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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） 

申込資格

石打丸山スキー場
川場スキー場
たんばらスキーパーク
富士見パノラマスキー場
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳・小海リエックススキーバレー

内　　容区分 募集人数券種（枚数）

①
②
③
④
⑤

3人
5人
50人
10人
3人

1日券（2枚1組）
1日券（2枚1組）
1日券（2枚1組）
1日券（2枚1組）
1日券（2枚1組）

会員本人 ※１人１回１種類まで
Web 音声応答システム

受取方法を郵送にされた場合は普通郵便でお届けします。そ の 他

事　業
コード 158700 締　切　日

抽選公開日
12月15日（火）
12月19日（土）
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二兎社公演40二兎社公演40

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）
「ビストロ ブノワ」ほか

トピックス（3～4頁）
  5スキー場 リフト券購入補助券

特産品（7～8頁）
北海道「鮭ルイベ漬と一口数の子松前漬」ほか
チケット（10～16頁）

「ダイハツ トーテム 東京公演」ほか　
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セラ サービス

新年のつどい © 世田谷区

●年末年始営業日のお知らせ●
年末は12月28日（月）まで、

年始は1月4日（月）から営業します。



峰の原
高原

『利用ガイド』P.69

『利用ガイド』P.28

カラオケ館
会員証の提示で、ルーム料金30％引き！
忘年会シーズンを迎えるこれからの季節にぜひご利用ください！
※区内3店舗あり：三軒茶屋1店舗・下北沢2店舗

カラオケ
ルーム

※除外項目：飲食代・フリータイム・飲み放題・パーティーコース
　（他割引券との併用不可）

東京、神奈川、千葉、埼玉の首都圏各店舗

※各種限定解除・ペーパー教習は、対象外です
※他の紹介や特典との併用はできません。また、キャンペーン
　実施時はキャンペーンの内容が優先します

＊ジュニア＝高校生以下　
※学生・ジュニアには、会員証提示による割引はありません

『利用ガイド』P.28

世田谷オークラボウル
会員証の提示で、平日夜20円、土日・祝日50円引き！
社員で、ご友人同士で、皆様でご利用ください。

平日夜20円・
土日祝50円引き

ボウリン
グ場

『利用ガイド』P.75

昔心の宿 金みどり
【さくら綜合レジャー】

うどのペンション
「さくら綜合レジャー」に、新規施設が加わりました。
草津温泉の古き良き時代、“昔心”を大切にした、創業120年の歴史
あるお宿「金みどり」。湯畑まで徒歩3分の好立地。小規模ならでは
のきめ細かいサービスと2種類の離れ貸し切り露天風呂が人気。

草津温泉 150000
事業コード 施設コード

500 『利用ガイド』P.75

旅館 たにがわ
【さくら綜合レジャー】

「さくら綜合レジャー」に、新規施設が加わりました。
四季折々の表情を見せる谷川岳の南麓に広がる閑静な温泉地
にたたずむ「旅館 たにがわ」。太宰治ゆかりの宿、貸し切り露天
風呂、足湯も大好評！

谷川（水上）
温泉

150000
事業コード 施設コード

500

補　助　券
利用時料金

会員証提示
割 引 内 容

『利用ガイド』P.70

ロッジ でんべえ
野沢温泉スキー場ゲレンデ内のロッジです。ゲレンデは目の
前、徒歩0分で白銀の世界に！スキーなどのスノーシーズンに最
適です。グリーンシーズンには上の平高原などの自然あふれる
野沢の自然を満喫。滑った後は天下の名湯湧き出るログハウス
大浴場でリフレッシュ！ 温泉街無料駐車場あり。

3,800円～

野沢温泉

［所  在  地］長野県下高井郡野沢温泉村豊郷8284-2
［アクセス］上信越道「豊田飯山I.C.」より車で35分［所  在  地］世田谷区岡本3-40-2

☎0269-85-3838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 3,000円～

［所 在 地 ］長野県須坂市仁礼3153-700
［アクセス］上信越道「上田菅平I.C.」より車で30分

☎0268-74-2725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 8,960円～

［所  在  地］群馬県吾妻郡草津町162
［アクセス］関越道「渋川伊香保I.C.」より車で90分

☎03-3434-0333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 10,040円～

［所  在  地］群馬県利根郡みなかみ町谷川524-1
［アクセス］関越道「水上I.C.」より車で15分

☎03-3434-0333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

071

150000
事業コード 施設コード

068

『利用ガイド』P.88

コヤマ ドライビング
スクール成城

会員証の提示で、普通運転免許教習の料金割引などのサービス
が受けられます。登録家族もご利用いただけますので、冬休み
などの長期休暇の間に免許取得はいかがですか? 
最短15日の「短期コース」やアフター5で「らくらく免許コース」
もご用意！便利な無料送迎バスあり！

無 料（21,600円相当）
普通車 優先予約（PINE）コース

運転免許

☎03-3415-2191お問合せ

入店時（受付時）にカードを
ご提示ください。

1ゲームあたり一般料金より

対象店舗

ルーム料金

30％オフ 営業時間

一　　般

学　　生

  ジュニア＊

セラ会員（一般）

貸し靴

432円

381円

309円

432円

483円

432円

360円

463円

566円

463円

411円

516円

309円（精算時一括払い）

土曜日 日曜・祝日
9：00

～23：00
10：00

～25：00
17：00

 ～23：00
10：00

 ～17：00

平日（月～金曜日）

区　分

会員証提示割引内容

会員証提示割引内容

宿泊者リフト代金特別割引あり

こども（中学3年生まで）はリフト代金無料!
（大人3,500円⇒2,800円、高校生2,000円）

峰の原高原スキー場徒歩5分。おかげさまで今季で開業37年、
低料金・清潔・家族的をモットーとしたペンションです。夏は涼
しく、冬は粉雪舞うゲレンデ、リフト待ちがないのがうれし
い！
最寄りの「峰の原高原スキー場」は、キッズ＆ファミリーにお得！
スキー場リフト乗り場まで徒歩5分！

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。

※宿泊料金は、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・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。

券種類 補助券利用時 一　般

大　人 3,400円 4,500円

ジュニア（小・中学生、要身分証）

シニア（50歳以上、要身分証）

2,100円 3,200円

2,800円 3,700円

券種類
補助券利用時

一　般

大人（中学生～50歳未満） 2,200円 4,500円

シニア（50歳以上）

こども（小学生）

2,200円 3,700円

2,100円 3,000円

キッズ（4歳～未就学児）＊ 2,000円

土日・祝日平日
2,900円

2,700円

2,100円
2,000円

券種類
補助券利用時
平日 土日・祝日 平日 土日・祝日

一　般

大人（高校生～50歳未満） 2,100円 3,500円

こども（小・中学生）
マスター（50～59歳） 1,100円 2,500円

キッズ（小学生未満）
シニア（60歳以上、要身分証） 1,100円

2,600円

1,600円

1,600円 1,500円

4,000円

3,000円

2,000円

券種類 補助券利用時 一　般

大　　人 3,200円 4,300円

ジュニア（小学生以下）
シニア（60歳以上、要身分証） 2,700円 3,400円

券種類 補助券利用時 一　般
大　人 3,300円 4,700円

こども（小学生） 1,600円 2,000円

アクセス

料　金

アクセス

料　金

アクセス

料　金

アクセス

料　金
アクセス

料　金

首都圏から約2時間で、北海道並みのパウダースノーが楽しめます。
ゲレンデ全体が緩やかなので、ファミリーのゲレンデデビューにもぴったり!
昨年リニューアルしたばかりのリゾートセンターもオシャレで快適です。

関越自動車道　
「沼田I.C.」から一般道19km・30分

※キッズの割引はありません（補助券利用不可）
＊3歳以下は無料

首都圏から車で2時間の近さで、絶好のパウダースノーがご堪能いただけ
ます! 土日・祝日（特定日を除く）に池袋駅から無料バスが運行されます（要
予約）。また、スキー場のそばには川場世田谷区民健康村（1,000円補助）も
ありますので、合わせてご利用ください!

関越自動車道「沼田I.C.」から17km・25分

※未就学児は無料　※セラ会員証提示で、大人3,800円、ジュニア2,500円、シニア3,200円（いずれも同伴者4人まで）
※ICカード（リフト券）保証金として、1枚につき別途500円必要です。なお、保証金は、チケットカウンターでICカード返却
　時に返金します（ICカードが破損・紛失した場合は返金できません）

中央自動車道 長坂I.C.から❶約21km・約25分 ❷約42km・約50分の好アクセス！
85％と高い晴天率と人工降雪のコンディションが最高！駐車場全日無料！

中央自動車道「長坂I.C.」から ❶約21km・約25分
　　　　　　　                 ❷約42km・約50分

※セラ会員証提示で、同伴者５人まで一般料金より1,000円引き（キッズ・シニア除く）
※スキー・スノボレンタルも、セラ会員証提示で500円引き！

塩沢石打I.C.よりわずか5分とアクセス抜群 !
上越沿線最大級の超ビッグゲレンデ!!

