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公益財団法人 世田谷区産業振興公社
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三ツ星セラシュラン（11～12頁）
「東京湾クルーズ ヴァンテアン」ほか

特産品（3頁）
群馬県川場村「雪ほたかの飲む糀」ほか
チケット（4～10頁）
「Endless Shock」ほか　

トピックス（1～2頁）
『利用ガイド』掲載事業のご案内
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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。

あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。

sela
通　信

しもきた天狗まつり © 世田谷区

平成28年度『利用ガイド』補助券は
　　　　　　より受付を開始します

入会届・変更届・退会届
各種お届けは

　　　　　　　 までにご提出ください4月5日（火）必着

3月18日（金）



『利用ガイド』P.66

ホテルオークラ東京ベイ
千葉県の舞浜にある東京ディズニーリゾート®オフィシャルホ
テルです。ヨーロッパ調の外観や総大理石のバスルームを備え
た、ゆとりのアーバンリゾートです。

舞浜『利用ガイド』P.72

那須高原ホテル
ビューパレス

標高約850mの那須高原にたたずむリゾートホテル。客室は
シックな和モダンテイストのお部屋、食事は調理のスペシャリ
スト達による「洋」と「和」の絶妙なコラボレーションは、きっと
お客様にご満足いただけます。露天風呂は、源泉「鹿の湯」から
引湯している白い濁り湯で寛ぎの時間をお過ごしください。

那須 150000
事業コード 施設コード

087

『利用ガイド』P.65

陶芸の宿　はなぶさ
伊豆長岡温泉で“陶芸体験のできる宿”として有名。
世界遺産「韮山反射炉」にも近く、A5和牛ステーキ、味しゃぶなど、
多彩なメニューを取りそろえております。

伊豆長岡 150000
事業コード 施設コード

021

150000
事業コード 施設コード

043

補　助　券
利用時料金 9,000円～

［所  在  地］栃木県那須郡那須町湯本212
［アクセス］東北道「那須I.C.」より車で約20分

☎0287-76-1111予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
11：00

補　助　券
利用時料金 1,800円～

［所  在  地］千葉県浦安市舞浜1‒8
［アクセス］東京ディズニーライン
                 「ベイサイドステーション」より徒歩3分

☎047-355-3344予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
12：00

補　助　券
利用時料金 7,340円～

［所  在  地］静岡県伊豆の国市長岡1148‒1
［アクセス］東名道「沼津I.C.」より車で約40分

☎055-948-1230予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
11：00

『利用ガイド』P.65
飲泉、自家源泉かけ流しの秘湯
観音温泉

飲泉可能な自家源泉かけ流しの秘湯「観音温泉」。地下600mか
ら湧く強アルカリp.H9.5の泉質を持つ温泉と、50万坪の広大
な敷地で最良の時間をお過ごしください。

奥下田 150000
事業コード 施設コード

040

補　助　券
利用時料金 8,570円～

産土亭利用時

4名1室利用時

［所  在  地］静岡県下田市横川1092‒1
［アクセス］伊豆急行「下田駅」より送迎バス約20分

☎0120-01-9994予 約

チェックイン
15：00

チェックアウト
10：00

『利用ガイド』新規追加

割烹きよみず ［日本料理］

新たに、下馬の割烹「きよみず」がグルメ指定店に加わりました。
1,000円分のグルメ利用補助券がお使いいただけます。

ライフサポートに、新たに「日本PCサービス」が加わりました。
インターネットの設定やパソコンのウイルス対策など、ご家庭の“スマートライフ”をサポートします。

グルメ 151500
事業コード 施設コード

071

［所  在  地］世田谷区下馬4‒3‒9 魚鯛ビル1階
［アクセス］東急田園都市線「三軒茶屋駅」　
　　　　　 三軒茶屋駅より目黒駅行きバスで約7分
　　　　　「学芸大学附属高校」停留所下車すぐ

［営業時間］昼）12：00～15：30 ラストオーダー　
　　　　　　　※2名様より前日までの予約制 
　　　　　夜）18：00～21：30 ラストオーダー

［定  休  日］水曜日

☎03-6805-4131予 約

『利用ガイド』P.47

和処 喜庄 ［日本料理］

グルメ指定店の中でも人気の高い、和処「喜庄」が2月中旬に、
リニューアルOPEN予定です。

グルメ 151500
事業コード 施設コード

031

ライフ
サポート

『利用ガイド』新規追加

日本PCサービス　

［所  在  地］世田谷区若林5‒7‒11
［アクセス］東急世田谷線「若林駅」徒歩1分
［営業時間］17：00～22：00 ラストオーダー
［定  休  日］月曜・祝日

☎03-5481-8331予 約

（受付時間9：00～19：00）

※ランチには、クレジットカードはお使いいただけません
※JCBおよびダイナースカードは、お使いいただけません

http://kiyomizu.net/

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。

※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

0120-149-889
※フリーダイヤルのあとに専用番号
　【020】をプッシュしてください。

専用番号

020
有料訪問サポート受付時間　9:00～21:00（年中無休）

プロが駆けつけます！パソコン、デジタル家電に困ったら！

10%OFF!!公益財団法人世田谷区産業振興公社
会員のお客様限定

公益財団法人世田谷区産業振興公社
会員のお客様限定

部品代を除く
合計金額から

●ホームネットワーク設定　●各種トラブル解決  ●メール　●データの消去　
●ウイルス対策　●インターネット設定　●部品交換  ●データの救出　など

年中無休
全国対応

セラ会員は10％OFF!!
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Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。 平成28年度からシーズンシートのあっせんに代わり、より多くの方にご利用いただける、指定試合でのご案内とさせていただきます。プロ野球シーズンシート

雪ほたかの飲む糀

品　名 内　容

3,100円

会　員

3,738円500ml×3本セット

一　般

妻有ポークレトルト
商品詰め合わせ

品　名 内　容

2,200円

会　員

3,000円
妻有ポーク豚カレー２種類
妻有ポークみそ豚丼
妻有ポークソフトジャーキー

一　般

会　員

日時・区分

券　種

①

②

③

④

⑤

⑥

一　般4月22日（金） 4月23日（土） 4月24日（日）

指 定 席 B

外野指定席

3,400円

1,800円

3,900円

2,200円

会　員

事業コード・日時・区分

券　種
①
②
③
④

164902
カープ

164903
ジャイアンツ

⑤
⑥
⑦
⑧

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

一　般
4月27日（水）

18：30
4月28日（木）

18：00
4月29日（金・祝）

14：00
4月30日（土）

14：00
A 指 定 席（一塁側）
外野指定席A（ライト）
A 指 定 席（三塁側）
外野指定席A（レフト）

2,500円
1,300円
2,500円
1,300円

4,100円
2,200円
4,100円
2,200円

群馬県川場村 「雪ほたかの飲む糀」 
川場村の美しい自然と水に恵まれたブランド米「雪ほたか」の糀を原料に、丹精込めて美味し
く仕上げた「ノンアルコールの糀酒」です。川場産のコメのうまさを味わってもらうことにこ
だわった逸品です。 原料を混ぜ、55度で8時間かけて糖化させる昔ながらの製法で、コメの甘
さを余韻として残しつつ、しつこくなりすぎないよう仕上げました。
全国商工会連合会主催「むらおこし特産品コンテスト」で、全国商工会連合会会長賞を受賞。

３月中旬～
イメージ

株式会社世田谷川場ふるさと公社

新潟県十日町市 「妻有ポークレトルト商品詰め合わせ」

日本農業大賞受賞や「丸の内オリンピッグ 2013」投票審査で第1位に輝くなど、地域ぐるみで育てた「安心・安全・
旨い」妻有ポークは、子豚期より無薬飼料を与え、ビタミンやミネラル補強など栄養バランスにも気を配ってい
るので柔らかく、特に脂身に甘さと旨味がぎっしり詰まっています。この機会に、ぜひご賞味ください。

