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　スマートフォンなら、補助券やチ
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セラ・サービスへのお申し込みは、
スマートホンからが
簡単で便利です！
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昼神温泉

ライフ
サポート

グルメ

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。
※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

阿智 昼神観光局☆

利用方法

問合せ

セラ・サービスHPから
もしくはQRコードか
ら専用ページへアクセ
スしてください。

リクエスト頂いたエリア
のアパマンショップから
物件のご紹介がきます。

（FAX・メールなど）

気になった物件が
あったら店舗へ予
約をしてください。

１ 2 3

営業時間

定休日

【電話予約】
①阿智☆昼神観光局　☎0265（43）3001

【WEB予約】
①阿智☆昼神観光局　WEBへアクセス　
　URL：http://hirugamionsen.jp/
②福利厚生　WEB予約をクリック
　URL：http://hirugamionsen.jp/
　　　　welfaremember/
※ログイン用のIDとパスワードはセラ・サービスまでお問い合わせください

各施設への予約方法

世田谷区池尻2-3-11 せたがやがやがや館3階
予約　☎03（6450）7918

（予約受付時間14：00～19：00）
　　  東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩7分
　　  バス停「池尻」「三宿」徒歩6分

お部屋探しは
アパマンショップをご利用ください！

新たに、賃貸住宅あっせんのメニューが
加わりました。

豊富な物件情報からお部屋をご紹介致します。
会員様特典　仲介手数料30％割引
※予め、セラ・サービスお問い合わせ専用ページ、もしくは下記法人課専用ダイヤルからの
　お問い合わせがない場合、割引の対象になりません（直接店舗に来店された場合など）
※他の割引特典との併用はできません

最寄駅

場　所

11：00オープン
毎月第3日曜日、年末年始

快適空間、
応援宣言！

お部屋探しは、

仲介店舗数No.1！

株式会社アップル 営業本部法人課　
☎03（6894）7373

（営業時間9：00～18：00／水曜定休）

利用資格 会員および登録家族

家賃を抑えたい。部屋を広
くしたい。お部屋のお悩み、
プロのルームアドバイザー
にご相談ください。

アパマンショップは、全国
に1,150店舗以上。豊富
な物件情報からお部屋を
ご紹介します！リクエスト専用

ＱＲコード

160000
事業コード 施設コード

010

新たに、池尻の『せたがやキッチン』がグルメ指定店に
加わりました。3,000円以上の宴会プランに限り、
1,000円分のグルメ利用補助券がお使いになれます。

161500
事業コード 施設コード

005

せたがやキッチン［洋食］

イメージ

イメージ

7月1日から新たに、星空が日本一美しいと評判
の長野県阿智村の昼神温泉郷が指定宿泊施設
に加わりました。
ぜひ、この機会にセラの宿泊補助券を利用し
て、お得に昼神温泉に泊まって「日本一の星空 
ナイトツアー」を体感してみてください。

※「星空ナイトツアー」は10月15日（土）まで（大人2,200円､小・中学生1,000円､幼児無料）

リクエスト
お待ちして
おります！

NEW NEW

NEW
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区分①  

区分② 

TOHOシネマズ　www.tohotheater.jp

109シネマズ　http://109cinemas.net/　

※区分①か②のどちらかをお選びください。

夏休みは、新作映画が目白押し！この機会にTOHOシネマズ、

１０９シネマズのお得なチケットを使って映画ざんまいで

リフレッシュしてみてはいかがですか。

東　京：新宿  六本木ヒルズ  渋谷  府中  お台場　ほか
千　葉：ららぽーと船橋  市川コルトンプラザ  柏　ほか
神奈川：海老名  小田原  川崎  ららぽーと横浜　ほか
埼　玉：ららぽーと富士見
栃　木：宇都宮
茨　城：ひたちなか  水戸内原
山　梨：甲府

東　京：木場  二子玉川  グランベリーモール
神奈川：港北  川崎  湘南  ムービル
埼　玉：菖蒲　　
栃　木：佐野　　
群　馬：高崎

※その他の劇場については、109シネマズのHP等でご確認ください

※その他の劇場については、TOHOシネマズのHP等でご確認ください

劇　場

劇　場

シネマチケット販売
夏 休 み 映 画

平成29年1月末日

申込資格

有効期限
1人5枚まで（250枚限定）提供枚数

1,000円提供価格

8月23日（火）から順次発送発送予定

会員本人

平成29年2月末日

申込資格

有効期限
1人５枚まで（250枚限定）提供枚数

1,000円提供価格

8月10日（水）から順次発送発送予定

会員本人

Web 音声応答システム Web 音声応答システム締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

8月5日（金）
8月9日（火）から166300 8月23日（火）

8月26日（金）から
事　業
コード 166000事　業

コード

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。

贈って最適、
貰って最高！

世田谷区内の取り扱い店約
3,500店舗で幅広くご利用
できます。 受取方法は、郵便事故を回避するため、窓口受け取りのみと

なります。ご了承ください。

世田谷区内共通商品券
1,000円券
（プレミアム商品券ではありません）

申込資格

有効期限

申 込 数

会員本人

2020年12月31日

１会員２セットまで（20,000円分）

限 定 数 200セット

額面10,000円分（1,000円券×10枚）を1セットとします。

通常価格（額面）の５％引き
例） 2セット（20,000円分）の場合、19,000円でご購入いただけます。

あっせん価格

注意

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、18頁をご覧ください。

区　分

2,200円
会員・登録家族

3,600円
同行者

4,309円
一　般

一　般

大　　人
1,200円 2,057円 2,149円こども（4～10歳）

区　分
1,500円

会員・登録家族
1,990円 2,600円

2,200円 2,700円 3,600円
1,500円 1,990円 2,600円
1,700円 2,250円 2,500円
1,000円 1,350円 1,500円

同行者

大　人

中学生 ①
②

8月20日（土）～9月30日（金）
11：30～16：30（ラストオーダー14：30）

17：30～23：30（ラストオーダー21:30）

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

100年にわたってパリで今も愛される老舗ビストロの名前とエスプリを受け継ぎ、2005 年に青山にオープ
ンしたアラン・デュカスのビストロです。明るく暖かな雰囲気は、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。

ビストロブノワ

【ランチ】 前菜1品／メインメニュー1品／デザート1品／コーヒー or 紅茶
【ディナー】前菜2品／メインコース1品／デザート1品／コーヒー or 紅茶

※税･サービス料込み

イメージ
ⓒPierre Monetta

イメージ

イメージ

8月20日（土）～9月30日（金）
11：00～20：30（ラストオーダー）

２時間制（ラストオーダー30分前）

新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス 8階
☎03（5367）3705
        JR「新宿駅」徒歩10分、東京メトロ「新宿三丁目駅」徒歩1分ほか

雛鮨 新宿マルイ アネックス

とろ、うに、いくら、サーモン、ヒラメなどの高級寿司が食べ放題。味噌汁・茶碗蒸し付き

※税･サービス料込み

9月6日（火）～9月30日（金）

2部制 90分（予約制） 11：30～13：00／13：30～15：00

千代田区永田町2-14-3 赤坂エクセルホテル東急3階
☎03（3580）2331(レストラン直通)
        地下鉄銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」10番出口徒歩１分 ／
　　  半蔵門線・有楽町線・南北線「永田町駅」8番出口徒歩１分

イメージ

赤坂スクエアダイニング

区　分

3,000円
会員・登録家族

4,104円
一　般

① ランチ Aコース

4,900円 7,668円② ディナー Pコース

8月20日（土）～9月30日(金)

 ランチタイムクルーズ　12：00～14：00

港区海岸1-12-2　☎03（3436）2121
        新交通ゆりかもめ「竹芝駅」徒歩1分
　　  JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」北口徒歩7分

