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宇崎竜童 
弾き語りLIVE 2017

平成29年度（2017年4月1日以降）の補助券は、
３月15日（水）から受け付けを開始します。
入会・退会・変更届等は、４月５日（水）必着までに
提出されるよう、お願いいたします。

ご紹介いただいた事業所様が２月中に入会されると、
新規入会の事業所様にはもちろん、ご紹介者様にも豪華特典をプレゼント！ 
この機会にぜひご紹介ください!! 

セラ・サービス新規加入事業所紹介キャンペーン実施中！

会員1人につき、いずれか贈呈
●「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

● 入会者数に応じて、「世田谷区内共通商品券」
　（最高：40人以上で50,000円分）を差し上げます。
　新規で入会いただける事業所様をご紹介くださ

る会員様は、「新規事業所紹介カード」（『利用ガイ
ド』P.88）に必要事項をご記入のうえ、セラ・サー
ビスまでお送りください。

新規加入者様へ ご紹介いただいた会員様

２月末まで



春 休 み 映 画

平成29・30年度版『利用ガイド』
新規契約施設・解除施設のお知らせ
新規契約施設                  

遊園地
しながわ水族館 施設コード：003

伊豆海洋公園・伊豆四季の花公園 施設コード：007

伊豆シャボテン動物公園 施設コード：014

伊豆ぐらんぱる公園 施設コード：015

ゴルフ場
裾野カンツリー倶楽部 施設コード：076

かさまフォレストゴルフクラブ 施設コード：075

サニーフィールドゴルフ倶楽部 施設コード：077

●全福センター
●アパマンショップ
●三井住友トラスト・カード
●日本PCサービス

グルメ
豆魚菜 万さく 施設コード：073

トラベル
強羅アサヒホテル 施設コード：004
ホテル鐘山苑 施設コード：050

写真スタジオ
プレシュスタジオ 施設コード：001

春休みちびっ子ひとり船の旅 in 新島
自由な雰囲気の中で自然と触れ合うなど、野外での体験活動をしながら、さまざまな場所
から集まる仲間と共同生活し、協調性や主体性、友情の大切さを学び、強い心を育みます。
ツアーには、添乗員の他にリーダーも同行し、子どもたちと生活を共にして、のびのびと楽
しい春休みづくりをお手伝いします。

場　所

3月26日（日）～29日（水）〈船中1泊・現地2泊〉期　間

東京諸島 新島
参加資格 小学３～６年生限定（旧学年）

募集人数

特別価格　31,500円（一般 35,000円　小学生1名）料　金

55人（最少催行人数40人）　※添乗員同行
行  程

東京・竹芝客船ターミナル 21：00までに集合　結団式
22：00 竹芝桟橋出港（大型客船2等席・船中泊）

日にち 主な行程／行　事

3月26日（日）

（船内にて朝食）　8：35 新島着　　
新島ガラスで作品作り／露天風呂から絶景の景色を見よう／
BBQで楽しい昼食タイム／星空観察

3月27日（月）

3月28日（火）

3月29日（水）

×

○

○

○

×

○

○

○

×

朝 昼 夕

○

○

×

白いコーガ石の山歩き／くさや工場見学／皆でレクリエー
ション
お楽しみ“おみやげタイム”　　
11：55 新島発（大型客船2等席） 　19：00 竹芝桟橋着

食事の有無

［主催］伊豆諸島イルカクラブ　［協賛］NPO法人 六日町観光協会　
［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

お申し込み・
お問い合わせ

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/

天候その他の事象により、行程の一部を変更する場合がございます。

募集締切

3月10日（金）

3泊4日

写真はいずれもイメージです

ゴルフ場

グルメ指定店

トラベル ライフサポート

富士ゴルフコース 大富士ゴルフ場 カントリークラブ・グリーンバレイ

帝国ホテル東京 
インペリアルバイキング サール

ラヴァン・グゥ

割烹 きよみず

せたがやキッチン

阿智☆昼神観光局

施設コード：078 施設コード：080

施設コード：072

施設コード：070

施設コード：010

施設コード：071

施設コード：005

施設コード：0８1
所在地

予  約

山梨県南都留郡山中湖村山中262－1
☎0555（62）2500

所在地

予  約

静岡県富士市今宮1243
☎0545（21）4111

所在地

予  約

山梨県韮崎市穂坂町上今井1849
☎0551（22）0139

所在地

予  約

千代田区内幸町1－1－1
帝国ホテル本館17階
☎03（3539）8187

所在地

予  約

世田谷区玉川2－7－3
定休日 水曜日

定休日 水曜日

定休日 第３日曜日

☎03（6432）7343

所在地

予  約

  WEB予約

長野県下伊那郡
阿智村智里20－2

☎0265（43）3001

所在地

予  約

世田谷区下馬4－3－9 
魚鯛ビル1階

☎03（6805）4131

所在地

予  約

世田谷区池尻2－3－11  3階
（せたがや がやがや館内）

☎03（6450）7918

ビストロ イル・ド・レ
施設コード：074

定休日 土、日曜（祝日は営業）

所在地

予  約

渋谷区渋谷2－15－1
クロスタワー１階

☎03（3400）4755

昼神温泉

契約解除施設

検索

詳しくはP.17informationをご覧ください。

Web 自動音声 締　切　日
抽選公開日

2月15日（水）
2月17日（金）から169300事　業

コード

シネマチケット販売
※区分①または②のいずれか１つをご選択ください。

有効期限 区分①　9月末日
区分②　8月末日

109シネマズ http://109cinemas.net/

劇場：二子玉川、木場、
 港北、川崎ほか

劇場：新宿、渋谷、六本木、府中ほか

TOHOシネマズ www.tohotheater.jp

区分①

区分②

提供枚数 1人5枚まで（各500枚限定）
提供価格 800円（一般料金1,800円）
申込資格 会員本人
発送予定 3月上旬から順次発送
※インターネットからの座席指定をご利用いただけます

※詳しくは、109シネマズのHP等でご確認ください。

※詳しくは、TOHOシネマズのHP等でご確認ください。
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※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

TBCエステチケット「スウィートコース」

　内　容コース 会　員 一　般

TBCのエステティック
トリートメントを１回
気軽にお楽しみいただ
けるコース

スウィートコース
（男女共通） 3,500円 6,480円

主催：世田谷区地域・職域連携推進連絡会

格差社会を生き抜くための健康経営
～ヘルスリテラシーを制する者が勝つ～

ヴァレンタイン＆ホワイトデー特別企画

経営力向上セミナー 健康編

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

2月24日（金）
2月28日（火）から169000事　業

コード

内容・料金

内容・料金

３月上旬予定

TBCグループ株式会社　https://www.tbc.co.jp/
〔ご予約・問合せ〕　　®0120－025236（9：00～22：00）

業　者

発送日

発券日より６カ月間有効有効期限

ヴァレンタインデーのお返しに、美と癒しの贈り物はいかがですか。
セラ・サービスでは、ホワイトデーの贈り物にも喜ばれる、全国の
TBC・MEN’S TBC全店※でご利用いただけるTBCエステチケット

「スウィートコース」をご用意いたしました。大切な方へのプレゼン
トやご自身へのご褒美としても最適です。
女性だけでなく、男性もご利用いただけます。

成城ホール 集会室Ｃ・Ｄ（砧総合支所4階）
　　 小田急線「成城学園前駅」徒歩4分最寄駅

場　所

会員・登録家族・関係者
（事業主・健康管理従事者、個人事業主など）

参加資格

50人募集人数

無料料　金

そ の 他 終了後17：30まで、相談コーナー、事業紹介ブース
を設置します。

Web 自動音声 締　切　日
抽選公開日

2月22日（水）
2月24日（金）から169001事　業

コード 申込数 １会員１回まで（限定100枚）

Web 自動音声 締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）
2月17日（金）から169003事　業

コード

申込数 1会員申込合計2回（200名様限定）
※応募者数が200名を超えた場合は抽選となります

事業主様や健康管理業務に従事される方を対象に、「所得格差と
健康格差は密接に関係している!?」「格差に関わるヘルスリテラ
シーって何？」といった疑問に答え、今何故、健康経営が求めら
れるのかを解りやすくご講演いただきます。

2月24日（金）　15：00～17：00日　時

事 業 者

サービスご利用までの流れ

世田谷区地域・職域連携推進連絡会は･･･
区内における地域保健及び職域保健に関係する機関
相互の連携を推進し、区民の継続的な健康管理を支
援するための環境を整備することを目的に、平成27
年5月に設置されました。

講師 福田 洋氏
（順天堂大学医学部総合診療科准教授）

　毎日お仕事などで忙しく、なかなか家事に手が行き届かないという方、
この機会に一度、“プロのお掃除”をお試しになってはいかがでしょうか。
　下記のいずれかの「ハウスクリーニングサービス」を利用される場合、