関越自動車道  
「塩沢石打I.C.」から3km・5分

※未就学児は、大人１人につき１人のみ無料（要同乗）
※未就学児２人以上は、ジュニア料金

とにかく近い！
東京・八王子から車で90分、中央自動車道 諏訪南I.C.から7分！
晴天率85％!! 初心者でも、上級者でも楽しめるゲレンデです。
今シーズンより託児所が新登場！キッズパークも充実しています。

中央自動車道　
「諏訪南I.C.」から5km・7分

※未就学児はリフト代無料
※セラ会員証提示で、同伴者5名まで一般料金より1,000円引き（シニアは
　500円引き、キッズ除く）

❶

②

11月28日（土）～3月31日（木）

12月5日（土）～3月31日（木） 12月5日（土）～3月27日（日）

12月5日（土）～3月31日（木）12月19日（土）～3月21日（月・祝）石打丸山スキー場 利用期間 利用期間富士見パノラマリゾート

たんばらスキーパーク

川場スキー場 ❶ シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
❷ 小海リエックス・スキーバレー

利用期間

利用期間 利用期間

駐車場平日無料

駐車場全日無料
駐車場全日無料

駐車場全日無料

駐車場平日無料

スキー場リフト券・購入補助券

利用資格

申 込 数

申込方法

締 切 日

そ の 他

Web 音声応答システムリフト券をお得に購入できる補助券です。
ご利用にあたっては補助券が必要となりますので、まずはお申し込みを!

会員・登録家族

①締め切り日までに、Webまたは音声応答システムで
　「会員本人」を選択後、必要枚数を入力してください。
②指定のスキー場のリフト券売り場で、リフト券1枚につき利用者
　氏名を記入した補助券を１枚提出し、購入してください。

１月３１日（日）

天候状況によっては利用期間が変更となる場合がありますので、
各スキー場へご確認のうえ、ご利用ください。

受取方法

１会員、期間内4枚まで（先着100枚限定）

●郵送受け取りの場合は、随時発送します（送料無料）。
●窓口受け取りの場合は、お申し込み後、セラ・サービス窓口までお越しください。

事　業
コード 158800

新潟県

富山県

長野県

岐阜県

茨城県

千葉県東京都

福島県

栃木県

埼玉県

山梨県

静岡県

神奈川県

群馬県

石打丸山スキー場
たんばらスキーパーク
川場スキー場

富士見
パノラマリゾート シャトレーゼ

スキーリゾート八ヶ岳

小海リエックススキーバレー
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https://www.imperialhotel.co.jp/

http://www.facebook.com/shikizennhoshiya/

区　分

3,300円

会員・登録家族

4,900円

同行者

5,390円

一　般

ランチコース

4歳未満のお子様のご利用は、ご遠慮いただいております。

1月4日（月）～1月31日（日）

　　　　　11:30～14:30（ラストオーダー）

千代田区内幸町1－1－1 帝国ホテル本館17階
☎03（3539）8116
       千代田線「日比谷駅」Ａ5番出口徒歩3分

鉄板焼は日本と西欧の食文化の融合。そしてなごやかにお楽
しみいただけるその味わいは、新しい出会いや語らいのひと
ときに最適です。木の温もりと情緒漂う空間のなか、季節の素
材を贅沢に使った味覚の数々を、どうぞくつろいでお楽しみ
ください。

100年にわたって今もパリで愛されている老舗ビストロの名前とエス
プリを受け継ぎ、2005年、青山にオープンしたアラン・デュカスのビ
ストロです。明るく心地よい雰囲気は、南仏の邸宅を彷彿とさせます。
暖かな日差しの中で、また青山の夜景を見下ろしながら、パリのビス
トロの味と雰囲気をお楽しみください。

帝国ホテル 東京 鉄板焼 嘉 門 本館17階

【ランチ】 本日のスープ／ビーフサラダ 嘉門風／USリブロースステーキ140g または 
             シェフおすすめ魚料理／ご飯／味噌椀／香の物／デザート／コーヒー

イメージ

イメージ

※税・サービス料込み

12月20日（日）～1月31日（日）

　　　　　11:30～16:30(ラストオーダー14：30)

渋谷区神宮前5－51－8　ラ･ポルト青山10階　☎03（6419）4181
        東京メトロ「表参道駅」B2出口徒歩３分

　　　　　17:30～23:30(ラストオーダー21：30)

年中無休（年末年始を除く）

12月20日（日）～1月31日（日）　水曜定休

　　　　　11:30～14:30（ラストオーダー）　

世田谷区成城6－22－5　☎03（6411）2525
        小田急線「成城学園前駅」北口徒歩5分

成城いちょう並木のそばにたたずむ正統派日本料理店「四季膳 ほしや」。
季節感にとことんこだわり、旬の素材を活かした丁寧なお料理をお召し上がり
ください。

四季膳 ほしや

ビストロ ブノワ

【特選ひるげご膳】 小鉢／天ぷら／焼魚／八寸／煮物／刺身／ご飯／デザート
【ゆうげの懐石】 先付／前菜／刺身／焼物／煮物／揚げ物／ご飯／デザート

　　　　　17:30～22:00（ラストオーダー）　ディナー

ゆうげの懐石

区　分

2,700円
会員・登録家族

3,780円
3,800円 5,400円

一　般

特選ひるげご膳①
②

ディナーコース

区　分

3,000円
会員・登録家族

4,104円
5,500円 7,668円

一　般

ランチコース①
②

※税･サービス料込み

※税・サービス料込み

ランチは席が込み合いますので、お早目にご予約ください。

【ランチ】 前菜1品／メインディッシュ1品／デザート1品／コーヒーまたは紅茶
【ディナー】 前菜2品／メインディッシュ1品／デザート1品／コーヒーまたは紅茶
※ディナーにはセラ会員様特典として食前酒をご用意いたします

※食材の都合により、メニューは予告なく変わる場合があります。ご了承ください

※12月23～25日は、特別メニューにより、こちらのプランはご利用いただけません

ご利用は、12歳以上のお客様に限らせていただいております。

（12/25～1/7は、お休みとさせていただきます）

イメージ

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

その他
ラ ン チ

ラ ン チ

ラ  ン  チ
ディナー

https://www.benoit-tokyo.com/

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158102

下記本文中をご参照ください158101 締　切　日
抽選公開日

12月10日（木）
12月12日（土）

下記本文中をご参照ください158103 締　切　日
抽選公開日

12月10日（木）
12月12日（土）

締　切　日
抽選公開日

12月10日（木）
12月12日（土）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）。
▶店舗へ予約される際は、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。別途、利用
補助券をお申し込みになる必要はありません。

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

5



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。

https://www.imperialhotel.co.jp/

http://www.facebook.com/shikizennhoshiya/

区　分

3,300円

会員・登録家族

4,900円

同行者

5,390円

一　般

ランチコース

4歳未満のお子様のご利用は、ご遠慮いただいております。

1月4日（月）～1月31日（日）

　　　　　11:30～14:30（ラストオーダー）

千代田区内幸町1－1－1 帝国ホテル本館17階
☎03（3539）8116
       千代田線「日比谷駅」Ａ5番出口徒歩3分

鉄板焼は日本と西欧の食文化の融合。そしてなごやかにお楽
しみいただけるその味わいは、新しい出会いや語らいのひと
ときに最適です。木の温もりと情緒漂う空間のなか、季節の素
材を贅沢に使った味覚の数々を、どうぞくつろいでお楽しみ
ください。

100年にわたって今もパリで愛されている老舗ビストロの名前とエス
プリを受け継ぎ、2005年、青山にオープンしたアラン・デュカスのビ
ストロです。明るく心地よい雰囲気は、南仏の邸宅を彷彿とさせます。
暖かな日差しの中で、また青山の夜景を見下ろしながら、パリのビス
トロの味と雰囲気をお楽しみください。

帝国ホテル 東京 鉄板焼 嘉 門 本館17階

【ランチ】 本日のスープ／ビーフサラダ 嘉門風／USリブロースステーキ140g または 
             シェフおすすめ魚料理／ご飯／味噌椀／香の物／デザート／コーヒー

イメージ

イメージ

※税・サービス料込み

12月20日（日）～1月31日（日）

　　　　　11:30～16:30(ラストオーダー14：30)

渋谷区神宮前5－51－8　ラ･ポルト青山10階　☎03（6419）4181
        東京メトロ「表参道駅」B2出口徒歩３分

　　　　　17:30～23:30(ラストオーダー21：30)