海の上で東京湾の大パノラマを眺めながら、フレンチコース料理を楽しむこと
ができる大型レストラン船「VINGT ET UN（ヴァンテアン）」。時は流れても

「東京湾クルーズ」の普遍の魅力は、今も多くの人々を魅了してやみません。ご乗
船される皆様を非日常空間へと誘う、夢のようなひとときをお過ごしください。

東京湾クルーズ・レストランシップ 
ヴァンテアン

※メニューは一部変更となる場合がございます 

※乗船料・税・サービス料込み　

区　分

4,900円

会員・登録家族

7,110円

同行者

7,900円

一　般
ランチタイムクルーズ（ヴァンテアンプラン）
フリードリンク付き

ポテトサラダ ヴァンテアンのスタイル／紫芋の冷製ポタージュ／低温ローストした清流若鶏 チーズ風味の
フレンチトースト添え 又は カサゴのソテーシェリー風味のソース／ココナッツとキウイのケーキとアイス
クリーム／パン／コーヒー

ビール・ワイン・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンク等

※30分前までにご乗船手続きをお済ませください

※1,230円の追加で飲み放題もご利用いただけます

旬の食材を充分に吟味し、技と真心で真味を求め続ける職人が握る約60種類の高級寿司が食べ放題
です。また、季節替わりで鮮度抜群な旬のネタも登場します。最初から最後までお好みのネタをお好
きなだけご注文いただけます。握りたてのお寿司を思う存分お楽しみください。

オードブル／シェフのオススメ／スープ／温かいお料理／デザート／コーヒー、紅茶、ソフトドリンク

リニューアルオープン記念イベント

ランチブッフェ

平　日①
②
③
④
⑤

土日・祝日
平　日

土日・祝日
全　日小学生

※税･サービス料込み　
※4歳以上未就学児の方は、450円の優待料金でお召し上がりいただけます

※年中無休（年末年始を除く） 

※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

最寄駅

期　間

営　業

場　所

料　金

料　金

料　理

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　理

料　金

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　理

ディナー
ラ ン チ

ラ ン チ

最寄駅

期　間

運行時間

場　所

料　金

料　理

フリードリンク

申込資格

募集人数

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。

〈各店舗 総数100食〉 Web 音声応答システム

締　切　日
抽選公開日

8月10日（水）
8月13日（土）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月10日（水）
8月13日（土）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月10日（水）
8月13日（土）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月10日(水)
8月13日（土）から

事　業
コード

注意事項

ヴァンテアン　  検索

www.akasaka-e.tokyuhotels.co.jp/

https://www.benoit-tokyo.com/
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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。

区　分

2,200円
会員・登録家族

3,600円
同行者

4,309円
一　般

一　般

大　　人
1,200円 2,057円 2,149円こども（4～10歳）

区　分
1,500円

会員・登録家族
1,990円 2,600円

2,200円 2,700円 3,600円
1,500円 1,990円 2,600円
1,700円 2,250円 2,500円
1,000円 1,350円 1,500円

同行者

大　人

中学生 ①
②

8月20日（土）～9月30日（金）
11：30～16：30（ラストオーダー14：30）

17：30～23：30（ラストオーダー21:30）

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

100年にわたってパリで今も愛される老舗ビストロの名前とエスプリを受け継ぎ、2005 年に青山にオープ
ンしたアラン・デュカスのビストロです。明るく暖かな雰囲気は、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。

ビストロブノワ

【ランチ】 前菜1品／メインメニュー1品／デザート1品／コーヒー or 紅茶
【ディナー】前菜2品／メインコース1品／デザート1品／コーヒー or 紅茶

※税･サービス料込み

イメージ
ⓒPierre Monetta

イメージ

イメージ

8月20日（土）～9月30日（金）
11：00～20：30（ラストオーダー）

２時間制（ラストオーダー30分前）

新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス 8階
☎03（5367）3705
        JR「新宿駅」徒歩10分、東京メトロ「新宿三丁目駅」徒歩1分ほか

雛鮨 新宿マルイ アネックス

とろ、うに、いくら、サーモン、ヒラメなどの高級寿司が食べ放題。味噌汁・茶碗蒸し付き

※税･サービス料込み

9月6日（火）～9月30日（金）

2部制 90分（予約制） 11：30～13：00／13：30～15：00

千代田区永田町2-14-3 赤坂エクセルホテル東急3階
☎03（3580）2331(レストラン直通)
        地下鉄銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」10番出口徒歩１分 ／
　　  半蔵門線・有楽町線・南北線「永田町駅」8番出口徒歩１分

イメージ

赤坂スクエアダイニング

区　分

3,000円
会員・登録家族

4,104円
一　般

① ランチ Aコース

4,900円 7,668円② ディナー Pコース

8月20日（土）～9月30日(金)

 ランチタイムクルーズ　12：00～14：00

港区海岸1-12-2　☎03（3436）2121
        新交通ゆりかもめ「竹芝駅」徒歩1分
　　  JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」北口徒歩7分

海の上で東京湾の大パノラマを眺めながら、フレンチコース料理を楽しむこと
ができる大型レストラン船「VINGT ET UN（ヴァンテアン）」。時は流れても

「東京湾クルーズ」の普遍の魅力は、今も多くの人々を魅了してやみません。ご乗
船される皆様を非日常空間へと誘う、夢のようなひとときをお過ごしください。

東京湾クルーズ・レストランシップ 
ヴァンテアン

※メニューは一部変更となる場合がございます 

※乗船料・税・サービス料込み　

区　分

4,900円

会員・登録家族

7,110円

同行者

7,900円

一　般
ランチタイムクルーズ（ヴァンテアンプラン）
フリードリンク付き

ポテトサラダ ヴァンテアンのスタイル／紫芋の冷製ポタージュ／低温ローストした清流若鶏 チーズ風味の
フレンチトースト添え 又は カサゴのソテーシェリー風味のソース／ココナッツとキウイのケーキとアイス
クリーム／パン／コーヒー

ビール・ワイン・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンク等

※30分前までにご乗船手続きをお済ませください

※1,230円の追加で飲み放題もご利用いただけます

旬の食材を充分に吟味し、技と真心で真味を求め続ける職人が握る約60種類の高級寿司が食べ放題
です。また、季節替わりで鮮度抜群な旬のネタも登場します。最初から最後までお好みのネタをお好
きなだけご注文いただけます。握りたてのお寿司を思う存分お楽しみください。

オードブル／シェフのオススメ／スープ／温かいお料理／デザート／コーヒー、紅茶、ソフトドリンク

リニューアルオープン記念イベント

ランチブッフェ

平　日①
②
③
④
⑤

土日・祝日
平　日

土日・祝日
全　日小学生

※税･サービス料込み　
※4歳以上未就学児の方は、450円の優待料金でお召し上がりいただけます

※年中無休（年末年始を除く） 

※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

最寄駅

期　間

営　業

場　所

料　金

料　金

料　理

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　理

料　金

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　理

ディナー
ラ ン チ

ラ ン チ

最寄駅

期　間

運行時間

場　所

料　金

料　理

フリードリンク

申込資格

募集人数

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。

〈各店舗 総数100食〉 Web 音声応答システム

締　切　日
抽選公開日

8月10日（水）
8月13日（土）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月10日（水）
8月13日（土）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月10日（水）
8月13日（土）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月10日(水)
8月13日（土）から

事　業
コード

注意事項

ヴァンテアン　  検索

www.akasaka-e.tokyuhotels.co.jp/

https://www.benoit-tokyo.com/
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5種の馬刺し
詰合せセット
300ｇ（約4人前）

霜降り（中トロ）馬刺し約50g、
上赤身馬刺し約50g×2、大トロ馬刺し約50ｇ、
たてがみ刺し約50g、馬ヒレ馬刺し約50g　

品　名 内　容

4,100円

会　員

5,480円

一　般

札幌カタラーナ
セット

札幌カタラーナ L
スペシャルいちごカタラーナ L
各1個（約260ｇ）

品　名 内　容

2,800円

会　員

3,800円

一　般

魚沼手繰りそば
5把つゆ付き

品　名 内　容 会　員

3,100円 4,100円
そば180g×5袋
つゆ（２倍）70ml×5袋

一　般

ホタテグラタン・
ホタテ海童漬セット

品　名 内　容 会　員

2,200円 3,696円
ホタテグラタン180g
ホタテ海童漬250g

一　般

新潟県十日町「魚沼手繰りそば」
「へぎそば」として知られる小嶋屋総本店は、過去には皇室献上されている地元の有名店
です。フノリという海藻をそばのつなぎに使った元祖としても知られる小嶋屋総本店が、
選び抜かれた純国産の素材を使用して打ち上げた乾麺が「魚沼手繰りそば」です。中でも
そば粉は地元魚沼産「とよむすめ」のみを使用しており、のど越し、歯応えは生そばに近
い味と食感を実現しています。