3,000円の補助が受けられます。

ハウスクリーニング利用補助

区分①レンジフード（換気扇）クリーニング
　 部品を取り外して、こびりついた汚れを徹底洗浄！

区分②エアコンクリーニング
　 エアコン内部にたまったカビやホコリを高圧洗浄で取り除きます！

株式会社 ダスキン玉川　　 ®0120－111－036

※申込多数の場合は、抽選となる場合もございます

取り外したファンには、
こんなにも油脂汚れが。

細かい部分まで汚れを
除去し、ピカピカに。

エアコン内部の熱交換器に
はカビやホコリがいっぱい。

専用の資器材と薬剤で高圧
洗浄してキレイに。

クリーニング前 クリーニング後

クリーニング前 クリーニング後

1台 15,360円（税込み）　通常価格 1台 18,360円（税込み）
※幅15cm増えるごとに＋2,160円（税込み）

1台   9,960円（税込み）通常価格 1台 12,960円（税込み）

2台 15,600円（税込み）
2台セットで
通常価格 21,600円（税込み）

※年式やメーカーに関わらず承ります。ただし、正常に作動しない製品については、お断りする場合があります
※フィルター自動お掃除機能（サイドファン等の付加機能付き）は別料金です

　お申し込み締め切り後、内容とご訪問日の確認のため、ダスキン担当者（店）がお電話で詳しいご要望をお聞き
し、お見積りをお取りします。内容（区分①または②）と料金をご確認いただいたうえで、ダスキン担当者にお申
し込みください。

　お申し込みいただいた会員様のご指定日に訪問し、サービスを実施します。
　補助券は、ご清算時にダスキン担当者にお渡しください。

3. サービス実施

2. ダスキン担当者から連絡があります。

１. セラ・サービスに補助券をお申し込みください。

【対象】 家庭用壁掛けタイプ（幅120cm未満）

【対象】 レンジフードまたはフード付き換気扇（幅95cm未満）

　補助券は、締切日（2月24日）以降、ご登録のご住所に郵送します。

※MEN’S TBCはご利用いただける地域に限りがございます

※2,980円はセラサービスが負担します

3



※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

TBCエステチケット「スウィートコース」

　内　容コース 会　員 一　般

TBCのエステティック
トリートメントを１回
気軽にお楽しみいただ
けるコース

スウィートコース
（男女共通） 3,500円 6,480円

主催：世田谷区地域・職域連携推進連絡会

格差社会を生き抜くための健康経営
～ヘルスリテラシーを制する者が勝つ～

ヴァレンタイン＆ホワイトデー特別企画

経営力向上セミナー 健康編

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

2月24日（金）
2月28日（火）から169000事　業

コード

内容・料金

内容・料金

３月上旬予定

TBCグループ株式会社　https://www.tbc.co.jp/
〔ご予約・問合せ〕　　®0120－025236（9：00～22：00）

業　者

発送日

発券日より６カ月間有効有効期限

ヴァレンタインデーのお返しに、美と癒しの贈り物はいかがですか。
セラ・サービスでは、ホワイトデーの贈り物にも喜ばれる、全国の
TBC・MEN’S TBC全店※でご利用いただけるTBCエステチケット

「スウィートコース」をご用意いたしました。大切な方へのプレゼン
トやご自身へのご褒美としても最適です。
女性だけでなく、男性もご利用いただけます。

成城ホール 集会室Ｃ・Ｄ（砧総合支所4階）
　　 小田急線「成城学園前駅」徒歩4分最寄駅

場　所

会員・登録家族・関係者
（事業主・健康管理従事者、個人事業主など）

参加資格

50人募集人数

無料料　金

そ の 他 終了後17：30まで、相談コーナー、事業紹介ブース
を設置します。

Web 自動音声 締　切　日
抽選公開日

2月22日（水）
2月24日（金）から169001事　業

コード 申込数 １会員１回まで（限定100枚）

Web 自動音声 締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）
2月17日（金）から169003事　業

コード

申込数 1会員申込合計2回（200名様限定）
※応募者数が200名を超えた場合は抽選となります

事業主様や健康管理業務に従事される方を対象に、「所得格差と
健康格差は密接に関係している!?」「格差に関わるヘルスリテラ
シーって何？」といった疑問に答え、今何故、健康経営が求めら
れるのかを解りやすくご講演いただきます。

2月24日（金）　15：00～17：00日　時

事 業 者

サービスご利用までの流れ

世田谷区地域・職域連携推進連絡会は･･･
区内における地域保健及び職域保健に関係する機関
相互の連携を推進し、区民の継続的な健康管理を支
援するための環境を整備することを目的に、平成27
年5月に設置されました。

講師 福田 洋氏
（順天堂大学医学部総合診療科准教授）

　毎日お仕事などで忙しく、なかなか家事に手が行き届かないという方、
この機会に一度、“プロのお掃除”をお試しになってはいかがでしょうか。
　下記のいずれかの「ハウスクリーニングサービス」を利用される場合、

3,000円の補助が受けられます。

ハウスクリーニング利用補助

区分①レンジフード（換気扇）クリーニング
　 部品を取り外して、こびりついた汚れを徹底洗浄！

区分②エアコンクリーニング
　 エアコン内部にたまったカビやホコリを高圧洗浄で取り除きます！

株式会社 ダスキン玉川　　 ®0120－111－036

※申込多数の場合は、抽選となる場合もございます

取り外したファンには、
こんなにも油脂汚れが。

細かい部分まで汚れを
除去し、ピカピカに。

エアコン内部の熱交換器に
はカビやホコリがいっぱい。

専用の資器材と薬剤で高圧
洗浄してキレイに。

クリーニング前 クリーニング後

クリーニング前 クリーニング後

1台 15,360円（税込み）　通常価格 1台 18,360円（税込み）
※幅15cm増えるごとに＋2,160円（税込み）

1台   9,960円（税込み）通常価格 1台 12,960円（税込み）

2台 15,600円（税込み）
2台セットで
通常価格 21,600円（税込み）

※年式やメーカーに関わらず承ります。ただし、正常に作動しない製品については、お断りする場合があります
※フィルター自動お掃除機能（サイドファン等の付加機能付き）は別料金です

　お申し込み締め切り後、内容とご訪問日の確認のため、ダスキン担当者（店）がお電話で詳しいご要望をお聞き
し、お見積りをお取りします。内容（区分①または②）と料金をご確認いただいたうえで、ダスキン担当者にお申
し込みください。

　お申し込みいただいた会員様のご指定日に訪問し、サービスを実施します。
　補助券は、ご清算時にダスキン担当者にお渡しください。

3. サービス実施

2. ダスキン担当者から連絡があります。

１. セラ・サービスに補助券をお申し込みください。

【対象】 家庭用壁掛けタイプ（幅120cm未満）

【対象】 レンジフードまたはフード付き換気扇（幅95cm未満）

　補助券は、締切日（2月24日）以降、ご登録のご住所に郵送します。

※MEN’S TBCはご利用いただける地域に限りがございます

※2,980円はセラサービスが負担します
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Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

2,500円
会員・登録家族

4,277円

同行者

① 大　人
2,000円 3,743円

1,300円 2,673円

600円 1,604円

4,752円

一　般

4,158円

2,970円

1,782円

② 65歳以上

③ 小学生

④ 3～5歳

区　分

1,500円
会員・登録家族

2,700円

同行者

① セラ・ランチ
3,500円 4,860円

2,970円

一　般

5,400円② セラ・ディナー

【和食のウイークエンドランチブッフェ】
ズワイ蟹／にぎり鮨／天ぷら／串揚げ／小丼／温采各種／冷采各種／
デザート各種／コーヒー

【セラ・ランチ】 前菜／飲茶盛合せ／海鮮料理／麺または飯／デザート
【セラ・ディナー】 前菜／飲茶／海鮮料理／野菜料理／肉料理／麺または飯／デザート

2月21日（火）～3月31日（金）

世田谷区池尻3－5－22　グレースマンション 1階　☎03（6413）8552 
        東急田園都市線「池尻大橋」駅西口から徒歩6分

住宅街にひっそりとたたずむ“Lien”。フランス語で「繋がり」を意味する店名の通り、ゲストとの距離間を大切に
した親しみのある空間がお出迎え。
肉類や魚介類をはじめ、食材は吟味されたものばかりで、長野県の農場からは無化学肥料・無農薬栽培の西洋野菜
やフレッシュハーブを、シェフの地元青森の農場からは自然農法で栽培された紅玉を取り寄せています。店内は
オープンキッチンでカウンター席もあり、お客様との対話を大切にするシェフの心意気を感じることができます。

