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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

せら
あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。

　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、
スマートフォンからが
簡単で便利です！

セラ・サービスへのお申し込みは、
スマートフォンからが
簡単で便利です！

http://www.setagaya-icl.or.jp/sela/

舞台 
『Little Voice リトル・ヴォイス』



　世田谷区民の死亡原因の約６割は、糖尿病や
脳卒中、心臓病などの生活習慣病です。特に
30代から糖尿病などの生活習慣病のリスク
を持つ人が増え、糖尿病の医療費も30代を境
に上昇し、年代とともに増えていきます。生活
習慣病のリスクや現在の健康状態を知るため
にも健康診断は毎年必ず受診してください。

　セラ・サービスでは、従業員の健康保持等の
ために、定期健康診断受診料を補助（事業所ご
と年度内1回1名につき2,000円補助）してい
ます。
※詳しくは、『利用ガイド』平成29・30年度版

55ページ参照

定
期
健
康
診
断
は

必
ず
受
診
し
ま
し
ょ
う
！

資料：協会けんぽ東京支部提供
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協会けんぽ加入の世田谷区民
糖尿病１人あたり年間医療費（平成26年）

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                  

●指定宿泊施設
　千明仁泉亭　　施設コード：080

トラベル トラベル

十和田ホテル ホテル椿山荘東京 箱根小涌園 天悠（てんゆう）
施設コード：007 施設コード：005 施設コード：008
所在地

お問合せ

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
西湖畔

☎0176（75）1122

所在地

お問合せ

東京都文京区関口2－10－8 所在地

お問合せ

神奈川県足柄下郡箱根町
二ノ平1297

☎0460（82）5111
☎03（3943）0996

契約解除施設

●指定宿泊施設

箱根ホテル小涌園 美山楓林（みやまふうりん） 伊東 緑涌（りょくゆう）
施設コード：009 施設コード：013 施設コード：015
所在地

お問合せ

神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平
1297

☎0460（82）4111

所在地

お問合せ

神奈川県足柄下郡箱根町
小涌谷493-48

☎0460（82）1605

所在地 静岡県伊東市広野2－2－5

由布院 緑涌（りょくゆう） 湯河原温泉ちとせ ホテルやまなみ
施設コード：017 施設コード：022 施設コード：018
所在地

お問合せ

大分県由布市湯布院町川上
1272－88

所在地

お問合せ

神奈川県足柄下郡湯河原町
宮上281－1 
☎0465（63）0121

所在地

お問合せ

山梨県笛吹市石和町駅前
15－1
☎055（262）5522☎0465（20）0028

お問合せ ☎0465（20）0027
※ご加入の健康保険によって、連絡先

が異なります。ご加入の健康保険を、
お手元の保険証でご確認ください。

世田谷区の国民健康保険に
ご加入の方は…

全国健康保険協会（協会けんぽ）
東京支部にご加入の方は…

それ以外の健康保険
（健康保険組合など）にご加入の方は…

☎03-5432-2936
（世田谷区 保健福祉部 国保・年金課 
 特定健診係）

☎03-6853-6599
（健診専用ダイヤル）

お使いの保険証の発行元に
お問い合わせください。

健診についての
お問い合わせ先

※2018年1月10日
　で営業終了
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Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

1,800円
会員・登録家族

2,300円

同行者

① 大人・60歳以上・中学生
2,500円 3,100円

2,300円 2,800円

1,800円 2,300円

2,800円

一　般

3,800円

3,200円

2,800円

1,000円 1,450円

400円  550円

平日

土日・祝日

全日
1,800円

800円

② 大　人

③ 60歳以上

④ 中学生

⑤ 小学生

⑥ 幼児（4～6歳）

区　分

3,800円
会員・登録家族

5,400円

同行者

ゆうげの懐石 6,000円

一　般

ローストビーフや冷製ボイル蟹の他、バラエティ豊かなメニューをお楽しみいただけます。
チョコレートファウンテンやスイーツ・デザートもご用意しております。

今回はランチブッフェのみのご提供となります。

【ゆうげの懐石】　
先付／前菜／刺身／焼物／煮物／
揚げ物／ご飯／デザート

ラ
ン
チ
ブ
ッ
フ
ェ

4月20日（木）～5月27日（土）
※区分①は木曜日限定、区分②は金・土曜日限定

千代田区丸の内１－９－１ 4F　☎03（5220）0514（アトリウム直通／10：00～20：00）
　　  JR「東京駅」丸の内南口直結

〈アトリウム〉は、国指定重要文化財である東京駅丸の内
駅舎の中央最上階に位置します。それまで使われていな
かったこの空間は、2012年の駅舎保存・復原の際に、天
窓から光が差し込む、最大天井高9メートルの開放的な
空間に生まれ変わりました。
「使い続ける文化遺産」の象徴となる場所で、大切な方と
かけがえのないひとときをお過ごしください。

【Thirsty Thursday】
デリスオードヴル／マッシュルームのクリームスープ 
カプチーノ仕立て／赤海老と本日の鮮魚のソテ／黒毛和
牛のロースト わさび風味ソース／駅舎風ガトーショコラ 
大納言入り季節のフルーツとアイスクリームを添えて／
コーヒー

【アトリウムディナー】
アミューズ ブーシュ／帆立貝と春キャベツのサラダ／
グリーンピースのスープ／真鯛のポワレ ラヴィゴット
ソース／黒毛和牛“二種の味わい”〈ローストとブレゼ〉／
春のスイーツ／コーヒー

成城いちょう並木のそばに佇む正統派日本料理店・四季膳ほしや。
季節感に、とことんこだわり旬の素材を活かした丁寧なお料理を味
わいください。

※税・サービス料込み

区　分 会員・登録家族 一　般

8,500円 11,000円

9,000円 12,000円

①Thirsty Thursday
　（木曜日限定）
②アトリウムディナー
　（金・土曜日限定）

4月20日（木）～5月31日（水）

千代田区永田町2－14－3　☎03(3580)2331
        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

赤坂エクセルホテル東急

「赤坂スクエアダイニング」ランチブッフェ

四季膳ほしや

※税・サービス料込み

※税・サービス料込み

　　　  90分二部制　
1部 11：30～13：00　2部 13：30～15：00

木曜日 館内ツアー　18：00～
 お食事のみ　18：30または19：00
金・土曜日 館内ツアー　17：00～
 お食事のみ　18：00または18：30

4月20日(木)～5月31日(水)　※水曜定休

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

17：30～22：30（ラストオーダー22：00）

東京ステーションホテル　
ゲストラウンジ「アトリウム」

お手軽ランチの
食べ放題!!