2月末発送予定クロステン

第36回日本農業賞大賞受賞

東京ドーム
        東京メトロ「後楽園駅」ほか

神宮球場           東京メトロ「外苑前駅」ほか

1会員合計6枚まで（各30枚限定・抽選）

1会員カープ／ジャイアンツそれぞれ合計6枚まで（各30枚限定・抽選）
※試合開始時間・一般料金はいずれも未定です　※日程により区分が異なりますので、ご注意ください　※チケットの受取時期は、4月上旬の予定です

※試合開始時間・一般料金はいずれも未定です　※日程により区分が異なりますので、ご注意ください　※一塁側／三塁側の指定はできません
※チケットの受取時期は、4月上旬の予定です

 読売ジャイアンツ　 　横浜ベイスターズ

東京ヤクルト
　　スワローズ  広島カープ

　／読売ジャイアンツ

対

対

東京ドーム

神 宮 球 場

発 送 日

内容・料金

内容・料金

業　者

発 送 日業　者

申込数

申込数

区分・席種・料金

場　所
最寄駅

区分・席種・料金

場　所 最寄駅

事　業
コード 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

事　業
コード

事　業
コード

1会員4セットまで
 （100セット限定）

締　切　日
抽選公開日

2月15日（月）
2月17日（水）159201

1会員4セットまで
 （販売総数100セット）

締　切　日
抽選公開日

2月16日（火）
2月18日（木）159202

164901 締　切　日
抽選公開日

2月11日（木・祝）
2月16日（火）

164902・164903 締　切　日
抽選公開日

2月17日（水）
2月20日（土）

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 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

（2015年度参考料金）

（2015年度参考料金）

3



Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。 平成28年度からシーズンシートのあっせんに代わり、より多くの方にご利用いただける、指定試合でのご案内とさせていただきます。プロ野球シーズンシート

雪ほたかの飲む糀

品　名 内　容

3,100円

会　員

3,738円500ml×3本セット

一　般

妻有ポークレトルト
商品詰め合わせ

品　名 内　容

2,200円

会　員

3,000円
妻有ポーク豚カレー２種類
妻有ポークみそ豚丼
妻有ポークソフトジャーキー

一　般

会　員

日時・区分

券　種

①

②

③

④

⑤

⑥

一　般4月22日（金） 4月23日（土） 4月24日（日）

指 定 席 B

外野指定席

3,400円

1,800円

3,900円

2,200円

会　員

事業コード・日時・区分

券　種
①
②
③
④

164902
カープ

164903
ジャイアンツ

⑤
⑥
⑦
⑧

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

一　般
4月27日（水）

18：30
4月28日（木）

18：00
4月29日（金・祝）

14：00
4月30日（土）

14：00
A 指 定 席（一塁側）
外野指定席A（ライト）
A 指 定 席（三塁側）
外野指定席A（レフト）

2,500円
1,300円
2,500円
1,300円

4,100円
2,200円
4,100円
2,200円

群馬県川場村 「雪ほたかの飲む糀」 
川場村の美しい自然と水に恵まれたブランド米「雪ほたか」の糀を原料に、丹精込めて美味し
く仕上げた「ノンアルコールの糀酒」です。川場産のコメのうまさを味わってもらうことにこ
だわった逸品です。 原料を混ぜ、55度で8時間かけて糖化させる昔ながらの製法で、コメの甘
さを余韻として残しつつ、しつこくなりすぎないよう仕上げました。
全国商工会連合会主催「むらおこし特産品コンテスト」で、全国商工会連合会会長賞を受賞。

３月中旬～
イメージ

株式会社世田谷川場ふるさと公社

新潟県十日町市 「妻有ポークレトルト商品詰め合わせ」

日本農業大賞受賞や「丸の内オリンピッグ 2013」投票審査で第1位に輝くなど、地域ぐるみで育てた「安心・安全・
旨い」妻有ポークは、子豚期より無薬飼料を与え、ビタミンやミネラル補強など栄養バランスにも気を配ってい
るので柔らかく、特に脂身に甘さと旨味がぎっしり詰まっています。この機会に、ぜひご賞味ください。

2月末発送予定クロステン

第36回日本農業賞大賞受賞

東京ドーム
        東京メトロ「後楽園駅」ほか

神宮球場           東京メトロ「外苑前駅」ほか

1会員合計6枚まで（各30枚限定・抽選）

1会員カープ／ジャイアンツそれぞれ合計6枚まで（各30枚限定・抽選）
※試合開始時間・一般料金はいずれも未定です　※日程により区分が異なりますので、ご注意ください　※チケットの受取時期は、4月上旬の予定です

※試合開始時間・一般料金はいずれも未定です　※日程により区分が異なりますので、ご注意ください　※一塁側／三塁側の指定はできません
※チケットの受取時期は、4月上旬の予定です

 読売ジャイアンツ　 　横浜ベイスターズ

東京ヤクルト
　　スワローズ  広島カープ

　／読売ジャイアンツ

対

対

東京ドーム

神 宮 球 場

発 送 日

内容・料金

内容・料金

業　者

発 送 日業　者

申込数

申込数

区分・席種・料金

場　所
最寄駅

区分・席種・料金

場　所 最寄駅

事　業
コード 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

事　業
コード

事　業
コード

1会員4セットまで
 （100セット限定）

締　切　日
抽選公開日

2月15日（月）
2月17日（水）159201

1会員4セットまで
 （販売総数100セット）

締　切　日
抽選公開日

2月16日（火）
2月18日（木）159202

164901 締　切　日
抽選公開日

2月11日（木・祝）
2月16日（火）

164902・164903 締　切　日
抽選公開日

2月17日（水）
2月20日（土）

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 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

（2015年度参考料金）

（2015年度参考料金）
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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、18頁をご覧ください。Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

©三好英輔

公演終了後、イ・ビョンホンさん本人が、ご来場の皆さまのお見送りをさせ
ていただくことが決定 !ご希望の方は、当日イ・ビョンホンさん本人と握手
をしてからお帰りいただく、規制退場となります。

イ・ビョンホン LBH ON TOUR 2016

全席指定　8,800円（一般9,800円）

1会員2枚まで（各10枚限定・抽選）

東京国際フォーラム ホールA
        JR「有楽町駅」ほか

天童よしみ

2年ぶりとなる単独公演決定

全席指定　4,900円（一般7,560円）

1会員4枚まで（各10枚限定・抽選）

珍島物語／道頓堀人情／あんたの花道／一声一代／
いのちの春／いのちの人　他
府中の森芸術劇場どりーむホール
        京王線「東府中駅」ほか

※未就学児の入場不可
※6歳以上有料

2015年紅白歌合戦出場の天童よしみさん。
心に響く抜群の歌唱力と、愛嬌たっぷりの楽しいお喋り。
そのパワフルなステージで、明るく元気になりませんか!!