年中無休（年末年始を除く）

12月20日（日）～1月31日（日）　水曜定休

　　　　　11:30～14:30（ラストオーダー）　

世田谷区成城6－22－5　☎03（6411）2525
        小田急線「成城学園前駅」北口徒歩5分

成城いちょう並木のそばにたたずむ正統派日本料理店「四季膳 ほしや」。
季節感にとことんこだわり、旬の素材を活かした丁寧なお料理をお召し上がり
ください。

四季膳 ほしや

ビストロ ブノワ

【特選ひるげご膳】 小鉢／天ぷら／焼魚／八寸／煮物／刺身／ご飯／デザート
【ゆうげの懐石】 先付／前菜／刺身／焼物／煮物／揚げ物／ご飯／デザート

　　　　　17:30～22:00（ラストオーダー）　ディナー

ゆうげの懐石

区　分

2,700円
会員・登録家族

3,780円
3,800円 5,400円

一　般

特選ひるげご膳①
②

ディナーコース

区　分

3,000円
会員・登録家族

4,104円
5,500円 7,668円

一　般

ランチコース①
②

※税･サービス料込み

※税・サービス料込み

ランチは席が込み合いますので、お早目にご予約ください。

【ランチ】 前菜1品／メインディッシュ1品／デザート1品／コーヒーまたは紅茶
【ディナー】 前菜2品／メインディッシュ1品／デザート1品／コーヒーまたは紅茶
※ディナーにはセラ会員様特典として食前酒をご用意いたします

※食材の都合により、メニューは予告なく変わる場合があります。ご了承ください

※12月23～25日は、特別メニューにより、こちらのプランはご利用いただけません

ご利用は、12歳以上のお客様に限らせていただいております。

（12/25～1/7は、お休みとさせていただきます）

イメージ

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

その他
ラ ン チ

ラ ン チ

ラ  ン  チ
ディナー

https://www.benoit-tokyo.com/

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158102

下記本文中をご参照ください158101 締　切　日
抽選公開日

12月10日（木）
12月12日（土）

下記本文中をご参照ください158103 締　切　日
抽選公開日

12月10日（木）
12月12日（土）

締　切　日
抽選公開日

12月10日（木）
12月12日（土）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）。
▶店舗へ予約される際は、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。別途、利用
補助券をお申し込みになる必要はありません。

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/

贈答用辛子明太子①

②

品　名区分

3,000円

会　員

辛子明太子　400ｇ×4～7本 （化粧箱入り）

内　容

いろどりセット 2,900円

辛子明太子　　　   200ｇ
焼き手羽めんたい　    5本
ヤリイカ明太　      140ｇ
明太からし高菜　   250ｇ

4,320円

一　般

4,120円

③ 切子辛子明太子 切子辛子明太子　720g／180g（3～4本）×4個 3,500円 5,200円 雪ほたか　5kg

品　名

3,900円

会　員

12月下旬

発送日

4,990円

一　般

鮭ルイベ漬と一口数の子松前漬
一口数の子松前漬　200g
鮭ルイベ漬　160g

品　名 内　容

2,600円

会　員

3,500円

一　般

福岡県福岡市  「辛子明太子」 
ご存じ博多名物の辛子明太子。かねふくでは、原料の調達から、明太子のツブ
ツブ感を決定づける塩漬け、加工まで独自の製法で丁寧に仕上げています。
「いろどりセット」は“辛子明太子”に加え、九州産鶏に明太子をつめてこん
がり焼きあげた“手羽先明太”、柚胡椒でさっぱり仕上げた“ヤリイカ明太”、
博多ならではの“明太からし高菜”の詰め合わせ。「かねふく」の人気商品を
揃え、贈り物にもよろこばれています。

▶すべてクール便で
　発送します。
▶賞味の目安は、
　冷凍で３カ月。
　解凍後冷蔵８日

配送日の指定はお受けできません。あらかじめご了承ください。

12月下旬～1月上旬

イメージ
イメージ

株式会社 かねふく

12月下旬～年内お届け予定
※ご注文状況によっては年始お届けとなる場合がございます。あらかじめご了承ください

北海道アンソロポロジー株式会社

群馬県川場村産コシヒカリ  「雪ほたか」 

日本百名山の一つ上州武尊山より湧き出る水を使用し、決められた栽培方法で育てられ
たお米「雪ほたか」。市場に流通していない美味しいお米をご賞味ください。

「鮭ルイベ漬」は、北海道産の天然鮭といくらを、鮭からつ
くった特製醤油ダレに漬け込んだ珍味。長年、北海道の
人々に愛され続けている商品です。
鮭専門店ならではの自社工場による鮮度管理と、熟練し
た職人技で仕上げました。身の歯ごたえ、いくらの透明
感、とろける食感と凝縮された旨味をお楽しみください。

株式会社 世田谷川場ふるさと公社

米・食味分析鑑定コンクール8年連続金賞受賞

北海道  「鮭ルイベ漬と一口数の子松前漬」

イメージ

イメージ

そ の 他

ご 注 意

発 送 日

内容・料金

内容・料金

内容・料金

業　者

発 送 日

業　者

業　者

事　業
コード

事　業
コード

申込数

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

締　切　日
抽選公開日

12月15日（火）
12月17日（木）

1会員合計4箱まで
 （各40箱限定）

締　切　日
抽選公開日

12月17日（木）
12月19日（土）

158202 音声応答システム
での申し込み不可

158201

1会員4セットまで（合計100セット）

締　切　日
抽選公開日

12月16日（水）
12月18日（金）158203 音声応答システム

での申し込み不可 1会員4袋まで（合計100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。

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

贈答用辛子明太子①

②

品　名区分

3,000円

会　員

辛子明太子　400ｇ×4～7本 （化粧箱入り）

内　容

いろどりセット 2,900円

辛子明太子　　　   200ｇ
焼き手羽めんたい　    5本
ヤリイカ明太　      140ｇ
明太からし高菜　   250ｇ

4,320円

一　般

4,120円

③ 切子辛子明太子 切子辛子明太子　720g／180g（3～4本）×4個 3,500円 5,200円 雪ほたか　5kg

品　名

3,900円

会　員

12月下旬

発送日

4,990円

一　般

鮭ルイベ漬と一口数の子松前漬
一口数の子松前漬　200g
鮭ルイベ漬　160g

品　名 内　容

2,600円

会　員

3,500円

一　般

福岡県福岡市  「辛子明太子」 
ご存じ博多名物の辛子明太子。かねふくでは、原料の調達から、明太子のツブ
ツブ感を決定づける塩漬け、加工まで独自の製法で丁寧に仕上げています。
「いろどりセット」は“辛子明太子”に加え、九州産鶏に明太子をつめてこん
がり焼きあげた“手羽先明太”、柚胡椒でさっぱり仕上げた“ヤリイカ明太”、
博多ならではの“明太からし高菜”の詰め合わせ。「かねふく」の人気商品を
揃え、贈り物にもよろこばれています。

▶すべてクール便で
　発送します。
▶賞味の目安は、
　冷凍で３カ月。
　解凍後冷蔵８日

配送日の指定はお受けできません。あらかじめご了承ください。

12月下旬～1月上旬

イメージ
イメージ

株式会社 かねふく

12月下旬～年内お届け予定
※ご注文状況によっては年始お届けとなる場合がございます。あらかじめご了承ください

北海道アンソロポロジー株式会社

群馬県川場村産コシヒカリ  「雪ほたか」 

日本百名山の一つ上州武尊山より湧き出る水を使用し、決められた栽培方法で育てられ
たお米「雪ほたか」。市場に流通していない美味しいお米をご賞味ください。

「鮭ルイベ漬」は、北海道産の天然鮭といくらを、鮭からつ
くった特製醤油ダレに漬け込んだ珍味。長年、北海道の
人々に愛され続けている商品です。
鮭専門店ならではの自社工場による鮮度管理と、熟練し
た職人技で仕上げました。身の歯ごたえ、いくらの透明
感、とろける食感と凝縮された旨味をお楽しみください。

株式会社 世田谷川場ふるさと公社

米・食味分析鑑定コンクール8年連続金賞受賞

北海道  「鮭ルイベ漬と一口数の子松前漬」

イメージ

イメージ

そ の 他

ご 注 意

発 送 日

内容・料金

内容・料金

内容・料金

業　者

発 送 日

業　者

業　者

事　業
コード

事　業
コード

申込数

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

締　切　日
抽選公開日

12月15日（火）
12月17日（木）

1会員合計4箱まで
 （各40箱限定）

締　切　日
抽選公開日

12月17日（木）
12月19日（土）

158202 音声応答システム
での申し込み不可

158201

1会員4セットまで（合計100セット）

締　切　日
抽選公開日

12月16日（水）
12月18日（金）158203 音声応答システム

での申し込み不可 1会員4袋まで（合計100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。

区分 会　員日　時 券　種
①
②
③
④

おとなSS席
こどもSS席
おとなSS席
こどもSS席

7,000円
5,000円

10,800円
7,600円

一　般
12,500円

8,500円
13,500円

9,500円

3月  9日（水）
15：00

3月20日（日）
15：30

お台場ビッグトップ           ゆりかもめ「台場駅」ほか

世界最高峰のサーカス集団シルク・ドゥ・ソレイユが
新たにお送りする「トーテム」。それは“人類の進化”を
テーマにした、壮大な物語。この地球に、いのちが生ま
れ、進化を続けてきた数億年の旅が、プロジェクショ
ンマッピングや可動式ステージを駆使した舞台上で、
次々と繰り広げられます。

