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●年末年始営業日のお知らせ●
年末は12月28日（水）まで、

年始は1月4日（水）から営業します。

〒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246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（自動音声）

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） 

キャンペーン期間中にご紹介
いただいた事業所様がご入会
されると、紹介者様だけでな
くご加入いただいた事業所様
にも豪華特典をプレゼント!
ぜひ、この機会にご紹介くだ
さい。

セラ・サービス新規加入
事業所紹介キャンペーン！

キャンペーン期間
平成28年12月～29年2月

商品券
1000 円
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公益財団法人 世田谷区産業振興公社

セラ サービス

セラ・サービス
facebookは
こちらから

セラ・サービス
HPは
こちらから

会員1人につき、いずれか1枚贈呈
●「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1,000円分
  （利用期限：平成29年3月31日）
●全国共通お食事券「ジェフグルメカード」

1,000円分

新規事業所様をご紹介いただける会員様
は、紹介カード（『利用ガイド』P.88）をお送
りください。

せら
あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。

新規加入の事業所様へ ご紹介いただける方へ

入会者数 区内共通商品券
1～2人 1,000円分
3～4人 5,000円分
5～9人 10,000円分
10～19人 20,000円分
20～29人 30,000円分
30～39人 40,000円分
40人以上 50,000円分

四季劇場［秋］
ノートルダムの鐘

四季劇場［秋］
ノートルダムの鐘

劇団四季



インターチェンジからわずか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!!

平日無料

12月23日（金・祝）～3月20日（月・祝）

関越自動車道・塩沢石打ICから3km・5分

平日無料　土日祝 1,000円
12月1日（木）～3月31日（金）

関越自動車道・沼田ICから一般道19km・30分

※未就学児は、大人1名につき1名のみ無料（要同乗）。未就学児2名以上はジュニア料金

首都圏から2時間の近さで絶好のパウダースノーをご堪能いただけます!
土日・祝日（特定日を除く）に池袋から無料バスが運行されます（要予約）。また、近くには川場世田谷区民
健康村（1,000円補助）もございます。併せてご利用ください!

全日無料

12月17日（土）～3月31日（金）

関越自動車道・沼田ICから17km・25分

補助券利用時 一　般券種類

補助券利用時
平　日 土日祝

一　般

大人（中学生～50歳未満） 2,200円 4,500円
シニア（50歳以上） 2,200円 3,700円

こども（小学生） 2,100円

2,900円
2,700円
2,100円 3,000円

券種類

※未就学児は無料　
※セラ会員証の提示で、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名まで）
※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
※保証金はチケットカウンターでカード返却時に返金します（ICカードの破損・紛失の際は返金できません）

首都圏から約2時間で、北海道並みのパウダースノーを楽しめます。ファミリーで楽しいコースレイアウト！
お子様と一緒に山頂からのロングクルージングを楽しめます。キッズパークもアイテム充実！

たんばらスキーパーク

※キッズ（4歳～未就学児）の割引きはありません（現地にて2,000円）　
※3歳以下無料

全日無料
12月10日（土）～3月31日（金）

中央自動車道・諏訪南ICから5km・7分

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

券種類

おかげさまで富士見パノラマリゾートは30周年。
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IC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。キッズパークも充実しています。

富士見パノラマリゾート

※未就学児は無料
※セラ会員証の提示で、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、キッズを除く）

全日無料
12月8日（木）～3月26日（日）

中央自動車道・長坂ICから①約21km・約25分 ②約42km・約50分の好アクセス! 
補助券利用と早割リフト券の2種類をご用意。85％の高い晴天率と人工降雪のコ
ンディションが最高!!!

大人（高校生～50歳未満）
こども（小・中学生）
マスター（50～59歳)
キッズ（小学生未満）
シニア（60歳以上）

補助券利用時
平　日 土日祝 平　日 土日祝

一　般

2,100円 3,500円

1,100円 2,500円

1,500円

4,000円

3,000円

2,000円1,100円

2,600円

1,600円

1,600円

券種類

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

①シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
②小海リエックス・スキーバレー

①シャトレーゼ八ヶ岳メインコースの
　バレー

②エリア最大級2.5kmのロングコース

補助券利用時 一　般
大　人 3,200円

2,700円

4,300円

3,400円

券種類

ジュニア（小学生以下）
シニア（60歳以上要身分証）

大　人 3,400円 4,500円
ジュニア（小・中学生要身分証） 2,100円 3,200円
シニア（50歳以上要身分証） 2,800円 3,700円

利用資格

申 込 数

申込方法

そ の 他

受取方法

（1）締切日（平成29年2月2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。

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

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

リフト券が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会員、期間内6枚まで

スキー場リフト券購入補助券

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

石打丸山スキー場

Web 自動音声 締　切　日 2月2日（木）168300事　業
コード

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

料　金

川場スキー場

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

1



インターチェンジからわずか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!!

平日無料

12月23日（金・祝）～3月20日（月・祝）

関越自動車道・塩沢石打ICから3km・5分

平日無料　土日祝 1,000円
12月1日（木）～3月31日（金）

関越自動車道・沼田ICから一般道19km・30分

※未就学児は、大人1名につき1名のみ無料（要同乗）。未就学児2名以上はジュニア料金

首都圏から2時間の近さで絶好のパウダースノーをご堪能いただけます!
土日・祝日（特定日を除く）に池袋から無料バスが運行されます（要予約）。また、近くには川場世田谷区民
健康村（1,000円補助）もございます。併せてご利用ください!

全日無料

12月17日（土）～3月31日（金）

関越自動車道・沼田ICから17km・25分

補助券利用時 一　般券種類

補助券利用時
平　日 土日祝

一　般

大人（中学生～50歳未満） 2,200円 4,500円
シニア（50歳以上） 2,200円 3,700円

こども（小学生） 2,100円

2,900円
2,700円
2,100円 3,000円

券種類

※未就学児は無料　
※セラ会員証の提示で、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名まで）
※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
※保証金はチケットカウンターでカード返却時に返金します（ICカードの破損・紛失の際は返金できません）

首都圏から約2時間で、北海道並みのパウダースノーを楽しめます。ファミリーで楽しいコースレイアウト！
お子様と一緒に山頂からのロングクルージングを楽しめます。キッズパークもアイテム充実！

たんばらスキーパーク

※キッズ（4歳～未就学児）の割引きはありません（現地にて2,000円）　
※3歳以下無料

全日無料
12月10日（土）～3月31日（金）

中央自動車道・諏訪南ICから5km・7分

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

券種類

おかげさまで富士見パノラマリゾートは30周年。
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IC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。キッズパークも充実しています。

富士見パノラマリゾート

※未就学児は無料
※セラ会員証の提示で、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、キッズを除く）

全日無料
12月8日（木）～3月26日（日）

中央自動車道・長坂ICから①約21km・約25分 ②約42km・約50分の好アクセス! 
補助券利用と早割リフト券の2種類をご用意。85％の高い晴天率と人工降雪のコ
ンディションが最高!!!

大人（高校生～50歳未満）
こども（小・中学生）
マスター（50～59歳)
キッズ（小学生未満）
シニア（60歳以上）

補助券利用時
平　日 土日祝 平　日 土日祝

一　般

2,100円 3,500円

1,100円 2,500円

1,500円

4,000円

3,000円

2,000円1,100円

2,600円

1,600円

1,600円

券種類

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

①シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
②小海リエックス・スキーバレー

①シャトレーゼ八ヶ岳メインコースの
　バレー

②エリア最大級2.5kmのロングコース

補助券利用時 一　般
大　人 3,200円

2,700円

4,300円

3,400円

券種類

ジュニア（小学生以下）
シニア（60歳以上要身分証）

大　人 3,400円 4,500円
ジュニア（小・中学生要身分証） 2,100円 3,200円
シニア（50歳以上要身分証） 2,800円 3,700円

利用資格

申 込 数

申込方法

そ の 他

受取方法

（1）締切日（平成29年2月2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。

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

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

リフト券が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会員、期間内6枚まで

スキー場リフト券購入補助券

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

石打丸山スキー場

Web 自動音声 締　切　日 2月2日（木）168300事　業
コード

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

料　金

川場スキー場

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金
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お品書き 会　員 一　般
２～４人前

【壱の重】フォアグラのテリーヌ　金箔入り／黒毛
和牛のローストビーフ／スモークサーモ
ンとピクルス／大山鶏と世田谷野菜のト
マト煮／フランス産鴨の燻製とレンズ豆
／マロングラッセ

【弐の重】伊勢海老の姿煮／鯛の香草焼き／自家製
ハム／海老のオーブン焼き／岩石卵／鮑
の白ワイン蒸し／鎌倉野菜の八幡巻き

28,000円 31,000円※配送は要相談

☎03（5486）1568

※人気商品のため、完売の場合もございますので、あらかじめご了承ください

SeaBreeze（フレンチ）

☎03（3439）8876

12月31日（土）　
9：00～14：00　店舗にて

12月31日（土）　
12：00～17：00 店舗にて　　

ＧＩＴＡ（イタリアン） 伊勢海老が1本入っています！限定30個です。

お品書き 会　員 一　般

2～4人前
鴨の燻製／窯焼きチャー
シュー／蕪の甘酢漬け／鮑
の漢方煮／和牛肉の唐子酢
／河海老の香り揚げ　焦が
し甘味／タラバ蟹の葱生姜
味／白身魚の紅こうじ焼き
／四色の湯葉巻き

