90

P.62

☎
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セラ・サービス　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス15.8　●イラストレーターCS3

「ワンデイスキップ」

https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/  ID： 5945 PASSWORD： 36647
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（半角で入力）

ご予約・詳細確認はこちら！

一般料金より

20％～最大55％割引!!20％～最大55％割引!!

ニッポンレンタカーの

「ワンデイスキップ」

お問い合わせ窓口： ニッポンレンタカーサービス（株） 販売推進部
TEL.03（6859）6177 （平日のみ 9時～17時）

スマホ専用サイト
開設！！
スマホ専用サイト
開設！！

Web・音声応答システム申込は、22頁をご覧ください。

詳しくは、ぐりんぱのホームページをご覧ください。

　これまで、あっせんの対象は弔事のお品と限られ
ておりましたが、新しく慶事用カタログ掲載のお品
も対象となりました。

詳しくは、強羅アサヒホテルのホームページをご覧ください。

　箱根山における噴火警戒に伴い、2015年9月1日から再開の目処
がつくまでの間、強羅アサヒホテルを休館いたします。
　従業員一同頑張って参りますので、今後ともご愛顧・ご支援のほど
宜しくお願い申し上げます。

　2015年4月1日より、シニアの対象年齢が、55歳から「60歳」に引き上げられました。

遊園地　ぐりんぱ『利用ガイド』

『利用ガイド』

『利用ガイド』 指定宿泊施設　強羅アサヒホテル

百貨店　三越日本橋本店・伊勢丹新宿店『慶事返礼品』（結婚内祝・出産内祝・ 快気祝・各種御祝など）

　①「ギフトカタログ」掲載商品：5～15％のご優待
　②エムアイカードのご利用でさらにご優待
　③全国送料無料（送料無料マークの商品が対象）

※他の割引との併用はできません

詳しくは各コールセンターに
お問合せください。

受付時間／10：00～18：00

三　越　 0120-03-3254
伊勢丹　 0120-123-691

～セラ・サービス新規契約施設のお知らせ～

「a-ticketプレミアム」ご利用方法

会員ログインページからユーザ登録を行い、
「a-ticket ID / a-ticket パスワード」を取得しま
す。※１

ログイン画面にて、セラ・サービス「団体 ID / 団体 
パスワード」・取得いただいた「a-ticket ID / 
a-ticket パスワード」を入力してログイン。

あとは、販売中の公演を、お好きなタイミングでお
申し込みいただくだけです。

ライブや舞台などのチケットを取り扱う無料会員制オンライン・チケット
販売サービスです。特別先行販売や優待割引価格での販売など、他にはない
特別な内容でチケットを提供しております。

「a-ticket プレミアム」
とは …

ご利用はこちらから
https://premium.a-ticket.jp/login/

セラ・サービス会員
　団体 ID

　団体 パスワード

［MYページ］
申し込み状況や購入履歴を確認できます。

［優待チケット一覧］
ご興味のあるイベント詳細をクリック！
案内に従って、ご購入手続きを行ってください。
決済やチケットの受け取りなどは、ご自身に合った方法が
お選びいただけます。

【TOPページ（ログイン後）】

【ログイン画面】

　a-ticket ID（メールアドレス）

　a-ticket パスワード

6655

0334116655

※１でご登録の a-ticket ID（メールアドレス）
　　　　　　　 a-ticket パスワード

1

2

3

初めてご利用の際は、こちらから
新規登録をお願いします。

※１

　このたび、セラ・サービス会員様向けに、Web限定サービス「a-ticket プレミアム」がご利用いただけ
るようになりました。ぜひご利用ください。 ぐりんぱ

強羅アサヒホテル

Information

会員本人 ※１人１回１種類まで申込資格

10月13日（火）締　切　日 10月17日（土）抽選公開日

157900

区分 内　　容 募集人数事業コード
天然温泉 仙川 湯けむりの里　ペア入浴券
すすき野 湯けむりの里　ペア入浴券
11月23日（月・祝） ジャイアンツファンフェスタ（東京ドーム）　ペア入場券
世田谷区 大蔵総合運動場温水プール　1時間利用券
世田谷区 千歳温水プール　1時間利用券

2人
2人
2人
9人
5人

①
②
③
④
⑤

※商品の郵送受取をご希望の場合、普通郵便でお送りします

Web 音声応答システム情報得々
ト クト ク ト クト ク

P.24

P.90

P.62

☎
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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10月～12月末までの日帰りバスツアーが対象です。
※2,000円未満の商品は対象外です
※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「日帰りバスの旅」「はとバス　東京・横浜観光」をご覧ください

はとバス 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

表示価格の５％引き 1,500円

▶お申し込み時にツアー催行が未確定の場合でも、旅行契約上、ご旅行代金をお預かりします。
▶各ツアーの最少催行人数は、特に記載があるものを除き20人です。

新宿営業所　☎03（3356）4270　　浜松町総合センター　☎03（3435）6081
池袋営業所　☎03（3988）6371　　東京営業所　　　　　☎03（3201）2725