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

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

4月10日（月）
4月13日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月10日(月)
4月13日(木)から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月10日(月)
4月13日(木)から

事　業
コード

注意事項

http://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/atrium/

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

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

Web 自動音声
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4月20日（木）～5月31日（水）

千代田区永田町2－14－3　☎03(3580)2331
        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

赤坂エクセルホテル東急

「赤坂スクエアダイニング」ランチブッフェ

四季膳ほしや

※税・サービス料込み

※税・サービス料込み

　　　  90分二部制　
1部 11：30～13：00　2部 13：30～15：00

木曜日 館内ツアー　18：00～
 お食事のみ　18：30または19：00
金・土曜日 館内ツアー　17：00～
 お食事のみ　18：00または18：30

4月20日(木)～5月31日(水)　※水曜定休

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

17：30～22：30（ラストオーダー22：00）

東京ステーションホテル　
ゲストラウンジ「アトリウム」

お手軽ランチの
食べ放題!!

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

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

4月10日（月）
4月13日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月10日(月)
4月13日(木)から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月10日(月)
4月13日(木)から

事　業
コード

注意事項

http://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/atrium/

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

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

Web 自動音声
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世田谷産の 「季節の花」 

5月12日(金)・13日(土)・14日(日)

毎年、春と秋の２回開催される「世田谷の花展覧会」で農林水産大臣賞ほか多数受賞して
いる区内の花卉農家・世田谷ファームが丹精込めて栽培した花々です。

カーネーション（かご付き）　

4月下旬から随時発送

各2,900円（一般 4,900円）
差額送料が値上げとなりました（Webから申し込まれると差額送料はかかりません）。

世田谷ファーム

ポットカーネーション、ペチュニア、
マリーゴールド、ベゴニア、インパチェンスの
中から計20個（鉢なし）

区分① カーネーションセット
母の日に大切な方へ贈ってみませんか。
赤いカーネーションの花言葉は愛情、ピンクは感謝です。

※受取希望日がある場合は、上記期間内でご指定のうえ、申込書の
備考欄にご記入ください。Web申込の場合は、セラ・サービスへ
お電話ください

※園主が花色（品種）を厳選するため、ご希望に添えない
場合があります

区分② 春のガーデニングセット
春から秋まで長くお楽しみいただけます。

イメージ

①新茶 高級川根茶 ②新茶 特選川根茶

内容・料金

内容・料金

発送日

その他

朝もぎグリーンアスパラ

品　名 内　容

2,500円

会　員

3,500円3Lサイズ 700g

一　般

イメージ

新鮮！北海道産 
「朝もぎグリーンアスパラ」
アスパラの美味しい季節がやってきました！昨年、
大好評だった太くて甘い、北海道ならではの『朝もぎ
グリーンアスパラ』をお届けいたします！北海道は
出荷量、日本一を誇るアスパラガスの産地。寒暖の差
が大きい北海道の大地だからこそ、甘くて柔らかい
アスパラになるのです！北海道のアスパラを満喫し
ていただけるように、3Lサイズの関東ではあまり見
られない極太のアスパラをご用意いたしました。食
べ方様々！旬のアスパラをぜひご賞味ください。

5月上旬～中旬
北海道アンソロポロジー

昼間の日光をたっぷりと浴び
たアスパラは、夜中に養分を
根からじっくり吸収します。
その養分をしっかりと吸収し
た朝のアスパラは、うまみ、栄
養がぎっしり。アスパラを一
番おいしく食べられるのは
『朝もぎ』なんです。

朝もぎアスパラとは？

㊟ 配送日の指定はお受けできませんので、あらかじめご了承ください

内　容

料　金

その他

栽培農家

受 取 日

内　容

発送日

発送日

業　者

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。

② 新茶 特選川根茶
　 600g

① 新茶 高級川根茶
　 300g（化粧箱入り）

区 分・品 名 内　容

3,000円

会　員

4,644円

2,300円 3,888円

煎茶　　 200g×2本
深蒸し茶 200g×1本

煎茶　　 100g×2本
深蒸し茶 100g×1本

一　般

静岡県 「川根の新茶」 

5月中旬～下旬

賞味期間は1年間です。

（株）坂本園

静岡県の大井川流域は、古くからのお茶の
産地。その中でも、上･中流域の川根本町と
島田市川根町で生産されたお茶が「川根
茶」です。寒暖の差・霧の発生などお茶の栽
培に適した自然環境と、歴史ある高い製茶
技術から生まれた銘茶です。新茶の季節、
摘みたてのさわやかな香り高いお茶を、産
地より直送いたします。旬の味と香りをお
楽しみください。

イメージイメージ

締　切　日
抽選公開日

4月１1日（火）
4月13日（木）から

事　業
コード 174203

締　切　日
抽選公開日

4月12日（水）
4月14日（金）から

事　業
コード 174201

締　切　日
抽選公開日

4月14日（金）
4月18日（火）から

事　業
コード 174202

申込数 １会員合計4セットまで（販売総数100セット）

申込数 1会員合計4セットまで（各50セット限定）

申込数 1会員4セットまで （100セット限定）特 産 品【抽選】
　　　　　  会員本人

■Web会員の方は、スマホやパソコンから24時間いつでも簡単
にお申し込みいただけます。

■Webでお申し込みの方は、差額送料が無料となりますので、大
変お得です。

■郵送またはFAXでお申し込みの方は、平成29・30年度版『利
用ガイド』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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世田谷産の 「季節の花」 

5月12日(金)・13日(土)・14日(日)