8月下旬から順次発送いたします。
イメージ

イメージ

イメージ

道の駅 クロステン 十日町　http://cross10.or.jp

8月29日（月）から順次発送いたします。

株式会社 川石水産

冷凍便で発送いたします。

解凍後、4日

 「ヤマト運輸」「佐川急便」の「冷凍便」でお届けいたします。
※商品到着後はすぐに冷凍庫に入れて保管してください 

冷凍保存で180日（詳細は商品貼付のラベルに記載しております。）
※解凍後はすぐにお召し上がりください

熊本県「5種の馬刺し詰合せセット」
低カロリーでヘルシーな馬刺しを熊本から発送いたします！霜降り（中トロ）、上赤身、大トロ、たてがみ、ヒレと人気
の部位、希少な部位5種類を一気に楽しめるバラエティ豊かな「詰合せセット」です。是非この機会に、熊本の自然の中
で肥育した新鮮でさばきたての馬刺しをご賞味ください。

9月1日（木）から順次発送いたします。

株式会社 利他フーズ

「冷凍便」でお届けいたします。
※商品到着後はすぐに冷凍庫に入れて保管してください

冷凍保存で90日
※解凍後はすぐにお召し上がりください

新鮮な北海道産純正クリームをふんだんに使用した、濃厚な味わいの絶品スイーツです。添加物が一切入っていないた
め、生クリーム本来の風味・コクを味わうことができます。ひとつひとつ、職人が目で仕上がりを確認し、製造から発
送までを全て人の手で行っています。定番商品のプレーンタイプと、一番人気のスペシャルいちごカタラーナをセッ
トにしてお届け致します。ひんやり冷たく、とろけるような食感をお楽しみください。

◆カタラーナとは、簡単に言うと”冷凍焼きプリン”。
　アイスクリームのような口どけを楽しむこともできます。

9月上旬から順次発送いたします。

北海道アンソロポロジー株式会社

北海道 「絶品スイーツ　カタラーナ」

イメージ

岩手県山田町 「ホタテグラタン・ホタテ海童漬セット」
か っ ぱ

て ぐ

『人間とカッパの愛によって育てられた三陸のホタテ』 をグラタンにしました。ホワイト
ソース、チーズのクリーミーさがホタテのマイルド感を一層引き立てています。
ホタテ海童漬けは醤油をベースにした風味豊かな漬け物で、ホタテとツブ貝、そしてイ
クラの絶妙な味のバランスをお楽しみください。

発送日

業　者

発送日

業　者

その他

賞味期限

その他

賞味期限

内容・料金

発送日

業　者

その他

賞味期限

内容・料金

発送日

業　者

Web申込は、18頁をご覧ください。 Web申込は、18頁をご覧ください。

内容・料金

内容・料金

締　切　日
抽選公開日

8月18日（木）
8月20日（土）から

事　業
コード 166201

締　切　日
抽選公開日

8月21日（日）
8月23日（火）から

事　業
コード 166203

締　切　日
抽選公開日

8月22日（月）
8月24日（水）から

事　業
コード 166204

締　切　日
抽選公開日

8月17日（水）
8月19日（金）から

事　業
コード 166202

申込数 1会員4セットまで（限定100セット）

申込数 1会員2セットまで（限定100セット）

申込数 1会員4セットまで（限定100セット）

申込数 1会員2セットまで（限定100セット）

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 郵送音声応答システムでの申し込みはできません

利用資格 料　金

申込方法

注意事項

音声応答システム
での申し込み不可

音声応答システム
での申し込み不可

音声応答システム
での申し込み不可

音声応答システム
での申し込み不可

がんばろう！

熊本
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5種の馬刺し
詰合せセット
300ｇ（約4人前）

霜降り（中トロ）馬刺し約50g、
上赤身馬刺し約50g×2、大トロ馬刺し約50ｇ、
たてがみ刺し約50g、馬ヒレ馬刺し約50g　

品　名 内　容

4,100円

会　員

5,480円

一　般

札幌カタラーナ
セット

札幌カタラーナ L
スペシャルいちごカタラーナ L
各1個（約260ｇ）

品　名 内　容

2,800円

会　員

3,800円

一　般

魚沼手繰りそば
5把つゆ付き

品　名 内　容 会　員

3,100円 4,100円
そば180g×5袋
つゆ（２倍）70ml×5袋

一　般

ホタテグラタン・
ホタテ海童漬セット

品　名 内　容 会　員

2,200円 3,696円
ホタテグラタン180g
ホタテ海童漬250g

一　般

新潟県十日町「魚沼手繰りそば」
「へぎそば」として知られる小嶋屋総本店は、過去には皇室献上されている地元の有名店
です。フノリという海藻をそばのつなぎに使った元祖としても知られる小嶋屋総本店が、
選び抜かれた純国産の素材を使用して打ち上げた乾麺が「魚沼手繰りそば」です。中でも
そば粉は地元魚沼産「とよむすめ」のみを使用しており、のど越し、歯応えは生そばに近
い味と食感を実現しています。

8月下旬から順次発送いたします。
イメージ

イメージ

イメージ

道の駅 クロステン 十日町　http://cross10.or.jp

8月29日（月）から順次発送いたします。

株式会社 川石水産

冷凍便で発送いたします。

解凍後、4日

 「ヤマト運輸」「佐川急便」の「冷凍便」でお届けいたします。
※商品到着後はすぐに冷凍庫に入れて保管してください 

冷凍保存で180日（詳細は商品貼付のラベルに記載しております。）
※解凍後はすぐにお召し上がりください

熊本県「5種の馬刺し詰合せセット」
低カロリーでヘルシーな馬刺しを熊本から発送いたします！霜降り（中トロ）、上赤身、大トロ、たてがみ、ヒレと人気
の部位、希少な部位5種類を一気に楽しめるバラエティ豊かな「詰合せセット」です。是非この機会に、熊本の自然の中
で肥育した新鮮でさばきたての馬刺しをご賞味ください。

9月1日（木）から順次発送いたします。

株式会社 利他フーズ

「冷凍便」でお届けいたします。
※商品到着後はすぐに冷凍庫に入れて保管してください

冷凍保存で90日
※解凍後はすぐにお召し上がりください

新鮮な北海道産純正クリームをふんだんに使用した、濃厚な味わいの絶品スイーツです。添加物が一切入っていないた
め、生クリーム本来の風味・コクを味わうことができます。ひとつひとつ、職人が目で仕上がりを確認し、製造から発
送までを全て人の手で行っています。定番商品のプレーンタイプと、一番人気のスペシャルいちごカタラーナをセッ
トにしてお届け致します。ひんやり冷たく、とろけるような食感をお楽しみください。

◆カタラーナとは、簡単に言うと”冷凍焼きプリン”。
　アイスクリームのような口どけを楽しむこともできます。

9月上旬から順次発送いたします。

北海道アンソロポロジー株式会社

北海道 「絶品スイーツ　カタラーナ」

イメージ

岩手県山田町 「ホタテグラタン・ホタテ海童漬セット」
か っ ぱ

て ぐ

『人間とカッパの愛によって育てられた三陸のホタテ』 をグラタンにしました。ホワイト
ソース、チーズのクリーミーさがホタテのマイルド感を一層引き立てています。
ホタテ海童漬けは醤油をベースにした風味豊かな漬け物で、ホタテとツブ貝、そしてイ
クラの絶妙な味のバランスをお楽しみください。