S席　8,500円（一般9,500円）
1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

Bunkamura オーチャードホール
        JR「渋谷駅」ほか

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

コンサート 2016

一青窈 with 東京フィルハーモニー交響楽団
あの感動が再び!! 2009年以来2度目となる東京フィルハーモニー交響楽団との公演が決定しました!
場　所

申込数

料　金

最寄駅

場　所

料　金

申込数

最寄駅

場　所

料　金

申込数

予定曲

最寄駅

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

159305 締　切　日
抽選公開日

2月14日（日）
2月18日（木）

2月14日（日）
2月18日（木）

締　切　日
抽選公開日

159304 締　切　日
抽選公開日

2月7日（日）
2月11日（木・祝）

159303 3月23日（水） 18：30

3月17日（木） 14：00 17日（木） 18：00
区分
①

区分
②

3月3日（木） 15：00 4日（金） 12：00
区分
①

区分
②

ライ王のテラス

S席　7,800円（一般9,800円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

鈴木亮平、倉科カナ、中村中、吉沢亮、大野いと、
芋洗坂係長、澤田育子、市川勇、市川しんぺー、神保悟志、鳳蘭　ほか
赤坂ACTシアター           東京メトロ「赤坂駅」ほか

カンボジア最強の王として現代にも語り継がれる、ジャヤ・ヴァルマン七世。
今もなお圧倒的な存在感を誇るバイヨン寺院を建設し、栄華を極めた偉大な
王が夢と希望を託し「ライ王のテラス」を造営していく雄大なロマンをアン
コール王朝の衰亡を背景に描いた壮大な物語。三島由紀夫、最後の戯曲。

※未就学児の入場不可

三島由紀夫 宮本亜門

Endless Shock

A席指定　9,000円
１会員2枚まで（20枚限定・抽選）

ジャニー喜多川

帝国劇場           JR「有楽町駅」ほか

日本中を熱狂の渦に巻き込んだ―
あの衝撃なミュージカルを『ショー・劇』とよぶ !

『Endless SHOCK』2016年、帝国劇場にて上演決定 !

※未就学児の入場不可

出　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

作 演　出

作・構成・演出

堂本光一主　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

事　業
コード

事　業
コード

159302 締　切　日
抽選公開日

2月16日（火）　
2月19日（金）3月16日（水） 18：30

159301 締　切　日
抽選公開日

2月9日（火）
2月11日（木・祝）3月19日（土） 13：00

©宝塚歌劇団
Photo by Leslie kee

～原作 和月伸宏「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」
（集英社ジャンプ・コミックス刊）～

S席　8,300円（一般8,800円）

1会員合計4枚まで（各100枚限定・抽選）

早霧せいな、咲妃みゆ

東京宝塚劇場           JR「有楽町駅」ほか

和月伸宏氏原作の『るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－』は、1994年4月に週刊
少年ジャンプに連載が開始されて以来、シリーズ売上累計5900万部を超える
大ヒットコミックで、アニメや実写映画も次々と大ヒットを重ね、今や世代を
超えて多くの人に愛される作品です。
宝塚歌劇が、この作品の初のミュージカル化に挑みます。 

※チケットの受取時期は、4月上旬の予定です

浪漫活劇 『るろうに剣心』

主　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

宝塚歌劇
雪組公演

事　業
コード 164904 締　切　日

抽選公開日
2月15日（月）
2月18日（木）4月17日（日） 15：30 30日（土） 11：00

区分
①

区分
②

朝ドラ出演！活躍の場を増やすカメレオン俳優 鈴木亮平主演!
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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、18頁をご覧ください。Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

©三好英輔

公演終了後、イ・ビョンホンさん本人が、ご来場の皆さまのお見送りをさせ
ていただくことが決定 !ご希望の方は、当日イ・ビョンホンさん本人と握手
をしてからお帰りいただく、規制退場となります。

イ・ビョンホン LBH ON TOUR 2016

全席指定　8,800円（一般9,800円）

1会員2枚まで（各10枚限定・抽選）

東京国際フォーラム ホールA
        JR「有楽町駅」ほか

天童よしみ

2年ぶりとなる単独公演決定

全席指定　4,900円（一般7,560円）

1会員4枚まで（各10枚限定・抽選）

珍島物語／道頓堀人情／あんたの花道／一声一代／
いのちの春／いのちの人　他
府中の森芸術劇場どりーむホール
        京王線「東府中駅」ほか

※未就学児の入場不可
※6歳以上有料

2015年紅白歌合戦出場の天童よしみさん。
心に響く抜群の歌唱力と、愛嬌たっぷりの楽しいお喋り。
そのパワフルなステージで、明るく元気になりませんか!!

S席　8,500円（一般9,500円）
1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

Bunkamura オーチャードホール
        JR「渋谷駅」ほか

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可

コンサート 2016

一青窈 with 東京フィルハーモニー交響楽団
あの感動が再び!! 2009年以来2度目となる東京フィルハーモニー交響楽団との公演が決定しました!
場　所

申込数

料　金

最寄駅

場　所

料　金

申込数

最寄駅

場　所

料　金

申込数

予定曲

最寄駅

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

159305 締　切　日
抽選公開日

2月14日（日）
2月18日（木）

2月14日（日）
2月18日（木）

締　切　日
抽選公開日

159304 締　切　日
抽選公開日

2月7日（日）
2月11日（木・祝）

159303 3月23日（水） 18：30

3月17日（木） 14：00 17日（木） 18：00
区分
①

区分
②

3月3日（木） 15：00 4日（金） 12：00
区分
①

区分
②

ライ王のテラス

S席　7,800円（一般9,800円）

1会員2枚まで（10枚限定・抽選）

鈴木亮平、倉科カナ、中村中、吉沢亮、大野いと、
芋洗坂係長、澤田育子、市川勇、市川しんぺー、神保悟志、鳳蘭　ほか
赤坂ACTシアター           東京メトロ「赤坂駅」ほか

カンボジア最強の王として現代にも語り継がれる、ジャヤ・ヴァルマン七世。
今もなお圧倒的な存在感を誇るバイヨン寺院を建設し、栄華を極めた偉大な
王が夢と希望を託し「ライ王のテラス」を造営していく雄大なロマンをアン
コール王朝の衰亡を背景に描いた壮大な物語。三島由紀夫、最後の戯曲。

※未就学児の入場不可

三島由紀夫 宮本亜門

Endless Shock

A席指定　9,000円
１会員2枚まで（20枚限定・抽選）

ジャニー喜多川

帝国劇場           JR「有楽町駅」ほか

日本中を熱狂の渦に巻き込んだ―
あの衝撃なミュージカルを『ショー・劇』とよぶ !

『Endless SHOCK』2016年、帝国劇場にて上演決定 !

※未就学児の入場不可

出　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

作 演　出

作・構成・演出

堂本光一主　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

事　業
コード

事　業
コード

159302 締　切　日
抽選公開日

2月16日（火）　
2月19日（金）3月16日（水） 18：30

159301 締　切　日
抽選公開日

2月9日（火）
2月11日（木・祝）3月19日（土） 13：00

©宝塚歌劇団
Photo by Leslie kee

～原作 和月伸宏「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」
（集英社ジャンプ・コミックス刊）～

S席　8,300円（一般8,800円）

1会員合計4枚まで（各100枚限定・抽選）

早霧せいな、咲妃みゆ

東京宝塚劇場           JR「有楽町駅」ほか

和月伸宏氏原作の『るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－』は、1994年4月に週刊
少年ジャンプに連載が開始されて以来、シリーズ売上累計5900万部を超える
大ヒットコミックで、アニメや実写映画も次々と大ヒットを重ね、今や世代を
超えて多くの人に愛される作品です。
宝塚歌劇が、この作品の初のミュージカル化に挑みます。 

※チケットの受取時期は、4月上旬の予定です

浪漫活劇 『るろうに剣心』

主　演

場　所

申込数

料　金

最寄駅

宝塚歌劇
雪組公演

事　業
コード 164904 締　切　日

抽選公開日
2月15日（月）
2月18日（木）4月17日（日） 15：30 30日（土） 11：00

区分
①

区分
②

朝ドラ出演！活躍の場を増やすカメレオン俳優 鈴木亮平主演!
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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、18頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