毎年、春と秋の２回開催される「世田谷の花展覧会」で農林水産大臣賞ほか多数受賞して
いる区内の花卉農家・世田谷ファームが丹精込めて栽培した花々です。

カーネーション（かご付き）　

4月下旬から随時発送

各2,900円（一般 4,900円）
差額送料が値上げとなりました（Webから申し込まれると差額送料はかかりません）。

世田谷ファーム

ポットカーネーション、ペチュニア、
マリーゴールド、ベゴニア、インパチェンスの
中から計20個（鉢なし）

区分① カーネーションセット
母の日に大切な方へ贈ってみませんか。
赤いカーネーションの花言葉は愛情、ピンクは感謝です。

※受取希望日がある場合は、上記期間内でご指定のうえ、申込書の
備考欄にご記入ください。Web申込の場合は、セラ・サービスへ
お電話ください

※園主が花色（品種）を厳選するため、ご希望に添えない
場合があります

区分② 春のガーデニングセット
春から秋まで長くお楽しみいただけます。

イメージ

①新茶 高級川根茶 ②新茶 特選川根茶

内容・料金

内容・料金

発送日

その他

朝もぎグリーンアスパラ

品　名 内　容

2,500円

会　員

3,500円3Lサイズ 700g

一　般

イメージ

新鮮！北海道産 
「朝もぎグリーンアスパラ」
アスパラの美味しい季節がやってきました！昨年、
大好評だった太くて甘い、北海道ならではの『朝もぎ
グリーンアスパラ』をお届けいたします！北海道は
出荷量、日本一を誇るアスパラガスの産地。寒暖の差
が大きい北海道の大地だからこそ、甘くて柔らかい
アスパラになるのです！北海道のアスパラを満喫し
ていただけるように、3Lサイズの関東ではあまり見
られない極太のアスパラをご用意いたしました。食
べ方様々！旬のアスパラをぜひご賞味ください。

5月上旬～中旬
北海道アンソロポロジー

昼間の日光をたっぷりと浴び
たアスパラは、夜中に養分を
根からじっくり吸収します。
その養分をしっかりと吸収し
た朝のアスパラは、うまみ、栄
養がぎっしり。アスパラを一
番おいしく食べられるのは
『朝もぎ』なんです。

朝もぎアスパラとは？

㊟ 配送日の指定はお受けできませんので、あらかじめご了承ください

内　容

料　金

その他

栽培農家

受 取 日

内　容

発送日

発送日

業　者

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。

② 新茶 特選川根茶
　 600g

① 新茶 高級川根茶
　 300g（化粧箱入り）

区 分・品 名 内　容

3,000円

会　員

4,644円

2,300円 3,888円

煎茶　　 200g×2本
深蒸し茶 200g×1本

煎茶　　 100g×2本
深蒸し茶 100g×1本

一　般

静岡県 「川根の新茶」 

5月中旬～下旬

賞味期間は1年間です。

（株）坂本園

静岡県の大井川流域は、古くからのお茶の
産地。その中でも、上･中流域の川根本町と
島田市川根町で生産されたお茶が「川根
茶」です。寒暖の差・霧の発生などお茶の栽
培に適した自然環境と、歴史ある高い製茶
技術から生まれた銘茶です。新茶の季節、
摘みたてのさわやかな香り高いお茶を、産
地より直送いたします。旬の味と香りをお
楽しみください。

イメージイメージ

締　切　日
抽選公開日

4月１1日（火）
4月13日（木）から

事　業
コード 174203

締　切　日
抽選公開日

4月12日（水）
4月14日（金）から

事　業
コード 174201

締　切　日
抽選公開日

4月14日（金）
4月18日（火）から

事　業
コード 174202

申込数 １会員合計4セットまで（販売総数100セット）

申込数 1会員合計4セットまで（各50セット限定）

申込数 1会員4セットまで （100セット限定）特 産 品【抽選】
　　　　　  会員本人

■Web会員の方は、スマホやパソコンから24時間いつでも簡単
にお申し込みいただけます。

■Webでお申し込みの方は、差額送料が無料となりますので、大
変お得です。

■郵送またはFAXでお申し込みの方は、平成29・30年度版『利
用ガイド』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。

ジュディ・ガーランド、マリリン・モンロー、シャーリー・バッシー
珠玉の名曲の数々が無口な少女の運命を変えた。
天才少女歌手を描いた感動のドラマ！

1会員2枚まで（各日10枚限定）

ノーベル化学賞受賞作家がおくる、「もう一つのアンネの日記」
ユダヤ系ポーランド人として生まれた作者のホフマン氏は、第二次世界大戦中の
６歳の時、ナチスの迫害を逃れ、母とともに屋根裏部屋にかくまわれていた。
その実体験をもとに、過去から未来へと、彼が伝えたいものは・・・

新国立劇場 小劇場　　　　京王新線「初台駅」中央口直結

A席指定　5,500円(一般 7,000円)

1会員2枚まで(10枚限定)

八千草薫／吉田栄作／保坂知寿／かとうかず子　ほか

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

5月7日(日)  
5月11日(木)から

事　業
コード 174606

出　演

料　金

場　所

申込数
※未就学児入場不可

6月17日(土) 14:00

『これはあなたのもの』 
 1943-ウクライナ

地人会新社第７回公演

全席指定　7,000円（一般 10,800円）

大原櫻子／安蘭けい／高橋和也　ほか

石丸幹二／堀内敬子／武田真治／岡本健一 ほか

20世紀初頭のアメリカを舞台に、実際にあった冤罪を題材にした
愛と感動の人間ドラマ。
ミュージカル界屈指の豪華キャストが集結！石丸幹二&堀内敬子、
17年振りの舞台共演！