13,200円 16,200円

お品書き 会　員 一　般
3～４人前
帆立貝のスモークグリル／黒豆／数
の子／伊達巻／タラバ蟹のニース風
／蛤の照焼／鰆味噌焼／真鯛のパイ
包み／スモークサーモン 柚子胡椒の
香り／国産牛のローストビーフ／彩
り野菜のギリシャ風煮込／穴子昆布
巻／海老芝煮　ほか全38品目

27,240円 30,240円

目黒雅叙園 旬遊紀（中国料理）

お重ご持参で更に1,000円割引き！

世田谷区池尻1－8－8　
グランサンク1階

場　所

世田谷区桜3－2－10 
桜グリーンキャッスル101

場　所

お 渡 し

お 渡 し

2～3人前
地鶏胸肉と小エビのガランティーヌ／フランス産
鴨胸肉のロースト　根菜のフリット添え／ロース
トビーフ　じゃが芋のサラダ添え／牡蠣、ホタテ
貝、殻付きムール貝のスモーク　オイル漬け／サー
モンのコンフィとクスクスの南仏風サラダ／ホタ
テ貝のムースとズワイガニのコンソメゼリーのク
レープ包み／フランス産ホロホロ鳥の栗とリンゴ
詰めロースト／シニフィアンシニフィエさんのバ
ゲット&チャパタ　ほか7品目

お品書き 会　員

15,900円

一　般

18,900円

（税込み価格）

（税込み価格）

（税込み価格）

（税込み価格）

2017新春 おせち料理セット

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

Web 自動音声 締　切　日
抽選公開日

12月8日（木）
12月10日（土）から168001事　業

コード Web 自動音声 締　切　日
抽選公開日

12月6日（火）
12月9日（金）から168500事　業

コード

内容・料金

内容・料金

内容・料金

内容・料金

予　約

予　約

12月30日（金）・31日（土）　10：00～20：00　
目黒雅叙園1階メゾン・ジェ・トウキョウ店頭にて

☎03（5434）3854（レストラン総合案内）
目黒区下目黒1－8－1 目黒雅叙園1階場　所

お 渡 し

予　約

12月31日（土）　11：30～16：30　
ホテル内・「ペストリーショップ」

（ロビーフロア・2階）にて

☎03（3348）1234（代表）
（料飲業務課10：00～17:00）
新宿区西新宿２－７－２場　所

お 渡 し

予　約

ハイアット リージェンシー 東京（和洋）

検索SeaBreeze 三宿 

検索GITA世田谷

検索目黒雅叙園 旬遊紀

検索ハイアット リージェンシー 東京

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「十割そば打ち」の体験講座を開
催します! お子様の参加も可能です。ご家族・ご友人と一
緒にご参加いただけます。今年の年末は、“年越しそば”を
自分で打ってみませんか?

十割そば打ち講座
12月18日（日） 10：00～13：00

おいしく・
  たのしい

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」最寄駅

場　所

会員・登録家族・関係者（親子での参加も可）参加資格

15人（抽選）募集人数

1人　500円料　金

そば打ち体験と試食、片付け内　容

そ の 他

補 助 額

特定年齢時

○当選後のキャンセルはできませんのでご了承ください。
○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・サービス会員以外も参加する予定です。
○5～6人で1グループとなります。ご一緒のグループをご希望の場合、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。

メディカルスキャニング用賀（画像検査・診断専門クリニック）
IレディースMR 検査　優待価格のご案内

03-5766-6805

ご　予　約

ご優待期間

ご予約ダイヤル

セラ・サービスの会員であることを伝えて、下記予約ダイヤルに
お電話のうえ、検査のご希望日時をお伝えください。

平成28年12月18日（日）～29年3月26日（日）受診

※特定年齢時とは、平成28年4月1日時点で
25、35、45、50、55、60、65、70、75、
80歳をいう

子宮卵巣 MRI

子宮卵巣 MRI＋マンモ（乳房）MRI

対象コース 月～土曜に受診 日曜に受診

￥29,160

￥46,660

￥26,240

￥41,990

＊当検査は健康保険証を使った
検査ではありません。

＊ご予約後、クリニックの地図
及び検査時の注意事項を記載
した「検査のご案内書」を送
付します。

メディカルスキャニング用賀 〒158-0096　世田谷区玉川台 2-22-20　IIDA ANNEX（イイダアネックス）VII 1F
TEL：03-5766-6805　FAX：03-5717-9806

MRIレディース検査は、検査着を着たまま、触れられることもなく、また、痛みもありません。

高性能ＭＲＩ（3.0テスラ）で、
女性特有の病気も検査します

脳ＭＲＩは、上記セラ・サービス補助対象コースです。あわせてご利用ください。

人間ドック・脳ドック を受診してみませんか！
（『利用ガイド』Ｐ.５３～５６）

【キャンペーン情報】
●こころとからだの元氣プラザ(施設コード005)：1月6日(金)～3月31日(金)

は会員・家族ともに特別料金にてご利用いただけます（補助対象コース）。

●メディカルスキャニング用賀(施設コード017)：下記のとおり、ＭＲＩレディース
検査を優待料金にてご利用いただけます（補助対象コースではありません）。

※詳しくは施設にお問い合わせください

１０,０００円

２０,０００円
（補助利用対象は
会員本人のみ）

セラ・サービスで3,000円の全店共通補助券をお申し込み
ください。１会員１枚のみ、１商品につき１枚使用可

ホテルならではのバラエティ豊かな二段重（限定20台）
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お品書き 会　員 一　般
２～４人前

【壱の重】フォアグラのテリーヌ　金箔入り／黒毛
和牛のローストビーフ／スモークサーモ
ンとピクルス／大山鶏と世田谷野菜のト
マト煮／フランス産鴨の燻製とレンズ豆
／マロングラッセ

【弐の重】伊勢海老の姿煮／鯛の香草焼き／自家製
ハム／海老のオーブン焼き／岩石卵／鮑
の白ワイン蒸し／鎌倉野菜の八幡巻き

28,000円 31,000円※配送は要相談

☎03（5486）1568

※人気商品のため、完売の場合もございますので、あらかじめご了承ください

SeaBreeze（フレンチ）

☎03（3439）8876

12月31日（土）　
9：00～14：00　店舗にて

12月31日（土）　
12：00～17：00 店舗にて　　

ＧＩＴＡ（イタリアン） 伊勢海老が1本入っています！限定30個です。

お品書き 会　員 一　般

2～4人前
鴨の燻製／窯焼きチャー
シュー／蕪の甘酢漬け／鮑
の漢方煮／和牛肉の唐子酢
／河海老の香り揚げ　焦が
し甘味／タラバ蟹の葱生姜
味／白身魚の紅こうじ焼き
／四色の湯葉巻き

13,200円 16,200円

お品書き 会　員 一　般
3～４人前
帆立貝のスモークグリル／黒豆／数
の子／伊達巻／タラバ蟹のニース風
／蛤の照焼／鰆味噌焼／真鯛のパイ
包み／スモークサーモン 柚子胡椒の
香り／国産牛のローストビーフ／彩
り野菜のギリシャ風煮込／穴子昆布
巻／海老芝煮　ほか全38品目

27,240円 30,240円

目黒雅叙園 旬遊紀（中国料理）

お重ご持参で更に1,000円割引き！

世田谷区池尻1－8－8　
グランサンク1階

場　所

世田谷区桜3－2－10 
桜グリーンキャッスル101

場　所

お 渡 し

お 渡 し

2～3人前
地鶏胸肉と小エビのガランティーヌ／フランス産
鴨胸肉のロースト　根菜のフリット添え／ロース
トビーフ　じゃが芋のサラダ添え／牡蠣、ホタテ
貝、殻付きムール貝のスモーク　オイル漬け／サー
モンのコンフィとクスクスの南仏風サラダ／ホタ
テ貝のムースとズワイガニのコンソメゼリーのク
レープ包み／フランス産ホロホロ鳥の栗とリンゴ
詰めロースト／シニフィアンシニフィエさんのバ
ゲット&チャパタ　ほか7品目

お品書き 会　員

15,900円

一　般

18,900円

（税込み価格）

（税込み価格）

（税込み価格）

（税込み価格）

2017新春 おせち料理セット

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

Web 自動音声 締　切　日
抽選公開日

12月8日（木）
12月10日（土）から168001事　業

コード Web 自動音声 締　切　日
抽選公開日

12月6日（火）
12月9日（金）から168500事　業

コード

内容・料金

内容・料金

内容・料金

内容・料金

予　約

予　約

12月30日（金）・31日（土）　10：00～20：00　
目黒雅叙園1階メゾン・ジェ・トウキョウ店頭にて

☎03（5434）3854（レストラン総合案内）
目黒区下目黒1－8－1 目黒雅叙園1階場　所

お 渡 し

予　約

12月31日（土）　11：30～16：30　
ホテル内・「ペストリーショップ」

（ロビーフロア・2階）にて

☎03（3348）1234（代表）
（料飲業務課10：00～17:00）
新宿区西新宿２－７－２場　所

お 渡 し

予　約

ハイアット リージェンシー 東京（和洋）

検索SeaBreeze 三宿 

検索GITA世田谷

検索目黒雅叙園 旬遊紀

検索ハイアット リージェンシー 東京

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「十割そば打ち」の体験講座を開
催します! お子様の参加も可能です。ご家族・ご友人と一
緒にご参加いただけます。今年の年末は、“年越しそば”を
自分で打ってみませんか?