店名の“欣喜”とは、中国語で「大喜びする」という意味があります。
洗練された本格創作中華料理をアットホームな空間でお召し上が
りください。

酒肴「omborato（おんぼらあと）」では、世代を超えて人気のある、ズワイ蟹をはじめとする海の幸
や揚げたての天ぷらなどが食べ放題の“和食のウイークエンドランチブッフェ”を開催しています。
新宿中央公園の緑を眺めながら、ご家族やお友だちと楽しいひとときをお過ごしになりませんか。

【ディナーBコース】 アミューズ／前菜／前菜 or 本日お魚料理／メイン／パン／デザート／食後のお飲み物

※税・サービス料・パン代込み

区　分 会員・登録家族 一　般

2,800円 4,860円ディナーBコース

2月25日（土）～3月26日（日）

新宿区西新宿2－7－2　ハイアット リージェンシー 東京（3階）　
☎03（3348）1234（代表）
        JRほか「新宿駅」西口徒歩9分

ハイアット リージェンシー 東京 
酒肴「omborato（おんぼらあと）」

チャイニーズレストラン 欣喜

※税・サービス料込み

※税・サービス料込み

中学生以上が対象となります。

〈2部制：土日・祝日のみ〉11：30～13：15／13：30～15：15

土日・祝日 12：00～15：00（ラストオーダー14：00）

火～日 18：00～23：00（ラストオーダー22：00）

2月21日（火）～3月31日（金）　※月曜定休

世田谷区祖師谷1－8－17　☎03（6411）3458
        小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」北口徒歩2分

※内容は予告なしに変更することあります。あらかじめご了承ください
※ブッフェにはソフトドリンク、コーヒー、紅茶が含まれています

11：00～13：30（ラストオーダー）
※ランチは水～土曜日のみ営業

17：00～21：30（ラストオーダー）

Lien リアン

き ん　 き

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

ディナー

ラ ン チ

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

イメージ

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

2月10日（金）
2月13日（月）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月10日（金）
2月13日（月）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月10日（金）
2月13日（月）から

事　業
コード

注意事項

http://lien-french.com/

tokyo.regency.hyatt.com/

http://www.kinki.aoki.com/

Web 自動音声

※月曜定休

※前菜16品・メイン12品・デザート12品からお好きな料理を選べるプリフィックススタイル
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Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

2,500円
会員・登録家族

4,277円

同行者

① 大　人
2,000円 3,743円

1,300円 2,673円

600円 1,604円

4,752円

一　般

4,158円

2,970円

1,782円

② 65歳以上

③ 小学生

④ 3～5歳

区　分

1,500円
会員・登録家族

2,700円

同行者

① セラ・ランチ
3,500円 4,860円

2,970円

一　般

5,400円② セラ・ディナー

【和食のウイークエンドランチブッフェ】
ズワイ蟹／にぎり鮨／天ぷら／串揚げ／小丼／温采各種／冷采各種／
デザート各種／コーヒー

【セラ・ランチ】 前菜／飲茶盛合せ／海鮮料理／麺または飯／デザート
【セラ・ディナー】 前菜／飲茶／海鮮料理／野菜料理／肉料理／麺または飯／デザート

2月21日（火）～3月31日（金）

世田谷区池尻3－5－22　グレースマンション 1階　☎03（6413）8552 
        東急田園都市線「池尻大橋」駅西口から徒歩6分

住宅街にひっそりとたたずむ“Lien”。フランス語で「繋がり」を意味する店名の通り、ゲストとの距離間を大切に
した親しみのある空間がお出迎え。
肉類や魚介類をはじめ、食材は吟味されたものばかりで、長野県の農場からは無化学肥料・無農薬栽培の西洋野菜
やフレッシュハーブを、シェフの地元青森の農場からは自然農法で栽培された紅玉を取り寄せています。店内は
オープンキッチンでカウンター席もあり、お客様との対話を大切にするシェフの心意気を感じることができます。

店名の“欣喜”とは、中国語で「大喜びする」という意味があります。
洗練された本格創作中華料理をアットホームな空間でお召し上が
りください。

酒肴「omborato（おんぼらあと）」では、世代を超えて人気のある、ズワイ蟹をはじめとする海の幸
や揚げたての天ぷらなどが食べ放題の“和食のウイークエンドランチブッフェ”を開催しています。
新宿中央公園の緑を眺めながら、ご家族やお友だちと楽しいひとときをお過ごしになりませんか。

【ディナーBコース】 アミューズ／前菜／前菜 or 本日お魚料理／メイン／パン／デザート／食後のお飲み物

※税・サービス料・パン代込み

区　分 会員・登録家族 一　般

2,800円 4,860円ディナーBコース

2月25日（土）～3月26日（日）

新宿区西新宿2－7－2　ハイアット リージェンシー 東京（3階）　
☎03（3348）1234（代表）
        JRほか「新宿駅」西口徒歩9分

ハイアット リージェンシー 東京 
酒肴「omborato（おんぼらあと）」

チャイニーズレストラン 欣喜

※税・サービス料込み

※税・サービス料込み

中学生以上が対象となります。

〈2部制：土日・祝日のみ〉11：30～13：15／13：30～15：15

土日・祝日 12：00～15：00（ラストオーダー14：00）

火～日 18：00～23：00（ラストオーダー22：00）

2月21日（火）～3月31日（金）　※月曜定休

世田谷区祖師谷1－8－17　☎03（6411）3458
        小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」北口徒歩2分

※内容は予告なしに変更することあります。あらかじめご了承ください
※ブッフェにはソフトドリンク、コーヒー、紅茶が含まれています

11：00～13：30（ラストオーダー）
※ランチは水～土曜日のみ営業

17：00～21：30（ラストオーダー）

Lien リアン

き ん　 き

最寄駅

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

ディナー

ラ ン チ

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

イメージ

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

2月10日（金）
2月13日（月）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月10日（金）
2月13日（月）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月10日（金）
2月13日（月）から

事　業
コード

注意事項

http://lien-french.com/

tokyo.regency.hyatt.com/

http://www.kinki.aoki.com/

Web 自動音声

※月曜定休

※前菜16品・メイン12品・デザート12品からお好きな料理を選べるプリフィックススタイル
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笹かまぼこ「かねささ」×6枚
味ささ×3枚
　（サーモン・ずんだ・チーズ 各1枚）
鐘崎揚げ×4枚
　（さつま・野菜 各2枚）
おとうふかまぼこ×2枚
いぶり笹×3枚
　（チーズ・わさびチーズ・サラミ 各1枚）

笹かまぼこ大漁旗×6枚
味ささ×6枚
　（サーモン・ずんだ・チーズ 各2枚）
鐘崎揚げ×4枚
　（さつま・野菜 各2枚）
おとうふかまぼこ×2枚
牛たんかまぼこ×3枚

区分・品名 内　容

3,000円

会　員

4,212円

4,000円 5,292円

一　般

干さない干物
4種類5点セット

品　名 会　員

2,800円 4,000円

一　般

真ほっけ漁醤干し（開き 300g）×1枚
宗八漁醤干し（丸干し150g）×1尾
いか漁醤干し（開き 150g）×1枚
さんま漁醤干し（開き 100g）×2枚

内　容

①「かねささ」特選詰合せ
　（18枚入り）／セット

３kg

品　名 内　容

2,200円

会　員

3,260円

一　般

有機たんかん

②大漁旗特選詰合せ
　（21枚入り）／セット

北海道 「干さない干物4種類5点セット」
脂ノリの良い新鮮な魚を、特製漁醤入りの塩水に漬け込み、余分な水分と
生臭さを吸収する独自のシートに包んでいます。
低温熟成、低塩仕上げで作っており、干物とは思えないほど身がふっくら
と仕上がっています。魚嫌いでも食べられる干物として大人気です！

屋久島産「有機たんかん３kg」
みかんの王様、「有機たんかん」です。皮までお使いいただけますの
で、ママレード等にもどうぞ。風味はオレンジに似ており、柑橘系の
果物の中では一番糖度が高く、また、たっぷり濃厚な果汁にはみかん
の約２倍のビタミンCが含まれています。生産量は鹿児島県が日本
一と言われ、その中でも屋久島産のたんかんはジューシーで果肉が
やわらかく、香り・味ともに絶品と言われています。
※「たんかん」とは、「ポンカン」と「ネーブルオレンジ」の自然交雑で

出来た柑橘系の果物で、中国広東省原産だと言われています。

こだわりの「超じっくり焼き上げ製法」で作ったこの笹かまぼこは、厚みが違います! 
そのうえ、保存料や化学調味料、でんぷん、卵白を使用していないため、魚本来の風味が
味わえます。ぜひこの機会に“本物の笹かまぼこ”をご賞味ください。