1会員2枚まで（10枚限定）

東京芸術劇場 プレイハウス　        JR｢池袋駅｣ほか

S席指定　8,500円（一般 13,000円）

天王洲 銀河劇場　　　  東京モノレール「天王洲アイル駅」直結最寄駅場　所

最寄駅

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

●月▲日（土）
11：00

区分
❶

事　業
コード 174604

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

4月16日(日)  
4月20日(木)から

締　切　日
抽選公開日

4月21日(金)  
4月25日(火)から

事　業
コード 174605

出　演

出　演

場　所

申込数

料　金

舞台
『Little Voice リトル・ヴォイス』

※未就学児入場不可

ミュージカル 「パレード」

※未就学児入場不可

※未就学児童入場不可

早霧せいな／咲妃みゆ　ほか

～原作　映画「幕末太陽傳」©日活株式会社
　監督／川島雄三　
　脚本／田中啓一、川島雄三、今村昌平～

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）

締　切　日
抽選公開日

4月24日(月)  
4月27日(木)から

事　業
コード 174601 6月18日（日） 11：00 7月8日（土） 11：00

区分
❷

区分
❶

5月19日(金) 18:30 26日(金) 18:30
区分
❷

区分
❶

6月2日(金) 18:30

東京宝塚劇場
　　  JR「有楽町駅」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

出　演

福井晶一／岸祐二／和音美桜／松原凛子／内藤大希／
小南満佑子／橋本じゅん／鈴木ほのか／上原理生　ほか

出　演

締　切　日
抽選公開日

4月23日(日)  
4月26日(水)から6月3日（土） 17:00事　業

コード 174602

S席指定　10,500円（一般 13,500円）

1会員2枚まで（15枚限定）

料　金

申込数

日本初演30周年記念公演！
新たに熱い生命が始まる。

宝塚歌劇
雪組公演 ミュージカル・コメディ

『幕末太陽傳』
Show Spirit
『Dramatic“S”!』

ミュージカル『レ・ミゼラブル』

かんぽ生命ドリームシアター かんぽ生命ドリームシアター

東京芸術劇場 コンサートホール　　　　JR「池袋駅」ほか

S席指定　6,000円（一般 8,000円）

1会員2枚まで(10枚限定)

島健／東京ニューシティ管弦楽団

森山良子／山崎まさよし／須川展也

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

4月22日(土)  
4月27日(木)から

事　業
コード 174603

出　演

料　金

場　所

申込数

ゲスト

※未就学児入場不可

6月6日(火) 18:30

東京ニューシティ管弦楽団・第112回定期演奏会

The SOUND of SHIMAKEN
～映画と JAZZとオーケストラと

ⓒ宝塚歌劇団
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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。

ジュディ・ガーランド、マリリン・モンロー、シャーリー・バッシー
珠玉の名曲の数々が無口な少女の運命を変えた。
天才少女歌手を描いた感動のドラマ！

1会員2枚まで（各日10枚限定）

ノーベル化学賞受賞作家がおくる、「もう一つのアンネの日記」
ユダヤ系ポーランド人として生まれた作者のホフマン氏は、第二次世界大戦中の
６歳の時、ナチスの迫害を逃れ、母とともに屋根裏部屋にかくまわれていた。
その実体験をもとに、過去から未来へと、彼が伝えたいものは・・・

新国立劇場 小劇場　　　　京王新線「初台駅」中央口直結

A席指定　5,500円(一般 7,000円)

1会員2枚まで(10枚限定)

八千草薫／吉田栄作／保坂知寿／かとうかず子　ほか

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

5月7日(日)  
5月11日(木)から

事　業
コード 174606

出　演

料　金

場　所

申込数
※未就学児入場不可

6月17日(土) 14:00

『これはあなたのもの』 
 1943-ウクライナ

地人会新社第７回公演

全席指定　7,000円（一般 10,800円）

大原櫻子／安蘭けい／高橋和也　ほか

石丸幹二／堀内敬子／武田真治／岡本健一 ほか

20世紀初頭のアメリカを舞台に、実際にあった冤罪を題材にした
愛と感動の人間ドラマ。
ミュージカル界屈指の豪華キャストが集結！石丸幹二&堀内敬子、
17年振りの舞台共演！

1会員2枚まで（10枚限定）

東京芸術劇場 プレイハウス　        JR｢池袋駅｣ほか

S席指定　8,500円（一般 13,000円）

天王洲 銀河劇場　　　  東京モノレール「天王洲アイル駅」直結最寄駅場　所

最寄駅

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

●月▲日（土）
11：00

区分
❶

事　業
コード 174604

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

4月16日(日)  
4月20日(木)から

締　切　日
抽選公開日

4月21日(金)  
4月25日(火)から

事　業
コード 174605

出　演

出　演

場　所

申込数

料　金

舞台
『Little Voice リトル・ヴォイス』

※未就学児入場不可

ミュージカル 「パレード」

※未就学児入場不可

※未就学児童入場不可

早霧せいな／咲妃みゆ　ほか

～原作　映画「幕末太陽傳」©日活株式会社
　監督／川島雄三　
　脚本／田中啓一、川島雄三、今村昌平～

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）

締　切　日
抽選公開日

4月24日(月)  
4月27日(木)から

事　業
コード 174601 6月18日（日） 11：00 7月8日（土） 11：00

区分
❷

区分
❶

5月19日(金) 18:30 26日(金) 18:30
区分
❷

区分
❶

6月2日(金) 18:30

東京宝塚劇場
　　  JR「有楽町駅」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

出　演

福井晶一／岸祐二／和音美桜／松原凛子／内藤大希／
小南満佑子／橋本じゅん／鈴木ほのか／上原理生　ほか

出　演

締　切　日
抽選公開日

4月23日(日)  
4月26日(水)から6月3日（土） 17:00事　業

コード 174602

S席指定　10,500円（一般 13,500円）

1会員2枚まで（15枚限定）

料　金

申込数

日本初演30周年記念公演！
新たに熱い生命が始まる。

宝塚歌劇
雪組公演 ミュージカル・コメディ

『幕末太陽傳』
Show Spirit
『Dramatic“S”!』

ミュージカル『レ・ミゼラブル』

かんぽ生命ドリームシアター かんぽ生命ドリームシアター

東京芸術劇場 コンサートホール　　　　JR「池袋駅」ほか

S席指定　6,000円（一般 8,000円）

1会員2枚まで(10枚限定)

島健／東京ニューシティ管弦楽団

森山良子／山崎まさよし／須川展也

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

4月22日(土)  
4月27日(木)から

事　業
コード 174603

出　演

料　金

場　所

申込数

ゲスト

※未就学児入場不可

6月6日(火) 18:30

東京ニューシティ管弦楽団・第112回定期演奏会

The SOUND of SHIMAKEN
～映画と JAZZとオーケストラと

ⓒ宝塚歌劇団
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1会員2枚まで（10枚限定）

１等席 8,500円(一般 13,000円)