十割そば打ち講座
12月18日（日） 10：00～13：00

おいしく・
  たのしい

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」最寄駅

場　所

会員・登録家族・関係者（親子での参加も可）参加資格

15人（抽選）募集人数

1人　500円料　金

そば打ち体験と試食、片付け内　容

そ の 他

補 助 額

特定年齢時

○当選後のキャンセルはできませんのでご了承ください。
○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・サービス会員以外も参加する予定です。
○5～6人で1グループとなります。ご一緒のグループをご希望の場合、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。

メディカルスキャニング用賀（画像検査・診断専門クリニック）
IレディースMR 検査　優待価格のご案内

03-5766-6805

ご　予　約

ご優待期間

ご予約ダイヤル

セラ・サービスの会員であることを伝えて、下記予約ダイヤルに
お電話のうえ、検査のご希望日時をお伝えください。

平成28年12月18日（日）～29年3月26日（日）受診

※特定年齢時とは、平成28年4月1日時点で
25、35、45、50、55、60、65、70、75、
80歳をいう

子宮卵巣 MRI

子宮卵巣 MRI＋マンモ（乳房）MRI

対象コース 月～土曜に受診 日曜に受診

￥29,160

￥46,660

￥26,240

￥41,990

＊当検査は健康保険証を使った
検査ではありません。

＊ご予約後、クリニックの地図
及び検査時の注意事項を記載
した「検査のご案内書」を送
付します。

メディカルスキャニング用賀 〒158-0096　世田谷区玉川台 2-22-20　IIDA ANNEX（イイダアネックス）VII 1F
TEL：03-5766-6805　FAX：03-5717-9806

MRIレディース検査は、検査着を着たまま、触れられることもなく、また、痛みもありません。

高性能ＭＲＩ（3.0テスラ）で、
女性特有の病気も検査します

脳ＭＲＩは、上記セラ・サービス補助対象コースです。あわせてご利用ください。

人間ドック・脳ドック を受診してみませんか！
（『利用ガイド』Ｐ.５３～５６）

【キャンペーン情報】
●こころとからだの元氣プラザ(施設コード005)：1月6日(金)～3月31日(金)

は会員・家族ともに特別料金にてご利用いただけます（補助対象コース）。

●メディカルスキャニング用賀(施設コード017)：下記のとおり、ＭＲＩレディース
検査を優待料金にてご利用いただけます（補助対象コースではありません）。

※詳しくは施設にお問い合わせください

１０,０００円

２０,０００円
（補助利用対象は
会員本人のみ）

セラ・サービスで3,000円の全店共通補助券をお申し込み
ください。１会員１枚のみ、１商品につき１枚使用可

ホテルならではのバラエティ豊かな二段重（限定20台）

4



Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

4,200円
会員・登録家族

5,346円

一　般

①ランチ

5,000円 6,534円

7,500円 10,098円

8,800円 11,800円

②ディナー
　（12月23日（金・祝）～25日（日）を除く）

③ランチ
　（19日～25日）クリスマス期間

（12月19日（月）～
25日（日）） ④ディナー

　（22日～25日）

①【ランチ】 前菜／メインディッシュ／デザート／コーヒー
②【ディナー】 小前菜／前菜／メインディッシュ／デザート／コーヒー／小菓子

③【クリスマスランチ】 前菜／パスタ／メインディッシュ／デザート／コーヒー
④【クリスマスディナー】 小前菜／前菜／パスタ／メインディッシュ／デザート／コーヒー／小菓子

区　分

3,400円
会員・登録家族

4,800円

一　般

の水会席コース

【の水会席コース】酒菜盛合せ／蒸物／お造り盛合せ／
 焼物／揚物／お食事／デザート

11：00～23：00（ラストオーダー 22：00）

　　　   18：00～23：00（ラストオーダー 22：00）
※ディナーのご予約は18：00からとなります

港区北青山2－1－19　☎03（5414）6170 
        東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩5分
　　  東京メトロ半蔵門線「青山一丁目駅」徒歩6分

外苑前、イチョウ並木の入り口近くに佇む“ロイヤル ガーデンカフェ”。広々とした店内に
はベーカリーコーナーや、無線LANも設置。1階は古材を利用したテーブル席が、何とも言
えない温もりを感じさせてくれる。2階は一風変わり、ミッドセンチュリーな空間…。備え
付けの暖炉が、優しく店内を温めてくれる。またグランドメニューでは、動物性の食材（肉、
卵、乳製品、魚）を一切使用しないで調理したヴィーガンメニューや有機野菜を取り入れた
メニューなど、体に優しく美味しいお料理を楽しんでいただけます。フランス産の小麦を使
い、天然酵母でじっくり発酵させた生地に、香り深い発酵バターを贅沢に折り込み、 毎日、
丁寧に焼き上げた「ロイヤルガーデンカフェ」の自家製パンを店内で製造販売しています。

出汁には、北海道産の利尻昆布と天然鰹節をふんだんに使い、
砂糖は一切使わず熊本産の赤酒を使用しています。人形町で
板長15年。本格会席の確かな味を是非、ご賞味ください。

チェレステとは、“碧空、天空”の意。ダイニングから望むのは二子玉川を見
渡す美しい眺望。お料理は、旬の食材をふんだんに使ったASOのイタリア
料理をプリフィクススタイルでご提供いたします。

※税･サービス料込み

区　分 会員・登録家族 一　般

1，900円 3，800円ディナーコース

12月20日（火）～1月31日（火）　※元日およびイベント開催日を除く

世田谷区玉川3－17－1　玉川高島屋S・C 南館11階　
☎03（5797）3380
        東急田園都市線「二子玉川駅」徒歩約2分

代官山ASO チェレステ 二子玉川店

和shoku。の水

※税･サービス料込み
※12月23日（金・祝）～25日（日）は、ランチ、ディナーともに２時間制とさせていただきます

グループ全員に「グラスワイン」または「ソフトドリンク」を1杯サービスいたします。

11：00～14：30（ラストオーダー）

18：00～21：00（ラストオーダー）

12月20日（火）～1月31日（火）　※月曜定休（祝日は営業､翌日休み）

世田谷区宮坂3－12－17　☎03（5799）3124
        小田急線｢経堂駅｣徒歩1分

※税込み
※現金以外でのお支払いの場合、サービス料の10％が別途掛かります

17：30～22：00（ラストオーダー）

ロイヤルガーデンカフェ青山

12月20日（火）～1月31日（火）
※12月30日（金）～1月1日（日・祝）は、お休みとさせていただきます

【ディナー】 ガーデンサラダ／本日のスープ／
 雛鳥のソテー マッシュポテトとコーンのソース／
 ソフトドリンク（オレンジジュース・グレープフルーツジュース・
 ウーロン茶の３種類からお選びいただけます。）

※12月23日（金・祝）～25日（日）は17：00～

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

ディナー
ラ ン チ

最寄駅

期　間

営業時間

そ の 他

場　所

料　金

料　理

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

イメージ

イメージ

ディナー

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。（最大数100食）
※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。

締　切　日
抽選公開日

12月10日（土）
12月13日（火）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月10日（土）
12月13日（火）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月10日（土）
12月13日（火）から

事　業
コード

注意事項

http://www.royal-gardencafe.com/

ｗｗｗ. aso-net.jp/celeste-futakotamagawa/

http://www.ne.jp/asahi/n/mz/

Web 自動音声

イメージ

5



Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

4,200円
会員・登録家族

5,346円

一　般

①ランチ

5,000円 6,534円

7,500円 10,098円

8,800円 11,800円

②ディナー
　（12月23日（金・祝）～25日（日）を除く）

③ランチ
　（19日～25日）クリスマス期間

（12月19日（月）～
25日（日）） ④ディナー

　（22日～25日）

①【ランチ】 前菜／メインディッシュ／デザート／コーヒー
②【ディナー】 小前菜／前菜／メインディッシュ／デザート／コーヒー／小菓子

③【クリスマスランチ】 前菜／パスタ／メインディッシュ／デザート／コーヒー
④【クリスマスディナー】 小前菜／前菜／パスタ／メインディッシュ／デザート／コーヒー／小菓子

区　分

3,400円
会員・登録家族

4,800円

一　般

の水会席コース

【の水会席コース】酒菜盛合せ／蒸物／お造り盛合せ／
 焼物／揚物／お食事／デザート

11：00～23：00（ラストオーダー 22：00）

　　　   18：00～23：00（ラストオーダー 22：00）
※ディナーのご予約は18：00からとなります

港区北青山2－1－19　☎03（5414）6170 
        東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩5分
　　  東京メトロ半蔵門線「青山一丁目駅」徒歩6分