発送日

業　者

発送日

業　者

その他

賞味期限

その他

賞味期限

内容・料金

発送日

業　者

その他

賞味期限

内容・料金

発送日

業　者

Web申込は、18頁をご覧ください。 Web申込は、18頁をご覧ください。

内容・料金

内容・料金

締　切　日
抽選公開日

8月18日（木）
8月20日（土）から

事　業
コード 166201

締　切　日
抽選公開日

8月21日（日）
8月23日（火）から

事　業
コード 166203

締　切　日
抽選公開日

8月22日（月）
8月24日（水）から

事　業
コード 166204

締　切　日
抽選公開日

8月17日（水）
8月19日（金）から

事　業
コード 166202

申込数 1会員4セットまで（限定100セット）

申込数 1会員2セットまで（限定100セット）

申込数 1会員4セットまで（限定100セット）

申込数 1会員2セットまで（限定100セット）

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 郵送音声応答システムでの申し込みはできません

利用資格 料　金

申込方法

注意事項

音声応答システム
での申し込み不可

音声応答システム
での申し込み不可

音声応答システム
での申し込み不可

音声応答システム
での申し込み不可

がんばろう！

熊本

8



チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

©宝塚歌劇団

©Disney

想像を超える驚きと感動が、あなたを待っている！
しなやかに泳ぎまわる人魚、海の生き物たち・・・まるで海の中にいるような驚き。
美しい音楽と共に、新次元の世界へあなたを誘います。
来年４月９日千秋楽決定。アリエルに会うなら、今。

明治維新の時代を描いたお芝居と、星組トップスター・北翔 海莉の定評ある歌唱力を
活かした華やかなレビューをお楽しみ下さい。
尚、この公演は、北翔 海莉、妃海 風の退団公演となります。

1980年6月「哀愁でいと」でデビューして以来現在に至るまで一線で
活躍し続けている田原俊彦の72作目のシングル「ときめきに嘘をつ
く」は久しぶりに作詞：松井五郎、作曲：都志見隆が書き下ろし、大人な
恋をテーマにした甘く切ないスローナンバー。「ときめきに嘘をつく」
を携えての全国ツアーが中野サンプラザホールにて開催。

１会員4枚まで（20枚限定・抽選）

積水ハウスミュージカルシアター四季劇場［夏］          JR・東急「大井町駅」ほか
S席ファミリーゾーン   区分① 大人　   9,000円（一般10,800円）
                                区分② 子ども＊ 4,500円（一般5,400円）

１会員4枚まで（各日20枚限定・抽選）

東京宝塚劇場          JR「有楽町駅」ほか
北翔 海莉、妃海 風

Ｓ席指定　8,000円（一般8,800円）

１会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

千葉県・袖ケ浦海浜公園          JR「袖ケ浦駅」ほか

1日入場券　12,000円

１会員4枚まで
 （20枚限定・抽選）

抱きしめてTonight／ごめんよ涙／
ときめきに嘘をつく（新曲）　ほか

中野サンプラザホール 
        JR「中野駅」ほか

全席指定　6,000円
               （一般7,500円）

UVERworld/AK-69/岡崎体育/ORIGINAL LOVE/GACKT presents 神威♂楽園/
氣志團/ゴールデンボンバー/小林幸子（OPENING CEREMONY ACT）/
C&K「ASA-ICHI」トップバッター枠/清水ミチコ/湘南乃風/仙台貨物/
チームしゃちほこ（WELCOME ACT）/AAA/MAN WITH A MISSION/MONGOL800/
RIZE/RIP SLYME

アントニオ猪木（OPENING CEREMONY ACT）/VAMPS/SA（WELCOME ACT）/the GazettE/
氣志團/クレイジーケンバンド/THE COLLECTORS/SiM/私立恵比寿中学/TUBE/
DJダイノジ/10-FEET/東京スカパラダイスオーケストラ/中島美嘉/
ももいろクローバーＺ/森山直太朗/矢沢永吉

※雨天決行・荒天中止
※未就学児童入場不可、小学生保護者同伴に限り入場無料
※チケットご購入前に、必ずオフィシャルサイトにて注意
　事項をご確認ください
   http://www.kishidanbanpaku.com

9／17(土)

9／18(日)

最寄駅

最寄駅最寄駅

最寄駅

『リトルマーメイド』

締　切　日
抽選公開日

8月9日（火）
8月13日（土）から

事　業
コード 166401

場　所

申込数

料　金

場　所

申込数

料　金

場　所

出　演

申込数

料　金

予定曲目

締　切　日
抽選公開日

8月17日（水）
8月20日（土）から10月28日（金） 18：30　

9月17日（土） 10：30 18日（日） 10：30
区分
❶

区分
❷

事　業
コード 166402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

申込資格

受取方法

Web 音声応答システム…公演日・曜日
…開演時間

■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。
■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。

■チケットの再発行はできません。
■営利目的でのチケットの転売は禁止です。

注意事項

締　切　日
抽選公開日

8月29日（月）
9月1日（木）から10月15日（土） 13：00事　業

コード 166403

●月▲日（土）
11：00

区分
❶

場　所

申込数

料　金

場　所
主　演

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

8月21日（日）
8月24日（水）から10月22日（土） 15：30 11月5日（土） 11：00

区分
❶

区分
❷事　業

コード 166404
＊子ども・・・公演当日3歳以上、小学校6年生以下

宝塚歌劇星組公演
『桜華に舞え』『ロマンス!!（Romance）』

※チケットの受取時期は10月上旬の予定です

田原俊彦
DOUBLE “T” TOUR 2016

※3歳以上有料。2歳以下は大人1人につき1人
まで膝上無料。ただし、席が必要な場合は有料

9



チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

©宝塚歌劇団

©Disney

想像を超える驚きと感動が、あなたを待っている！
しなやかに泳ぎまわる人魚、海の生き物たち・・・まるで海の中にいるような驚き。
美しい音楽と共に、新次元の世界へあなたを誘います。
来年４月９日千秋楽決定。アリエルに会うなら、今。

明治維新の時代を描いたお芝居と、星組トップスター・北翔 海莉の定評ある歌唱力を
活かした華やかなレビューをお楽しみ下さい。
尚、この公演は、北翔 海莉、妃海 風の退団公演となります。

1980年6月「哀愁でいと」でデビューして以来現在に至るまで一線で
活躍し続けている田原俊彦の72作目のシングル「ときめきに嘘をつ
く」は久しぶりに作詞：松井五郎、作曲：都志見隆が書き下ろし、大人な
恋をテーマにした甘く切ないスローナンバー。「ときめきに嘘をつく」
を携えての全国ツアーが中野サンプラザホールにて開催。

１会員4枚まで（20枚限定・抽選）

積水ハウスミュージカルシアター四季劇場［夏］          JR・東急「大井町駅」ほか
S席ファミリーゾーン   区分① 大人　   9,000円（一般10,800円）
                                区分② 子ども＊ 4,500円（一般5,400円）

１会員4枚まで（各日20枚限定・抽選）

東京宝塚劇場          JR「有楽町駅」ほか
北翔 海莉、妃海 風

Ｓ席指定　8,000円（一般8,800円）

１会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

千葉県・袖ケ浦海浜公園          JR「袖ケ浦駅」ほか

1日入場券　12,000円

１会員4枚まで
 （20枚限定・抽選）

抱きしめてTonight／ごめんよ涙／
ときめきに嘘をつく（新曲）　ほか

中野サンプラザホール 
        JR「中野駅」ほか

全席指定　6,000円
               （一般7,500円）

UVERworld/AK-69/岡崎体育/ORIGINAL LOVE/GACKT presents 神威♂楽園/
氣志團/ゴールデンボンバー/小林幸子（OPENING CEREMONY ACT）/
C&K「ASA-ICHI」トップバッター枠/清水ミチコ/湘南乃風/仙台貨物/
チームしゃちほこ（WELCOME ACT）/AAA/MAN WITH A MISSION/MONGOL800/
RIZE/RIP SLYME

アントニオ猪木（OPENING CEREMONY ACT）/VAMPS/SA（WELCOME ACT）/the GazettE/
氣志團/クレイジーケンバンド/THE COLLECTORS/SiM/私立恵比寿中学/TUBE/
DJダイノジ/10-FEET/東京スカパラダイスオーケストラ/中島美嘉/
ももいろクローバーＺ/森山直太朗/矢沢永吉

※雨天決行・荒天中止
※未就学児童入場不可、小学生保護者同伴に限り入場無料
※チケットご購入前に、必ずオフィシャルサイトにて注意
　事項をご確認ください
   http://www.kishidanbanpaku.com

9／17(土)

9／18(日)