3つのGuinness World Records™に輝く、
ジャニー喜多川氏によるエンタテイメントの集大成！

1会員4枚まで（合計30枚限定・抽選）
※演出機材により、舞台の一部が見づらい席があります
※こども券は、3歳から小学生までです。3歳未満のお子様でも座席が必要な場合は、こども券をお求めください
※都合により、演目の一部を変更する場合があります

演目：カラペース

Photos: OSA Images, Matt Beard Costumes: Kym Barrett © 2010,2014 Cirque du Soleil

B席（2階）　8,000円
1会員2枚まで（30枚限定・抽選）

ジャニー喜多川　

佐藤勝利（Ｓexy Ｚone）、中島健人（Ｓexy Ｚone）
橋本良亮、戸塚祥太、河合郁人、五関晃一、塚田僚一（A.B.C-Z）
平野紫耀、永瀬廉、髙橋海人 
＆ ジャニーズ Jr.オールスターキャスト

帝国劇場           JR「有楽町駅」ほか

※未就学児の入場不可

ダイハツ トーテム 東京公演

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、

3,000円の補助が受けられます。（200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

区分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。

区分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 15,360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 9,960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 15,600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、
サービス担当者に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。
補助券は、ご精算時にサービス担当者にお渡しください。

3. サービス実施

2. サービス担当者から連絡があります。

１. セラ・サービスに補助券をお申し込みください。

【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。

JOHNNYS’ World

申込数

作･構成・演出

出　演

料　金

場　所 最寄駅

場　所

申込数

料　金

最寄駅

事 業 者

区　分

サービスご利用までの流れ

Web
音声応答システム

事　業
コード

事　業
コード

申込数

158301 締　切　日
抽選公開日

12月16日（水）
12月19日（土）

158302 締　切　日
抽選公開日

12月8日（火）
12月10日（木）12月26日（土） 13：00

事　業
コード 158000 1会員合計4枚まで（200枚限定）

締　切　日
抽選公開日

12月21日（月）
12月23日（水・祝）

3月9日（水） 15：00 20日（日） 15：30
区分

①②
区分

③④

区　分 下記本文中をご参照ください

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
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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。

区分 会　員日　時 券　種
①
②
③
④

おとなSS席
こどもSS席
おとなSS席
こどもSS席

7,000円
5,000円

10,800円
7,600円

一　般
12,500円

8,500円
13,500円

9,500円

3月  9日（水）
15：00

3月20日（日）
15：30

お台場ビッグトップ           ゆりかもめ「台場駅」ほか

世界最高峰のサーカス集団シルク・ドゥ・ソレイユが
新たにお送りする「トーテム」。それは“人類の進化”を
テーマにした、壮大な物語。この地球に、いのちが生ま
れ、進化を続けてきた数億年の旅が、プロジェクショ
ンマッピングや可動式ステージを駆使した舞台上で、
次々と繰り広げられます。

3つのGuinness World Records™に輝く、
ジャニー喜多川氏によるエンタテイメントの集大成！

1会員4枚まで（合計30枚限定・抽選）
※演出機材により、舞台の一部が見づらい席があります
※こども券は、3歳から小学生までです。3歳未満のお子様でも座席が必要な場合は、こども券をお求めください
※都合により、演目の一部を変更する場合があります

演目：カラペース

Photos: OSA Images, Matt Beard Costumes: Kym Barrett © 2010,2014 Cirque du Soleil

B席（2階）　8,000円
1会員2枚まで（30枚限定・抽選）

ジャニー喜多川　

佐藤勝利（Ｓexy Ｚone）、中島健人（Ｓexy Ｚone）
橋本良亮、戸塚祥太、河合郁人、五関晃一、塚田僚一（A.B.C-Z）
平野紫耀、永瀬廉、髙橋海人 
＆ ジャニーズ Jr.オールスターキャスト

帝国劇場           JR「有楽町駅」ほか

※未就学児の入場不可

ダイハツ トーテム 東京公演

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、

3,000円の補助が受けられます。（200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

区分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。

区分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 15,360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 9,960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 15,600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、
サービス担当者に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。
補助券は、ご精算時にサービス担当者にお渡しください。

3. サービス実施

2. サービス担当者から連絡があります。

１. セラ・サービスに補助券をお申し込みください。

【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。

JOHNNYS’ World

申込数

作･構成・演出

出　演

料　金

場　所 最寄駅

場　所

申込数

料　金

最寄駅

事 業 者

区　分

サービスご利用までの流れ

Web
音声応答システム

事　業
コード

事　業
コード

申込数

158301 締　切　日
抽選公開日

12月16日（水）
12月19日（土）

158302 締　切　日
抽選公開日

12月8日（火）
12月10日（木）12月26日（土） 13：00

事　業
コード 158000 1会員合計4枚まで（200枚限定）

締　切　日
抽選公開日

12月21日（月）
12月23日（水・祝）

3月9日（水） 15：00 20日（日） 15：30
区分

①②
区分

③④

区　分 下記本文中をご参照ください

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

10



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。

『書く女』

1・2階席　5,200円（一般6,000円）
1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

黒木華、平岳大、木野花、
朝倉あき、清水葉月、森岡光、早瀬英里奈、長尾純子、
橋本淳、兼崎健太郎、山崎彬、古河耕史

永井愛 林正樹

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

近代日本女性初の職業作家・樋口一葉の半生を舞台化。
一葉役には今をときめく俳優・黒木華をむかえ、師への恋心、青年文士・家族・歌塾の友人との交流や貧困生活さ
えも創作のエネルギーとして昇華させ、“書く女”として自立していった姿を作・演出の永井愛が蘇らせる。

かあちゃん

Ｓ席　10,300円（一般13,000円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

藤山直美、中村雅俊、八千草薫

明治座          都営新宿線「浜町駅」ほか

まずしくも まっすぐ生きるかあちゃんが、
一家を支える泣いて笑って人情ばなし

※未就学児の入場不可

鎌田敏夫
山本周五郎『かあちゃん』より

石井ふく子

水谷八重子、波乃久里子、渋谷天外、
中村梅雀、古手川祐子　ほか

奥華子
10周年スペシャルライブ決定！
デビュー10周年記念ライブの締めくくりとなる
スペシャルコンサート！
ストリングスカルテットとフルバンドを加えた
特別編成でお届けします。

全席指定　5,900円

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

昭和女子大学人見記念講堂
        東急田園都市線「三軒茶屋駅」ほか

国民の叔母 清水ミチコの一人フェス 

10th Anniversary Special Concert 2015冬 in 昭和女子大学人見記念講堂

二兎社公演40

10月よりスタートした全国ツアーのファイナル公演ということもあり、
スペシャルなネタを企んでいること間違いなし!! 果たしてこの日1日で
何人のミュージシャンのモノマネが登場するか、乞うご期待！

全席指定　5,800円（一般6,500円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

日本武道館           東京メトロ「九段下駅」ほか

一等席　10,300円（一般13,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

一、 名代 きつねずし 
二、 単身赴任はチントンシャン
三、 じゅんさいはん

新橋演舞場           東京メトロ「東銀座駅」ほか

多彩な出演者でお届けする笑いあふれる人情喜劇!!
心温まる名作をお楽しみください!!二月喜劇名作公演

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

※4歳以上は有料　
※お土産付き

©宝塚歌劇団

ダイナミック・ショー『HOT EYES!!』

〈シェイクスピア没後400年メモリアル〉

S席　8,300円（一般8,800円）

1会員4枚まで（合計30枚限定・抽選）

朝夏まなと、実咲凜音

東京宝塚劇場           JR「有楽町駅」ほか

時代を超えて世界中の人々の心を震わせる数多の作品を生み出した、ウィリアム・
シェイクスピア。その没後400年の節目となる2016年の幕開けに、宝塚歌劇で
はシェイクスピア自身を主人公としたオリジナル・ミュージカルに挑みます。

※チケットの受取時期は、2月上旬の予定です

2年振りの全国ツアー“一人フェス”のツアーファイナル公演が決定!!