片岡愛之助　ほか

坂東玉三郎／太鼓芸能集団 鼓童／花柳壽輔／花柳流舞踊家

大ヒット作「アマテラス」に続く、待望の共演第二弾。世阿弥が見た幽玄の世界を
「羽衣」「道成寺」など能の代表演目に表現。坂東玉三郎が舞い、鼓童が斬新に囃す
新作。伝統芸能の域を出、新たな芸術の登場です。これは見逃せません。

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　9,500円(一般 13,000円)

明治座　　　　都営新宿線｢浜町駅｣ほか最寄駅場　所

最寄駅

事　業
コード 174607

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

4月16日(日)  
4月20日(木)から

締　切　日
抽選公開日

4月16日(日)  
4月20日(木)から

事　業
コード 174610

出　演

一､月形半平太　二､三人連獅子演   目

出　演

坂東玉三郎演　出

場　所

申込数

料　金

明治座『五月花形歌舞伎』

※6歳以上有料、5歳以下入場不可

※未就学児入場不可

5月20日(土) 11:00 5月16日(火) 18:30 20日(土) 14:00
区分
❷

区分
❶

坂東玉三郎×鼓童 幽玄
新たな伝説がここに―。

１会員4枚まで（各日24枚限定）

１等席　2，800円（一般 3,900円）

中村錦之助／片岡孝太郎　ほか

尾上菊之助　ほか

歌舞伎入門にぴったりな解説付き公演！
源氏再興を志す人々の生き様を描く義太夫狂言の名作『一條大蔵譚』を上演します。

1会員4枚まで（各日20枚限定）

1等席　2,800円（一般 3,900円）

国立劇場　　 　東京メトロ「半蔵門駅」ほか最寄駅場　所

国立劇場　　 　東京メトロ「半蔵門駅」ほか最寄駅場　所

事　業
コード 174608

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

4月22日(土)  
4月27日(木)から

締　切　日
抽選公開日

5月7日（日）
5月11日（木）から

事　業
コード 174609

出　演

解説「歌舞伎のみかた」　歌舞伎十八番の内「毛抜」演   目

出　演

鬼一法眼三略巻
一條大蔵譚

演   目

申込数

料　金

国立劇場 ６月歌舞伎鑑賞教室

国立劇場 7月歌舞伎鑑賞教室

※6月9日（金）の公演は、「社会人のための歌舞伎鑑賞教室」として上演します。
　内容は、他の日程と相違ございません。
※チケットの受取時期は、５月下旬頃の予定です。

神奈川県民ホール  大ホール　
　　 みなとみらい線｢日本大通り駅｣ほか
S席指定　5,500円（一般 8,000円）
1会員4枚まで(各日20枚限定)

美輪明宏　木村彰吾　ほか

伝説的名舞台がここに蘇る！
これぞまさしく究極の華麗な耽美的エンターテイメント！
豪華絢爛、ロマンあふれる世界をお届けいたします。
恋する女の物語『葵上』、美しすぎるがゆえに、あまりにも悲哀に
満ちた定めを負わねばならない愛の物語『卒塔婆小町』の２作品
をお贈りします。

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

4月23日(日)  
4月26日(水)から

事　業
コード 174611
美輪明宏主演  近代能楽集より『葵上・卒塔婆小町』

出　演

料　金

場　所

作

申込数
※未就学児入場不可　※営利目的の転売禁止

5月29日(月) 18:30 30日(火) 14:30
区分
❷

区分
❶

演出･美術･主演
三島由紀夫

美輪明宏

※7月7日（金）の公演は、「社会人のための歌舞伎鑑賞教室」として上演します。
内容は、他の日程と相違ございません。

※６月とは異なる演目を上演します。
※チケットの受取時期は、６月下旬頃の予定です。

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。

歌舞伎入門にぴったりな解説付き公演！
演目は、ミステリー要素を盛り込んだ不動の人気作品『毛抜』です。

6月9日（金） 
18：30

18日（日）
11：00

24日（土）
14：30

区分
❶

区分
❷

区分
❸

7月7日（金）
19:00

9日（日）
11:00

16日（日）
11:00

区分
❶

区分
❷

区分
❸
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1会員2枚まで（10枚限定）

１等席 8,500円(一般 13,000円)

片岡愛之助　ほか

坂東玉三郎／太鼓芸能集団 鼓童／花柳壽輔／花柳流舞踊家

大ヒット作「アマテラス」に続く、待望の共演第二弾。世阿弥が見た幽玄の世界を
「羽衣」「道成寺」など能の代表演目に表現。坂東玉三郎が舞い、鼓童が斬新に囃す
新作。伝統芸能の域を出、新たな芸術の登場です。これは見逃せません。

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　9,500円(一般 13,000円)

明治座　　　　都営新宿線｢浜町駅｣ほか最寄駅場　所

最寄駅

事　業
コード 174607

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

4月16日(日)  
4月20日(木)から

締　切　日
抽選公開日

4月16日(日)  
4月20日(木)から

事　業
コード 174610

出　演

一､月形半平太　二､三人連獅子演   目

出　演

坂東玉三郎演　出

場　所

申込数

料　金

明治座『五月花形歌舞伎』

※6歳以上有料、5歳以下入場不可

※未就学児入場不可

5月20日(土) 11:00 5月16日(火) 18:30 20日(土) 14:00
区分
❷

区分
❶

坂東玉三郎×鼓童 幽玄
新たな伝説がここに―。

１会員4枚まで（各日24枚限定）

１等席　2，800円（一般 3,900円）

中村錦之助／片岡孝太郎　ほか

尾上菊之助　ほか

歌舞伎入門にぴったりな解説付き公演！
源氏再興を志す人々の生き様を描く義太夫狂言の名作『一條大蔵譚』を上演します。

1会員4枚まで（各日20枚限定）

1等席　2,800円（一般 3,900円）

国立劇場　　 　東京メトロ「半蔵門駅」ほか最寄駅場　所

国立劇場　　 　東京メトロ「半蔵門駅」ほか最寄駅場　所

事　業
コード 174608

申込数

料　金

締　切　日
抽選公開日

4月22日(土)  
4月27日(木)から

締　切　日
抽選公開日

5月7日（日）
5月11日（木）から

事　業
コード 174609

出　演

解説「歌舞伎のみかた」　歌舞伎十八番の内「毛抜」演   目

出　演

鬼一法眼三略巻
一條大蔵譚

演   目

申込数

料　金

国立劇場 ６月歌舞伎鑑賞教室

国立劇場 7月歌舞伎鑑賞教室

※6月9日（金）の公演は、「社会人のための歌舞伎鑑賞教室」として上演します。
　内容は、他の日程と相違ございません。
※チケットの受取時期は、５月下旬頃の予定です。