最寄駅

最寄駅最寄駅

最寄駅

『リトルマーメイド』

締　切　日
抽選公開日

8月9日（火）
8月13日（土）から

事　業
コード 166401

場　所

申込数

料　金

場　所

申込数

料　金

場　所

出　演

申込数

料　金

予定曲目

締　切　日
抽選公開日

8月17日（水）
8月20日（土）から10月28日（金） 18：30　

9月17日（土） 10：30 18日（日） 10：30
区分
❶

区分
❷

事　業
コード 166402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

申込資格

受取方法

Web 音声応答システム…公演日・曜日
…開演時間

■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。
■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。

■チケットの再発行はできません。
■営利目的でのチケットの転売は禁止です。

注意事項

締　切　日
抽選公開日

8月29日（月）
9月1日（木）から10月15日（土） 13：00事　業

コード 166403

●月▲日（土）
11：00

区分
❶

場　所

申込数

料　金

場　所
主　演

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

8月21日（日）
8月24日（水）から10月22日（土） 15：30 11月5日（土） 11：00

区分
❶

区分
❷事　業

コード 166404
＊子ども・・・公演当日3歳以上、小学校6年生以下

宝塚歌劇星組公演
『桜華に舞え』『ロマンス!!（Romance）』

※チケットの受取時期は10月上旬の予定です

田原俊彦
DOUBLE “T” TOUR 2016

※3歳以上有料。2歳以下は大人1人につき1人
まで膝上無料。ただし、席が必要な場合は有料
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。

※未就学児入場不可

市村正親『ミス・サイゴン』エンジニア役　ファイナルステージ！！

１会員4枚まで（20枚限定・抽選）

※転売目的での購入はできません

稀代の大泥棒、石川五右衛門は、実はスペインの宣教師の血を引く赤毛のハーフだった！という
奇想天外な設定が大好評を博した「ＧＯＥＭＯＮ」。いよいよ新橋演舞場に待望の初登場です。

１会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

新橋演舞場          東京メトロ「東銀座駅」ほか

新橋演舞場          東京メトロ「東銀座駅」ほか

奇跡の舞台が新たに開幕。

１等席指定　8,500円（一般10,800円）

１等席指定   11,000円（一般14,000円）

玉森裕太、千賀健永、宮田俊哉、紫吹淳、鳳蘭　ほか

１会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

美内すずえ

貫地谷しほり、マイコ、浜中文一(関西ジャニーズJr.)、
小西遼生、東風万智子、一路真輝

片岡愛之助、今井翼

G2

最寄駅

最寄駅

ミス・サイゴン

十月花形歌舞伎 GOEMON　
石川五右衛門

締　切　日
抽選公開日

8月14日（日）
8月17日（水）から

ガラスの仮面

※未就学児入場不可

Ａ席指定　8,000円
１会員2枚まで（10枚限定・抽選）

ジャニー喜多川

締　切　日
抽選公開日

8月11日（木・祝）
8月16日（火）から9月22日（木・祝） 13：00

10月28日（金） 18：15

事　業
コード 166405

締　切　日
抽選公開日

8月22日（月）
8月26日（金）から

10月8日（土） 16：00 10日（月・祝） 11：00
区分
❶

9月17日（土） 16：30 25日（日） 11：30

区分
❷

区分
❷

区分
❶

事　業
コード 166406

作・構成・演出

帝国劇場          JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

Ｓ席指定　11,000円（一般13,500円）
帝国劇場          JR「有楽町駅」ほか
市村正親、昆夏美、上野哲也、パク・ソンファン、知念里奈　ほか

最寄駅場　所
料　金

申込数

申込数

場　所

場　所

申込数

事　業
コード 166408

締　切　日
抽選公開日

8月16日（火）
8月20日（土）から

事　業
コード 166407

料　金

料　金

出　演

出　演

出　演

出　演

原　作 脚本・演出

申込数

Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

©Javier del Real ©luca di bartolo

※未就学児童入場不可。

団結の九度山、怒濤の大坂城。華やかでド派手なエンターテイメ
ントの超大作がパワーアップして帰ってくる！
「何が嘘で何が本当なのか？」猿飛佐助たち十勇士が大暴れする
大迫力のアクション時代劇！

1会員2枚まで（各日6枚限定・抽選）

新国立劇場 中劇場          京王新線「初台駅」中央口直結
Ｓ席指定　10,000円（一般12,500円）

松本幸四郎（大星由良之助）、中村梅玉（塩冶判官）　ほか

最寄駅

『真田十勇士』

※チケットの受取時期は
　9月中旬の予定です

1等Ａ席指定　7,000円（一般10,000円）
1会員4枚まで（各日30枚限定・抽選）

10月は、物語の発端から由良之助が討入りの決意を固めるまでの上演です。

締　切　日
抽選公開日

8月16日（火）
8月20日（土）から

10月歌舞伎公演

事　業
コード 166409

9月25日（日） 17：00 27日（火） 18：00
区分
❶

区分
❷

10月8日（土） 11：00 23日（日） 11：00
区分
❶

区分
❷

国立劇場 大劇場          東京メトロ「半蔵門駅」ほか最寄駅場　所
料　金
申込数

場　所

申込数

締　切　日
抽選公開日

8月10日（水）　　
8月13日（土）から

事　業
コード 166410

料　金

出　演

中村勘九郎　ほか出　演

国立劇場
開場50周年
記念
「仮名手本忠臣蔵」　

三ヶ月連続完全通し上演  第一部
大序～四段目

スペクタクル時代劇

 National Touring Company. Photo: Matthew MurphyKinky Boots※未就学児入場不可　※生演奏／英語上演／日本語字幕あり

※未就学児入場不可

シンディ・ローパーの音楽にのり、ライフスタイルも個性も
まったく異なる二人、チャーリー＆ローラの成長と友情の
物語！

1会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

※未就学児入場不可※未就学児童入場不可

ほとばしる情熱！フラメンコのカリスマ、ガデスの美学
を継承する名門舞踊団待望の来日！

1会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

Bunkamura オーチャードホール
　　  JR「渋谷駅」ほか

Ｓ席指定　10,000円（一般12,500円）

最寄駅

キンキーブーツ〈来日版〉
ブロードウェイ・ミュージカル

アントニオ・ガデス舞踊団

締　切　日
抽選公開日

9月5日（月）　　
9月10日（土）から

9月17日（土） 17：00 19日（月・祝） 13：00
区分
❶

区分
❷

10月15日（土） 17：30 22日（土） 12：30
区分
❶

区分
❷事　業

コード 166411

Ｓ席指定　10,500円（一般13,000円）

東急シアターオーブ          JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

場　所

内　容

申込数

締　切　日
抽選公開日

8月16日（火）
8月19日（金）から

事　業
コード 166412

料　金

区分①  Ａプロ：『血の婚礼』／『フラメンコ組曲』
区分②  Ｂプロ：『カルメン』
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。

※未就学児入場不可
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奇想天外な設定が大好評を博した「ＧＯＥＭＯＮ」。いよいよ新橋演舞場に待望の初登場です。

１会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

新橋演舞場          東京メトロ「東銀座駅」ほか

新橋演舞場          東京メトロ「東銀座駅」ほか
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１等席指定   11,000円（一般14,000円）
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小西遼生、東風万智子、一路真輝

片岡愛之助、今井翼
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最寄駅

最寄駅
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十月花形歌舞伎 GOEMON　
石川五右衛門
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抽選公開日
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8月17日（水）から

ガラスの仮面
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Ａ席指定　8,000円
１会員2枚まで（10枚限定・抽選）

ジャニー喜多川
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8月22日（月）
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❷
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©Javier del Real ©luca di bartolo
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三ヶ月連続完全通し上演  第一部
大序～四段目

スペクタクル時代劇

 National Touring Company. Photo: Matthew MurphyKinky Boots※未就学児入場不可　※生演奏／英語上演／日本語字幕あり
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まったく異なる二人、チャーリー＆ローラの成長と友情の
物語！
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❶
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