生きるために書いた。書くために生きた。樋口一葉、奇跡の日々

IN 武道館SPECIAL

ミュージカル『Shakespeare 
　～空に満つるは、尽きせぬ言の葉～』

出　演

作・演出 作曲・ピアノ演奏

場　所

申込数

料　金

最寄駅

出　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

脚　本

原　作

演　出

出　演

場　所

料　金

申込数

最寄駅

場　所

料　金

申込数

最寄駅

場　所

料　金

申込数

演　目 最寄駅

主　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

宝塚歌劇
宙組公演

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

事　業
コード158303

158305 締　切　日
抽選公開日

12月6日（日）
12月9日（水）

締　切　日
抽選公開日

12月7日（月）
12月10日（木）

158308 締　切　日
抽選公開日

12月14日（月）
12月17日（木）

締　切　日
抽選公開日

12月16日（水）
12月19日（土）

158304 締　切　日
抽選公開日

12月6日（日）
12月9日（水） 158307

1月22日（金） 19：00 23日（土） 19：00
区分
①

区分
②

3月13日（日） 12：0012月30日（水） 16：00

12月23日（水・祝） 17：00

158306 締　切　日
抽選公開日

12月15日（火）
12月18日（金）3月5日（土） 15：30 20日（日） 15：30

区分
①

区分
②

2月10日（水） 11：00 20日（土） 16：00
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。

『書く女』

1・2階席　5,200円（一般6,000円）
1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

黒木華、平岳大、木野花、
朝倉あき、清水葉月、森岡光、早瀬英里奈、長尾純子、
橋本淳、兼崎健太郎、山崎彬、古河耕史

永井愛 林正樹

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

近代日本女性初の職業作家・樋口一葉の半生を舞台化。
一葉役には今をときめく俳優・黒木華をむかえ、師への恋心、青年文士・家族・歌塾の友人との交流や貧困生活さ
えも創作のエネルギーとして昇華させ、“書く女”として自立していった姿を作・演出の永井愛が蘇らせる。

かあちゃん

Ｓ席　10,300円（一般13,000円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

藤山直美、中村雅俊、八千草薫

明治座          都営新宿線「浜町駅」ほか

まずしくも まっすぐ生きるかあちゃんが、
一家を支える泣いて笑って人情ばなし

※未就学児の入場不可

鎌田敏夫
山本周五郎『かあちゃん』より

石井ふく子

水谷八重子、波乃久里子、渋谷天外、
中村梅雀、古手川祐子　ほか

奥華子
10周年スペシャルライブ決定！
デビュー10周年記念ライブの締めくくりとなる
スペシャルコンサート！
ストリングスカルテットとフルバンドを加えた
特別編成でお届けします。

全席指定　5,900円

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

昭和女子大学人見記念講堂
        東急田園都市線「三軒茶屋駅」ほか

国民の叔母 清水ミチコの一人フェス 

10th Anniversary Special Concert 2015冬 in 昭和女子大学人見記念講堂

二兎社公演40

10月よりスタートした全国ツアーのファイナル公演ということもあり、
スペシャルなネタを企んでいること間違いなし!! 果たしてこの日1日で
何人のミュージシャンのモノマネが登場するか、乞うご期待！

全席指定　5,800円（一般6,500円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

日本武道館           東京メトロ「九段下駅」ほか

一等席　10,300円（一般13,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

一、 名代 きつねずし 
二、 単身赴任はチントンシャン
三、 じゅんさいはん

新橋演舞場           東京メトロ「東銀座駅」ほか

多彩な出演者でお届けする笑いあふれる人情喜劇!!
心温まる名作をお楽しみください!!二月喜劇名作公演

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

※4歳以上は有料　
※お土産付き

©宝塚歌劇団

ダイナミック・ショー『HOT EYES!!』

〈シェイクスピア没後400年メモリアル〉

S席　8,300円（一般8,800円）

1会員4枚まで（合計30枚限定・抽選）

朝夏まなと、実咲凜音

東京宝塚劇場           JR「有楽町駅」ほか

時代を超えて世界中の人々の心を震わせる数多の作品を生み出した、ウィリアム・
シェイクスピア。その没後400年の節目となる2016年の幕開けに、宝塚歌劇で
はシェイクスピア自身を主人公としたオリジナル・ミュージカルに挑みます。

※チケットの受取時期は、2月上旬の予定です

2年振りの全国ツアー“一人フェス”のツアーファイナル公演が決定!!

生きるために書いた。書くために生きた。樋口一葉、奇跡の日々

IN 武道館SPECIAL

ミュージカル『Shakespeare 
　～空に満つるは、尽きせぬ言の葉～』

出　演

作・演出 作曲・ピアノ演奏

場　所

申込数

料　金

最寄駅

出　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

脚　本

原　作

演　出

出　演

場　所

料　金

申込数

最寄駅

場　所

料　金

申込数

最寄駅

場　所

料　金

申込数

演　目 最寄駅

主　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

宝塚歌劇
宙組公演

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

事　業
コード158303

158305 締　切　日
抽選公開日

12月6日（日）
12月9日（水）

締　切　日
抽選公開日

12月7日（月）
12月10日（木）

158308 締　切　日
抽選公開日

12月14日（月）
12月17日（木）

締　切　日
抽選公開日

12月16日（水）
12月19日（土）

158304 締　切　日
抽選公開日

12月6日（日）
12月9日（水） 158307

1月22日（金） 19：00 23日（土） 19：00
区分
①

区分
②

3月13日（日） 12：0012月30日（水） 16：00

12月23日（水・祝） 17：00

158306 締　切　日
抽選公開日

12月15日（火）
12月18日（金）3月5日（土） 15：30 20日（日） 15：30

区分
①

区分
②

2月10日（水） 11：00 20日（土） 16：00
区分
①

区分
②

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。

http://www.central.co.jp/thespa/seijo/

http://www.central.co.jp/

区　分 世田谷区内の下記2店舗

利用店舗

利用施設 ▶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)

区分① 成城店（千歳台3－20－1)   　　 ☎03（5429）1631
区分② 用賀店（用賀2－41－11  3階）　☎03（3700）6116

用賀店

成城店

S席　8,900円（一般10,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

シャル・ウィ・ダンス（王様と私）
オーバー・ザ・レインボー（オズの魔法使い）
トゥナイト（ウエスト・サイド・ストーリー）
メモリー（キャッツ） and more ……

オペレッタ「こうもり」序曲
ポルカ・フランセーズ「クラップフェンの森で」 Op. 336
ワルツ「美しく青きドナウ」 Op. 314

東急シアターオーブ           JR「渋谷駅」ほか

ローラ・オズネス、ロベール・マリアン
マット・ローラン、ハワード・マクギリン

S席　6,800円（一般8,500円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団　

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

当楽団は、ヨハン・シュトラウス二世が創設したウィンナ・ワルツの正統派！
“ワルツ王”シュトラウス一族が築いたウィンナ・ワルツの伝統を今に受け
継ぎ、聴衆を魅了し続けています。

ミュージカル作品に存在する、多数の名曲。不朽のナンバーが次々と登場するのが『ニューイヤー・ミュージカル・コン
サート2016』。ミュージカル界の巨匠たちの楽曲を、世界で活躍する外国人キャストの歌でお届けします。お楽しみに！

全席指定　2,500円（一般3,000円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

世田谷区民会館   
        東急世田谷線
        「松陰神社前駅」ほか

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、
INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）　ほか

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2016
World Musical Concert Series vol.2

©Mikako Ishiguro

©読響

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

ミュージカル スクルージ 宮川彬良のせたがや音楽研究所＃5

ウィンナ・ワルツ・ニューイヤー・コンサート 2016

宮川彬良が音楽のあれやこれやを、独自の視点で読み解きながら愉快に大分析！
今回のテーマは「ハーモニー・メロディー・リズム」の音楽の3要素。どんな分析に
なるのか、乞うご期待！

THE SPA 成城
地下1,200メートルから湧き出す炭酸水素塩温泉の特長は、
ミネラル分を豊富に含む黒湯です。ご家族･ご友人とご一緒にどうぞ。

1枚　1,150円（一般　平日1,290円、土日・祝日1,710円）

227台

        小田急線「千歳船橋駅」徒歩15分

読売日本交響楽団「第12回読響カレッジ」

※未就学児の入場不可
※曲目・出演者等は都合により一部変更する場合があります

※千歳船橋・千歳烏山・成城学園前駅等より無料シャトルバスあり

※THE SPA 成城をご利用の方は、2時間無料です（以降30分ごとに100円）
※チケットの受取時期は、1月上旬予定です

※チケットは、成城店・用賀店それぞれ別となります
※チケットの受取時期は、1月上旬の予定です

※お問い合わせは、各施設（上記店舗）へ

セントラルウェルネスクラブ成城　
セントラルフィットネスクラブ用賀

日本のクラシック音楽界を牽引する下野竜也がチャイコフスキーの最高傑作《悲愴》を指揮。
感動のラストまで一瞬たりとも隙のない重厚な響きで下野×読響の真骨頂を発揮します。
開演前には、アナウンサーの中井美穂さんが、指揮者とのトークで作品の聴きどころを分
かりやすくご案内します。今回は、金曜夜の公演を特別価格2,000円であっせんします！

場　所

キャスト

申込数

予定演目

予定演目

場　所

区分・料金

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

有効期限

場　所

駐車場

料　金

最寄駅

料　金

有効期限

S席　2,000円（一般5,100円）
1会員4枚まで（50枚限定・抽選）

下野竜也（読響首席客演指揮者）

文京シビックホール
        東京メトロ「後楽園駅」ほか

チャイコフスキー／交響曲 第6番「悲愴」
場　所

演奏曲目

申込数

指　揮

読売日本交響楽団管 弦 楽 中井美穂ナビゲーター

料　金

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

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

事　業
コード158309

158310

158311 締　切　日
抽選公開日

1月7日（木）
1月10日（日）

12月7日（月）
12月10日（木）

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

12月7日（月）
12月10日（木）

2月20日（土） 17：00

1月10日（日） 11：00 10日（日） 15：00
区分
①

区分
②

1月9日（土）
18：00

10日（日）
14：00

区分
①

区分
②

11日（月・祝）
14：00

区分
③

158401 12月9日(水)
12月12日(土)