外苑前、イチョウ並木の入り口近くに佇む“ロイヤル ガーデンカフェ”。広々とした店内に
はベーカリーコーナーや、無線LANも設置。1階は古材を利用したテーブル席が、何とも言
えない温もりを感じさせてくれる。2階は一風変わり、ミッドセンチュリーな空間…。備え
付けの暖炉が、優しく店内を温めてくれる。またグランドメニューでは、動物性の食材（肉、
卵、乳製品、魚）を一切使用しないで調理したヴィーガンメニューや有機野菜を取り入れた
メニューなど、体に優しく美味しいお料理を楽しんでいただけます。フランス産の小麦を使
い、天然酵母でじっくり発酵させた生地に、香り深い発酵バターを贅沢に折り込み、 毎日、
丁寧に焼き上げた「ロイヤルガーデンカフェ」の自家製パンを店内で製造販売しています。

出汁には、北海道産の利尻昆布と天然鰹節をふんだんに使い、
砂糖は一切使わず熊本産の赤酒を使用しています。人形町で
板長15年。本格会席の確かな味を是非、ご賞味ください。

チェレステとは、“碧空、天空”の意。ダイニングから望むのは二子玉川を見
渡す美しい眺望。お料理は、旬の食材をふんだんに使ったASOのイタリア
料理をプリフィクススタイルでご提供いたします。

※税･サービス料込み

区　分 会員・登録家族 一　般

1，900円 3，800円ディナーコース

12月20日（火）～1月31日（火）　※元日およびイベント開催日を除く

世田谷区玉川3－17－1　玉川高島屋S・C 南館11階　
☎03（5797）3380
        東急田園都市線「二子玉川駅」徒歩約2分

代官山ASO チェレステ 二子玉川店

和shoku。の水

※税･サービス料込み
※12月23日（金・祝）～25日（日）は、ランチ、ディナーともに２時間制とさせていただきます

グループ全員に「グラスワイン」または「ソフトドリンク」を1杯サービスいたします。

11：00～14：30（ラストオーダー）

18：00～21：00（ラストオーダー）

12月20日（火）～1月31日（火）　※月曜定休（祝日は営業､翌日休み）

世田谷区宮坂3－12－17　☎03（5799）3124
        小田急線｢経堂駅｣徒歩1分

※税込み
※現金以外でのお支払いの場合、サービス料の10％が別途掛かります

17：30～22：00（ラストオーダー）

ロイヤルガーデンカフェ青山

12月20日（火）～1月31日（火）
※12月30日（金）～1月1日（日・祝）は、お休みとさせていただきます

【ディナー】 ガーデンサラダ／本日のスープ／
 雛鳥のソテー マッシュポテトとコーンのソース／
 ソフトドリンク（オレンジジュース・グレープフルーツジュース・
 ウーロン茶の３種類からお選びいただけます。）

※12月23日（金・祝）～25日（日）は17：00～

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

ディナー
ラ ン チ

最寄駅

期　間

営業時間

そ の 他

場　所

料　金

料　理

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

イメージ

イメージ

ディナー

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。（最大数100食）
※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。

締　切　日
抽選公開日

12月10日（土）
12月13日（火）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月10日（土）
12月13日（火）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月10日（土）
12月13日（火）から

事　業
コード

注意事項

http://www.royal-gardencafe.com/

ｗｗｗ. aso-net.jp/celeste-futakotamagawa/

http://www.ne.jp/asahi/n/mz/

Web 自動音声

イメージ
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本ズワイガニ姿 ボイル冷凍（800ｇ前後）

品　名 内　容

4,400円

会　員

5,400円

一　般

十日町市カタログギフト

品　名 内　容 会　員

3,300円 4,320円1冊

一　般

雪ほたか

品　名 内　容 会　員

3,700円 4,990円5kg

一　般

①贈答用辛子明太子

区分・品名 会　員

3,000円 4,320円

3,500円 5,470円

2,900円 4,120円②いろどりセット

一　般

辛子明太子 400g／4～7本
（化粧箱入り）

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　230g

大きめ切子（無着色）　660g
（簡易箱入り）

内　容

③切子辛子明太子
　〔訳あり〕

新潟県十日町市「カタログギフト」
十日町市にゆかりのある品を取りそろえたカタログギフトの新作が完成しました。
選べる商品は、グルメ、雑貨、体験プランやレストラン食事券など、全部で35種42アイテム。
特産の「十日町産魚沼コシヒカリ」、「へぎそば」や地酒、「妻有ポーク」やはちみつなどの加
工品のほか、十日町市に訪れて楽しんでもらえる体験プランなど、自慢の品を集めたカタ
ログギフトです。また、美しい自然やアート、観光スポットの紹介もあり、十日町市出身の
方には懐かしく、訪れたことのない方には「行ってみたい!」と思っていただけるきっかけと
なるような、小さいながらも十日町市の魅力が“ぎゅっ”と詰まった一冊となっています。
さらに、「越後妻有交流館キナーレ明石の湯」無料入浴券2枚付きで大変お得です。 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。
たらこ本来の味を活かした、毎日食べても飽きない美味しさをご家庭で、
またご贈答品として、ぜひご賞味ください。

冷凍で1カ月

ズワイガニにも、身が大きいオオズワイガニや身が小さく安価で扱われる
紅ズワイガニまで色々な種類があります。今回お届けするのは、ズワイガ
ニの種類の中でも、 甘みが一番あると言われている「本ズワイガニ」です。
ノンブランドではありますが、「松葉ガニ」や「越前ガニ」には負けない美味
しさ、その中でも800g前後もある大型サイズをお届けいたします。

12月中旬から順次発送

12月下旬から順次発送

12月下旬から順次発送

ノース物産株式会社

ロシア

北海道

いずれも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。

12月下旬～1月上旬に順次発送

株式会社かねふく

送料360円のレターパックでの発送予定
（この商品は、関東近県も送料がかかります。ただしWeb申し込みの方は送料無料です。）

一般財団法人 十日町地域地場産業振興センター

群馬県川場村産コシヒカリ「雪ほたか」
上州武尊山より湧き出るミネラルたっぷりの天然水を使用し、
決められた栽培方法にて育てられたお米「雪ほたか」。お米の食
味コンクールで何度も受賞している実力派です。市場に流通し
ていない美味しいお米をご賞味ください。

株式会社世田谷川場ふるさと公社

北海道 「本ズワイガニ姿」

米・食味分析鑑定コンクール8年連続金賞受賞

賞味期限

内容・料金

内容・料金

発送日

発送日

発送日

業　者

産　地

加工地

その他

発送日

業　者

送　料

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。

業　者

イメージイメージ

イメージ

イメージ

www.setagaya-1.com/kawaba/

内容・料金

内容・料金

（送料別）

締　切　日
抽選公開日

12月15日（木）
12月17日（土）から

事　業
コード 168201

締　切　日
抽選公開日

12月10日（土）
12月12日（月）から

事　業
コード 168202

締　切　日
抽選公開日

12月14日（水）
12月16日（金）から

事　業
コード 168204

締　切　日
抽選公開日

12月13日（火）
12月15日（木）から

事　業
コード 168203

申込数 1会員4冊まで（限定100冊）

申込数 1会員4袋まで（限定100袋）

申込数 1会員4箱まで（限定200箱）

申込数 1会員4杯まで（限定100杯）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 郵送自動音声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

自動音声での
申し込み不可

自動音声での
申し込み不可

自動音声での
申し込み不可

自動音声での
申し込み不可
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本ズワイガニ姿 ボイル冷凍（800ｇ前後）

品　名 内　容

4,400円

会　員

5,400円

一　般

十日町市カタログギフト

品　名 内　容 会　員

3,300円 4,320円1冊

一　般

雪ほたか

品　名 内　容 会　員

3,700円 4,990円5kg

一　般

①贈答用辛子明太子

区分・品名 会　員

3,000円 4,320円

3,500円 5,470円

2,900円 4,120円②いろどりセット

一　般

辛子明太子 400g／4～7本
（化粧箱入り）

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　230g

大きめ切子（無着色）　660g
（簡易箱入り）

内　容

③切子辛子明太子
　〔訳あり〕

新潟県十日町市「カタログギフト」
十日町市にゆかりのある品を取りそろえたカタログギフトの新作が完成しました。
選べる商品は、グルメ、雑貨、体験プランやレストラン食事券など、全部で35種42アイテム。
特産の「十日町産魚沼コシヒカリ」、「へぎそば」や地酒、「妻有ポーク」やはちみつなどの加
工品のほか、十日町市に訪れて楽しんでもらえる体験プランなど、自慢の品を集めたカタ
ログギフトです。また、美しい自然やアート、観光スポットの紹介もあり、十日町市出身の
方には懐かしく、訪れたことのない方には「行ってみたい!」と思っていただけるきっかけと
なるような、小さいながらも十日町市の魅力が“ぎゅっ”と詰まった一冊となっています。
さらに、「越後妻有交流館キナーレ明石の湯」無料入浴券2枚付きで大変お得です。 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。
たらこ本来の味を活かした、毎日食べても飽きない美味しさをご家庭で、
またご贈答品として、ぜひご賞味ください。

冷凍で1カ月

ズワイガニにも、身が大きいオオズワイガニや身が小さく安価で扱われる
紅ズワイガニまで色々な種類があります。今回お届けするのは、ズワイガ
ニの種類の中でも、 甘みが一番あると言われている「本ズワイガニ」です。
ノンブランドではありますが、「松葉ガニ」や「越前ガニ」には負けない美味
しさ、その中でも800g前後もある大型サイズをお届けいたします。