3月上～中旬

商品はクール便にて発送いたします。

2月下旬　順次発送

株式会社鐘崎

3月上～中旬

経堂自然食品センター

冷凍180日　※要冷蔵（冷凍便）

北海道アンソロポロジー株式会社

北海道

宮城県仙台市 「笹かまぼこ詰め合わせ」

※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格

内容・料金

内容・料金

発送日

その他

発送日

業　者

発送日

業　者

賞味期限

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。

低解像度

内容・料金

産地・加工地

締　切　日
抽選公開日

2月15日（水）
2月17日（金）から

事　業
コード 169201

締　切　日
抽選公開日

2月13日（月）
2月15日（水）から

事　業
コード 169203

締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）
2月16日（木）から

事　業
コード 169202

申込数 1会員4セットまで（限定100セット）

申込数 １会員４箱まで（限定100箱）

申込数 1会員4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

7



笹かまぼこ「かねささ」×6枚
味ささ×3枚
　（サーモン・ずんだ・チーズ 各1枚）
鐘崎揚げ×4枚
　（さつま・野菜 各2枚）
おとうふかまぼこ×2枚
いぶり笹×3枚
　（チーズ・わさびチーズ・サラミ 各1枚）

笹かまぼこ大漁旗×6枚
味ささ×6枚
　（サーモン・ずんだ・チーズ 各2枚）
鐘崎揚げ×4枚
　（さつま・野菜 各2枚）
おとうふかまぼこ×2枚
牛たんかまぼこ×3枚

区分・品名 内　容

3,000円

会　員

4,212円

4,000円 5,292円

一　般

干さない干物
4種類5点セット

品　名 会　員

2,800円 4,000円

一　般

真ほっけ漁醤干し（開き 300g）×1枚
宗八漁醤干し（丸干し150g）×1尾
いか漁醤干し（開き 150g）×1枚
さんま漁醤干し（開き 100g）×2枚

内　容

①「かねささ」特選詰合せ
　（18枚入り）／セット

３kg

品　名 内　容

2,200円

会　員

3,260円

一　般

有機たんかん

②大漁旗特選詰合せ
　（21枚入り）／セット

北海道 「干さない干物4種類5点セット」
脂ノリの良い新鮮な魚を、特製漁醤入りの塩水に漬け込み、余分な水分と
生臭さを吸収する独自のシートに包んでいます。
低温熟成、低塩仕上げで作っており、干物とは思えないほど身がふっくら
と仕上がっています。魚嫌いでも食べられる干物として大人気です！

屋久島産「有機たんかん３kg」
みかんの王様、「有機たんかん」です。皮までお使いいただけますの
で、ママレード等にもどうぞ。風味はオレンジに似ており、柑橘系の
果物の中では一番糖度が高く、また、たっぷり濃厚な果汁にはみかん
の約２倍のビタミンCが含まれています。生産量は鹿児島県が日本
一と言われ、その中でも屋久島産のたんかんはジューシーで果肉が
やわらかく、香り・味ともに絶品と言われています。
※「たんかん」とは、「ポンカン」と「ネーブルオレンジ」の自然交雑で

出来た柑橘系の果物で、中国広東省原産だと言われています。

こだわりの「超じっくり焼き上げ製法」で作ったこの笹かまぼこは、厚みが違います! 
そのうえ、保存料や化学調味料、でんぷん、卵白を使用していないため、魚本来の風味が
味わえます。ぜひこの機会に“本物の笹かまぼこ”をご賞味ください。

3月上～中旬

商品はクール便にて発送いたします。

2月下旬　順次発送

株式会社鐘崎

3月上～中旬

経堂自然食品センター

冷凍180日　※要冷蔵（冷凍便）

北海道アンソロポロジー株式会社

北海道

宮城県仙台市 「笹かまぼこ詰め合わせ」

※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格

内容・料金

内容・料金

発送日

その他

発送日

業　者

発送日

業　者

賞味期限

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。

低解像度

内容・料金

産地・加工地

締　切　日
抽選公開日

2月15日（水）
2月17日（金）から

事　業
コード 169201

締　切　日
抽選公開日

2月13日（月）
2月15日（水）から

事　業
コード 169203

締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）
2月16日（木）から

事　業
コード 169202

申込数 1会員4セットまで（限定100セット）

申込数 １会員４箱まで（限定100箱）

申込数 1会員4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
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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。

現代最高のピアニストが各国で開催する、“Last Sonatas”シリーズがついに日本でも!

東京オペラシティ コンサートホール　　　 京王新線「初台駅」

東京オペラシティ コンサートホール　　　 京王新線「初台駅」

S席指定　7,500円（一般 12,000円）

1会員2枚まで（10枚限定）

1会員２枚まで（20枚限定）

Ｓ席指定　6，000円（一般 10，500円）

鈴木雅之／服部隆之／オーケストラ・ディ・ローマ

鄙哥～伝えうた～という小さな“うた達”に感謝と敬いの心で向き合いたいと考えます。
伝燈として、次の時代に繋ぎ残したいと考えます。
新たな魅力の発見を探し求めていきたい。

ソロ・デビュー30周年を迎え、歴史と芸術の都、ローマを代表するオーケストラとの共演がここに。
珠玉のラヴソングをお届け！

1会員2枚まで（10枚限定）
紀尾井小ホール　        JR「四ツ谷駅」ほか

全席自由　3,000円
（一般 4,500円）

唄・三味線　本條秀太郎／
三味線　本條秀五郎　本條秀慈郎／
笛・尺八　竹井 誠／鳴物　鼓友緑佳

ダウン・タウン・ブギウギ・バンド、竜童組、宇崎竜童 & RUコネクション With 井上堯之
など、精力的な活動で聴衆を魅了し、また、音楽家としても多数のアーティストや映画・舞
台などへ楽曲を提供するなど目覚ましい活躍を続けてきた宇崎竜童がギターの弾き語り
と自身の歌声だけで魅せる大人のためのステージ。

1会員2枚まで（10枚限定）

狛江エコルマホール　        小田急線「狛江駅」北口徒歩1分
全席指定　3,200円（一般 5,500円）

でん とう

最寄駅

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

2月8日（水）　　 
2月13日（月）から3月23日（木） 19：00事　業

コード 169402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 サー・アンドラーシュ・シフ  ピアノ・リサイタル
●月▲日（土）

11：00
区分
❶

3月12日（日） 16：00

事　業
コード 174403

締　切　日
抽選公開日

２月８日（水）　　
２月13日（月）から4月5日（水）18：30

事　業
コード 174404

場　所

申込数

料　金

出　演

場　所
申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

2月13日（月）　　 
2月16日（木）から

締　切　日
抽選公開日

2月7日（火）　　 
2月10日（金）から

5月14日（日） 14：00

事　業
コード 169403

出　演

場　所

申込数

料　金

料　金

場　所

曲　目

申込数

鈴木雅之 with オーケストラ・ディ・ローマ featuring 服部隆之

　©Nadia F.Romanini/ECM Records

　©宝塚歌劇団

本條秀太郎の会  鄙哥（地方に残された日本の歌） 
―伝えゆく詩達―  紀尾井シリーズ vol.8

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

宇崎竜童 弾き語りLIVE 2017

※未就学児入場不可※未就学児入場不可

※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。 ※未就学児入場不可

朝夏まなと／実咲凜音　ほか

S席指定　6,000円（一般 8,800円）
1会員4枚まで（各日20枚限定）

締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）
2月17日（金）から

事　業
コード 174401

締　切　日
抽選公開日

2月9日（木）
2月14日（火）から3月25日（土） 13：00

4月9日（日） 11：00 22日（土） 11：00
区分
❷

区分
❶

事　業
コード 169401

東京宝塚劇場　　　 JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

A席指定　9,000円料　金

申込数

出　演

堂本光一出　演

～原作  浅田次郎『王妃の館』（集英社文庫刊）～

ジャニー喜多川

締　切　日
抽選公開日

2月9日（木）
2月14日（火）から4月15日（土） 13：00事　業

コード 174402

S席指定　7,500円（一般 10,800円）
1会員4枚まで（20枚限定）

KAAT 神奈川芸術劇場〈ホール〉　　　 みなとみらい線「日本大通り駅」ほか最寄駅場　所

帝国劇場　　　 JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

1会員2枚まで（18枚限定）申込数

Endless SHOCK

パリ・オペラ座の地下室に棲む怪人の、切なくも美しい愛の物語。
流麗な音楽、豪華絢爛なステージでお届けする四季の代表作『オペラ座の怪人』に、
どうぞご期待ください！

主演1500回達成記念公演。
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！

宝塚歌劇
宙組公演

ミュージカル・コメディ
『王妃の館 －Château de la Reine－』

スーパー・レビュー
『VIVA! FESTA!』

作・構成・演出

4人の作曲家の最後のソナタ 　
ハイドン：ピアノ・ソナタ第52番　　　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第32番
モーツァルト：ピアノ・ソナタ第18番　シューベルト：ピアノ・ソナタ第21番

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・自動音声は、18頁をご覧ください。

現代最高のピアニストが各国で開催する、“Last Sonatas”シリーズがついに日本でも!