▶はとバス予約センター〈☎03（3761）1100〉または下記営業所へ電話のうえ、セラ・サービスの
会員である旨伝えて、ご予約ください。
▶旅行代金お支払日の5日前までに、セラ・サービスHP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。
▶支払期日までに、お申し込みの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。
旅行代金は、表示金額から5％割引きした金額から差し引きます。
　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

募集人数 利用回数

割 引 額 補 助 額

利用方法

営業所窓口

そ の 他

事　業
コード 157700 11月24日（火）締　切　日Web 音声応答システム

http://www.hatobus.co.jp/

ツアー代金5％オフに加え1,500円補助付き！
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。19



ツアー代金5％オフに加え1,500円補助付き！

出発日が10月～12月末までの日帰りバスツアーが対象です。
※2,000円未満の商品は対象外です
※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「日帰りバスの旅」「はとバス　東京・横浜観光」をご覧ください

はとバス 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

表示価格の５％引き 1,500円

▶お申し込み時にツアー催行が未確定の場合でも、旅行契約上、ご旅行代金をお預かりします。
▶各ツアーの最少催行人数は、特に記載があるものを除き20人です。

新宿営業所　☎03（3356）4270　　浜松町総合センター　☎03（3435）6081
池袋営業所　☎03（3988）6371　　東京営業所　　　　　☎03（3201）2725

▶はとバス予約センター〈☎03（3761）1100〉または下記営業所へ電話のうえ、セラ・サービスの
会員である旨伝えて、ご予約ください。
▶旅行代金お支払日の5日前までに、セラ・サービスHP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。
▶支払期日までに、お申し込みの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。
旅行代金は、表示金額から5％割引きした金額から差し引きます。
　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

募集人数 利用回数

割 引 額 補 助 額

利用方法

営業所窓口

そ の 他

事　業
コード 157700 11月24日（火）締　切　日Web 音声応答システム

http://www.hatobus.co.jp/

ツアー代金5％オフに加え1,500円補助付き！
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。 20



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27年5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

年2.355％
〈通常金利〉年2.455％

変 動 金 利

■ご融資額：500万円以内　■ご融資期間：10年以内
年2.155％

〈通常金利〉年2.255％

3年超 変動金利

年2.58％3年以内固定金利 〈通常金利〉
年2.68％

■ご融資額：500万円以内　■ご融資期間：10年以内
年2.955％

〈通常金利〉年3.055％

3年超 変動金利

年3.48％3年以内固定金利 〈通常金利〉
年3.58％

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！

保証料込

保証料込

保証料込

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　　3
抽選結果の確認時はサービス番号　　 4

3

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

音声応答システム抽選確認時、サービス番号“4”を入力し、確認方法を選択（1桁）
●事業コードを指定しての確認は“1”（事業コードを入力します）
●すべての申し込み内容の確認は“5”
入力後、申し込み内容および抽選結果がアナウンスされます。

入
力
項
目

抽選結果は、 　利用履歴照会
または 　　　　  で 
ご確認ください。

Web
音声応答システム

お願い
チケット類の受取期限
および代金の振込期限
をお守りくださいます
よう、ご協力をお願い
します。

●チケットの受け取りについて

●補助券（グルメイベント以外）の受け取りについて

チケット類は締め切り後、用意ができ次第、当選者にハガキなどでお知
らせします。

郵送受け取りの場合、随時発送します（送料無料）。
窓口受け取りの場合は、当選ハガキまたは会員証をお持ちください。
発券後、セラ・サービスからの連絡はありませんので、ご了承ください。

チケット・補助券の受け取り方法について

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）

※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。それ以外の方は利用できません

次号の会報誌『せら』は、11月末に発送する予定です。

10 月　6 日（火） 10:00 ～ 15:00 　京橋支店（中央区新富 2－4－2）  　  ☎03（3552）4091 ／ 9:00 ～ 15:00

10 月　8 日（木） 10:00 ～ 15:00 　経堂支店（世田谷区経堂 2－3－2）  　  ☎03（3420）4121 ／ 9:00 ～ 15:00

10 月 14 日（水） 10:00 ～ 15:00 　東小金井支店（小金井市東町 4－42－21） 　  ☎042（384）1521 ／ 9:00 ～ 15:00

10 月 17 日（土） 10:00 ～ 15:00 　つつじが丘支店（調布市西つつじヶ丘 3－31－2）　  ☎042（482）0211 ／ 9:00 ～ 15:00

10 月 21 日（水） 10:00 ～ 15:00 　代田橋支店（世田谷区大原 2－27－31） 　  ☎03（3328）0151 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月　6 日（金） 10:00 ～ 15:00 　明大前支店（世田谷区松原 2－44－2） 　  ☎03（3323）0511 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月 12 日（木） 10:00 ～ 15:00 　新宿支店（新宿区西新宿 1－3－7）  　  ☎03（3342）3821 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月 17 日（火） 10:00 ～ 15:00 　三鷹支店（三鷹市上連雀 8－4－8）  　  ☎0422（47）3131 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月 19 日（木） 10:00 ～ 15:00 　烏山支店（世田谷区南烏山 4－12－7） 　  ☎03（3300）1361 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月 21 日（土） 10:00 ～ 15:00 　本店（世田谷区北沢 1－38－14）  　  ☎03（3422）6181 ／ 9:00 ～ 15:00