12月中旬から順次発送

12月下旬から順次発送

12月下旬から順次発送

ノース物産株式会社

ロシア

北海道

いずれも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。

12月下旬～1月上旬に順次発送

株式会社かねふく

送料360円のレターパックでの発送予定
（この商品は、関東近県も送料がかかります。ただしWeb申し込みの方は送料無料です。）

一般財団法人 十日町地域地場産業振興センター

群馬県川場村産コシヒカリ「雪ほたか」
上州武尊山より湧き出るミネラルたっぷりの天然水を使用し、
決められた栽培方法にて育てられたお米「雪ほたか」。お米の食
味コンクールで何度も受賞している実力派です。市場に流通し
ていない美味しいお米をご賞味ください。

株式会社世田谷川場ふるさと公社

北海道 「本ズワイガニ姿」

米・食味分析鑑定コンクール8年連続金賞受賞

賞味期限

内容・料金

内容・料金

発送日

発送日

発送日

業　者

産　地

加工地

その他

発送日

業　者

送　料

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。

業　者

イメージイメージ

イメージ

イメージ

www.setagaya-1.com/kawaba/

内容・料金

内容・料金

（送料別）

締　切　日
抽選公開日

12月15日（木）
12月17日（土）から

事　業
コード 168201

締　切　日
抽選公開日

12月10日（土）
12月12日（月）から

事　業
コード 168202

締　切　日
抽選公開日

12月14日（水）
12月16日（金）から

事　業
コード 168204

締　切　日
抽選公開日

12月13日（火）
12月15日（木）から

事　業
コード 168203

申込数 1会員4冊まで（限定100冊）

申込数 1会員4袋まで（限定100袋）

申込数 1会員4箱まで（限定200箱）

申込数 1会員4杯まで（限定100杯）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
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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・自動音声は、18頁をご覧ください。

迷走するテレビ局の報道現場を通して日本を覆う奇妙な“空気”の正体に迫る永井愛最新作。
今最もタイムリーで危険な疾走感溢れる喜劇！

第1部はミュージカル仕立てでお送りするヒューマンドラマ。
第2部は生バンドで奏でるレビューショー。

１会員2枚まで（各日10枚限定）

東京芸術劇場 シアターイースト　        JR「池袋駅」ほか

全席指定　4,000円（一般5,600円）

天王洲 銀河劇場　　　 東京モノレール「天王洲アイル駅」ほか

全席指定　7,500円（一般10,000円）

1会員2枚まで（10枚限定）

金井克子／前田美波里／中尾ミエ／尾藤イサオ　ほか

田中哲司／若村麻由美／江口のりこ／大窪人衛／木場勝己

1会員2枚まで（15枚限定）

成城ホール　        小田急線「成城学園前駅」ほか

全席指定　2,500円（一般3,500円）

池辺晋一郎（作曲家）／上杉春雄（ピアニスト・医者）／
檀ふみ（女優）／幸田浩子（ソプラノ）

第二次世界大戦中、旧ソ連軍から脱走し、41年間「豚小屋」に隠れ生きていた実在の
人物の物語をもとに書かれた夫婦の絆と深い愛に満ち溢れた感動の二人芝居。

池辺晋一郎によるお話と音楽による公演シリーズ。現役の医者でありピアニストでもある上杉春雄と
ともに「医学」と「音楽」の関係を探る。また、N響アワーで池辺とコンビを組んでいた檀ふみも出演。

1会員2枚まで（10枚限定）

新国立劇場 小劇場　        京王新線「初台駅」中央口直結
A席指定　5,000円（一般6,500円）

北村有起哉／田畑智子

栗山民也

永井愛

アソル・フガード

星合隆廣 撮影

最寄駅

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

12月9日（金）　　 
12月14日（水）から1月5日（木） 17：00事　業

コード 168404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 自動音声…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
自動音声でご確認ください。

■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 The レビュー「カーテンコールをもう一度！」
●月▲日（土）

11：00
区分
❶

場　所

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

12月8日（木）　　
12月13日（火）から1月27日（金） 19：00 2月4日（土） 19：00

区分
❶

区分
❷事　業

コード 168405

締　切　日
抽選公開日

1月12日（木）　　
1月17日（火）から2月18日（土）15：00

事　業
コード 168407

出　演

場　所

申込数

料　金

出　演

場　所

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

12月9日（金）　　 
12月14日（水）から1月8日（日） 14：00事　業

コード 168406

出　演

訳・演出

作・演出

作

料　金

場　所

出　演

申込数

異分野とのコラボレーション「医学と音楽」

二兎社公演41 『ザ・空気』

地人会新社 第6回公演 『豚小屋』 ～ある私的な寓話～

※全公演、「公演オリジナルグラス＋スペシャルワイン」のおみやげをプレゼント。
　尚、未成年者にはソフトドリンクをご用意します。
※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

舞台と客席がひとつになった時、宇宙からの手紙が届く。

戸塚祥太／塚田遼一（A.B.C-Z）／
佐藤勝利（Sexy Zone）／内 博貴　ほか

ジャニー喜多川

B席指定　8,000円

1会員2枚まで（20枚限定）

締　切　日
抽選公開日

12月8日（木）
12月13日（火）から

事　業
コード 168401

締　切　日
抽選公開日

12月13日（火）
12月16日（金）から

1月8日（日） 12：00

1月15日（日） 15：30 2月4日（土） 11：00
区分
❶

区分
❷事　業

コード 168402

帝国劇場　　　 JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

出　演

明日海りお／花乃まりあ

S席指定　7,000円（一般8,800円）

1会員4枚まで（各日20枚限定）

東京宝塚劇場　　　 JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

主　演

作・構成・演出

ジャニーズ・オールスターズ・アイランド

©Disney

©宝塚歌劇団

宝塚歌劇
花組公演

宝塚舞踊詩 トラジェディ・アラベスク

※チケットの受取時期は、1月上旬の予定です

※公演当日3歳以上のお子様がご観劇される際は、お席をお求めください

締　切　日
抽選公開日

1月10日（火）
1月13日（金）から2月4日（土） 13：00事　業

コード 168403

S席指定　9,500円（一般11,880円）

1会員4枚まで（20枚限定）

四季劇場［秋］　　　 JR「浜松町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

『ノートルダムの鐘』
ノートルダム大聖堂の鐘楼に住む男カジモド、その彼を密かに世話する大聖堂聖職者フロロー、
同警備隊長フィーバス、そして、その3人が愛するジプシー娘エスメラルダが綾なす愛の物語。
ディズニーアニメーション映画の音楽が、かつてない深い感動を呼び起こします。
ドラマチックで荘厳な劇団四季の最新ミュージカルにどうぞご期待ください!

『雪華抄』
せっ か しょう こん じき

『金色の砂漠』
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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・自動音声は、18頁をご覧ください。

初春を祝うお正月飾りも賑やかな歌舞伎座で
初芝居をお楽しみください。

「肉体を使う芸術、残ることのない形態の芸術」をモチーフに、野田秀樹が
中村勘三郎へ捧ぐ最新作! 江戸時代を舞台に、演劇界を代表する、いまだ
かつてない極上のキャストが集結!

1会員2枚まで（各日20枚限定）

歌舞伎座　        東京メトロ「東銀座駅」ほか

1等席　16,000円（一般19,000円）

東京芸術劇場 プレイハウス　        JR「池袋駅」ほか

全席指定　9,800円
1会員2枚まで

（各日10枚限定）
宮沢りえ／妻夫木聡／古田新太／
佐藤隆太／鈴木杏／池谷のぶえ／
中村扇雀／野田秀樹

演劇界内外から熱い注目を集める赤堀雅秋、豪華キャストと共にコクー
ンに三度目の登場!! 描かれるのは“世界”の成り立ち―人生は喜劇

Bunkamura シアターコクーン　　　 JR「渋谷駅」ほか
S席指定　7,500円（一般10,000円）
1会員2枚まで（10枚限定）

風間杜夫／大倉孝二／早乙女太一／広瀬アリス／青木さやか／
和田正人／福田転球／赤堀雅秋／梅沢昌代／鈴木砂羽

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ／ロイド・バトラー（指揮）／
ビリー・キング（歌手）／ スペシャルゲスト：KOKIA（歌手）