東京オペラシティ コンサートホール　　　 京王新線「初台駅」

東京オペラシティ コンサートホール　　　 京王新線「初台駅」

S席指定　7,500円（一般 12,000円）

1会員2枚まで（10枚限定）

1会員２枚まで（20枚限定）

Ｓ席指定　6，000円（一般 10，500円）

鈴木雅之／服部隆之／オーケストラ・ディ・ローマ

鄙哥～伝えうた～という小さな“うた達”に感謝と敬いの心で向き合いたいと考えます。
伝燈として、次の時代に繋ぎ残したいと考えます。
新たな魅力の発見を探し求めていきたい。

ソロ・デビュー30周年を迎え、歴史と芸術の都、ローマを代表するオーケストラとの共演がここに。
珠玉のラヴソングをお届け！

1会員2枚まで（10枚限定）
紀尾井小ホール　        JR「四ツ谷駅」ほか

全席自由　3,000円
（一般 4,500円）

唄・三味線　本條秀太郎／
三味線　本條秀五郎　本條秀慈郎／
笛・尺八　竹井 誠／鳴物　鼓友緑佳

ダウン・タウン・ブギウギ・バンド、竜童組、宇崎竜童 & RUコネクション With 井上堯之
など、精力的な活動で聴衆を魅了し、また、音楽家としても多数のアーティストや映画・舞
台などへ楽曲を提供するなど目覚ましい活躍を続けてきた宇崎竜童がギターの弾き語り
と自身の歌声だけで魅せる大人のためのステージ。

1会員2枚まで（10枚限定）

狛江エコルマホール　        小田急線「狛江駅」北口徒歩1分
全席指定　3,200円（一般 5,500円）

でん とう

最寄駅

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

2月8日（水）　　 
2月13日（月）から3月23日（木） 19：00事　業

コード 169402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 サー・アンドラーシュ・シフ  ピアノ・リサイタル
●月▲日（土）

11：00
区分
❶

3月12日（日） 16：00

事　業
コード 174403

締　切　日
抽選公開日

２月８日（水）　　
２月13日（月）から4月5日（水）18：30

事　業
コード 174404

場　所

申込数

料　金

出　演

場　所
申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

2月13日（月）　　 
2月16日（木）から

締　切　日
抽選公開日

2月7日（火）　　 
2月10日（金）から

5月14日（日） 14：00

事　業
コード 169403

出　演

場　所

申込数

料　金

料　金

場　所

曲　目

申込数

鈴木雅之 with オーケストラ・ディ・ローマ featuring 服部隆之

　©Nadia F.Romanini/ECM Records

　©宝塚歌劇団

本條秀太郎の会  鄙哥（地方に残された日本の歌） 
―伝えゆく詩達―  紀尾井シリーズ vol.8

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

宇崎竜童 弾き語りLIVE 2017

※未就学児入場不可※未就学児入場不可

※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。 ※未就学児入場不可

朝夏まなと／実咲凜音　ほか

S席指定　6,000円（一般 8,800円）
1会員4枚まで（各日20枚限定）

締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）
2月17日（金）から

事　業
コード 174401

締　切　日
抽選公開日

2月9日（木）
2月14日（火）から3月25日（土） 13：00

4月9日（日） 11：00 22日（土） 11：00
区分
❷

区分
❶

事　業
コード 169401

東京宝塚劇場　　　 JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

A席指定　9,000円料　金

申込数

出　演

堂本光一出　演

～原作  浅田次郎『王妃の館』（集英社文庫刊）～

ジャニー喜多川

締　切　日
抽選公開日

2月9日（木）
2月14日（火）から4月15日（土） 13：00事　業

コード 174402

S席指定　7,500円（一般 10,800円）
1会員4枚まで（20枚限定）

KAAT 神奈川芸術劇場〈ホール〉　　　 みなとみらい線「日本大通り駅」ほか最寄駅場　所

帝国劇場　　　 JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

1会員2枚まで（18枚限定）申込数

Endless SHOCK

パリ・オペラ座の地下室に棲む怪人の、切なくも美しい愛の物語。
流麗な音楽、豪華絢爛なステージでお届けする四季の代表作『オペラ座の怪人』に、
どうぞご期待ください！

主演1500回達成記念公演。
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！

宝塚歌劇
宙組公演

ミュージカル・コメディ
『王妃の館 －Château de la Reine－』

スーパー・レビュー
『VIVA! FESTA!』

作・構成・演出

4人の作曲家の最後のソナタ 　
ハイドン：ピアノ・ソナタ第52番　　　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第32番
モーツァルト：ピアノ・ソナタ第18番　シューベルト：ピアノ・ソナタ第21番
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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。

今春、北欧バレエ界をリードするフィンランド国立バレエ団が世界中から注目を集める話題の
新作を携えて来日します。演目はフィンランドの国民的キャラクターのムーミンが踊る『ムー
ミンと魔法使いの帽子』（世界初演）と「北欧バレエ・ガラ」（『ドン・キホーテ』より、ほか）、家族で
レベルの高いバレエに親しむことができる内容となっています。

生きる・・・哀切なる真実と誠実さを届けてくれる作品、それが『アルジャーノンに花束を』です。

天王洲 銀河劇場　　　 東京モノレール「天王洲アイル駅」直結

ダニエル・キイス 荻田浩一

矢田悠祐／水夏希／蒼乃夕妃／皆本麻帆／吉田萌美　ほか

1会員2枚まで（各日10枚限定）Bunkamura オーチャードホール
　　  JR「渋谷駅」ほか

S席指定　6,000円（一般 9,000円）

TBS赤坂ACTシアター　　　 東京メトロ「赤坂駅」ほか

S席　7,200円（一般 13,000円）

1会員2枚まで（各日20枚限定）

中村勘九郎／中村七之助　ほか

夢幻恋双紙～赤目の転生～

高畑充希／白石加代子　ほか

市村正親／ウエンツ瑛士／シルビア・グラブ／
宮澤エマ／春風ひとみ

中村吉右衛門／中村歌六／中村又五郎／尾上菊之助／
中村錦之助／中村雀右衛門／中村東蔵　ほか

フィンランド国立バレエ団

荒川静香／本田武史　プリンスアイスワールドチーム

1会員4枚まで（各公演20枚限定）

文京シビックホール 大ホール　        東京メトロ「後楽園駅」ほか

S席指定　3,000円（一般 4,900円）

2009年から始まったディズニー・ライブ！は2017年で一旦お休みになります。
このディズニー・ライブ！「ミッキーのフォーエバーマジック！」最終公演を
お見逃しなく!

Photo：Saara Salmi © Moomin Characters ™

©Disney, ©Disney/Pixar

ディズニー・ライブ！ ミッキーのフォーエバーマジック！「 」

1会員4枚まで（各日20枚限定）新横浜スケートセンター　        JR・市営地下鉄「新横浜駅」
S席指定席　区分①③　大　人 6,500円（一般 10,000円）
 区分②④　子ども 3,000円（一般 5,000円）

日本で唯一プロフィギュアスケーターチームによる“群舞”がご覧いただける
アイスショーです。

ゆめまぼろしかこいぞうし

最寄駅
最寄駅

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

2月7日（火） 　　
2月10日（金）から

事　業
コード 169405締　切　日

抽選公開日
2月12日（日）　
2月15日（水）から

事　業
コード 174405

赤坂大歌舞伎

場　所

原　作

出　演

場　所 申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

2月12日（日）　　 
2月15日（水）から4月22日（土） 16：30 24日（月） 19：00

3月10日（金） 18：30 11日（土） 13：00
区分
❶

区分
❷

区分
❶

区分
❷

4月7日（金） 14：00 17：00
区分
❶

区分
❷

事　業
コード 174408

出　演

出　演

場　所

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）　 
2月17日（金）から

事　業
コード 174409

料　金

場　所

出　演

演　目

出　演

出　演

出　演

申込数

4月29日（土） 11：00 5月3日（水・祝） 11：00
区分
❶❷

区分
❸❹

場　所 申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）　 
2月17日（金）から

事　業
コード 174410

S席指定　区分①　5,000円（一般 9,000円）
 区分②　6,000円（一般 9,000円）
1会員2枚まで（各日10枚限定）

料　金

申込数
※未就学児入場不可

※４歳未満入場不可
※演奏は特別録音による音源となります

※未就学児入場不可

歌舞伎で初の「読売演劇大賞」受賞作!
中村吉右衛門の唐木政右衛門をはじめ、受賞時の出演陣が再び結集し、台本や演出を
さらに練り上げ、より深い感動の舞台をお届けします。
開場50周年記念の掉尾を飾るにふさわしい珠玉の舞台にご期待ください。