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。
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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27年5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

年2.355％
〈通常金利〉年2.455％

変 動 金 利

■ご融資額：500万円以内　■ご融資期間：10年以内
年2.155％

〈通常金利〉年2.255％

3年超 変動金利

年2.58％3年以内固定金利 〈通常金利〉
年2.68％

■ご融資額：500万円以内　■ご融資期間：10年以内
年2.955％

〈通常金利〉年3.055％

3年超 変動金利

年3.48％3年以内固定金利 〈通常金利〉
年3.58％

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！

保証料込

保証料込

保証料込

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　　3
抽選結果の確認時はサービス番号　　 4

3

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

音声応答システム抽選確認時、サービス番号“4”を入力し、確認方法を選択（1桁）
●事業コードを指定しての確認は“1”（事業コードを入力します）
●すべての申し込み内容の確認は“5”
入力後、申し込み内容および抽選結果がアナウンスされます。

入
力
項
目

抽選結果は、 　利用履歴照会
または 　　　　  で 
ご確認ください。

Web
音声応答システム

お願い
チケット類の受取期限
および代金の振込期限
をお守りくださいます
よう、ご協力をお願い
します。

●チケットの受け取りについて

●補助券（グルメイベント以外）の受け取りについて

チケット類は締め切り後、用意ができ次第、当選者にハガキなどでお知
らせします。

郵送受け取りの場合、随時発送します（送料無料）。
窓口受け取りの場合は、当選ハガキまたは会員証をお持ちください。
発券後、セラ・サービスからの連絡はありませんので、ご了承ください。

チケット・補助券の受け取り方法について

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）

※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。それ以外の方は利用できません

次号の会報誌『せら』は、11月末に発送する予定です。

10 月　6 日（火） 10:00 ～ 15:00 　京橋支店（中央区新富 2－4－2）  　  ☎03（3552）4091 ／ 9:00 ～ 15:00

10 月　8 日（木） 10:00 ～ 15:00 　経堂支店（世田谷区経堂 2－3－2）  　  ☎03（3420）4121 ／ 9:00 ～ 15:00

10 月 14 日（水） 10:00 ～ 15:00 　東小金井支店（小金井市東町 4－42－21） 　  ☎042（384）1521 ／ 9:00 ～ 15:00

10 月 17 日（土） 10:00 ～ 15:00 　つつじが丘支店（調布市西つつじヶ丘 3－31－2）　  ☎042（482）0211 ／ 9:00 ～ 15:00

10 月 21 日（水） 10:00 ～ 15:00 　代田橋支店（世田谷区大原 2－27－31） 　  ☎03（3328）0151 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月　6 日（金） 10:00 ～ 15:00 　明大前支店（世田谷区松原 2－44－2） 　  ☎03（3323）0511 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月 12 日（木） 10:00 ～ 15:00 　新宿支店（新宿区西新宿 1－3－7）  　  ☎03（3342）3821 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月 17 日（火） 10:00 ～ 15:00 　三鷹支店（三鷹市上連雀 8－4－8）  　  ☎0422（47）3131 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月 19 日（木） 10:00 ～ 15:00 　烏山支店（世田谷区南烏山 4－12－7） 　  ☎03（3300）1361 ／ 9:00 ～ 15:00

11 月 21 日（土） 10:00 ～ 15:00 　本店（世田谷区北沢 1－38－14）  　  ☎03（3422）6181 ／ 9:00 ～ 15:00

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。
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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
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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） 

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!

〜セラ・サービスからのお知らせ〜
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公益財団法人世田谷区産業振興公社

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

グルメイベント（5～6頁）
「ビストロ イル・ド・レ」ほか

トピックス（3頁）
「セラ・サービスゴルフ大会」

特産品（7～8頁）
新潟県十日町市「魚沼産コシヒカリ」ほか
チケット（10～16頁）
「フィットネスクラブティップネス」ほか　

May J.
Special Concert

第29回JTB世界遺産劇場 
－日光東照宮－

日光東照宮
400年式年大祭記念

第29回JTB世界遺産劇場 
－日光東照宮－

日光東照宮
400年式年大祭記念

せ らsela
通　信

あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。
Setagaya Labor ServiceSetagaya Labor Service No.155

10
October・November

2015

11
セラ サービス

※『利用ガイド』P.88に掲載の「新規入会事業所紹介カード」
　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。

入会者数に応じて商品券をプレゼントします。
たとえば、入会者数5～9人で10,000円、
40人以上で50,000円をプレゼント!
詳しくは、セラ・サービスまでお問い合わせください。

世田谷区農業祭  世田谷の花展 © 世田谷区