赤堀雅秋

松本幸四郎（夜）／中村吉右衛門（昼）／坂東玉三郎（夜）／
市川染五郎／片岡愛之助　ほか

1会員2枚まで
（各日10枚限定）

浅草公会堂　        東京メトロ「浅草駅」ほか

１等席　5,000円
（一般9,000円）

尾上松也　坂東巳之助　中村隼人　中村壱太郎　　中村錦之助

江戸情緒の溢れる新春の浅草で、熱気あふれる
若手歌舞伎をぜひお楽しみください。

野田秀樹

第１部　お年玉（年始ご挨拶）、傾城反魂香《吃又》、義経千本桜 吉野山
第２部　お年玉（年始ご挨拶）、双蝶々曲輪日記 角力場、御存 鈴ヶ森、棒しばり

※中村壱太郎は第1部のみ、中村錦之助は第2部のみ出演致します

※出演者は演目によって異なりますので、
　詳細はお申し込み前にご確認ください

けい はん こう

ふたつ くる わ にっ き す も う ばちょう ちょう

ども また よしつね せん ぼん ざくらごんせい

最寄駅

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

12月7日（水） 　　
12月9日（金）から

事　業
コード 168412締　切　日

抽選公開日
12月14日（水）　　
12月19日（月）から1月18日（水） 19：00事　業

コード 168408

世　界

場　所

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

12月8日（木）　　 
12月13日（火）から1月7日（土） 11：00 11日（水） 16：30

1月25日（水） 14：00 2月5日（日） 14：00
区分
❶

区分
❷

1月14日（土） 15：00 1月22日（日） 11：00
区分
❶

区分
❷

区分
❶

区分
❷事　業

コード 168413

出　演

場　所

申込数

料　金

出　演

演　目

締　切　日
抽選公開日

12月7日（水）　　 
12月12日（月）から

事　業
コード 168414

作・演出

作・演出

料　金

場　所

出　演 申込数

料　金

場　所

出　演

出　演

申込数

と き あ や ま っ て ふ ゆ の ゆ う れ い

 『足跡姫』～時代錯誤冬幽霊～NODA・MAP 
第21回公演

壽初春大歌舞伎

新春浅草歌舞伎

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

2016年に誕生した“ミュージカル楽曲”だけのニューイヤー・コンサート。アンコールにお応えして、2017年初春開催決定!!

アカデミー賞名作がズラリ! 本場アメリカからやってくる極上のエンタテイメント。
豪華特別ゲストを迎えて贈る至高のニューイヤーコンサート!!

トゥナイト（ウエスト・サイド・ストーリー）／虹の彼方に（オズの魔法使い）／
シャル・ウィ・ダンス（王様と私）／雨に唄えば（雨に唄えば）／
サウンド・オブ・ミュージック（サウンド・オブ・ミュージック）／
メモリー（キャッツ）　and more…

S席指定　7,500円（一般10,000円）

1会員4枚まで（各日10枚限定）

締　切　日
抽選公開日

1２月９日（金）　　 
1２月14日（水）から

事　業
コード 168409

締　切　日
抽選公開日

12月20日（火）　　
12月22日（木）から1月28日（土） 17：30

1月7日（土） 18：00 8日（日） 14：00
区分
❶

区分
❷

事　業
コード 168410

東急シアター オーブ（渋谷ヒカリエ11階）　　　 JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

曲　目

S席指定　6,000円（一般8,500円）

1会員2枚まで（10枚限定）

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

料　金

申込数

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2017

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

12月9日（金）　　 
12月14日（水）から1月7日（土） 16：30事　業

コード 168411

全席指定　3,500円（一般5,000円）

1会員2枚まで（6枚限定）

有楽町朝日ホール　　　 JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

桂文枝　新春特撰落語会
上方落語の顔、桂文枝による初笑い公演です。最新の創作落語のほか、近年力を
入れている古典落語も披露します。自在な話芸をお楽しみください。

うどのペンション
☎0268-74-2725

峰の原高原スキー場
リフト代金特別割引

予 約

　3,500円➡2,800円
　2,500円➡2,000円

１,500円➡ 無 料

大　人
高校生
こども

（中学3年生まで）

宿泊者にうれしい特典！

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

セラ・サービス
補助券利用時宿泊料金

3,000円～
最寄りのリフト乗り場まで
徒歩5分！
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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・自動音声は、18頁をご覧ください。

初春を祝うお正月飾りも賑やかな歌舞伎座で
初芝居をお楽しみください。

「肉体を使う芸術、残ることのない形態の芸術」をモチーフに、野田秀樹が
中村勘三郎へ捧ぐ最新作! 江戸時代を舞台に、演劇界を代表する、いまだ
かつてない極上のキャストが集結!

1会員2枚まで（各日20枚限定）

歌舞伎座　        東京メトロ「東銀座駅」ほか

1等席　16,000円（一般19,000円）

東京芸術劇場 プレイハウス　        JR「池袋駅」ほか

全席指定　9,800円
1会員2枚まで

（各日10枚限定）
宮沢りえ／妻夫木聡／古田新太／
佐藤隆太／鈴木杏／池谷のぶえ／
中村扇雀／野田秀樹

演劇界内外から熱い注目を集める赤堀雅秋、豪華キャストと共にコクー
ンに三度目の登場!! 描かれるのは“世界”の成り立ち―人生は喜劇

Bunkamura シアターコクーン　　　 JR「渋谷駅」ほか
S席指定　7,500円（一般10,000円）
1会員2枚まで（10枚限定）

風間杜夫／大倉孝二／早乙女太一／広瀬アリス／青木さやか／
和田正人／福田転球／赤堀雅秋／梅沢昌代／鈴木砂羽

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ／ロイド・バトラー（指揮）／
ビリー・キング（歌手）／ スペシャルゲスト：KOKIA（歌手）

赤堀雅秋

松本幸四郎（夜）／中村吉右衛門（昼）／坂東玉三郎（夜）／
市川染五郎／片岡愛之助　ほか

1会員2枚まで
（各日10枚限定）

浅草公会堂　        東京メトロ「浅草駅」ほか

１等席　5,000円
（一般9,000円）

尾上松也　坂東巳之助　中村隼人　中村壱太郎　　中村錦之助

江戸情緒の溢れる新春の浅草で、熱気あふれる
若手歌舞伎をぜひお楽しみください。

野田秀樹

第１部　お年玉（年始ご挨拶）、傾城反魂香《吃又》、義経千本桜 吉野山
第２部　お年玉（年始ご挨拶）、双蝶々曲輪日記 角力場、御存 鈴ヶ森、棒しばり

※中村壱太郎は第1部のみ、中村錦之助は第2部のみ出演致します

※出演者は演目によって異なりますので、
　詳細はお申し込み前にご確認ください

けい はん こう

ふたつ くる わ にっ き す も う ばちょう ちょう

ども また よしつね せん ぼん ざくらごんせい

最寄駅

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

12月7日（水） 　　
12月9日（金）から

事　業
コード 168412締　切　日

抽選公開日
12月14日（水）　　
12月19日（月）から1月18日（水） 19：00事　業

コード 168408

世　界

場　所

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

12月8日（木）　　 
12月13日（火）から1月7日（土） 11：00 11日（水） 16：30

1月25日（水） 14：00 2月5日（日） 14：00
区分
❶

区分
❷

1月14日（土） 15：00 1月22日（日） 11：00
区分
❶

区分
❷

区分
❶

区分
❷事　業

コード 168413

出　演

場　所

申込数

料　金

出　演

演　目

締　切　日
抽選公開日

12月7日（水）　　 
12月12日（月）から

事　業
コード 168414

作・演出

作・演出

料　金

場　所

出　演 申込数

料　金

場　所

出　演

出　演

申込数

と き あ や ま っ て ふ ゆ の ゆ う れ い

 『足跡姫』～時代錯誤冬幽霊～NODA・MAP 
第21回公演

壽初春大歌舞伎

新春浅草歌舞伎

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

2016年に誕生した“ミュージカル楽曲”だけのニューイヤー・コンサート。アンコールにお応えして、2017年初春開催決定!!

アカデミー賞名作がズラリ! 本場アメリカからやってくる極上のエンタテイメント。
豪華特別ゲストを迎えて贈る至高のニューイヤーコンサート!!

トゥナイト（ウエスト・サイド・ストーリー）／虹の彼方に（オズの魔法使い）／
シャル・ウィ・ダンス（王様と私）／雨に唄えば（雨に唄えば）／
サウンド・オブ・ミュージック（サウンド・オブ・ミュージック）／
メモリー（キャッツ）　and more…

S席指定　7,500円（一般10,000円）

1会員4枚まで（各日10枚限定）

締　切　日
抽選公開日

1２月９日（金）　　 
1２月14日（水）から

事　業
コード 168409

締　切　日
抽選公開日

12月20日（火）　　
12月22日（木）から1月28日（土） 17：30

1月7日（土） 18：00 8日（日） 14：00
区分
❶

区分
❷

事　業
コード 168410

東急シアター オーブ（渋谷ヒカリエ11階）　　　 JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

曲　目

S席指定　6,000円（一般8,500円）

1会員2枚まで（10枚限定）

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

料　金

申込数

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2017

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

12月9日（金）　　 
12月14日（水）から1月7日（土） 16：30事　業

コード 168411

全席指定　3,500円（一般5,000円）

1会員2枚まで（6枚限定）

有楽町朝日ホール　　　 JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

桂文枝　新春特撰落語会
上方落語の顔、桂文枝による初笑い公演です。最新の創作落語のほか、近年力を
入れている古典落語も披露します。自在な話芸をお楽しみください。

うどのペンション
☎0268-74-2725

峰の原高原スキー場
リフト代金特別割引

予 約

　3,500円➡2,800円
　2,500円➡2,000円

１,500円➡ 無 料

大　人
高校生
こども

（中学3年生まで）

宿泊者にうれしい特典！

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

セラ・サービス
補助券利用時宿泊料金

3,000円～
最寄りのリフト乗り場まで
徒歩5分！
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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・自動音声は、18頁をご覧ください。

人気の高級日帰り温泉施設が、横浜綱島に2016年4月新規オープン!