神奈川県民ホール  大ホール　
　　 みなとみらい線｢日本大通り駅｣ほか
S席指定　5,500円（一般 8,000円）
1会員4枚まで(各日20枚限定)

美輪明宏　木村彰吾　ほか

伝説的名舞台がここに蘇る！
これぞまさしく究極の華麗な耽美的エンターテイメント！
豪華絢爛、ロマンあふれる世界をお届けいたします。
恋する女の物語『葵上』、美しすぎるがゆえに、あまりにも悲哀に
満ちた定めを負わねばならない愛の物語『卒塔婆小町』の２作品
をお贈りします。

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

4月23日(日)  
4月26日(水)から

事　業
コード 174611
美輪明宏主演  近代能楽集より『葵上・卒塔婆小町』

出　演

料　金

場　所

作

申込数
※未就学児入場不可　※営利目的の転売禁止

5月29日(月) 18:30 30日(火) 14:30
区分
❷

区分
❶

演出･美術･主演
三島由紀夫

美輪明宏

※7月7日（金）の公演は、「社会人のための歌舞伎鑑賞教室」として上演します。
内容は、他の日程と相違ございません。

※６月とは異なる演目を上演します。
※チケットの受取時期は、６月下旬頃の予定です。

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。

歌舞伎入門にぴったりな解説付き公演！
演目は、ミステリー要素を盛り込んだ不動の人気作品『毛抜』です。

6月9日（金） 
18：30

18日（日）
11：00

24日（土）
14：30

区分
❶

区分
❷

区分
❸

7月7日（金）
19:00

9日（日）
11:00

16日（日）
11:00

区分
❶

区分
❷

区分
❸
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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

4月21日(金)  
4月25日(火)から

事　業
コード 174701

ＦＣ東京公式戦

http://da2017.jp/

http://bunkamura.jp/

ニューヨークの第一線で活躍していたファッション・カメラマンが自身
の芸術を追及するため、58歳で華やかな世界から退いた。
ソール・ライター（1929-2013）は、2006年、83歳の時に出版された写真
集が大センセーションを呼び、2015年に公開されたドキュメンタリー
映画では作品のみならず、写真家のその生き方に多くの共感が集まりま
した。貴重な資料を含めた200点あまりの写真作品（モノクロ、カラー）、
絵画作品によって「カラー写真のパイオニア」と称される、「美の探究者」
ソール・ライターの創造の秘密に迫る日本初の回顧展です。

締　切　日
抽選公開日

4月19日(水)  
4月24日(月)から

事　業
コード 174613

ニューヨークが生んだ伝説
写真家ソール・ライター展

日本科学未来館 企画展示ゾーン
　  　新交通ゆりかもめ「船の科学館駅」ほか

場　所

ミッキーの誕生から最新作『モアナと伝説の海』まで、約90年分
のディズニー作品のオリジナル原画が、日本上陸。ここでしか
見ることのできない“いのちを吹き込む魔法”。

区分① 大人（19歳以上） 1,000円（当日 1,800円）
区分② 中人（小学生～18歳以下）  600円（当日 1,200円）
区分③ 中人土曜（小学生～18歳以下）  500円（当日 1,100円）
区分④ 小人（3歳～小学生未満）  200円（当日 600円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

締　切　日
抽選公開日

5月7日(日)  
5月11日(木)から

事　業
コード 174612

最寄駅

料　金

申込数
※「中人土曜券」は土曜日および4月21日（金）、5月5日（金）、7月9日（日）のみ有効です

※2歳以下無料
※障がい者手帳所持者は当人および付き添いの方はお1人まで無料
※常設展もご見学いただけます（ドームシアターは別料金）
※会場の混雑状況により入場整理券の配布、または入場を規制する場合がございます

1会員4枚まで（200枚限定）

東京都江戸東京博物館　　  　JR「両国駅」ほか

4月8日（土）～9月24日（日）
10：00～17：00　※会場への入場は閉館時間の30分前まで

4月29日（土・祝）～6月18日（日）
9：30～17：30（土曜日は9：30～19：30まで）※会場への入場は閉館時間の30分前まで

4月29日（土・祝）～6月25日（日）
日～木 10：00～18：00　金・土は21:00まで　※入館は閉館時間の30分前まで

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

4月19日(水)  
4月24日(月)から

事　業
コード 174614

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 700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 200円（当日 600円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

最寄駅

料　金

申込数

※障がい者手帳のご提示で割引料金あり。詳細は窓口でお尋ねください

一般　700円（当日 1,350円）

 1会員各試合それぞれ合計６枚まで
（各日30枚限定）

味の素スタジアム　 　　 京王線「飛田給駅」ほか最寄駅場　所

申込数

料　金 メインＳ指定席　2,800円（一般 5,500円）

5月14日（日） 28日（日） 6月18日（日）
区分
❶

区分
❷

区分
❸

※座席は選べません
※チケットの受取時期は、各試合の2週間前頃の予定です

※詳しくは下記をご覧ください

区分・内容

6月18日（日）
18：00

5月28日（日）
16：00

5月14日（日）
15：00

区分（対戦チーム）

日　程

①柏レイソル ②ヴァンフォーレ甲府 ③横浜Ｆ・マリノス

《ミッキーのハワイ旅行》より 1937年
ⓒ Disney Enterprises, Inc.