国立新美術館　企画展示室1E
　     東京メトロ「乃木坂駅」ほか

20世紀を代表する芸術家として幅広い
世代に人気のあるサルバドール・ダリ。本
展は、約200点の多様な作品で構成する
日本では過去最大規模のダリ展です。

区分①  一般　1,000円（当日1,600円）
区分②  大学生　900円（当日1,200円）
区分③  高校生　500円（当日800円）

１会員合計4枚まで
（200枚限定・抽選）

最寄駅
場　所

料　金

申込数

※中学生以下無料。障害者手帳をお持ちの方と付添の方1名は無料。9月17日（土）、
18日（日）、19日（月・祝）は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）

※公式HP　http://salvador-dali.jp

圧倒的な筆の勢いで勝負するベルギーの実力派
圧倒的な筆の勢いと、抽象とも具象ともつかない独自の画風をもつピエール・アレシンスキー（1927～）は、ベル
ギー現代美術を代表する作家の一人です。彼が戦後のアートシーンに踊り出たのは、1948年結成の前衛美術集団
コブラの活動を通じてで、内面から湧き出る情熱を描き出したこのグループは短命に終わりましたが、彼はその精
神を受け継ぎました。また日本とも深い関わりを持ち、前衛書道家・森田子龍と交流し、自由闊達な筆の動きに影響
を受けました。更にアメリカのコミック本からも影響を受け、枠を設けて描く独特のスタイルを生み出しました。
本展は日本・ベルギー友好150周年を記念して開催される日本初の本格的な個展となります。

１会員合計4枚まで（200枚限定・抽選）

ピエール・アレシンスキー展

区分①  一般 1,000円（当日1,400円）
区分②  大学・高校生　900円（当日1,000円）
区分③  中学・小学生　500円（当日700円）

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

場　所

Bunkamura、毎日新聞社主　催

ベルギー大使館後　援

料　金

申込数

http://www.bunkamura.co.jp

サルバドール・ダリ 《謎めいた要
素のある風景》 1934 年、ガラ＝
サルバドール・ダリ財団蔵
Collection of the Fundació 
Gala-Salvador Dalí, Figueres 
© Salvador Dalí, Fundació 
Gala-Salvador Dalí, JASPAR, 
Japan, 2016.

サルバドール・ダリ 《子ども、女
への壮大な記念碑》 1929年、国
立ソフィア王妃芸術センター蔵
Collection of the Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid 
© Salvador Dalí, Fundació 
Gala-Salvador Dalí, JASPAR, 
Japan, 2016.

ピエール・アレシンスキー《至る所から》
1982年 インク、アクリル絵具・紙、キャンヴァス
ベルギー王立美術館所蔵
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 
inv. 12504.
©Pierre Alechinsky,2016

9月14日（水）～ 12月12日（月）
事　業
コード 166416 10：00～18：00(毎週金曜日は20：00まで)

締　切　日
抽選公開日

8月15日（月）
8月19日（金）から

※10月24日（月）は休館　※毎週金・土曜日21：00まで（入館は20：30まで）
10月19日（水）～12月8日（木） 10：00～19：00(入館は18：30まで)

締　切　日
抽選公開日

8月15日（月）
8月19日（金）から166417事　業

コード

※10月21日（金）、22日（土）は22：00まで。入場は閉館の30分前まで

©秋本治・アトリエびーだま／集英社
©舞台版「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
製作委員会2016

舞台版

※チケットの受取時期は9月中旬の予定です

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・ご友人で一緒にどうぞ。

1会員10枚まで（200枚限定）
227台　※THE SPA 成城をご利用の方は2時間無料です

小田急線「千歳船橋駅」徒歩15分
※千歳船橋・千歳烏山・成城学園前駅等より無料送迎バスあり

世田谷区千歳台3-20-2 セントラルウェルネスタウン2階
発行日から1年間

1枚　1,000円（一般 平日1,290円、土日・祝日1,710円）

AiiA 2.5 Theater Tokyo          JR「渋谷駅」ほか

笑い満載。ハラハラドキドキの大舞台！伝説の・・・舞台版「こち亀」が帰ってくる！

黒柳徹子、麻実れい、上杉陽一、蔵下穂波、団時朗　ほか

ラサール石井／ユージ　原 幹恵／池田鉄洋／
生駒里奈（乃木坂46）　ほか

1会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

ラサール石井

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

最寄駅

ＴＨＥ ＳＰＡ 成城

締　切　日
抽選公開日

8月9日（火）
8月12日（金）から

利用券

※未就学児入場不可
※開場は開演の30分前

Ｓ席指定　区分①　 9,000円（一般12,800円）
　　　　　区分②  10,000円（一般12,800円）
１会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

チャイコフスキー×マシュー・ボーン最新作！
セクシーで、アブノーマルな、まったく“新しい古典”がついに日本上陸！

締　切　日
抽選公開日

8月10日（水）
8月13日（土）から

マシュー・ボーンの『眠れる森の美女』
ダンスミュージカル

事　業
コード 166413 9月21日（水） 18：30 24日（土） 12：30

区分
❶

区分
❷

場　所
料　金

申込数

場　所

有効期限

申込数

駐車場

締　切　日
抽選公開日

8月15日(月)
8月18日(木)から

事　業
コード 166600

料　金

※未就学児入場不可

全席指定　1階席　7,500円（一般9,800円）
1会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

おしゃべりガイド（黒柳徹子）と堅物職員（麻実れい）の爆笑トークバトル！ロンドンの観
光ガイド、レティス（黒柳徹子）は、退屈なガイド内容に飽き飽き。ある日我慢できず、面白
おかしく尾ひれを付けた説明を始めてしまう。レティスのガイドは、日に日にエスカレート。
その噂を聞いた歴史保存委員会の堅物職員ロッテ（麻実れい）が視察にやってきて…。

締　切　日
抽選公開日

8月18日（木）
8月20日（土）から

「レティスとラベッジ」黒柳徹子主演
海外コメディ・シリーズ第30弾 記念公演

事　業
コード 166415

9月10日（土） 18：00 15日（木） 19：00
区分
❶

区分
❷

10月1日（土）
18：30

4日（火）
14：00

10日（月・祝）
14：00

区分
❶

区分
❷

区分
❸

イーエックスシアター六本木          東京メトロ「六本木駅」ほか最寄駅

最寄駅

場　所
料　金

東急シアターオーブ          JR「渋谷駅」ほか最寄駅

申込数

場　所

事　業
コード 166414

料　金

出　演

出　演

脚本・演出

申込数

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
連載40周年特別企画

全席指定　5,500円（一般6,800円）
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。 Web・音声応答システム申込は、18頁をご覧ください。

国立新美術館　企画展示室1E
　     東京メトロ「乃木坂駅」ほか

20世紀を代表する芸術家として幅広い
世代に人気のあるサルバドール・ダリ。本
展は、約200点の多様な作品で構成する
日本では過去最大規模のダリ展です。

区分①  一般　1,000円（当日1,600円）
区分②  大学生　900円（当日1,200円）
区分③  高校生　500円（当日800円）

１会員合計4枚まで
（200枚限定・抽選）

最寄駅
場　所

料　金

申込数

※中学生以下無料。障害者手帳をお持ちの方と付添の方1名は無料。9月17日（土）、
18日（日）、19日（月・祝）は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）

※公式HP　http://salvador-dali.jp

圧倒的な筆の勢いで勝負するベルギーの実力派
圧倒的な筆の勢いと、抽象とも具象ともつかない独自の画風をもつピエール・アレシンスキー（1927～）は、ベル
ギー現代美術を代表する作家の一人です。彼が戦後のアートシーンに踊り出たのは、1948年結成の前衛美術集団
コブラの活動を通じてで、内面から湧き出る情熱を描き出したこのグループは短命に終わりましたが、彼はその精
神を受け継ぎました。また日本とも深い関わりを持ち、前衛書道家・森田子龍と交流し、自由闊達な筆の動きに影響
を受けました。更にアメリカのコミック本からも影響を受け、枠を設けて描く独特のスタイルを生み出しました。
本展は日本・ベルギー友好150周年を記念して開催される日本初の本格的な個展となります。

１会員合計4枚まで（200枚限定・抽選）

ピエール・アレシンスキー展

区分①  一般 1,000円（当日1,400円）
区分②  大学・高校生　900円（当日1,000円）
区分③  中学・小学生　500円（当日700円）

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

場　所

Bunkamura、毎日新聞社主　催

ベルギー大使館後　援

料　金

申込数

http://www.bunkamura.co.jp

サルバドール・ダリ 《謎めいた要
素のある風景》 1934 年、ガラ＝
サルバドール・ダリ財団蔵
Collection of the Fundació 
Gala-Salvador Dalí, Figueres 
© Salvador Dalí, Fundació 
Gala-Salvador Dalí, JASPAR, 
Japan, 2016.