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、お子様向けのギフト券です。

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168418

締　切　日
抽選公開日

12月12日（月）
12月14日（水）から

事　業
コード 168002

綱島源泉 湯けむりの庄

こども商品券 トイカード 500円券

区分① 平日入浴券　　800円（一般 1,296円）
区分② 全日入浴券　1,000円（一般 1,512円）
区分③ 岩盤浴券　　　500円（一般 972円）
１会員各10枚・合計30枚まで（合計1,500枚限定）

横浜市港北区樽町3－7－61　☎045（545）4126
　　  東急東横線「綱島駅」無料シャトルバス10分最寄駅

場　所

料　金

申込数
※平日入浴券は、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、別途入浴券が必要です　※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください。
※有効期限は2018年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

400円（一般 500円）

1会員20枚まで（500枚限定）

平成33年12月31日有効期限

料　金

申込数

トイカードは、有名デパート、スーパー、おもちゃ屋さん、
遊園地、水族館などでお使いいただけます。

取扱店

※チケットの受取時期は、12月下旬の予定です

利用券

本展は、春日大社に伝来し、社外ではめったに拝観することのかなわない
貴重な古神宝の数々とともに、春日の神々への祈りが込められた選りす
ぐりの名品をかつてない規模で展観します。

東京国立博物館 平成館　　　 JR「上野駅」ほか
区分① 一般　　900円（当日 1,600円）
区分② 大学生　600円（当日 1,200円）
区分③ 高校生　400円（当日 900円）
１会員合計４枚まで（合計200枚限定）

http://kasuga2017.jp/

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

12月15日（木）　　
12月20日（火）から1月17日（火）～3月12日（日） 9：30～17：00(入館は閉館の30分前まで)事　業

コード 168420

特別展「春日大社 千年の至宝」

料　金
会　場

申込数
※休館日：月曜日　
※中学生以下無料。障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料

※会期中に展示替えあり

春日権現験記絵（春日本）　巻第十二（部分）
江戸時代・文化4年（1807）　春日大社蔵

展示期間：通期（場面替有）

春日大社中門　春日大社／
撮影：桑原英文

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。

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168417

宮前平源泉 湯けむりの庄

区分① 平日入浴券　　820円（一般 1,240円）
区分② 全日入浴券　1,000円（一般 1,500円）
区分③ 岩盤浴券　　　500円（一般 800円）
１会員各10枚・合計30枚まで（合計1,500枚限定）

川崎市宮前区宮前平2－13－3　☎044（860）2641
　　  東急田園都市線「宮前平駅」徒歩4分最寄駅

場　所

料　金

申込数
※平日入浴券は、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、別途入浴券が必要です　※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください。
※有効期限は2018年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください。
※有効期限は2018年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

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。

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168416

横浜市青葉区すすき野3－2－7　☎045（905）2641
　　  東急田園都市線「あざみ野駅」無料シャトルバス10分最寄駅

場　所

区分① 全日入浴券　450円（一般 780円）
区分② 岩盤浴券　　350円（一般 500円）

1会員各10枚・合計20枚まで（合計1,500枚限定）

料　金

申込数

すすき野 湯けむりの里 利用券

12種類のお風呂、岩盤浴の他、豊富なリラクゼーションメニューなど、充実した設備。

区分① 全日入浴券　500円（一般 800円）
区分② 岩盤浴券　　500円（一般 700円）
1会員各10枚・合計20枚まで（合計1,500枚限定）

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168415

調布市若葉町2－11－2　☎03（3309）4126
　　  京王線「仙川駅」徒歩5分最寄駅

場　所

料　金

申込数

天然温泉 仙川 湯けむりの里

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください。
※有効期限は2018年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券

1会員6枚まで
（100枚限定）

東京ドーム　        JR「水道橋駅」ほか

入場料　900円（当日1,600円）7日（土）～9日（月・祝） 10：00～21：00
10日（火） 10：00～19：00
11日（水）～14日（土） 10：00～21：00
15日（日） 10：00～18：00

巨大な山車から、煌びやかな踊り手。全国各地の文化と伝統、人情あふれだす“祭”の数々を東京
ドームで体感してください。また、全国の美味しいが集まる「にぎわい市」では北は北海道、南は沖
縄まで日本各地のご当地ならではの“味”がやってきます。定番の極上グルメからオリジナルス
イーツ、東京ドームいっぱいの“美味”をご堪能ください。

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

12月9日（金）　　 
12月15日（木）から1月7日（土）～15日（日）〈9日間〉

事　業
コード 168419

場　所

申込数

料　金開催時間

ふるさと祭り東京2017 ―日本のまつり・故郷の味―

※入場は閉場の30分前まで
※小学生以下のお子様は、同伴の大人1名につき4名まで無料

炭酸琥珀湯

検索トイカード
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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・自動音声は、18頁をご覧ください。

人気の高級日帰り温泉施設が、横浜綱島に2016年4月新規オープン!

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、お子様向けのギフト券です。

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168418

締　切　日
抽選公開日

12月12日（月）
12月14日（水）から

事　業
コード 168002

綱島源泉 湯けむりの庄

こども商品券 トイカード 500円券

区分① 平日入浴券　　800円（一般 1,296円）
区分② 全日入浴券　1,000円（一般 1,512円）
区分③ 岩盤浴券　　　500円（一般 972円）
１会員各10枚・合計30枚まで（合計1,500枚限定）

横浜市港北区樽町3－7－61　☎045（545）4126
　　  東急東横線「綱島駅」無料シャトルバス10分最寄駅

場　所

料　金

申込数
※平日入浴券は、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、別途入浴券が必要です　※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください。
※有効期限は2018年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

400円（一般 500円）

1会員20枚まで（500枚限定）

平成33年12月31日有効期限

料　金

申込数

トイカードは、有名デパート、スーパー、おもちゃ屋さん、
遊園地、水族館などでお使いいただけます。

取扱店

※チケットの受取時期は、12月下旬の予定です

利用券

本展は、春日大社に伝来し、社外ではめったに拝観することのかなわない
貴重な古神宝の数々とともに、春日の神々への祈りが込められた選りす
ぐりの名品をかつてない規模で展観します。

東京国立博物館 平成館　　　 JR「上野駅」ほか
区分① 一般　　900円（当日 1,600円）
区分② 大学生　600円（当日 1,200円）
区分③ 高校生　400円（当日 900円）
１会員合計４枚まで（合計200枚限定）

http://kasuga2017.jp/

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

12月15日（木）　　
12月20日（火）から1月17日（火）～3月12日（日） 9：30～17：00(入館は閉館の30分前まで)事　業

コード 168420

特別展「春日大社 千年の至宝」

料　金
会　場

申込数
※休館日：月曜日　
※中学生以下無料。障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料

※会期中に展示替えあり

春日権現験記絵（春日本）　巻第十二（部分）
江戸時代・文化4年（1807）　春日大社蔵

展示期間：通期（場面替有）

春日大社中門　春日大社／
撮影：桑原英文

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。

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168417

宮前平源泉 湯けむりの庄

区分① 平日入浴券　　820円（一般 1,240円）
区分② 全日入浴券　1,000円（一般 1,500円）
区分③ 岩盤浴券　　　500円（一般 800円）
１会員各10枚・合計30枚まで（合計1,500枚限定）

川崎市宮前区宮前平2－13－3　☎044（860）2641
　　  東急田園都市線「宮前平駅」徒歩4分最寄駅

場　所

料　金

申込数
※平日入浴券は、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、別途入浴券が必要です　※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください。
※有効期限は2018年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください。
※有効期限は2018年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

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。

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168416

横浜市青葉区すすき野3－2－7　☎045（905）2641
　　  東急田園都市線「あざみ野駅」無料シャトルバス10分最寄駅

場　所

区分① 全日入浴券　450円（一般 780円）
区分② 岩盤浴券　　350円（一般 500円）

1会員各10枚・合計20枚まで（合計1,500枚限定）

料　金

申込数

すすき野 湯けむりの里 利用券

12種類のお風呂、岩盤浴の他、豊富なリラクゼーションメニューなど、充実した設備。

区分① 全日入浴券　500円（一般 800円）
区分② 岩盤浴券　　500円（一般 700円）
1会員各10枚・合計20枚まで（合計1,500枚限定）

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168415

調布市若葉町2－11－2　☎03（3309）4126
　　  京王線「仙川駅」徒歩5分最寄駅

場　所

料　金

申込数

天然温泉 仙川 湯けむりの里

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください。
※有効期限は2018年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券

1会員6枚まで
（100枚限定）

東京ドーム　        JR「水道橋駅」ほか

入場料　900円（当日1,600円）7日（土）～9日（月・祝） 10：00～21：00
10日（火） 10：00～19：00
11日（水）～14日（土） 10：00～21：00
15日（日） 10：00～18：00

巨大な山車から、煌びやかな踊り手。全国各地の文化と伝統、人情あふれだす“祭”の数々を東京
ドームで体感してください。また、全国の美味しいが集まる「にぎわい市」では北は北海道、南は沖
縄まで日本各地のご当地ならではの“味”がやってきます。定番の極上グルメからオリジナルス
イーツ、東京ドームいっぱいの“美味”をご堪能ください。