KOKI MITANI's SHOW GIRL「ショーガール」

全席指定　5,500円（一般6,000円）
1会員4枚まで（各10枚限定・抽選）

川平慈英、シルビア・グラブ
ピアノ：荻野清子　ベース：一本茂樹
パーカッション：萱谷亮一

荻野清子
三谷幸喜

パルコ劇場           JR「渋谷駅」ほか

前回公演より　撮影：阿部章仁

三谷幸喜が歌と踊りで紡ぎ出す小粋な「男と女の物語」。
春風吹く渋谷でちょっとお洒落な大人の時間を過ごし
ませんか。

パルコ・ミュージック・ステージ

※未就学児の入場不可

1985年、米米CLUBのヴォーカリストとしてデビュー以来、芸術的で圧倒的なライ
ブ・パフォーマンスによって現代の日本の音楽シーンの先端を走り続ける石井竜也。
その珠玉の作品群がオーケストラによる華麗な響きのなかで披露されます。

S席　10,800円
1会員2枚まで（抽選）

石井竜也 大友直人
東京フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ
東京文化会館 大ホール          JR「上野駅」ほか

※未就学児の入場不可

～こんな出会いも悪くない～

「TATUYA ISHII PREMIUM 
SYMPHONIC CONCERT 2016」
～石井竜也30TH ANNIVERSARY～
石井竜也×オーケストラ ―音楽の名手たちとの競演が実現―

billboard classics 

大人　5,200円（一般6,800円）

１会員2枚まで（各10枚限定・抽選）

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

ペインターズ：HEROは、4人の躍動感あふれるライブペインティ
ングと、先端テクノロジーを融合した、今までにない斬新なアート
パフォーマンス。今や、アメリカ、ヨーロッパ、中国、東南アジアと、
世界各地で、絶賛される世界的エンターテイメントに成長。
無口な4人が、4次元キャンバスに次々に繰り出す予測不能アート
で、あなたはきっと、笑って、驚いて、感動することでしょう。

※未就学児の入場不可

「ペインターズ：HERO」

詳しくはこちら

俺たちの国芳 わたしの国貞
テレビやグラビア雑誌がない江戸時代、浮世絵は歌舞伎スターのブロマイドであり、最新のエンターテインメント
やファッションを伝える重要なメディアでした。世界に冠たる浮世絵コレクションで知られるボストン美術館よ
り、幕末に絶大な人気を博した二人の天才浮世絵師、歌川国芳と歌川国貞の選りすぐりの作品で、江戸の世界を体感
していただきます。

区分① 一般　       1,150円（当日1,500円）
区分② 大学・高校生   700円（当日1,000円）
区分③ 中学・小学生   450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　
※毎週金・土曜日は21:00まで（入館は20:30まで）
※障害者手帳のご提示で割引料金あり。詳細は窓口でお尋ねください　

ボストン美術館所蔵

区分① 平日券　   1枚 1,850円（一般2,634円）
区分② 土日祝券　1枚 2,100円（一般2,958円）
発行日から1年

文京区春日1－1－1           JR「水道橋駅」ほか

地下1,700mから届く天然温泉の露天風呂が、疲れた肌を優しく包みます。
スポーツ観戦やコンサート鑑賞、レジャーに合わせてご利用されてはいかがで
しょうか。

※安全管理上、小学生未満のお子様は入館できません　　
※18歳未満のお客様のご利用は保護者（小学生の方は同性の保護者）同伴のもと、18：00までと
　させていただきます（最終入館受付は15：00まで）
※割増料金は、「深夜1：00 ～早朝6：00に在館の場合」、「ヒーリング バーデをご利用の場合」、
　「平日券を特定日にご利用の場合」に適用されます
※料金には、入浴料、館内専用ウェア・タオルレンタル料、施設利用料を含みます
※休館日、特定日については事前にホームページまたは電話にてお問い合わせください
※チケットの受取時期は、3月上旬の予定です

スパ ラクーアスパ ラクーア

〈左〉
歌川国芳 「国芳もやう正
札附現金男　野晒悟助」
弘化2（1845）年頃
William Sturgis Bigelow 
Collection,11.28900 
Photograph © 2015 
Museum of Fine Arts, 
Boston 

〈右〉
歌川国貞 「当世三十弐相 
よくうれ相」 文政4,5

（1821.22）年頃
Nellie Parney Carter 
Collection―Bequest of 
Nellie Parney Carter, 
34.489 
Photograph © 2015 
Museum of Fine Arts, 
Boston

ピクサー展スタジオ設立30周年記念

1会員4枚まで（50枚限定・抽選）

東京都現代美術館（企画展示室 1階・3階）     
        東京メトロ「清澄白河駅」ほか

『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』、『ファインディング・ニモ』など、魅
力的な物語とコンピューター・グラフィックスによる高い技術で評価されてきた
ピクサー・アニメーション・スタジオ。本展では、新作を含むこれまでのピクサー
の30年間にわたるクリエーションを紹介します。

※入場は閉館の30分前まで　※休館日：月曜日および3月22日（火）。ただし、3月21日（月・祝）、5月2日（月）、5月23日（月）は開館　※未就学児は無料　
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付き添いの方（2名まで）は無料
※3月16日（水）、4月20日（水）、5月18日（水）は、シルバーデーにより65歳以上の方は無料（入館時、年齢を証明できるものが必要です）

区分① 一般　       1,150円（当日1,500円）
区分② 小・中学生      300円（当日500円）

ボブ・ポーリー 
《ウッディとバズ》
『トイ・ストーリー』（1995 年）
複製（マーカー、鉛筆／紙）
©Disney/Pixar

出　演

演　奏

作曲・編曲

脚本・作詞・構成・演出

場　所

申込数
料　金

最寄駅

場　所

申込数

出　演 指　揮
管弦楽

料　金

最寄駅

場　所

申込数

料　金

最寄駅

場　所

有効期限

区分・料金

最寄駅

最寄駅

会　場

区分・料金

申込数

場　所

申込数

最寄駅

区分・料金

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

159306 締　切　日
抽選公開日

2月8日（月）
2月11日（木・祝）

164905 締　切　日
抽選公開日

2月7日（日）
2月10日（水）4月24日（日） 18：00

3月3日（木） 15：00
3月18日（金）

20：00
21日（月・祝）

13：00
区分
①

区分
②

22日（火）
15：00

区分
③

159307 締　切　日
抽選公開日

2月22日（月）　
2月25日（木）3月25日（金） 19：00 26日（土） 16：00

区分
①

区分
② 159401 締　切　日

抽選公開日
2月17日（水）
2月20日（土）

申込数　1会員合計10枚まで（各100枚限定・抽選）

159309 締　切　日
抽選公開日

2月23日（火）
2月27日（土）3月19日（土）～6月5日（日） 10：00～19：00　※会期中無休

159308 締　切　日
抽選公開日

2月8日（月）
2月11日（木・祝）3月5日（土）～5月29日（日） 10：00～18：00
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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、18頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

KOKI MITANI's SHOW GIRL「ショーガール」

全席指定　5,500円（一般6,000円）
1会員4枚まで（各10枚限定・抽選）

川平慈英、シルビア・グラブ
ピアノ：荻野清子　ベース：一本茂樹
パーカッション：萱谷亮一

荻野清子
三谷幸喜

パルコ劇場           JR「渋谷駅」ほか

前回公演より　撮影：阿部章仁

三谷幸喜が歌と踊りで紡ぎ出す小粋な「男と女の物語」。
春風吹く渋谷でちょっとお洒落な大人の時間を過ごし
ませんか。

パルコ・ミュージック・ステージ

※未就学児の入場不可

1985年、米米CLUBのヴォーカリストとしてデビュー以来、芸術的で圧倒的なライ
ブ・パフォーマンスによって現代の日本の音楽シーンの先端を走り続ける石井竜也。
その珠玉の作品群がオーケストラによる華麗な響きのなかで披露されます。