サルバドール・ダリ 《子ども、女
への壮大な記念碑》 1929年、国
立ソフィア王妃芸術センター蔵
Collection of the Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid 
© Salvador Dalí, Fundació 
Gala-Salvador Dalí, JASPAR, 
Japan, 2016.

ピエール・アレシンスキー《至る所から》
1982年 インク、アクリル絵具・紙、キャンヴァス
ベルギー王立美術館所蔵
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 
inv. 12504.
©Pierre Alechinsky,2016

9月14日（水）～ 12月12日（月）
事　業
コード 166416 10：00～18：00(毎週金曜日は20：00まで)

締　切　日
抽選公開日

8月15日（月）
8月19日（金）から

※10月24日（月）は休館　※毎週金・土曜日21：00まで（入館は20：30まで）
10月19日（水）～12月8日（木） 10：00～19：00(入館は18：30まで)

締　切　日
抽選公開日

8月15日（月）
8月19日（金）から166417事　業

コード

※10月21日（金）、22日（土）は22：00まで。入場は閉館の30分前まで

©秋本治・アトリエびーだま／集英社
©舞台版「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
製作委員会2016

舞台版

※チケットの受取時期は9月中旬の予定です

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・ご友人で一緒にどうぞ。

1会員10枚まで（200枚限定）
227台　※THE SPA 成城をご利用の方は2時間無料です

小田急線「千歳船橋駅」徒歩15分
※千歳船橋・千歳烏山・成城学園前駅等より無料送迎バスあり

世田谷区千歳台3-20-2 セントラルウェルネスタウン2階
発行日から1年間

1枚　1,000円（一般 平日1,290円、土日・祝日1,710円）

AiiA 2.5 Theater Tokyo          JR「渋谷駅」ほか

笑い満載。ハラハラドキドキの大舞台！伝説の・・・舞台版「こち亀」が帰ってくる！

黒柳徹子、麻実れい、上杉陽一、蔵下穂波、団時朗　ほか

ラサール石井／ユージ　原 幹恵／池田鉄洋／
生駒里奈（乃木坂46）　ほか

1会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

ラサール石井

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

最寄駅

ＴＨＥ ＳＰＡ 成城

締　切　日
抽選公開日

8月9日（火）
8月12日（金）から

利用券

※未就学児入場不可
※開場は開演の30分前

Ｓ席指定　区分①　 9,000円（一般12,800円）
　　　　　区分②  10,000円（一般12,800円）
１会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

チャイコフスキー×マシュー・ボーン最新作！
セクシーで、アブノーマルな、まったく“新しい古典”がついに日本上陸！

締　切　日
抽選公開日

8月10日（水）
8月13日（土）から

マシュー・ボーンの『眠れる森の美女』
ダンスミュージカル

事　業
コード 166413 9月21日（水） 18：30 24日（土） 12：30

区分
❶

区分
❷

場　所
料　金

申込数

場　所

有効期限

申込数

駐車場

締　切　日
抽選公開日

8月15日(月)
8月18日(木)から

事　業
コード 166600

料　金

※未就学児入場不可

全席指定　1階席　7,500円（一般9,800円）
1会員4枚まで（各日10枚限定・抽選）

おしゃべりガイド（黒柳徹子）と堅物職員（麻実れい）の爆笑トークバトル！ロンドンの観
光ガイド、レティス（黒柳徹子）は、退屈なガイド内容に飽き飽き。ある日我慢できず、面白
おかしく尾ひれを付けた説明を始めてしまう。レティスのガイドは、日に日にエスカレート。
その噂を聞いた歴史保存委員会の堅物職員ロッテ（麻実れい）が視察にやってきて…。

締　切　日
抽選公開日

8月18日（木）
8月20日（土）から

「レティスとラベッジ」黒柳徹子主演
海外コメディ・シリーズ第30弾 記念公演

事　業
コード 166415

9月10日（土） 18：00 15日（木） 19：00
区分
❶

区分
❷

10月1日（土）
18：30

4日（火）
14：00

10日（月・祝）
14：00

区分
❶

区分
❷

区分
❸

イーエックスシアター六本木          東京メトロ「六本木駅」ほか最寄駅

最寄駅

場　所
料　金

東急シアターオーブ          JR「渋谷駅」ほか最寄駅

申込数

場　所

事　業
コード 166414

料　金

出　演

出　演

脚本・演出

申込数

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
連載40周年特別企画

全席指定　5,500円（一般6,800円）
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。

※上座席図メイン中央自由席となります
※チケットの受取時期は試合の2週間前ごろの予定です

世田谷をホームタウンとし活動を行う「スフィーダ世田谷FC」。
地元クラブを応援しましょう！

FC東京U-23は、2016明治安田生命J1リーグで戦うFC東京の23歳以下の
選手を中心に構成されたチームです。
今シーズンより2016明治安田生命J3リーグに参戦し、奮闘しております。
若い選手たちで構成されたチームは『攻守にアグレッシブ』なプレーを披露
します。
『攻守にアグレッシブ』とは、積極的にゴールを狙い、積極的に相手のボール
を奪うようなプレーです。
そして、最後まで諦めずに泥臭く・粘り強いプレーで観に来ていただいた
方々に「応援したいな！」と、思っていただけるような試合を展開します。
是非、スタジアムで若い選手達のプレーをご覧ください。
試合が終わったら、あなたもFC東京の魅力に引き付けられるかも・・・

2016 明治安田生命J3リーグ 第28節

ニッパツ横浜FCシーガルズ対戦相手

駒沢陸上競技場          東急田園都市線「駒沢大学駅」ほか

メイン中央自由席　1,700円（大人 前売り2,200円）

1会員６枚まで（40枚限定・抽選）

AC長野パルセイロ
最寄駅場　所

料　金

対戦相手

申込数

その他 キックオフの時間につきましては、8月にJリーグより発
表されます。
キックオフの時間など詳細は、FC東京のホームページで
ご確認ください。

駒沢陸上競技場          東急田園都市線「駒沢大学駅」ほか

全席自由　区分①  一般 500円（当日1,000円）
　　　　　区分②  中学・高校生 100円（当日500円）

1会員合計６枚まで（20枚限定・抽選）

最寄駅場　所

料　金

申込数

※チケットの受取時期は試合の2週間前ごろの予定です

スフィーダ世田谷FC
2016なでしこリーグ2部

締　切　日
抽選公開日

9月8日（木）
9月13日（火）から11月5日（土）　※試合開始時間は未定事　業

コード 166501

締　切　日
抽選公開日

8月14日（日）
8月18日（木）から9月11日（日） 13：30試合開始事　業

コード 166500

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）

9月　6日（火）　10:00～15:00

9月　8日（木）　10:00～15:00

9月 10日（土）　10:00～15:00

9月 14日（水）　10:00～15:00

9月 21日（水）　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）

明大前支店（世田谷区松原２－４４－２）

大橋支店（目黒区大橋２－２２－５）

桜上水支店（世田谷区桜上水４－１７－２）

☎03（3444）4211／ 9:00～15:00

☎042（481）6211／ 9:00～15:00

☎03（3323）0511／ 9:00～15:00

☎03（3469）0315／ 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推進課 　　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。

平成27年度勤労者福祉事業（セラ・サービス）について

事業運営収益
受取会費
雑収益
受取区補助金
　　　　合　　計

69,849,424
61,727,600

1,804,359
21,029,048

154,410,431

勤労者福祉事業の平成27年度決算額は次のとおりです。   

イベント参加費やチケット代金等
会費及び入会金 
広告料収入等

調査研究・情報提供事業費

健康維持増進事業費

自己啓発・余暇活動事業費

加入促進経費
給付金
その他支出
共済システム更新積立金
　　　　合　　計
　　　　収支差額

10,839,033

23,314,923

97,039,497

353,576
5,945,000
8,918,402
8,000,000

154,410,431
0

健康診断や人間ドック、ゴルフ場等の利用に対する補助
温泉チケットの購入や健康セミナーの開催に対する補助

収入の部 決算額

単位：円

内　　　容

支出の部 決算額 内　　　容

宿泊施設やグルメ店等の利用に対する補助
観覧観劇チケットや特産品等の購入に対する補助
加入促進用パンフレットの印刷経費、入会事業所紹介者への謝礼経費 
結婚・出産・入院等の慶弔に関する給付金の支給 