締　切　日
抽選公開日

発行日から1年間（平成28年12月末頃までを予定）

1,600円（一般2,160円）

平成28年5月31日（予定）

事　業
コード 158402 締　切　日

抽選公開日
12月9日(水)
12月12日(土)

12月14日（月）
12月17日（木）158312

申込数　1会員10枚まで（200枚限定）

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（150枚限定）

1月29日（金） 20：00（19：30～ 解説あり）
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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。

http://www.central.co.jp/thespa/seijo/

http://www.central.co.jp/

区　分 世田谷区内の下記2店舗

利用店舗

利用施設 ▶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)

区分① 成城店（千歳台3－20－1)   　　 ☎03（5429）1631
区分② 用賀店（用賀2－41－11  3階）　☎03（3700）6116

用賀店

成城店

S席　8,900円（一般10,000円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

シャル・ウィ・ダンス（王様と私）
オーバー・ザ・レインボー（オズの魔法使い）
トゥナイト（ウエスト・サイド・ストーリー）
メモリー（キャッツ） and more ……

オペレッタ「こうもり」序曲
ポルカ・フランセーズ「クラップフェンの森で」 Op. 336
ワルツ「美しく青きドナウ」 Op. 314

東急シアターオーブ           JR「渋谷駅」ほか

ローラ・オズネス、ロベール・マリアン
マット・ローラン、ハワード・マクギリン

S席　6,800円（一般8,500円）

1会員2枚まで（合計10枚限定・抽選）

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団　

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

当楽団は、ヨハン・シュトラウス二世が創設したウィンナ・ワルツの正統派！
“ワルツ王”シュトラウス一族が築いたウィンナ・ワルツの伝統を今に受け
継ぎ、聴衆を魅了し続けています。

ミュージカル作品に存在する、多数の名曲。不朽のナンバーが次々と登場するのが『ニューイヤー・ミュージカル・コン
サート2016』。ミュージカル界の巨匠たちの楽曲を、世界で活躍する外国人キャストの歌でお届けします。お楽しみに！

全席指定　2,500円（一般3,000円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

世田谷区民会館   
        東急世田谷線
        「松陰神社前駅」ほか

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、
INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）　ほか

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2016
World Musical Concert Series vol.2

©Mikako Ishiguro

©読響

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

ミュージカル スクルージ 宮川彬良のせたがや音楽研究所＃5

ウィンナ・ワルツ・ニューイヤー・コンサート 2016

宮川彬良が音楽のあれやこれやを、独自の視点で読み解きながら愉快に大分析！
今回のテーマは「ハーモニー・メロディー・リズム」の音楽の3要素。どんな分析に
なるのか、乞うご期待！

THE SPA 成城
地下1,200メートルから湧き出す炭酸水素塩温泉の特長は、
ミネラル分を豊富に含む黒湯です。ご家族･ご友人とご一緒にどうぞ。

1枚　1,150円（一般　平日1,290円、土日・祝日1,710円）

227台

        小田急線「千歳船橋駅」徒歩15分

読売日本交響楽団「第12回読響カレッジ」

※未就学児の入場不可
※曲目・出演者等は都合により一部変更する場合があります

※千歳船橋・千歳烏山・成城学園前駅等より無料シャトルバスあり

※THE SPA 成城をご利用の方は、2時間無料です（以降30分ごとに100円）
※チケットの受取時期は、1月上旬予定です

※チケットは、成城店・用賀店それぞれ別となります
※チケットの受取時期は、1月上旬の予定です

※お問い合わせは、各施設（上記店舗）へ

セントラルウェルネスクラブ成城　
セントラルフィットネスクラブ用賀

日本のクラシック音楽界を牽引する下野竜也がチャイコフスキーの最高傑作《悲愴》を指揮。
感動のラストまで一瞬たりとも隙のない重厚な響きで下野×読響の真骨頂を発揮します。
開演前には、アナウンサーの中井美穂さんが、指揮者とのトークで作品の聴きどころを分
かりやすくご案内します。今回は、金曜夜の公演を特別価格2,000円であっせんします！

場　所

キャスト

申込数

予定演目

予定演目

場　所

区分・料金

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

有効期限

場　所

駐車場

料　金

最寄駅

料　金

有効期限

S席　2,000円（一般5,100円）
1会員4枚まで（50枚限定・抽選）

下野竜也（読響首席客演指揮者）

文京シビックホール
        東京メトロ「後楽園駅」ほか

チャイコフスキー／交響曲 第6番「悲愴」
場　所

演奏曲目

申込数

指　揮

読売日本交響楽団管 弦 楽 中井美穂ナビゲーター

料　金

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

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

事　業
コード158309

158310

158311 締　切　日
抽選公開日

1月7日（木）
1月10日（日）

12月7日（月）
12月10日（木）

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

12月7日（月）
12月10日（木）

2月20日（土） 17：00

1月10日（日） 11：00 10日（日） 15：00
区分
①

区分
②

1月9日（土）
18：00

10日（日）
14：00

区分
①

区分
②

11日（月・祝）
14：00

区分
③

158401 12月9日(水)
12月12日(土)

締　切　日
抽選公開日

発行日から1年間（平成28年12月末頃までを予定）

1,600円（一般2,160円）

平成28年5月31日（予定）

事　業
コード 158402 締　切　日

抽選公開日
12月9日(水)
12月12日(土)

12月14日（月）
12月17日（木）158312

申込数　1会員10枚まで（200枚限定）

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（150枚限定）

1月29日（金） 20：00（19：30～ 解説あり）
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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。

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！！金銀の系譜

こども商品券 トイカード 500円券
こども商品券は、もらってうれしい！ 贈ってうれしい！ 
キッズギフトカード。出産祝いの定番人気、お子様向けギフト券です。     

サンリオピューロランド25thアニバーサリーイヤーが12月からスタート。
25周年記念として最大のエンターテイメント「パレード」を約8年ぶりに一新！

「Miracle Gift Parade」12月5日（土）公開。

450円（一般500円）

平成32年12月31日

トイカードは、有名デパート、スーパー、
おもちゃ屋さん等でご利用いただけます。

※チケットの受取時期は、12月下旬の予定です

特別パスポートサンリオピューロランド

大人・小人共通　特別パスポート　2,300円
　　　 大人（18歳以上）　平日3,300円、休日3,800円
　　　 小人（3～17歳）　 平日2,500円、休日2,700円

※締め切り日以降のキャンセル・変更はお受けできません　
※チケットを郵送でお受け取りの場合、簡易書留料金（310円）
　をご負担いただきます

※2歳以下は無料

不定休

東京都多摩市落合1－31 

12月19日（土）～平成28年2月29日（月）

Web 音声応答システム

サンリオピューロランド

【電車】 京王線、小田急線、多摩モノレール
　　　 「多摩センター駅」下車徒歩5分

【 車 】 中央道「国立府中 I.C.」より約8km（インター出口、右側レーン進む）
          東名道「横浜町田 I.C.」より約19km
          圏央道「相模原愛川 I.C.」より18km

区分① 一般　450円（当日800円）
区分② 高校・大学生、65歳以上　350円（当日600円）
区分③ 小・中学生　200円（当日300円）
1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

浦沢直樹展

世田谷文学館          京王線「芦花公園駅」

宗達・光琳・抱一をめぐる美の世界

静嘉堂文庫美術館    
        田園都市線「二子玉川駅」よりバス・車で約10分
　　　※車の場合、無料駐車場あり

世界に3点しか現存していない中国・南宋時代の国宝｢曜変天目（稲葉天目）｣など、国宝7点
を含む約6,500点の東洋古美術品を収蔵する静嘉堂文庫美術館が、このたびリニューアル
オープン致しました。国宝 俵屋宗達「源氏物語関屋・澪標図屏風」、重要文化財 尾形光琳

「住之江蒔絵硯箱」も長い修理を終え、静嘉堂に戻ってきました。新しい展示空間で、静嘉堂
でしか見ることのできない極上の美の世界を、この機会にぜひご堪能ください。

『YAWARA!』『MONSTER』『20世紀少年』『BILLY BAT』など
の作品で、日本のみならず世界中で人気の漫画家・浦沢直樹。
本展は、作品の創作メモ・ネーム・原画に加え、秘蔵イラスト、少年
時代の漫画ノート・スケッチなど圧倒的な量の展示で、浦沢直樹
の魅力に迫る初の展覧会です。白い紙とペンだけで壮大なドラマ
が生みだされるマンガの力を感じてください。

※入場は閉場の30分前まで　※休館日：毎週月曜日（3月21日は開館、翌日休館）

《ラーマ家の東方三博士の礼拝》　
サンドロ・ボッティチェリ　
フィレンツェ、ウフィツィ美術蔵　
Ex S.S.P.S.A.E. e per il Polo Museale 
della città di Firenze, Gabinetto Fotografico 
Su concessione del MiBACT. Divieto 
di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con 
qualsiasi mezzo