エレクトラと弟オレステスが、父アガメムノンを殺害した母クリュタイム
ネストラとその情夫アイギストスへの復讐を果たす物語。

1等Ａ席指定　6,000円
（一般 10,000円）

1会員２枚まで（各日30枚限定）

締　切　日
抽選公開日

2月7日（火）　　 
2月10日（金）から

事　業
コード 169404

締　切　日
抽選公開日

2月13日（月）
2月16日（木）から

3月19日（日） 12：00 25日（土） 12：00
区分
❶

区分
❷

区分
❶

区分
❷4月21日（金） 19：00 22日（土） 14：00

4月15日（土） 12：00 21日（金） 18：30
区分
❶

区分
❷

事　業
コード 174406

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

S席指定　区分①　5,000円（一般 8,500円）
 区分②　6,000円（一般 8,500円）
1会員2枚まで（各日1０枚限定）

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

料　金

申込数

りゅーとぴあプロデュース
「エレクトラ」Elektra

※未就学児入場不可

S席指定　9,000円（一般 13,000円）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

日生劇場　　　 東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数
※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

2月12日（日）　　 
2月15日（水）から

事　業
コード 174407
ミュージカル
トニー賞、作品・脚本賞ほか4冠!!
日本初上陸! 報復絶倒の新作ミュージカル・コメディ。

国立劇場開場
50周年記念

平成29年 3月歌舞伎公演

通し狂言「伊賀越道中双六」

区分
❶

区分
❷4月15日（土） 12：30 29日（土・祝） 17：30

ミュージカル 『アルジャーノンに花束を』

バレエ『たのしいムーミン一家』ほか

脚本・作詞・演出

フィンランド
国立バレエ団

「紳士のための愛と殺人の手引き」

※３歳以下は無料。但し、お席の必要な方は有料
※子ども料金は、４歳以上～小学生以下になります

※２歳以下のお子様は保護者１名につき、１名まで膝上に限り無料。但し、お席の必要な場合は有料
４月７日（金）、ディズニーキャラクターのコスチューム（全身）を着てご来場のチケットをお持ちのお客様に
もれなく、当日会場にて素敵なプレゼントを差し上げます！

※ゲスト：決まり次第順次発表
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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。

今春、北欧バレエ界をリードするフィンランド国立バレエ団が世界中から注目を集める話題の
新作を携えて来日します。演目はフィンランドの国民的キャラクターのムーミンが踊る『ムー
ミンと魔法使いの帽子』（世界初演）と「北欧バレエ・ガラ」（『ドン・キホーテ』より、ほか）、家族で
レベルの高いバレエに親しむことができる内容となっています。

生きる・・・哀切なる真実と誠実さを届けてくれる作品、それが『アルジャーノンに花束を』です。

天王洲 銀河劇場　　　 東京モノレール「天王洲アイル駅」直結

ダニエル・キイス 荻田浩一

矢田悠祐／水夏希／蒼乃夕妃／皆本麻帆／吉田萌美　ほか

1会員2枚まで（各日10枚限定）Bunkamura オーチャードホール
　　  JR「渋谷駅」ほか

S席指定　6,000円（一般 9,000円）

TBS赤坂ACTシアター　　　 東京メトロ「赤坂駅」ほか

S席　7,200円（一般 13,000円）

1会員2枚まで（各日20枚限定）

中村勘九郎／中村七之助　ほか

夢幻恋双紙～赤目の転生～

高畑充希／白石加代子　ほか

市村正親／ウエンツ瑛士／シルビア・グラブ／
宮澤エマ／春風ひとみ

中村吉右衛門／中村歌六／中村又五郎／尾上菊之助／
中村錦之助／中村雀右衛門／中村東蔵　ほか

フィンランド国立バレエ団

荒川静香／本田武史　プリンスアイスワールドチーム

1会員4枚まで（各公演20枚限定）

文京シビックホール 大ホール　        東京メトロ「後楽園駅」ほか

S席指定　3,000円（一般 4,900円）

2009年から始まったディズニー・ライブ！は2017年で一旦お休みになります。
このディズニー・ライブ！「ミッキーのフォーエバーマジック！」最終公演を
お見逃しなく!

Photo：Saara Salmi © Moomin Characters ™

©Disney, ©Disney/Pixar

ディズニー・ライブ！ ミッキーのフォーエバーマジック！「 」

1会員4枚まで（各日20枚限定）新横浜スケートセンター　        JR・市営地下鉄「新横浜駅」
S席指定席　区分①③　大　人 6,500円（一般 10,000円）
 区分②④　子ども 3,000円（一般 5,000円）

日本で唯一プロフィギュアスケーターチームによる“群舞”がご覧いただける
アイスショーです。

ゆめまぼろしかこいぞうし

最寄駅
最寄駅

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

2月7日（火） 　　
2月10日（金）から

事　業
コード 169405締　切　日

抽選公開日
2月12日（日）　
2月15日（水）から

事　業
コード 174405

赤坂大歌舞伎

場　所

原　作

出　演

場　所 申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

2月12日（日）　　 
2月15日（水）から4月22日（土） 16：30 24日（月） 19：00

3月10日（金） 18：30 11日（土） 13：00
区分
❶

区分
❷

区分
❶

区分
❷

4月7日（金） 14：00 17：00
区分
❶

区分
❷

事　業
コード 174408

出　演

出　演

場　所

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）　 
2月17日（金）から

事　業
コード 174409

料　金

場　所

出　演

演　目

出　演

出　演

出　演

申込数

4月29日（土） 11：00 5月3日（水・祝） 11：00
区分
❶❷

区分
❸❹

場　所 申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

2月14日（火）　 
2月17日（金）から

事　業
コード 174410

S席指定　区分①　5,000円（一般 9,000円）
 区分②　6,000円（一般 9,000円）
1会員2枚まで（各日10枚限定）

料　金

申込数
※未就学児入場不可

※４歳未満入場不可
※演奏は特別録音による音源となります

※未就学児入場不可

歌舞伎で初の「読売演劇大賞」受賞作!
中村吉右衛門の唐木政右衛門をはじめ、受賞時の出演陣が再び結集し、台本や演出を
さらに練り上げ、より深い感動の舞台をお届けします。
開場50周年記念の掉尾を飾るにふさわしい珠玉の舞台にご期待ください。

エレクトラと弟オレステスが、父アガメムノンを殺害した母クリュタイム
ネストラとその情夫アイギストスへの復讐を果たす物語。

1等Ａ席指定　6,000円
（一般 10,000円）

1会員２枚まで（各日30枚限定）

締　切　日
抽選公開日

2月7日（火）　　 
2月10日（金）から

事　業
コード 169404

締　切　日
抽選公開日

2月13日（月）
2月16日（木）から

3月19日（日） 12：00 25日（土） 12：00
区分
❶

区分
❷

区分
❶

区分
❷4月21日（金） 19：00 22日（土） 14：00

4月15日（土） 12：00 21日（金） 18：30
区分
❶

区分
❷

事　業
コード 174406

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

S席指定　区分①　5,000円（一般 8,500円）
 区分②　6,000円（一般 8,500円）
1会員2枚まで（各日1０枚限定）

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

料　金

申込数

りゅーとぴあプロデュース
「エレクトラ」Elektra

※未就学児入場不可

S席指定　9,000円（一般 13,000円）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

日生劇場　　　 東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数
※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

2月12日（日）　　 
2月15日（水）から

事　業
コード 174407
ミュージカル
トニー賞、作品・脚本賞ほか4冠!!
日本初上陸! 報復絶倒の新作ミュージカル・コメディ。

国立劇場開場
50周年記念

平成29年 3月歌舞伎公演

通し狂言「伊賀越道中双六」

区分
❶

区分
❷4月15日（土） 12：30 29日（土・祝） 17：30

ミュージカル 『アルジャーノンに花束を』

バレエ『たのしいムーミン一家』ほか

脚本・作詞・演出

フィンランド
国立バレエ団

「紳士のための愛と殺人の手引き」

※３歳以下は無料。但し、お席の必要な方は有料
※子ども料金は、４歳以上～小学生以下になります

※２歳以下のお子様は保護者１名につき、１名まで膝上に限り無料。但し、お席の必要な場合は有料
４月７日（金）、ディズニーキャラクターのコスチューム（全身）を着てご来場のチケットをお持ちのお客様に
もれなく、当日会場にて素敵なプレゼントを差し上げます！

※ゲスト：決まり次第順次発表
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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。

締　切　日
抽選公開日

2月8日（水）
2月13日（月）から

事　業
コード
169501
174501

東京ドーム 読売ジャイアンツ公式戦

http：//chanoyu2017.jp/ http：//mucha2017.jp/

http：//www.bunkamura.co.jp.