S席　10,800円
1会員2枚まで（抽選）

石井竜也 大友直人
東京フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ
東京文化会館 大ホール          JR「上野駅」ほか

※未就学児の入場不可

～こんな出会いも悪くない～

「TATUYA ISHII PREMIUM 
SYMPHONIC CONCERT 2016」
～石井竜也30TH ANNIVERSARY～
石井竜也×オーケストラ ―音楽の名手たちとの競演が実現―

billboard classics 

大人　5,200円（一般6,800円）

１会員2枚まで（各10枚限定・抽選）

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

ペインターズ：HEROは、4人の躍動感あふれるライブペインティ
ングと、先端テクノロジーを融合した、今までにない斬新なアート
パフォーマンス。今や、アメリカ、ヨーロッパ、中国、東南アジアと、
世界各地で、絶賛される世界的エンターテイメントに成長。
無口な4人が、4次元キャンバスに次々に繰り出す予測不能アート
で、あなたはきっと、笑って、驚いて、感動することでしょう。

※未就学児の入場不可

「ペインターズ：HERO」

詳しくはこちら

俺たちの国芳 わたしの国貞
テレビやグラビア雑誌がない江戸時代、浮世絵は歌舞伎スターのブロマイドであり、最新のエンターテインメント
やファッションを伝える重要なメディアでした。世界に冠たる浮世絵コレクションで知られるボストン美術館よ
り、幕末に絶大な人気を博した二人の天才浮世絵師、歌川国芳と歌川国貞の選りすぐりの作品で、江戸の世界を体感
していただきます。

区分① 一般　       1,150円（当日1,500円）
区分② 大学・高校生   700円（当日1,000円）
区分③ 中学・小学生   450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　
※毎週金・土曜日は21:00まで（入館は20:30まで）
※障害者手帳のご提示で割引料金あり。詳細は窓口でお尋ねください　

ボストン美術館所蔵

区分① 平日券　   1枚 1,850円（一般2,634円）
区分② 土日祝券　1枚 2,100円（一般2,958円）
発行日から1年

文京区春日1－1－1           JR「水道橋駅」ほか

地下1,700mから届く天然温泉の露天風呂が、疲れた肌を優しく包みます。
スポーツ観戦やコンサート鑑賞、レジャーに合わせてご利用されてはいかがで
しょうか。

※安全管理上、小学生未満のお子様は入館できません　　
※18歳未満のお客様のご利用は保護者（小学生の方は同性の保護者）同伴のもと、18：00までと
　させていただきます（最終入館受付は15：00まで）
※割増料金は、「深夜1：00 ～早朝6：00に在館の場合」、「ヒーリング バーデをご利用の場合」、
　「平日券を特定日にご利用の場合」に適用されます
※料金には、入浴料、館内専用ウェア・タオルレンタル料、施設利用料を含みます
※休館日、特定日については事前にホームページまたは電話にてお問い合わせください
※チケットの受取時期は、3月上旬の予定です

スパ ラクーアスパ ラクーア

〈左〉
歌川国芳 「国芳もやう正
札附現金男　野晒悟助」
弘化2（1845）年頃
William Sturgis Bigelow 
Collection,11.28900 
Photograph © 2015 
Museum of Fine Arts, 
Boston 

〈右〉
歌川国貞 「当世三十弐相 
よくうれ相」 文政4,5

（1821.22）年頃
Nellie Parney Carter 
Collection―Bequest of 
Nellie Parney Carter, 
34.489 
Photograph © 2015 
Museum of Fine Arts, 
Boston

ピクサー展スタジオ設立30周年記念

1会員4枚まで（50枚限定・抽選）

東京都現代美術館（企画展示室 1階・3階）     
        東京メトロ「清澄白河駅」ほか

『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』、『ファインディング・ニモ』など、魅
力的な物語とコンピューター・グラフィックスによる高い技術で評価されてきた
ピクサー・アニメーション・スタジオ。本展では、新作を含むこれまでのピクサー
の30年間にわたるクリエーションを紹介します。

※入場は閉館の30分前まで　※休館日：月曜日および3月22日（火）。ただし、3月21日（月・祝）、5月2日（月）、5月23日（月）は開館　※未就学児は無料　
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付き添いの方（2名まで）は無料
※3月16日（水）、4月20日（水）、5月18日（水）は、シルバーデーにより65歳以上の方は無料（入館時、年齢を証明できるものが必要です）

区分① 一般　       1,150円（当日1,500円）
区分② 小・中学生      300円（当日500円）

ボブ・ポーリー 
《ウッディとバズ》
『トイ・ストーリー』（1995 年）
複製（マーカー、鉛筆／紙）
©Disney/Pixar

出　演

演　奏

作曲・編曲

脚本・作詞・構成・演出

場　所

申込数
料　金

最寄駅

場　所

申込数

出　演 指　揮
管弦楽

料　金

最寄駅

場　所

申込数

料　金

最寄駅

場　所

有効期限

区分・料金

最寄駅

最寄駅

会　場

区分・料金

申込数

場　所

申込数

最寄駅

区分・料金

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

159306 締　切　日
抽選公開日

2月8日（月）
2月11日（木・祝）

164905 締　切　日
抽選公開日

2月7日（日）
2月10日（水）4月24日（日） 18：00

3月3日（木） 15：00
3月18日（金）

20：00
21日（月・祝）

13：00
区分
①

区分
②

22日（火）
15：00

区分
③

159307 締　切　日
抽選公開日

2月22日（月）　
2月25日（木）3月25日（金） 19：00 26日（土） 16：00

区分
①

区分
② 159401 締　切　日

抽選公開日
2月17日（水）
2月20日（土）

申込数　1会員合計10枚まで（各100枚限定・抽選）

159309 締　切　日
抽選公開日

2月23日（火）
2月27日（土）3月19日（土）～6月5日（日） 10：00～19：00　※会期中無休

159308 締　切　日
抽選公開日

2月8日（月）
2月11日（木・祝）3月5日（土）～5月29日（日） 10：00～18：00
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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、18頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

会　員日　時 券　種 一　般
10,800円
7,000円
7,000円
10,800円
7,000円
7,000円

13,500円
12,500円
12,500円
13,500円
12,500円
12,500円

おとな
SS席

（※こどもは
下記参照・
要連絡）

4/23（土）16：30
4/25（月）12：30
4/27（水）19：00

4/29（金・祝）16：30
5/11（水）15：00
5/17（火）12：30

差し替え画像が
見当たりません

区分
①
②
③
④
⑤
⑥

【追加日程】
大好評につき追加募集決定！

ミュージカル スクルージ

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

       京王線「仙川駅」徒歩5分　☎03（3309）4126

2015年4月「天然温泉認定」につき、リニューアルオープン!

区分① 全日入浴券　580円（一般850円）
区分② 岩盤浴券　   570円（一般700円）

最寄駅

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

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

区分① 全日入浴券　520円（一般780円）
区分② 岩盤浴券　   410円（一般500円）

最寄駅

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

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

区分① 平日入浴券　   930円（一般1,240円）
区分② 全日入浴券　1,130円（一般1,500円）
区分③ 岩盤浴券　      570円（一般800円）

最寄駅

※タオル、バスタオルなどはお持ちください
　（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、全日券が必要です
※チケットは中学生以上が対象です。小学生は別途料金設定。
　詳しくは、施設にお問い合わせください
※有効期限は、発効日から1年間です
※チケットの受取時期は、3月上旬の予定です

天然温泉 仙川 湯けむりの里

すすき野 湯けむりの里

宮前平源泉 湯けむりの庄

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

＠nifty温泉全国
総合ランキング
5年連続

トップ3に入賞!