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

12月9日（金）　　 
12月15日（木）から1月7日（土）～15日（日）〈9日間〉

事　業
コード 168419

場　所

申込数

料　金開催時間

ふるさと祭り東京2017 ―日本のまつり・故郷の味―

※入場は閉場の30分前まで
※小学生以下のお子様は、同伴の大人1名につき4名まで無料

炭酸琥珀湯

検索トイカード
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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

自動音声：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。
※お支払いは現金のみとなります。

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

￥

i n f o r m a t i o n

★次号の会報誌『せら』は、1月末に発送する予定です

✂

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

締　切　日
抽選公開日

12月16日（金）
12月21日（水）から

事　業
コード 168601

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

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168602

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　
☎03（5429）1526
　　  小田急線「千歳船橋駅」徒歩15分最寄駅

場　所

利用券

利用券

1,300円（一般2,160円）

1会員合計10枚まで
（合計200枚限定）

発行日から６ヵ月間有効期限

料　金

申込数

区分①

区分②

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

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

利用店舗 世田谷区内の下記2店舗

※問い合わせは、各施設（上記店舗）へ

※成城店・用賀店それぞれ別のチケットとなります　
※チケットの受取時期は、1月中旬の予定です

1枚 950円（一般　平日 1,290円、土日・祝日 1,710円）

1会員10枚まで（400枚限定）

発行日から1年間有効期限

料　金

申込数

227台　※THE SPA 成城をご利用の方は2時間無料（以降30分ごとに100円）駐車場

ＴＨＥ ＳＰＡ 成城

※千歳船橋駅・千歳烏山駅・成城学園前駅等より無料シャトルバスあり

成城店

用賀店

※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

◎年末年始にご利用予定の補助券のお申し込み、および当選されたチケット類を窓口でお受け取り
になりたい方は、お早目にお越しくださいますようお願いいたします。
　※セラ・サービスの年内の営業は、12月28日（水）までです

1 60 1
（公財）世田谷区産業振興公社

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

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

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

自動音声：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。
※お支払いは現金のみとなります。

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

￥

i n f o r m a t i o n

★次号の会報誌『せら』は、1月末に発送する予定です

✂

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

締　切　日
抽選公開日

12月16日（金）
12月21日（水）から

事　業
コード 168601

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

締　切　日
抽選公開日

12月19日（月）　　
12月22日（木）から

事　業
コード 168602

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　
☎03（5429）1526
　　  小田急線「千歳船橋駅」徒歩15分最寄駅

場　所

利用券

利用券

1,300円（一般2,160円）

1会員合計10枚まで
（合計200枚限定）

発行日から６ヵ月間有効期限

料　金

申込数

区分①

区分②

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

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

利用店舗 世田谷区内の下記2店舗

※問い合わせは、各施設（上記店舗）へ

※成城店・用賀店それぞれ別のチケットとなります　
※チケットの受取時期は、1月中旬の予定です

1枚 950円（一般　平日 1,290円、土日・祝日 1,710円）

1会員10枚まで（400枚限定）

発行日から1年間有効期限

料　金

申込数

227台　※THE SPA 成城をご利用の方は2時間無料（以降30分ごとに100円）駐車場

ＴＨＥ ＳＰＡ 成城

※千歳船橋駅・千歳烏山駅・成城学園前駅等より無料シャトルバスあり

成城店

用賀店

※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

◎年末年始にご利用予定の補助券のお申し込み、および当選されたチケット類を窓口でお受け取り
になりたい方は、お早目にお越しくださいますようお願いいたします。
　※セラ・サービスの年内の営業は、12月28日（水）までです

1 60 1
（公財）世田谷区産業振興公社

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

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

http://www.central.co.jp/thespa/seijo/
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昭和信金後送

日本レンタカー広告
1/3

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）

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。

12月  6日（火）　10:00～15:00

12月  7日（水）　10:00～15:00

12月10日（土）　10:00～15:00

12月13日（火）　10:00～15:00

12月21日（水）　10:00～15:00

  1月12日（木）　10:00～15:00

  1月14日（土）　10:00～15:00

  1月17日（火）　10:00～15:00

  1月19日（木）　10:00～15:00

  1月21日（土）　10:00～15:00

下高井戸支店（世田谷区松原3－30－8）

新宿支店（新宿区西新宿1－3－7）

上北沢支店（世田谷区上北沢3－32－13）

八幡山支店（杉並区上高井戸1－1－11）

つつじが丘支店（調布市西つつじヶ丘3－31－2）

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）

経堂支店（世田谷区経堂2－3－2）

☎03（3321）4155 ／ 9：00～15：00

☎03（3342）3821 ／ 9：00～15：00

☎03（3302）8111 ／ 9：00～15：00

☎03（3329）1021 ／ 9：00～15：00

☎042（482）0211 ／ 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

☎03（3420）4121 ／ 9：00～15：00

自動音声の電話番号 ☎03（5486）7733

自動音声の入力方法

パソコン・スマホ登録方法

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。

次の画面へ。以上でご登録は完了です。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

※パスワードがご不明な場合は、ｅメールか電話でセラ・サービス
までお問い合わせください。　selasv@setagaya-icl.or.jp

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。

次の画面で、「ログインID」と「パスワード」を入力し、
 ログイン をクリックまたはタップしてくだい。

次の画面で「メールアドレス」を入力し、確認用にもう1回入力
します。
次に、下段のボックスでご自分の使いやすいパスワードに変更
してください。➡ 次へ をクリックまたはタップしてください。

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

4

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

▶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

セラ サービス

※一度お申し込みになると、自動音声およびWebでは訂正できません。あらかじめご了承ください

来店不要来店不要来店不要
はじめました！

型

個人ローン

しょうわの来店不要型ローン

平成28年11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
17
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社会保険労務士による年金無料相談（予約制）

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。

12月  6日（火）　10:00～15:00

12月  7日（水）　10:00～15:00

12月10日（土）　10:00～15:00

12月13日（火）　10:00～15:00

12月21日（水）　10:00～15:00

  1月12日（木）　10:00～15:00

  1月14日（土）　10:00～15:00

  1月17日（火）　10:00～15:00

  1月19日（木）　10:00～15:00

  1月21日（土）　10:00～15:00

下高井戸支店（世田谷区松原3－30－8）

新宿支店（新宿区西新宿1－3－7）

上北沢支店（世田谷区上北沢3－32－13）

八幡山支店（杉並区上高井戸1－1－11）

つつじが丘支店（調布市西つつじヶ丘3－31－2）

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）

経堂支店（世田谷区経堂2－3－2）

☎03（3321）4155 ／ 9：00～15：00

☎03（3342）3821 ／ 9：00～15：00

☎03（3302）8111 ／ 9：00～15：00

☎03（3329）1021 ／ 9：00～15：00

☎042（482）0211 ／ 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

☎03（3420）4121 ／ 9：00～15：00

自動音声の電話番号 ☎03（5486）7733

自動音声の入力方法

パソコン・スマホ登録方法

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。

次の画面へ。以上でご登録は完了です。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

※パスワードがご不明な場合は、ｅメールか電話でセラ・サービス
までお問い合わせください。　selasv@setagaya-icl.or.jp

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。

次の画面で、「ログインID」と「パスワード」を入力し、
 ログイン をクリックまたはタップしてくだい。

次の画面で「メールアドレス」を入力し、確認用にもう1回入力
します。
次に、下段のボックスでご自分の使いやすいパスワードに変更
してください。➡ 次へ をクリックまたはタップしてください。

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

4

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

▶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

セラ サービス

※一度お申し込みになると、自動音声およびWebでは訂正できません。あらかじめご了承ください

来店不要来店不要来店不要
はじめました！

型

個人ローン

しょうわの来店不要型ローン

平成28年11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
18
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●年末年始営業日のお知らせ●
年末は12月28日（水）まで、

年始は1月4日（水）から営業します。

〒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246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（自動音声）

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） 

キャンペーン期間中にご紹介
いただいた事業所様がご入会
されると、紹介者様だけでな
くご加入いただいた事業所様
にも豪華特典をプレゼント!
ぜひ、この機会にご紹介くだ
さい。

セラ・サービス新規加入
事業所紹介キャンペーン！

キャンペーン期間
平成28年12月～29年2月

商品券
1000 円
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Setagaya Labor Service

No.162

12
December・January

2016・2017

1

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

セラ サービス

セラ・サービス
facebookは
こちらから

セラ・サービス
HPは
こちらから

会員1人につき、いずれか1枚贈呈
●「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1,000円分
  （利用期限：平成29年3月31日）
●全国共通お食事券「ジェフグルメカード」

1,000円分

新規事業所様をご紹介いただける会員様
は、紹介カード（『利用ガイド』P.88）をお送
りください。

せら
あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。

新規加入の事業所様へ ご紹介いただける方へ

入会者数 区内共通商品券
1～2人 1,000円分
3～4人 5,000円分
5～9人 10,000円分
10～19人 20,000円分
20～29人 30,000円分
30～39人 40,000円分
40人以上 50,000円分

四季劇場［秋］
ノートルダムの鐘

四季劇場［秋］
ノートルダムの鐘

劇団四季