《聖母子（書物の聖母）》　
サンドロ・ボッティチェリ
ミラノ、ポルディ・ペッツォーリ美術館蔵　
© Milano, Museo Poldi Pezzoli, 
Foto Malcangi

浦沢直樹『20世紀少年』  Ⓒ1999,2006浦沢直樹　スタジオナッツ／小学館

Ⓒ 0́8, 1́5 SANRIO/SEGA TOYS   S・S/TX・JLPC
Ⓒ 1́5 SANRIO APPROVAL No.P0710234

ボッティチェリ展
ボッティチェリ（1444／45～1510）は、優雅で美しい聖母や神話の女神を描
いた画家として知られます。その作品は多くが板に描かれ、きわめて繊細であ
るため、まとまった数の来日はこれまでに叶いませんでした。日伊国交樹立
150周年記念として実現する本展は、フィレンツェをはじめ世界各地から20
点以上ものボッティチェリ作品を集め、その画業を一望する大回顧展です。

区分① 一　般    1,170円（当日1,600円）
区分② 学　生       950円（当日1,300円）
区分③ 高校生       500円（当日800円）
区分④ 65歳以上　750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

※金曜日は20：00まで開室（常設展も観覧可）　※中学生以下無料　※入室は
閉室の30分前まで　※休室日：月曜日、3月22日(火)。ただし、3月21日(月・
祝)・28日(月)は開室　※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き添いの方（1名まで）は無料　
※毎月第3水曜日はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。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歳未満の子どもを
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

※入場は閉場の30分前まで　※休館日：毎週月曜日

会　員区　分
大　人

大学・高校生
中学生以下

800円
500円

一　般
1,000円

700円
無料

通常

国宝 俵屋宗達「源氏物語関屋・澪標図屏風」 江戸時代・17世紀

国宝「曜変天目（稲葉天目）」 
南宋時代・12～13世紀

所在地

有効期間

交通アクセス

料　金

休館日

取扱店

料　金

有効期限

場　所

料　金

申込数

最寄駅

場　所

料　金

最寄駅

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

事　業
コード

事　業
コード

158001 締　切　日
抽選公開日

12月11日（金）
12月15日（火）

158002 締　切　日
抽選公開日

12月16日（水）
12月18日（金）

申込数　1会員20枚まで（1,000枚限定）

申込数　1会員4枚まで（500枚限定）

158403 締　切　日
抽選公開日

12月14日（月）
12月17日（木）

10月31日（土）～12月23日（水・祝） 10：00～16：30

1月16日（土）～3月31日（木） 10：00～18：00

158404 締　切　日
抽選公開日

12月21日（月）
12月25日（金）1月16日（土）～4月3日（日） 9：30～17：30

世田谷文学館開館20周年記念 描いて描いて描きまくる!

※会員証提示により入館料が割引料金となります。
　なお、入場券は販売しません
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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。

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！！金銀の系譜

こども商品券 トイカード 500円券
こども商品券は、もらってうれしい！ 贈ってうれしい！ 
キッズギフトカード。出産祝いの定番人気、お子様向けギフト券です。     

サンリオピューロランド25thアニバーサリーイヤーが12月からスタート。
25周年記念として最大のエンターテイメント「パレード」を約8年ぶりに一新！

「Miracle Gift Parade」12月5日（土）公開。

450円（一般500円）

平成32年12月31日

トイカードは、有名デパート、スーパー、
おもちゃ屋さん等でご利用いただけます。

※チケットの受取時期は、12月下旬の予定です

特別パスポートサンリオピューロランド

大人・小人共通　特別パスポート　2,300円
　　　 大人（18歳以上）　平日3,300円、休日3,800円
　　　 小人（3～17歳）　 平日2,500円、休日2,700円

※締め切り日以降のキャンセル・変更はお受けできません　
※チケットを郵送でお受け取りの場合、簡易書留料金（310円）
　をご負担いただきます

※2歳以下は無料

不定休

東京都多摩市落合1－31 

12月19日（土）～平成28年2月29日（月）

Web 音声応答システム

サンリオピューロランド

【電車】 京王線、小田急線、多摩モノレール
　　　 「多摩センター駅」下車徒歩5分

【 車 】 中央道「国立府中 I.C.」より約8km（インター出口、右側レーン進む）
          東名道「横浜町田 I.C.」より約19km
          圏央道「相模原愛川 I.C.」より18km

区分① 一般　450円（当日800円）
区分② 高校・大学生、65歳以上　350円（当日600円）
区分③ 小・中学生　200円（当日300円）
1会員合計4枚まで（50枚限定・抽選）

浦沢直樹展

世田谷文学館          京王線「芦花公園駅」

宗達・光琳・抱一をめぐる美の世界

静嘉堂文庫美術館    
        田園都市線「二子玉川駅」よりバス・車で約10分
　　　※車の場合、無料駐車場あり

世界に3点しか現存していない中国・南宋時代の国宝｢曜変天目（稲葉天目）｣など、国宝7点
を含む約6,500点の東洋古美術品を収蔵する静嘉堂文庫美術館が、このたびリニューアル
オープン致しました。国宝 俵屋宗達「源氏物語関屋・澪標図屏風」、重要文化財 尾形光琳

「住之江蒔絵硯箱」も長い修理を終え、静嘉堂に戻ってきました。新しい展示空間で、静嘉堂
でしか見ることのできない極上の美の世界を、この機会にぜひご堪能ください。

『YAWARA!』『MONSTER』『20世紀少年』『BILLY BAT』など
の作品で、日本のみならず世界中で人気の漫画家・浦沢直樹。
本展は、作品の創作メモ・ネーム・原画に加え、秘蔵イラスト、少年
時代の漫画ノート・スケッチなど圧倒的な量の展示で、浦沢直樹
の魅力に迫る初の展覧会です。白い紙とペンだけで壮大なドラマ
が生みだされるマンガの力を感じてください。

※入場は閉場の30分前まで　※休館日：毎週月曜日（3月21日は開館、翌日休館）

《ラーマ家の東方三博士の礼拝》　
サンドロ・ボッティチェリ　
フィレンツェ、ウフィツィ美術蔵　
Ex S.S.P.S.A.E. e per il Polo Museale 
della città di Firenze, Gabinetto Fotografico 
Su concessione del MiBACT. Divieto 
di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con 
qualsiasi mezzo

《聖母子（書物の聖母）》　
サンドロ・ボッティチェリ
ミラノ、ポルディ・ペッツォーリ美術館蔵　
© Milano, Museo Poldi Pezzoli, 
Foto Malcangi

浦沢直樹『20世紀少年』  Ⓒ1999,2006浦沢直樹　スタジオナッツ／小学館

Ⓒ 0́8, 1́5 SANRIO/SEGA TOYS   S・S/TX・JLPC
Ⓒ 1́5 SANRIO APPROVAL No.P0710234

ボッティチェリ展
ボッティチェリ（1444／45～1510）は、優雅で美しい聖母や神話の女神を描
いた画家として知られます。その作品は多くが板に描かれ、きわめて繊細であ
るため、まとまった数の来日はこれまでに叶いませんでした。日伊国交樹立
150周年記念として実現する本展は、フィレンツェをはじめ世界各地から20
点以上ものボッティチェリ作品を集め、その画業を一望する大回顧展です。

区分① 一　般    1,170円（当日1,600円）
区分② 学　生       950円（当日1,300円）
区分③ 高校生       500円（当日800円）
区分④ 65歳以上　750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

※金曜日は20：00まで開室（常設展も観覧可）　※中学生以下無料　※入室は
閉室の30分前まで　※休室日：月曜日、3月22日(火)。ただし、3月21日(月・
祝)・28日(月)は開室　※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き添いの方（1名まで）は無料　
※毎月第3水曜日はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。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歳未満の子どもを
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

※入場は閉場の30分前まで　※休館日：毎週月曜日

会　員区　分
大　人

大学・高校生
中学生以下

800円
500円

一　般
1,000円

700円
無料

通常

国宝 俵屋宗達「源氏物語関屋・澪標図屏風」 江戸時代・17世紀

国宝「曜変天目（稲葉天目）」 
南宋時代・12～13世紀

所在地

有効期間

交通アクセス

料　金

休館日

取扱店

料　金

有効期限

場　所

料　金

申込数

最寄駅

場　所

料　金

最寄駅

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

事　業
コード

事　業
コード

158001 締　切　日
抽選公開日

12月11日（金）
12月15日（火）

158002 締　切　日
抽選公開日

12月16日（水）
12月18日（金）

申込数　1会員20枚まで（1,000枚限定）

申込数　1会員4枚まで（500枚限定）

158403 締　切　日
抽選公開日

12月14日（月）
12月17日（木）

10月31日（土）～12月23日（水・祝） 10：00～16：30

1月16日（土）～3月31日（木） 10：00～18：00

158404 締　切　日
抽選公開日

12月21日（月）
12月25日（金）1月16日（土）～4月3日（日） 9：30～17：30

世田谷文学館開館20周年記念 描いて描いて描きまくる!