※有効期限は、発効日から
　1年間です
※チケットの受取時期は、
　3月上旬の予定です

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

※有効期限は、9月末頃（予定）ま
でです

※チケットの受取時期は、3月上
旬の予定です

春休みちびっ子ひとり船の旅

東京諸島 式根島 小学3～6年生（旧学年）限定

58人（最少催行人数40人）　※添乗員同行

3月27日（日）～30日（水）　3泊4日（船中1泊 現地民宿2泊）

※小雨の場合、島内行程は予定どおり行います。状況によっては、島内行程を変更する場合があります
※セラ・サービス登録家族以外の方々も参加します
※添乗員のほかに、10～20人につきリーダー（ボランティアスタッフ）が1人つきます

特別価格　30,420円（一般33,800円）

主な行程／行事 朝食 昼食 夕食日　付

3/27（日）

3/28（月）

3/29（火）

3/30（水）

×

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

×

東京・竹芝客船ターミナル 20：30 集合　結団式
22：00 竹芝桟橋出港…（大型客船２等指定席・船中泊）…
…船内にて朝食… 9：05着 式根島　島にある温泉での温泉卵作り・
森のハイキング・絶景の星空観察　（民宿泊）
バーベキュー・ジオキャッシュ（GPS等を使用した大自然を舞台に
行うリアル宝探しゲーム）・レクリエーション　（民宿泊）
お楽しみおみやげタイム　11：25 式根島発…

（大型客船２等指定席）…19：00 竹芝桟橋着　解団式　解散

in 式根島
小学生3～6年生の元気なお子様を募集します！都会では味わえない大自然のもと、
スポーツやレクリエーション等を通じて協調性を、各種の学習や自然体験の中で
創造力を養います。大自然の式根島で、ご兄弟やお友だちと一緒にいかがですか？

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。

※こども券価格は区分①④は7,600円(一般9,500円)、区分②③⑤⑥は5,000円(一般8,500円)。
　こども券をお求めの方は、お申し込み後、必ずセラ・サービスまで電話でご連絡ください
※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～小学生です。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

ダイハツ トーテム 東京公演

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

場　所 参加資格

募集人数

行　程

期　日

参 加 費

料　金

場　所 最寄駅

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

2月15日（月）
2月19日（金）159402 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計20枚まで（1500枚限定・抽選）
区　分　下記本文中をご参照ください
申込数　1会員4枚まで（合計50枚限定・抽選）

2月15日（月）
2月19日（金）159403 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計20枚まで（250枚限定・抽選）

2月15日（月）
2月19日（金）159404 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計20枚まで（2500枚限定・抽選）

締　切　日 3月12日（土）3月27日（日）～30日（水） 3泊4日

164906 締　切　日
抽選公開日

2月8日（月）
2月13日（土）

【詳しい旅行条件等やお申し込み・お問い合わせ】は、　
　東海汽船　お客様センター　☎03（5472）9999 （9：30～20：00 年中無休）http://www.tokaikisen.co.jp/
　募集締切　3月12日（土）　お申し込の際は、「セラ・サービス会員」であることをお伝えください。

［主催］伊豆七島イルカクラブ　［協賛］NPO法人 六日町観光協会　［後援］式根島観光協会　
［旅行企画実施］東海汽船株式会社（東京都知事登録旅行業第2-1793号）　東京都港区海岸1－16－1
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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、18頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

会　員日　時 券　種 一　般
10,800円
7,000円
7,000円
10,800円
7,000円
7,000円

13,500円
12,500円
12,500円
13,500円
12,500円
12,500円

おとな
SS席

（※こどもは
下記参照・
要連絡）

4/23（土）16：30
4/25（月）12：30
4/27（水）19：00

4/29（金・祝）16：30
5/11（水）15：00
5/17（火）12：30

差し替え画像が
見当たりません

区分
①
②
③
④
⑤
⑥

【追加日程】
大好評につき追加募集決定！

ミュージカル スクルージ

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

       京王線「仙川駅」徒歩5分　☎03（3309）4126

2015年4月「天然温泉認定」につき、リニューアルオープン!

区分① 全日入浴券　580円（一般850円）
区分② 岩盤浴券　   570円（一般700円）

最寄駅

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

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

区分① 全日入浴券　520円（一般780円）
区分② 岩盤浴券　   410円（一般500円）

最寄駅

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

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

区分① 平日入浴券　   930円（一般1,240円）
区分② 全日入浴券　1,130円（一般1,500円）
区分③ 岩盤浴券　      570円（一般800円）

最寄駅

※タオル、バスタオルなどはお持ちください
　（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、全日券が必要です
※チケットは中学生以上が対象です。小学生は別途料金設定。
　詳しくは、施設にお問い合わせください
※有効期限は、発効日から1年間です
※チケットの受取時期は、3月上旬の予定です

天然温泉 仙川 湯けむりの里

すすき野 湯けむりの里

宮前平源泉 湯けむりの庄

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

＠nifty温泉全国
総合ランキング
5年連続

トップ3に入賞!

※有効期限は、発効日から
　1年間です
※チケットの受取時期は、
　3月上旬の予定です

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

※有効期限は、9月末頃（予定）ま
でです

※チケットの受取時期は、3月上
旬の予定です

春休みちびっ子ひとり船の旅

東京諸島 式根島 小学3～6年生（旧学年）限定

58人（最少催行人数40人）　※添乗員同行

3月27日（日）～30日（水）　3泊4日（船中1泊 現地民宿2泊）

※小雨の場合、島内行程は予定どおり行います。状況によっては、島内行程を変更する場合があります
※セラ・サービス登録家族以外の方々も参加します
※添乗員のほかに、10～20人につきリーダー（ボランティアスタッフ）が1人つきます

特別価格　30,420円（一般33,800円）

主な行程／行事 朝食 昼食 夕食日　付

3/27（日）

3/28（月）

3/29（火）

3/30（水）

×

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

×

東京・竹芝客船ターミナル 20：30 集合　結団式
22：00 竹芝桟橋出港…（大型客船２等指定席・船中泊）…
…船内にて朝食… 9：05着 式根島　島にある温泉での温泉卵作り・
森のハイキング・絶景の星空観察　（民宿泊）
バーベキュー・ジオキャッシュ（GPS等を使用した大自然を舞台に
行うリアル宝探しゲーム）・レクリエーション　（民宿泊）
お楽しみおみやげタイム　11：25 式根島発…

（大型客船２等指定席）…19：00 竹芝桟橋着　解団式　解散

in 式根島
小学生3～6年生の元気なお子様を募集します！都会では味わえない大自然のもと、
スポーツやレクリエーション等を通じて協調性を、各種の学習や自然体験の中で
創造力を養います。大自然の式根島で、ご兄弟やお友だちと一緒にいかがですか？

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。

※こども券価格は区分①④は7,600円(一般9,500円)、区分②③⑤⑥は5,000円(一般8,500円)。
　こども券をお求めの方は、お申し込み後、必ずセラ・サービスまで電話でご連絡ください
※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～小学生です。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