幕末から明治を生きた天才絵師、河鍋暁斎。
世界屈指の暁斎コレクションとして知られるイスラエル・ゴールドマン
氏所蔵の作品によって、多岐に渡る暁斎作品の全体像を示します。

締　切　日
抽選公開日

2月13日（月）　　
2月16日（木）から

事　業
コード 169407

これぞ暁斎!
世界が認めたその画力

東京国立博物館 平成館
        JR「上野駅」ほか

場　所

①37年ぶりの奇跡の大「茶の湯」展
　東京国立博物館において開催された「茶の美術」展は、名家秘蔵
の茶道具を日本の美術としてとりあげた初めての展覧会でした。

②有名武将・茶人も愛した名碗オールスターズが集結
　かつて名だたる武将や茶人に愛され、時代を超えて人々の心を
とらえてきた名碗が一堂にそろいます。

③近代から現代へ。茶の湯をつないだ近代茶人たちが魅力を紹介
　今回の展覧会で注目する藤田香雪、益田鈍翁、平瀬露香、原三渓、
この４人の眼を通して、創造力にあふれた茶の湯の新たな魅力を
ご紹介します。

区分① 一　般　700円（当日 1,600円）
区分② 大学生　500円（当日 1,200円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

締　切　日
抽選公開日

2月15日（水）　　
2月20日（月）から

事　業
コード 169406

最寄駅

料　金

申込数

特別展「茶の湯」

※休館日：月曜日（ただし、5月1日（月）は開館）
※開演時間：9：30～17：00（金曜日は20：00まで）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

国立新美術館 企画展示室2E
        東京メトロ「乃木坂駅」ほか

アール・ヌーヴォーを代表する芸術家の一人、アルフォンス・ミュシャ（1860-1939）。美しい女性像や流麗な植物文様など、
華やかで洗練されたポスターや装飾パネルを手がける一方で、ミュシャは故郷チェコや自身のルーツであるスラヴ民族の
アイデンティティをテーマにした作品を数多く描きました。
本展は画家渾身の作品《スラヴ叙事詩》をチェコ国外では世界で初めて、全20点まとめて公開するものです。そしてパリで
活躍したミュシャが《スラヴ叙事詩》を描くに至るまでの足跡を約100点の作品を通じて辿りつつ、これら幻の最高傑作の
全貌を一挙、紹介します。

4月11日（火）～6月4日（日）
9：30～17：00（金曜日は20：00まで）　※入館は閉館時刻の30分前まで

3月8日（水）～6月5日（月）　10：00～18：00
（毎週金曜日、4月29日～5月7日は20：00まで） ※入場は閉館の30分前まで

2月23日（木）～4月16日（日）　会期中無休
10：00～19：00　※入館は閉館の30分前まで

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

2月15日（水）　　 
2月20日（月）から

事　業
コード 169408

会　場

申込数

料　金

Bunkamura ザ・ミュージアム
        JR「渋谷駅」ほか

場　所

区分① 一　般 600円（当日 1,400円）
区分② 大学・高校生 400円（当日 1,000円）
区分③ 中学・小学生 250円（当日 700円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

最寄駅

料　金

申込数
※夜間開館：毎週金・土曜日は21：00まで（入館は閉館の30分前まで）
※本展には一部、春画作品が出品されます

※休館日：毎週火曜日（ただし、5月2日（火）は開館）
※中学生以下無料。障害手帳をお持ちの方と付添者1名は無料

《スラヴ叙事詩「原故郷のスラヴ民族」》　1912年　プラハ市立美術館　ⒸPrague City Gallery　

きょうさい

ゴールドマン コレクション

ミュシャ展
国立新美術館開館10周年・チェコ文化年事業

区分① 一　般　750円（当日 1,600円）
区分② 大学生　500円（当日 1,200円）
区分③ 高校生　300円（当日 800円）

1会員各試合それぞれ合計4枚まで
（各日10枚限定）

東京ドーム　        東京メトロ「後楽園駅」ほか最寄駅場　所

申込数

料　金 指定席Ｂ　3,500円（一般 5,000円）

3月31日（金） 4月11日（火） 22日（土）
区分
❶

区分
❷

区分
❸

※開幕戦の一般料金は5,300円です
※料金には、東京ドーム内の飲食売店・飲食移動販売、

東京ドームシティ内のレストラン・飲食店で利用で
きる「ＴＤＣグルメチケット」1,000円分（お釣りは
でません）が含まれています

＊3月31日（金）の対中日戦は開幕戦です
※試合開始時間は未定です

※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、3月中旬の予定です

※詳しくは下記をご覧ください

観戦チケット

区分・内容

4月22日（土）4月11日（火）  3月31日（金）＊

事業コード
区分（対戦チーム）

日　程

① 中日ドラゴンズ
169501 174501

② 広島東洋カープ ③ 阪神タイガース

ふじ　た　こう せつ ます　だ　どん のう ひら　せ　 ろ　こう はら さん けい
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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。

締　切　日
抽選公開日

2月8日（水）
2月13日（月）から

事　業
コード
169501
174501

東京ドーム 読売ジャイアンツ公式戦

http：//chanoyu2017.jp/ http：//mucha2017.jp/

http：//www.bunkamura.co.jp.

幕末から明治を生きた天才絵師、河鍋暁斎。
世界屈指の暁斎コレクションとして知られるイスラエル・ゴールドマン
氏所蔵の作品によって、多岐に渡る暁斎作品の全体像を示します。

締　切　日
抽選公開日

2月13日（月）　　
2月16日（木）から

事　業
コード 169407

これぞ暁斎!
世界が認めたその画力

東京国立博物館 平成館
        JR「上野駅」ほか

場　所

①37年ぶりの奇跡の大「茶の湯」展
　東京国立博物館において開催された「茶の美術」展は、名家秘蔵
の茶道具を日本の美術としてとりあげた初めての展覧会でした。

②有名武将・茶人も愛した名碗オールスターズが集結
　かつて名だたる武将や茶人に愛され、時代を超えて人々の心を
とらえてきた名碗が一堂にそろいます。

③近代から現代へ。茶の湯をつないだ近代茶人たちが魅力を紹介
　今回の展覧会で注目する藤田香雪、益田鈍翁、平瀬露香、原三渓、
この４人の眼を通して、創造力にあふれた茶の湯の新たな魅力を
ご紹介します。

区分① 一　般　700円（当日 1,600円）
区分② 大学生　500円（当日 1,200円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

締　切　日
抽選公開日

2月15日（水）　　
2月20日（月）から

事　業
コード 169406

最寄駅

料　金

申込数

特別展「茶の湯」

※休館日：月曜日（ただし、5月1日（月）は開館）
※開演時間：9：30～17：00（金曜日は20：00まで）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

国立新美術館 企画展示室2E
        東京メトロ「乃木坂駅」ほか

アール・ヌーヴォーを代表する芸術家の一人、アルフォンス・ミュシャ（1860-1939）。美しい女性像や流麗な植物文様など、
華やかで洗練されたポスターや装飾パネルを手がける一方で、ミュシャは故郷チェコや自身のルーツであるスラヴ民族の
アイデンティティをテーマにした作品を数多く描きました。
本展は画家渾身の作品《スラヴ叙事詩》をチェコ国外では世界で初めて、全20点まとめて公開するものです。そしてパリで
活躍したミュシャが《スラヴ叙事詩》を描くに至るまでの足跡を約100点の作品を通じて辿りつつ、これら幻の最高傑作の
全貌を一挙、紹介します。

4月11日（火）～6月4日（日）
9：30～17：00（金曜日は20：00まで）　※入館は閉館時刻の30分前まで

3月8日（水）～6月5日（月）　10：00～18：00
（毎週金曜日、4月29日～5月7日は20：00まで） ※入場は閉館の30分前まで

2月23日（木）～4月16日（日）　会期中無休
10：00～19：00　※入館は閉館の30分前まで

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

2月15日（水）　　 
2月20日（月）から

事　業
コード 169408

会　場

申込数

料　金

Bunkamura ザ・ミュージアム
        JR「渋谷駅」ほか

場　所

区分① 一　般 600円（当日 1,400円）
区分② 大学・高校生 400円（当日 1,000円）
区分③ 中学・小学生 250円（当日 700円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