※会員証提示により入館料が割引料金となります。
　なお、入場券は販売しません
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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。

ツアー代金1,500円補助付き！

出発日が2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。

読売旅行 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1,500円

①読売旅行本社営業所〈☎03（5550）0666〉にセラ・サービスの会員であることをお伝えのうえ、
ご予約ください。

②ご予約後、旅行代金お支払い日の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支払い期日までに読売旅行本社営業所へ補助券を提出し、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」利用補助券とは併用できません。

※補助券のご利用は、補助券に記載している会員および登録家族に限ります

▶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、ご旅行代金はお預かりします。
▶旅行代金を銀行振込でお支払いの場合は、振込手数料がかかります。また、補助券を郵送する場合
は、特定記録郵便でお願いします。

対象ツアー

参加資格

募集人数 利用回数補 助 額

利用方法

そ の 他

事　業
コード 158500 1月25日（月）締　切　日Web 音声応答システム

http://www.yomiuri-ryokou.co.jp/bustour/

ツアー代金1,500円補助付き！
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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。

ツアー代金1,500円補助付き！

出発日が2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。

読売旅行 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1,500円

①読売旅行本社営業所〈☎03（5550）0666〉にセラ・サービスの会員であることをお伝えのうえ、
ご予約ください。

②ご予約後、旅行代金お支払い日の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支払い期日までに読売旅行本社営業所へ補助券を提出し、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」利用補助券とは併用できません。

※補助券のご利用は、補助券に記載している会員および登録家族に限ります

▶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、ご旅行代金はお預かりします。
▶旅行代金を銀行振込でお支払いの場合は、振込手数料がかかります。また、補助券を郵送する場合
は、特定記録郵便でお願いします。

対象ツアー

参加資格

募集人数 利用回数補 助 額

利用方法

そ の 他

事　業
コード 158500 1月25日（月）締　切　日Web 音声応答システム

http://www.yomiuri-ryokou.co.jp/bustour/

ツアー代金1,500円補助付き！
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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

世田谷区三軒茶屋 2－53－16　☎03（3410）9101
（公財）世田谷区保健センター  健康増進係

区内の事業所・活動団体（10 名以上）における
働き盛り世代（20～50 歳代）を対象とした

「健康づくりのきっかけづくり」をサポート・応援します。
管理栄養士や運動指導員などの専門講師が直接お伺いし、
3コースからお選びいただいたメニューについて

健康出前講座を行います。

座座講講前前出出康康健健

1運動指導と生活習慣病予防の講話

2体成分分析測定と運動または栄養講座

3こころのストレスチェック

右の3つの

コースの中

からお選び

ください。 無料

血管の硬さや詰まりを調べる

動脈硬化検査動脈硬化検査

骨密度測定骨密度測定
対象20～90歳

1,000円

1,000円
対象20歳以上

いずれも要予約いずれも要予約

骨格筋量

内蔵脂肪

測定中は安静

にしてくださ

い。測定後、結

果がプリント

されます。

体成分
分析測定
体成分
分析測定

測ってみなきゃ
　　  わからない!
測ってみなきゃ
　　  わからない!

500円
対象18歳以上

✂

FFL）セラ・サービス MHF）セラ・サービス

変更前 変更後

おいしく・たのしい

毎年大人気のそば打ち講座。セラ・サービスでは今年も、風味や味わいが一味違う「十割蕎麦」の
体験講座を開きます！お子様の参加も可能ですので、ご家族・ご友人と一緒にご参加ください。
今年は年越しそばを、自分で打ってみませんか?

平成28年3月31日をもって、マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードのご利用期間が
終了します。また、現在の「特別利用券」が新しく「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
利用券」として生まれ変わります。
詳しくは、マジックキングダムクラブ・メンバー専用サイトをご覧ください。
➡ http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/mkc/

12月13日(日)　10：00～13：00

世田谷産業プラザ3階 教室           東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」

会員・登録家族・関係者（親子での参加も可）

1人　500円

そば打ち体験と試食・後かたづけ

▶当選後のキャンセルはできません。ご了承ください。
▶当日は、エプロン、三角巾、お手拭きをお持ちください。
▶この講座には、セラ・サービス会員以外の方も参加する予定です。
▶1グループ5～6人です。ご一緒のグループを希望される場合、セラ・サービスまでご連絡ください。
▶万が一、ケガなどされた場合、セラ・サービスでは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

「十割そば打ち講座」
セラ・サービス会費引落口座の通帳表示文言の変更について

Information

平成28年1月26日以降の引き落とし分については、指定口座の通帳表示が次の様に変更されます。

●通帳表示文言の変更

　なお、一部の金融機関（あおぞら銀行、シティバンク）では、文言は「 MHF）セラ・サービス」ではなく、
「ミズホファクター」と記載されます。

重 要

東京ディズニーランド®・ 東京ディズニーシー®

マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードのプログラム終了のお知らせ！

参加資格

日　時

場　所

その他

料　金

内　容

最寄駅

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード 158600 締　切　日

抽選公開日
12月6日(日)
12月8日(火)Web 音声応答システム

✂

1 60 1

申込数 15～20人程度（抽選）

（公財）世田谷区産業振興公社
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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10月15日現在

※右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。
※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、1月末に発送する予定です。

12 月　8 日（火）　10:00～15:00

12 月 12 日（土）　10:00～15:00

12 月 14 日（月）　10:00～15:00

12 月 17 日（木）　10:00～15:00

  1 月 13 日（水）　10:00～15:00

  1 月 16 日（土）　10:00～15:00

  1 月 19 日（火）　10:00～15:00

  1 月 22 日（金）　10:00～15:00

つつじが丘支店（調布市西つつじヶ丘 3－31－2）

上北沢支店（世田谷区上北沢 3－32－13）

下高井戸支店（世田谷区松原 3－30－8）

八幡山支店（杉並区上高井戸 1－1－11）

池の上支店（世田谷区代沢 2－44－14）

東小金井支店（小金井市東町 4－42－21）

三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋 1－41－10）

桜上水支店（世田谷区桜上水 4－17－2）

☎042（482）0211 ／ 9:00～15:00

☎03（3302）8111 ／ 9:00～15:00

☎03（3321）4155 ／ 9:00～15:00

☎03（3329）1021 ／ 9:00～15:00

☎03（3422）3141 ／ 9:00～15:00

☎042（384）1521 ／ 9:00～15:00

☎03（3421）6101 ／ 9:00～15:00

☎03（3329）3241 ／ 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
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年3.58％
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教育ローン教育ローン
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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

※
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り
返
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る
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合
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す
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分
繰
り
返
し
入
力
し
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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、1月末に発送する予定です。

12 月　8 日（火）　10:00～15:00

12 月 12 日（土）　10:00～15:00

12 月 14 日（月）　10:00～15:00

12 月 17 日（木）　10:00～15:00

  1 月 13 日（水）　10:00～15:00

  1 月 16 日（土）　10:00～15:00

  1 月 19 日（火）　10:00～15:00

  1 月 22 日（金）　10:00～15:00

つつじが丘支店（調布市西つつじヶ丘 3－31－2）

上北沢支店（世田谷区上北沢 3－32－13）

下高井戸支店（世田谷区松原 3－30－8）

八幡山支店（杉並区上高井戸 1－1－11）

池の上支店（世田谷区代沢 2－44－14）

東小金井支店（小金井市東町 4－42－21）

三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋 1－41－10）

桜上水支店（世田谷区桜上水 4－17－2）

☎042（482）0211 ／ 9:00～15:00

☎03（3302）8111 ／ 9:00～15:00

☎03（3321）4155 ／ 9:00～15:00

☎03（3329）1021 ／ 9:00～15:00

☎03（3422）3141 ／ 9:00～15:00

☎042（384）1521 ／ 9:00～15:00

☎03（3421）6101 ／ 9:00～15:00

☎03（3329）3241 ／ 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） 

申込資格

石打丸山スキー場
川場スキー場
たんばらスキーパーク
富士見パノラマスキー場
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳・小海リエックススキーバレー

内　　容区分 募集人数券種（枚数）

①
②
③
④
⑤

3人
5人
50人
10人
3人

1日券（2枚1組）
1日券（2枚1組）
1日券（2枚1組）
1日券（2枚1組）
1日券（2枚1組）

会員本人 ※１人１回１種類まで
Web 音声応答システム

受取方法を郵送にされた場合は普通郵便でお届けします。そ の 他

事　業
コード 158700 締　切　日

抽選公開日
12月15日（火）
12月19日（土）
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樋口一葉奇跡の日々樋口一葉奇跡の日々

二兎社公演40二兎社公演40

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 ブノワ」ほか

トピックス（3～4頁）
  5スキー場 リフト券購入補助券

特産品（7～8頁）
北海道「鮭ルイベ漬と一口数の子松前漬」ほか
チケット（10～16頁）

「ダイハツ トーテム 東京公演」ほか　

せ らsela
通　信

あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。
Setagaya Labor Service No.156

12
December・January

2015・2016

 1
セラ サービス

新年のつどい © 世田谷区

●年末年始営業日のお知らせ●
年末は12月28日（月）まで、

年始は1月4日（月）から営業します。