ダイハツ トーテム 東京公演

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

場　所

区分・料金

場　所 参加資格

募集人数

行　程

期　日

参 加 費

料　金

場　所 最寄駅

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

締　切　日
抽選確認日

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

2月15日（月）
2月19日（金）159402 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計20枚まで（1500枚限定・抽選）
区　分　下記本文中をご参照ください
申込数　1会員4枚まで（合計50枚限定・抽選）

2月15日（月）
2月19日（金）159403 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計20枚まで（250枚限定・抽選）

2月15日（月）
2月19日（金）159404 区　分　下記本文中をご参照ください

申込数　1会員合計20枚まで（2500枚限定・抽選）

締　切　日 3月12日（土）3月27日（日）～30日（水） 3泊4日

164906 締　切　日
抽選公開日

2月8日（月）
2月13日（土）

【詳しい旅行条件等やお申し込み・お問い合わせ】は、　
　東海汽船　お客様センター　☎03（5472）9999 （9：30～20：00 年中無休）http://www.tokaikisen.co.jp/
　募集締切　3月12日（土）　お申し込の際は、「セラ・サービス会員」であることをお伝えください。

［主催］伊豆七島イルカクラブ　［協賛］NPO法人 六日町観光協会　［後援］式根島観光協会　
［旅行企画実施］東海汽船株式会社（東京都知事登録旅行業第2-1793号）　東京都港区海岸1－16－1
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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、18頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

イメージ

イメージイメージ

イメージ

イメージ

Ｗeb入力の方 利用ガイド
掲載事業は

コチラ

音声応答システムの方

こちらからお申し込みください。

 サービス番号１

注意注意

次の6店舗からお店をお選びのうえ、セラ・サービスに「グルメ
利用補助券」をお申し込みください（Webまたは、『利用ガイド』
P.44参照）。補助券のお申し込みが済みましたら、お店に予約
を入れ、「セラシュランのメニュー」とお伝えください。この企
画※は限定ですので、完売の場合は、ご了承ください。限定数の
残りは各店舗に直接お問い合わせください。
※「三ツ星セラシュラン」は、グルメ指定店年度内利用回数（3

回まで）の対象企画です

Web 音声応答システムValentine's day & White days 特別企画

セラ・サービス特選フェア

事　業
コード 151500

☎03（6411）3458

アットホームな雰囲気の中で、身体に優しい中華料
理をお楽しみください。　

チャイニーズレストラン 欣喜

　通常5,400円が補助券ご利用で

【限定30食】

中華料理

セラ特別価格 4,100円（税・サービス料込み）

施設コード　062

ディナーコース

場　所：世田谷区池尻１－８－８ グランサンク1階　　
　　　　　　  田園都市線「池尻大橋駅」または「三軒茶屋駅」
定休日：毎週月曜・第3火曜日

☎03（5486）1568

世田谷公園近くの“隠れ家 フレンチ・レストラン”。
葉山で11年、三宿で22年のレストランです。

Sea Breeze

　通常3,900円が補助券ご利用で

【限定30食】

フランス料理

セラ特別価格 2,600円（税・サービス料込み）

施設コード　054

ディナーコース

☎03（3300）2121

四季折々の和食をお楽しみいただける鰻割烹のお店
です。　

鰻割烹 あら井

　通常5,940円が補助券ご利用で

【限定30食】

日本料理

セラ特別価格 4,940円（税・サービス料込み）

施設コード　047

ひつまぶし御膳

場　所：世田谷区祖師谷1－8－17　　
　　　　　　  小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」
定休日：毎週月曜日

場　所：世田谷区南烏山5－11－4 TNビル地下1階
　　　　　　  京王線「千歳烏山駅」
定休日：毎週月曜日

場　所：世田谷区梅丘1－19－6　　
　　　　　　  小田急線「梅ヶ丘駅」
定休日：毎週月曜日（祝日の場合は営業し、火曜日に休み）

☎03（3425）2460

築地で仕入れた旬のネタや産直野菜を、熱いままお
召し上がりください。　

天冨良 かんの

　通常3,900円が補助券ご利用で

【限定30食】

日本料理

セラ特別価格 2,900円（税・サービス料込み）

施設コード　058

梅コース

パノラマウィンドウから見える東京湾の景色と本格フランス料理をお楽しみください。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヴァンテアン

　通常5,300円が補助券ご利用で

【限定30食】東京湾クルーズ　

セラ特別価格 3,770円（税・サービス料込み）

施設コード　028

ランチクルーズ、トワイライトクルーズ

フランス料理の命ともいうべきソースは、もちろんすべてオリジナル。前菜からはじまる優雅で贅沢なひとときを、
ゆっくりとお楽しみください。　

ル・ジャルダン【限定30食】フランス料理　 施設コード　004

　通常5,000円が補助券ご利用で セラ特別価格 3,700円（税・サービス料込み）

ランチコース

三ツ星セラシュラン
利用方法

利用資格

利用期間

会員・登録家族（小学生以上）

平成28年2月1日（月）～3月31日（木）

！

場　所：港区海岸1－12－2          新都市交通ゆりかもめ「竹芝駅」　定休日：無し　☎03（3436）2121最寄駅

場　所：世田谷区砧公園1－2 世田谷美術館内          美術館行バス「美術館」　定休日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）最寄駅

最寄駅 最寄駅

最寄駅 最寄駅

☎03（3415）6415

生ビール（小）または
ソフトドリンクサービス
プラス季節の一品サービス

700円（税抜き）以下の
1ドリンクサービス

グラスワインまたはソフトドリンク1杯サービス

ソフトドリンク1杯サービス

11



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、18頁をご覧ください。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。
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Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

出発日が2月～3月末の日帰りバスツアーおよび観劇ツアー、体験イベント旅行で金額が2,500円（税込み）
以上のツアー・商品が対象です。
※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
※ツアー一覧が掲載されたパンフレットをご希望の方は、☎03（5652）7072までご連絡ください

ぽけかる倶楽部 日帰りバスツアー・クルーズ

会員・登録家族（小学生以上／小・中学生は保護者同伴）

50人 １回

代金より10％割引きした価格に対して1,500円

ライブ・チケットなど一部商品（タイアップツアー等）は対象外です。
『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。

①ぽけかる倶楽部予約センター〈☎03（5652）7072〉に電話し、セラ・サービスの会員である旨および
商品番号（ツアータイトルの右上に記載）を伝えてご予約ください。

②予約後、Webまたは音声応答システムでセラ･サービスに補助券をお申し込みください。
③10％割引きした上で、ぽけかる倶楽部から補助額1,500円を差し引いた振込用紙を送付しますので、

支払期日までにお支払いください。
④出発当日、補助券をぽけかる倶楽部の係員にお渡しください（補助券をお持ちでない場合、補助が受け

られず、補助額分も請求の対象となりますので、ご注意ください）。
※補助券のご利用は、補助券に記載されている会員および登録家族に限ります

対象ツアー

参加資格

募集人員 利用回数

補 助 額

利用方法

そ の 他

事　業
コード 159800 3月14日（月）締　切　日Web 音声応答システム

http://www.poke.co.jp/
都内の日帰りバスツアーを中心に、クルーズや体験型イベントなど、お気軽に
お楽しみください。今回は10％割引も受けられます。ぜひご利用ください。

ツアー代金10％オフに加え1,500円補助付き！

ツアー代金10％オフに加え1,500円補助付き！
商品番号 1554-7399

商品番号 1554-7436 商品番号 1554-7242

商品番号 1554-7534

商品番号 1554-7527

※写真は全てイメージです

商品番号 1554-7466

（補助は3月31日までが対象となります）3月19（土）～3月31（木）
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キャンペーン受診期間：1月6日～3月31日