ソール・ライター《足跡》1950年頃
ソール・ライター財団蔵
ⓒSsul Leiter Estate

ソール・ライター《雪》1960年
ソール・ライター財団蔵
ⓒSsul Leiter Estate

ソール・ライター《タクシー》1957年
ソール・ライター財団蔵
ⓒSsul Leiter Estate

《坂本龍馬湿板写真》
慶応2年または3年頃　高知県立歴史民俗資料館蔵

〔展示期間〕4月29日（土・祝）～5月1日（月）
※3日間の限定公開です。上記期間以外は複製を展

示します。

 休館日：火曜日（ただし、5月2日、7月25日、8月1日・8日・15日・22日・29日は開館）

休館日：5月9日（火）、6月6日（火）

没後150年 坂本龍馬
特別展覧会

今回の特別展覧会では、主に残された龍馬の手紙に焦点をあてつつ、
近年新たに発見・解明された書状や剣術免状など龍馬関係資料を広
く集めてご覧いただきます。現代の日本人はなぜ坂本龍馬が好きな
のか、それを考えることはすなわち「日本人論」でもあるのです。

休館日：毎週月曜日（ただし、5月1日・15日は開館）

※次の場合は観覧料が無料です。
未就学児童。身体障碍者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・
被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付き添いの方（2名まで）。
小学生と都内在住・在学の中学生は常設展示室観覧料が無料。
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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。 Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

締　切　日
抽選公開日

4月21日(金)  
4月25日(火)から

事　業
コード 174701

ＦＣ東京公式戦

http://da2017.jp/

http://bunkamura.jp/

ニューヨークの第一線で活躍していたファッション・カメラマンが自身
の芸術を追及するため、58歳で華やかな世界から退いた。
ソール・ライター（1929-2013）は、2006年、83歳の時に出版された写真
集が大センセーションを呼び、2015年に公開されたドキュメンタリー
映画では作品のみならず、写真家のその生き方に多くの共感が集まりま
した。貴重な資料を含めた200点あまりの写真作品（モノクロ、カラー）、
絵画作品によって「カラー写真のパイオニア」と称される、「美の探究者」
ソール・ライターの創造の秘密に迫る日本初の回顧展です。

締　切　日
抽選公開日

4月19日(水)  
4月24日(月)から

事　業
コード 174613

ニューヨークが生んだ伝説
写真家ソール・ライター展

日本科学未来館 企画展示ゾーン
　  　新交通ゆりかもめ「船の科学館駅」ほか

場　所

ミッキーの誕生から最新作『モアナと伝説の海』まで、約90年分
のディズニー作品のオリジナル原画が、日本上陸。ここでしか
見ることのできない“いのちを吹き込む魔法”。

区分① 大人（19歳以上） 1,000円（当日 1,800円）
区分② 中人（小学生～18歳以下）  600円（当日 1,200円）
区分③ 中人土曜（小学生～18歳以下）  500円（当日 1,100円）
区分④ 小人（3歳～小学生未満）  200円（当日 600円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

締　切　日
抽選公開日

5月7日(日)  
5月11日(木)から

事　業
コード 174612

最寄駅

料　金

申込数
※「中人土曜券」は土曜日および4月21日（金）、5月5日（金）、7月9日（日）のみ有効です

※2歳以下無料
※障がい者手帳所持者は当人および付き添いの方はお1人まで無料
※常設展もご見学いただけます（ドームシアターは別料金）
※会場の混雑状況により入場整理券の配布、または入場を規制する場合がございます

1会員4枚まで（200枚限定）

東京都江戸東京博物館　　  　JR「両国駅」ほか

4月8日（土）～9月24日（日）
10：00～17：00　※会場への入場は閉館時間の30分前まで

4月29日（土・祝）～6月18日（日）
9：30～17：30（土曜日は9：30～19：30まで）※会場への入場は閉館時間の30分前まで

4月29日（土・祝）～6月25日（日）
日～木 10：00～18：00　金・土は21:00まで　※入館は閉館時間の30分前まで

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

4月19日(水)  
4月24日(月)から

事　業
コード 174614

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 700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 200円（当日 600円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

最寄駅

料　金

申込数

※障がい者手帳のご提示で割引料金あり。詳細は窓口でお尋ねください

一般　700円（当日 1,350円）

 1会員各試合それぞれ合計６枚まで
（各日30枚限定）

味の素スタジアム　 　　 京王線「飛田給駅」ほか最寄駅場　所

申込数

料　金 メインＳ指定席　2,800円（一般 5,500円）

5月14日（日） 28日（日） 6月18日（日）
区分
❶

区分
❷

区分
❸

※座席は選べません
※チケットの受取時期は、各試合の2週間前頃の予定です

※詳しくは下記をご覧ください

区分・内容

6月18日（日）
18：00

5月28日（日）
16：00

5月14日（日）
15：00

区分（対戦チーム）

日　程

①柏レイソル ②ヴァンフォーレ甲府 ③横浜Ｆ・マリノス

《ミッキーのハワイ旅行》より 1937年
ⓒ Disney Enterprises, Inc.

ソール・ライター《足跡》1950年頃
ソール・ライター財団蔵
ⓒSsul Leiter Estate

ソール・ライター《雪》1960年
ソール・ライター財団蔵
ⓒSsul Leiter Estate

ソール・ライター《タクシー》1957年
ソール・ライター財団蔵
ⓒSsul Leiter Estate

《坂本龍馬湿板写真》
慶応2年または3年頃　高知県立歴史民俗資料館蔵

〔展示期間〕4月29日（土・祝）～5月1日（月）
※3日間の限定公開です。上記期間以外は複製を展

示します。

 休館日：火曜日（ただし、5月2日、7月25日、8月1日・8日・15日・22日・29日は開館）

休館日：5月9日（火）、6月6日（火）

没後150年 坂本龍馬
特別展覧会

今回の特別展覧会では、主に残された龍馬の手紙に焦点をあてつつ、
近年新たに発見・解明された書状や剣術免状など龍馬関係資料を広
く集めてご覧いただきます。現代の日本人はなぜ坂本龍馬が好きな
のか、それを考えることはすなわち「日本人論」でもあるのです。

休館日：毎週月曜日（ただし、5月1日・15日は開館）

※次の場合は観覧料が無料です。
未就学児童。身体障碍者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・
被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付き添いの方（2名まで）。
小学生と都内在住・在学の中学生は常設展示室観覧料が無料。
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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