最寄駅

料　金

申込数
※夜間開館：毎週金・土曜日は21：00まで（入館は閉館の30分前まで）
※本展には一部、春画作品が出品されます

※休館日：毎週火曜日（ただし、5月2日（火）は開館）
※中学生以下無料。障害手帳をお持ちの方と付添者1名は無料

《スラヴ叙事詩「原故郷のスラヴ民族」》　1912年　プラハ市立美術館　ⒸPrague City Gallery　

きょうさい

ゴールドマン コレクション

ミュシャ展
国立新美術館開館10周年・チェコ文化年事業

区分① 一　般　750円（当日 1,600円）
区分② 大学生　500円（当日 1,200円）
区分③ 高校生　300円（当日 800円）

1会員各試合それぞれ合計4枚まで
（各日10枚限定）

東京ドーム　        東京メトロ「後楽園駅」ほか最寄駅場　所

申込数

料　金 指定席Ｂ　3,500円（一般 5,000円）

3月31日（金） 4月11日（火） 22日（土）
区分
❶

区分
❷

区分
❸

※開幕戦の一般料金は5,300円です
※料金には、東京ドーム内の飲食売店・飲食移動販売、

東京ドームシティ内のレストラン・飲食店で利用で
きる「ＴＤＣグルメチケット」1,000円分（お釣りは
でません）が含まれています

＊3月31日（金）の対中日戦は開幕戦です
※試合開始時間は未定です

※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、3月中旬の予定です

※詳しくは下記をご覧ください

観戦チケット

区分・内容

4月22日（土）4月11日（火）  3月31日（金）＊

事業コード
区分（対戦チーム）

日　程

① 中日ドラゴンズ
169501 174501

② 広島東洋カープ ③ 阪神タイガース

ふじ　た　こう せつ ます　だ　どん のう ひら　せ　 ろ　こう はら さん けい
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検索せたしん
ホームページもご覧ください

詳しくは、店頭の商品概要説明書をご覧ください。

500万円以内
ご融資
金額 3カ月以上10年以内

ご融資
期間

特別金利特別金利
「せたしん職場 de サポート」セラ会員企業にお勤めの皆さまへde

対象ローン

全9商品
ローン
教育

ローン
自動車

ローン
リフォーム

ローン
フリー

店頭金利より最大で

0.5％優遇▲ させて
いただきます

締　切　日
抽選公開日

2月10日（金）
2月15日（水）から

事　業
コード 169601 締　切　日

抽選公開日
2月11日（土）
2月14日（火）から

事　業
コード 169002

有効期限

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

￥

★次号の会報誌『せら』は、3月末に発送する予定です

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 1,000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

贈って最適、
貰って最高！

注意

Web 自動音声

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

東京・お台場

申込数 1会員合計10枚まで（各200枚限定）

江東区青海2－6－3　☎03（5500）1126
        ゆりかもめ「テレコムセンター駅」徒歩2分

平成29年8月末まで

東京ベイエリアでくつろぎを手に入れる温泉テーマパーク。

最寄駅
場　所

※品川駅・東京駅等から無料シャトルバスを運行しています

※すべて全日券。「子ども」は全日もナイターも同料金です
※料金には入浴料、浴衣タオル利用料、消費税、入湯税を含みます
※ナイター料金は18：00以降のご入館になります（2：00～5：00に滞在した場合、深夜割増料金

2,160円が別途必要となります）
※一般料金は変更する場合がございます

③ 子ども（4歳～小学生)

② おとなナイター券

① おとな券（中学生以上）
平　　  日　2,612円
土日・祝日　2,828円
特　定　日　2,936円

平　　  日　2,072円
土日・祝日　2,288円
特　定　日　2,396円

一　　  律　1,058円

区　分 会員料金 一般料金

http：//www.ooedoonsen.jp/higaeri/index.html

区分・料金

1,200円

900円

200円

足湯

利用券

 広小路（館内）
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社会保険労務士による年金無料相談（予約制）昭和信金

《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。

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

２月  ７日（火）　10:00～15:00

２月  ９日（木）　10:00～15:00

２月16日（木）　10:00～15:00

２月18日（土）　10:00～15:00

２月21日（火）　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）

本店（世田谷区北沢1－38－14）

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）

☎03(3444)4211 ／ 9：00～15：00

☎042(481)6211 ／ 9：00～15：00

☎03(3422)6181 ／ 9：00～15：00

☎03(3329)1021 ／ 9：00～15：00

☎03(3302)8111 ／ 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

i n f o r m a t i o n
事業所の退会届等の
提出について
　平成29年3月31日（金）までに
退会される事業所は、退会届と会員
証を4月5日（水）必着までにご提
出ください。期限内に提出されない
場合、2名以上で加入されている事
業所につきましては３ヶ月分、1名で
加入されている方は1年分の会費
を、4月26日（水）に引落しさせて
いただきます。
　なお、一旦引落とされますとご返金
できませんので、あらかじめご理解・
ご了承くださいますよう、お願い申し
上げます。

平成29年度
『利用ガイド』補助券の
お申し込みに関して
　平 成29年 度 の 補 助 券（平 成
29年４月以降ご利用分）に関して
は、3月15日（水）から受け付け
を開始します。29年度の事業コー
ドにつきましてはお問い合わせく
ださい。
※平成29年3月31日（金）まで

に退会される場合は、29年4
月以降の補助券のご利用はで
きません。

「全福ネットガイドブック
２０１７」のお届けについて
　平成２９年度からセラ・サービスは、

（一社）全国中企業勤労者福祉サービ
スセンター（略称：全福センター）に加
入します。レ ジャー、トラ ベ ル、カル
チャーから各種生活サポートまで毎日
の暮らしで使えるお得なサービスを、会
員価格でご利用いただけます。全福セ
ンターの各種サービスが掲載されたガ
イドブックを、３月下旬に配付する『利
用ガイド』平成２９・３０年度版、本誌
４・５月号と一緒に事業所様あてにお
届けします。
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社会保険労務士による年金無料相談（予約制）昭和信金
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『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
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　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

i n f o r m a t i o n
事業所の退会届等の
提出について
　平成29年3月31日（金）までに
退会される事業所は、退会届と会員
証を4月5日（水）必着までにご提
出ください。期限内に提出されない
場合、2名以上で加入されている事
業所につきましては３ヶ月分、1名で
加入されている方は1年分の会費
を、4月26日（水）に引落しさせて
いただきます。
　なお、一旦引落とされますとご返金
できませんので、あらかじめご理解・
ご了承くださいますよう、お願い申し
上げます。

平成29年度
『利用ガイド』補助券の
お申し込みに関して
　平 成29年 度 の 補 助 券（平 成
29年４月以降ご利用分）に関して
は、3月15日（水）から受け付け
を開始します。29年度の事業コー
ドにつきましてはお問い合わせく
ださい。
※平成29年3月31日（金）まで

に退会される場合は、29年4
月以降の補助券のご利用はで
きません。

「全福ネットガイドブック
２０１７」のお届けについて
　平成２９年度からセラ・サービスは、

（一社）全国中企業勤労者福祉サービ
スセンター（略称：全福センター）に加
入します。レ ジャー、トラ ベ ル、カル
チャーから各種生活サポートまで毎日
の暮らしで使えるお得なサービスを、会
員価格でご利用いただけます。全福セ
ンターの各種サービスが掲載されたガ
イドブックを、３月下旬に配付する『利
用ガイド』平成２９・３０年度版、本誌
４・５月号と一緒に事業所様あてにお
届けします。
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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） 

N
o.163     2017年

2・
3月

号
  Setagaya Labor Service 〈

せ
 ら

〉 発
行（

公
財

）世
田

谷
区

産
業

振
興

公
社

  セ
ラ

・
サ

ー
ビ

ス
   TEL03-3411-6655   FAX03-3412-2340   U

RL http://w
w

w
.setagaya-icl.or.jp/sela/

Setagaya Labor Service

No.163

2
February・March

2017

3

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

せら
あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。

宇崎竜童 
弾き語りLIVE 2017

平成29年度（2017年4月1日以降）の補助券は、
３月15日（水）から受け付けを開始します。
入会・退会・変更届等は、４月５日（水）必着までに
提出されるよう、お願いいたします。

ご紹介いただいた事業所様が２月中に入会されると、
新規入会の事業所様にはもちろん、ご紹介者様にも豪華特典をプレゼント！ 
この機会にぜひご紹介ください!! 

セラ・サービス新規加入事業所紹介キャンペーン実施中！

会員1人につき、いずれか贈呈
●「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

● 入会者数に応じて、「世田谷区内共通商品券」
　（最高：40人以上で50,000円分）を差し上げます。
　新規で入会いただける事業所様をご紹介くださ

る会員様は、「新規事業所紹介カード」（『利用ガイ
ド』P.88）に必要事項をご記入のうえ、セラ・サー
ビスまでお送りください。

新規加入者様へ ご紹介いただいた会員様

２月末まで