次期共済システム更新のための積立（予定）
事業事務経費等

会報誌せら（年６回）の発行・配送、共済システムの保守経費等

平成28年7月1日現在

※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。

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

しょうわしょうわしょうわ 昭和信用金庫と職域サポート契約をご締結いた
だいた法人・事業所にお勤めの皆様へ、特別な
サービスを提供する制度です。従業員様の福利厚
生サービスの一環として是非ご利用ください。

しょうわ職域サポートとは

■ご融資額：最高10,000万円以内
■ご融資期間：35年以内

■ご融資額：1,000万円以内
■ご融資期間：16年以内

■ご融資額：1,000万円以内
■ご融資期間：15年以内

■ご融資額：1,000万円以内
■ご融資期間：10年以内

マイカーローン

教育ローン

住宅ローン「住まい上手」

エコリフォームローン
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。

※上座席図メイン中央自由席となります
※チケットの受取時期は試合の2週間前ごろの予定です

世田谷をホームタウンとし活動を行う「スフィーダ世田谷FC」。
地元クラブを応援しましょう！

FC東京U-23は、2016明治安田生命J1リーグで戦うFC東京の23歳以下の
選手を中心に構成されたチームです。
今シーズンより2016明治安田生命J3リーグに参戦し、奮闘しております。
若い選手たちで構成されたチームは『攻守にアグレッシブ』なプレーを披露
します。
『攻守にアグレッシブ』とは、積極的にゴールを狙い、積極的に相手のボール
を奪うようなプレーです。
そして、最後まで諦めずに泥臭く・粘り強いプレーで観に来ていただいた
方々に「応援したいな！」と、思っていただけるような試合を展開します。
是非、スタジアムで若い選手達のプレーをご覧ください。
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ニッパツ横浜FCシーガルズ対戦相手

駒沢陸上競技場          東急田園都市線「駒沢大学駅」ほか

メイン中央自由席　1,700円（大人 前売り2,200円）

1会員６枚まで（40枚限定・抽選）

AC長野パルセイロ
最寄駅場　所

料　金

対戦相手

申込数

その他 キックオフの時間につきましては、8月にJリーグより発
表されます。
キックオフの時間など詳細は、FC東京のホームページで
ご確認ください。

駒沢陸上競技場          東急田園都市線「駒沢大学駅」ほか

全席自由　区分①  一般 500円（当日1,000円）
　　　　　区分②  中学・高校生 100円（当日500円）

1会員合計６枚まで（20枚限定・抽選）

最寄駅場　所

料　金

申込数

※チケットの受取時期は試合の2週間前ごろの予定です

スフィーダ世田谷FC
2016なでしこリーグ2部

締　切　日
抽選公開日

9月8日（木）
9月13日（火）から11月5日（土）　※試合開始時間は未定事　業

コード 166501

締　切　日
抽選公開日

8月14日（日）
8月18日（木）から9月11日（日） 13：30試合開始事　業

コード 166500

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）

9月　6日（火）　10:00～15:00

9月　8日（木）　10:00～15:00

9月 10日（土）　10:00～15:00

9月 14日（水）　10:00～15:00

9月 21日（水）　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）

明大前支店（世田谷区松原２－４４－２）

大橋支店（目黒区大橋２－２２－５）

桜上水支店（世田谷区桜上水４－１７－２）

☎03（3444）4211／ 9:00～15:00

☎042（481）6211／ 9:00～15:00

☎03（3323）0511／ 9:00～15:00

☎03（3469）0315／ 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推進課 　　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。

平成27年度勤労者福祉事業（セラ・サービス）について

事業運営収益
受取会費
雑収益
受取区補助金
　　　　合　　計
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61,727,600

1,804,359
21,029,048

154,410,431

勤労者福祉事業の平成27年度決算額は次のとおりです。   

イベント参加費やチケット代金等
会費及び入会金 
広告料収入等

調査研究・情報提供事業費

健康維持増進事業費

自己啓発・余暇活動事業費

加入促進経費
給付金
その他支出
共済システム更新積立金
　　　　合　　計
　　　　収支差額

10,839,033

23,314,923

97,039,497

353,576
5,945,000
8,918,402
8,000,000

154,410,431
0

健康診断や人間ドック、ゴルフ場等の利用に対する補助
温泉チケットの購入や健康セミナーの開催に対する補助

収入の部 決算額

単位：円

内　　　容

支出の部 決算額 内　　　容

宿泊施設やグルメ店等の利用に対する補助
観覧観劇チケットや特産品等の購入に対する補助
加入促進用パンフレットの印刷経費、入会事業所紹介者への謝礼経費 
結婚・出産・入院等の慶弔に関する給付金の支給 

次期共済システム更新のための積立（予定）
事業事務経費等

会報誌せら（年６回）の発行・配送、共済システムの保守経費等

平成28年7月1日現在

※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。

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

しょうわしょうわしょうわ 昭和信用金庫と職域サポート契約をご締結いた
だいた法人・事業所にお勤めの皆様へ、特別な
サービスを提供する制度です。従業員様の福利厚
生サービスの一環として是非ご利用ください。

しょうわ職域サポートとは

■ご融資額：最高10,000万円以内
■ご融資期間：35年以内

■ご融資額：1,000万円以内
■ご融資期間：16年以内

■ご融資額：1,000万円以内
■ご融資期間：15年以内

■ご融資額：1,000万円以内
■ご融資期間：10年以内

マイカーローン

教育ローン

住宅ローン「住まい上手」

エコリフォームローン
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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

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。

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

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は　　 3
抽選結果の確認時はサービス番号　　 4

3

▶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

申込内容の変更および取り消しは、締め切り日前にセラ・サービスへ直接ご連絡ください。 ☎03（3411）6655

★次号の会報誌『せら』は、9月末に発送する予定です

セラ サービス

抽選結果の確認
抽選公開日以降、以下の方法で確認ができます。

チケットの受け取り／支払い

WEB：ログイン後、「利用履歴」をクリック

音声応答システム：サービス番号「４」を入力

当選者には、チケットが入荷次第、お知らせ・発送いたします。
抽選公開日には入荷しておりませんので、ご注意ください。
窓口受け取りの方
チケットのご用意ができ次第、ハガキでお知らせいたします。当選ハガキまた
は会員証をお持ちの上、セラ・サービス窓口にて代金をお支払いください。

郵送受け取りの方
チケットのご用意ができ次第、振込用紙とともに簡易書留にて郵送いたします。
代金は、振込期限までにコンビニ等でお振込みください。

抽選結果の確認／チケットの受け取り／
代金支払い方法について

￥

小田急トラベル （『利用ガイド』P.80）
新宿西口地下旅行センターの電話番号が間違って記載されておりました。
お詫びして、訂正いたします。
正しい電話番号は、０３（３３４４）０５３０ です。

ゴルフや旅行等の補助券の郵送の場合、５営業日いただいておりますので、
必ず、ご利用日の１週間前までにお申し込みください。

リフレッシュセンターリラックス（『利用ガイド』P.1３）
リラックス回数券（1,５００円×１０枚綴り）の使用期限が、購入日より１年間となりました。

訂正

変更

i n f o r m a t i o n
お願い

※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
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音声応答システム電話番号 ☎03（5486）7733
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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） 

　スマートフォンなら、補助券やチ
ケット等のお申し込みがいつでもど
こからでも簡単にできます。特産品
に関しては差額送料が無料となり、
たいへんお得です！
　わずらわしい会員番号や事業コー
ドの入力も不要！しかも、発券番号
や履歴がメールで届きますので、メ
モを残す必要もありません！

セラ・サービスへのお申し込みは、
スマートホンからが
簡単で便利です！

セラ・サービスへのお申し込みは、
スマートホンからが
簡単で便利です！
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