人間ドック（日帰り）コース

会員ご本人は、補助券利用で上記金額からさらに1万円引き
（特定年齢の方は2万円引き）。
※ご利用の際は、受診予約後、補助券を申請してください

※サービス内容（近距離引越しパック料金表示額
　から30％割引）に変更はありません

キャンペーン料金
（登録家族含む）

会員料金48,600円⇒

40,000円

【契約解除施設のご案内】 【人間ドックキャンペーンのご案内】 【取扱店の変更】

Information

●東急ホテルズ 3施設　

　

●さくら綜合レジャー 1施設　

3/31（木）まで

1/31（日）まで

下関東急REIホテル
和歌山東急イン　
新潟東急REIホテル

熱海温泉「ホテルニューアカオ」

施設コード005　『利用ガイド』P.54掲載 『利用ガイド』P.97【引越し】掲載
●こころとからだの元氣プラザ 名鉄運輸株式会社は、取扱店・電話番号が

変更になっています。

新しい取扱店・電話番号

（千代田区飯田橋3－6－5）　☎03（5210）6622

八潮支店（埼玉県八潮市八條1477）
フリーダイヤル

☎0120-154-555

利用ガイド
掲載事業は
コチラ  サービス番号１

でお申し込みの場合Web でお申し込みの場合音声応答システム

としまえんフリーパス券としまえんフリーパス券としまえんフリーパス券（木馬の会法人会員券）

木馬の会フリーパス券取り扱い終了のお知らせ！

としまえんフリーパス券（木馬の会法人会員券）の取り扱いが、
2016年3月31日をもちまして終了となります。通常大人4,200円、
子ども3,200円が1,000円（セラで500円、入園時に500円）でのり
もの1日乗り放題という、たいへんお得なチケットです！今年度が
最後のチャンスです！
12月から3月末までのチケットはまだご購入可能です（残り65枚）
ので、お早目にお申し込みください。チケットはなくなり次第、終了
となりますので、あらかじめご了承ください。（1会員20枚まで）

Winter Fantasia 開催中（2月28日まで） イメージ

事業コード：152405

申し込み方法など詳細は、Webで［セラ・サービス］を検索後、
利用ガイド ⇒ レジャー ⇒  としまえん  をご覧いただくか、

『利用ガイド』P.18をご参照ください。

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

セラ サービス
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キャンペーン受診期間：1月6日～3月31日

人間ドック（日帰り）コース

会員ご本人は、補助券利用で上記金額からさらに1万円引き
（特定年齢の方は2万円引き）。
※ご利用の際は、受診予約後、補助券を申請してください

※サービス内容（近距離引越しパック料金表示額
　から30％割引）に変更はありません

キャンペーン料金
（登録家族含む）

会員料金48,600円⇒

40,000円

【契約解除施設のご案内】 【人間ドックキャンペーンのご案内】 【取扱店の変更】

Information

●東急ホテルズ 3施設　

　

●さくら綜合レジャー 1施設　

3/31（木）まで

1/31（日）まで

下関東急REIホテル
和歌山東急イン　
新潟東急REIホテル

熱海温泉「ホテルニューアカオ」

施設コード005　『利用ガイド』P.54掲載 『利用ガイド』P.97【引越し】掲載
●こころとからだの元氣プラザ 名鉄運輸株式会社は、取扱店・電話番号が

変更になっています。

新しい取扱店・電話番号

（千代田区飯田橋3－6－5）　☎03（5210）6622

八潮支店（埼玉県八潮市八條1477）
フリーダイヤル

☎0120-154-555

利用ガイド
掲載事業は
コチラ  サービス番号１

でお申し込みの場合Web でお申し込みの場合音声応答システム

としまえんフリーパス券としまえんフリーパス券としまえんフリーパス券（木馬の会法人会員券）

木馬の会フリーパス券取り扱い終了のお知らせ！

としまえんフリーパス券（木馬の会法人会員券）の取り扱いが、
2016年3月31日をもちまして終了となります。通常大人4,200円、
子ども3,200円が1,000円（セラで500円、入園時に500円）でのり
もの1日乗り放題という、たいへんお得なチケットです！今年度が
最後のチャンスです！
12月から3月末までのチケットはまだご購入可能です（残り65枚）
ので、お早目にお申し込みください。チケットはなくなり次第、終了
となりますので、あらかじめご了承ください。（1会員20枚まで）

Winter Fantasia 開催中（2月28日まで） イメージ

事業コード：152405

申し込み方法など詳細は、Webで［セラ・サービス］を検索後、
利用ガイド ⇒ レジャー ⇒  としまえん  をご覧いただくか、

『利用ガイド』P.18をご参照ください。

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

セラ サービス
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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

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、3月末に発送する予定です。

2 月　4 日（木）　10:00～15:00

2 月　9 日（火）　10:00～15:00

2 月 13 日（土）　10:00～15:00

2 月 17 日（水）　10:00～15:00

2 月 19 日（金）　10:00～15:00

えびす支店 （渋谷区恵比寿 1－5－9）

多摩川支店 （調布市多摩川 5－5－1）

八幡山支店 （杉並区上高井戸 1－1－11）

上北沢支店 （世田谷区上北沢 3－32－13）

本店 （世田谷区北沢 1－38－14）

☎03（3444）4211 ／ 9:00～15:00

☎042（481）6211 ／ 9:00～15:00

☎03（3329）1021 ／ 9:00～15:00

☎03（3302）8111 ／ 9:00～15:00

☎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。

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

※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。

個人ローン個人ローン
お使いみち自由お使いみち自由

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

目的に応じた各種ローンも
ご用意しております
目的に応じた各種ローンも
ご用意しております

平成27年11月1日現在
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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

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、3月末に発送する予定です。

2 月　4 日（木）　10:00～15:00

2 月　9 日（火）　10:00～15:00

2 月 13 日（土）　10:00～15:00

2 月 17 日（水）　10:00～15:00

2 月 19 日（金）　10:00～15:00

えびす支店 （渋谷区恵比寿 1－5－9）

多摩川支店 （調布市多摩川 5－5－1）

八幡山支店 （杉並区上高井戸 1－1－11）

上北沢支店 （世田谷区上北沢 3－32－13）

本店 （世田谷区北沢 1－38－14）

☎03（3444）4211 ／ 9:00～15:00

☎042（481）6211 ／ 9:00～15:00

☎03（3329）1021 ／ 9:00～15:00

☎03（3302）8111 ／ 9:00～15:00

☎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。

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

東急世田谷線

東急
田園
都市
線

三軒茶
屋駅

西友
三軒茶屋店

郵便局 至渋谷
→

国道2
46号（

玉川通
り）

交番

世田谷通り口

三軒茶屋駅

世田谷通り

茶
沢
通
り

北口

南口

キャロット
タワー

世田谷産業
プラザ４F
世田谷産業
プラザ４F

平日／ 9:00～17:30（土日・祝日休み）
お問い合わせ先

各種サービス申込先

窓口カウンター

TEL 03-5486-7733（音声応答システム）

FAX 03-3412-2340
セラ サービス

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

TEL 03-3411-6655

Web　　　　　　　    （24時間対応） 

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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三ツ星セラシュラン（11～12頁）
「東京湾クルーズ ヴァンテアン」ほか

特産品（3頁）
群馬県川場村「雪ほたかの飲む糀」ほか
チケット（4～10頁）
「Endless Shock」ほか　

トピックス（1～2頁）
『利用ガイド』掲載事業のご案内

コンサート 2016
天 童 よ し み
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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。
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平成28年度『利用ガイド』補助券は
　　　　　　より受付を開始します

入会届・変更届・退会届
各種お届けは

　　　　　　　 までにご提出ください4月5日（火）必着

3月18日（金）