千葉県木更津市：江川海岸潮干狩場
　　  JR内房線「岩根駅」

1会員合計10枚まで
（300枚限定・抽選）

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

4月10日(月)  
4月13日(木)から

事　業
コード 174617

木更津市江川海岸　
潮干狩り券

場　所

申込数

アクアラインでいっそう身近な、美味しい楽しい浜あそび。
無料の大型駐車場・更衣室・砂ぬき用海水あり。

湘南海岸に位置し、富士山や景勝地江の島が控える絶好の
ロケーションを活用した水族館。２万匹の魚が泳ぐ相模湾
大水槽や癒しのクラゲ空間、ウミガメの浜辺など見所満載
です。人気のイルカ・アシカショー、ペンギンショー、世界
初の３Dプロジェクションマッピングクラゲショーも毎
日お楽しみいただけます。

締　切　日
抽選公開日

4月10日(月)  
4月13日(木)から

事　業
コード 174615

締　切　日
抽選公開日

4月16日(日)  
4月20日(木)から

事　業
コード 174616

区分① 大　人 1,000円（当日 2,100円）
区分② 高校生  600円（当日 1,500円）
区分③ 小・中学生  400円（当日 1,000円）
区分④ 幼児（3歳以上）  200円（当日 600円）

神奈川県藤沢市片瀬海岸２－１９－１
　　  小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」ほか最寄駅

場　所

料　金

新江ノ島水族館

よこはま動物園  
ズーラシア

区分・料金

有効期限

１会員合計5枚まで
（400枚限定）

10月31日（火）

申込数

有効期限

500円
(一般 800円)

1,200円
(一般 1,600円)

区　分

料　金

①大人２kg券 ②小人1kg券

イメージ

入場券

入園券

楽しみながら学べる
“わくわくドキドキ冒険水族館”

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

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

※小人は4歳以上小学生まで、中学生以上は大人料金
※貸熊手はセラ・サービス会員であることを申し出れば、

割引料金（50円）にて貸出し
※用具購入料金：アミ一袋200円、熊手一丁200円
※指定の重さを超えた場合、別途追加料金がかかります
（1kg900円）

※チケットの受取時期は、４月下旬の予定です

※大人・中人・小人共通の入園券になります
※本チケットで、ズーラシアまたは金沢動物園のどちらかにご入園いただけます
※休園日等は各施設にお問い合わせください
※チケットの受取時期は、4月下旬の予定です

※高校生は入場窓口で生徒手帳等の提示が必要です
※チケットの受取時期は、4月下旬の予定です

http://www.enosui.com/

3月28日（火）～8月11日（金・祝）

※毎週土曜日は、小・中・高校生は無料(要学生証)です
※小学生未満は無料です
※障害者手帳・愛の手帳・療育手帳をお持ちの方と、その付添者原則

2人は無料です

「生命の共生・自然との調和」をメインテーマに掲げるよこはま動物園ズーラシア。
珍しい動物がいっぱい暮らす、日本最大級の新しいタイプの動物園。

大人・中人・小人 共通入園券　150円（一般 800円）

１会員5枚まで
（400枚限定・抽選）

7月31日（月）

神奈川県横浜市旭区白根町１１７５－１
　　 相鉄線「鶴ヶ峰駅」「三ツ境駅」、
　　 JR 横浜線・市営地下鉄「中山駅」から
　　 「よこはま動物園」行きバスで15分　ほか

最寄駅

場　所

料　金

申込数

有効期限

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。
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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
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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

￥

★次号の会報誌『せら』は、５月末に発送する予定です

i n f o r m a t i o n

●平成29年3月31日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）までに提出してく
ださい。期限内に提出されない場合、2人以上で加入している事業所は3カ月分、1人で加入している事業所は
1年分の会費を4月26日（水）に引き落しさせていただきます。なお、いったん引き落とされると、返金はでき
ませんので、ご注意ください。

　※退会届は、『利用ガイド』114頁またはセラ・サービスのホームページからダウンロードし、ご利用ください

●引っ越しの季節となりますが、セラ・サービスでは、皆さまからお出しいただいた内容で住所を登録し会報誌
『せら』や補助券、チケットをお送りしております。事業所やご自宅の住所が変更になった場合は、すみやかにセ
ラ・サービスまでお届けくださいますよう、お願いいたします。

事業所が世田谷区内で転居した場合

会員が世田谷区内・外へ転出した場合

変更届を提出してください
変更届は、『利用ガイド』112頁またはセラ・サービスのホームページ
内「各種用紙ダウンロード」➡「変更届」から入手できます。

➡
➡

事業所の退会届等の提出について

住所変更に伴う「変更届」の提出について

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

締　切　日
抽選公開日

4月10日(月)  
4月13日(木)から

事　業
コード 174000

会員・登録家族（小学生以上／小中学生は保護者同伴）

①ポケカル予約センター〈☎03（5652）7072〉に電話し、セラ・サービスの会員
である旨および商品番号（1724－0007）を伝えてご予約ください。

②予約後、Webまたは自動音声でセラ･サービスに補助券をお申し込みください。
③ポケカルから振込用紙を送付されますので、支払期日までにお支払いください。
④出発当日、補助券をポケカルの係員にお渡しください（補助券をお持ちでない場

合は、一般参加料金となりますので、ご注意ください）。
※補助券のご利用は、補助券に記載されている会員および登録家族に限ります。

当ツアーは、6歳（小学校1年生）以上のお客様がご参加いただけます。 未就学児
のお子様はご参加いただけませんので、予めご了承ください。

40人 １回

会　員 一　般

横須賀軍港めぐりと記念艦「みかさ」見学 
～海軍カレーの昼食付き～

2,982円 4,980円

内　容

※会員価格は補助券利用時の金額です。すべて税込み価格

参加資格

募集人数 利用回数

利用方法

ご注意

コース

内容・料金

10人

株式会社 ポケカル
総合旅行業取扱管理者：鈴木道男
東京都知事登録旅行業第2－6811号 
ANTA正会員

20人（１ツアーにつき）

軍港クルーズ＋昼食＋見学料

4月8日（土）、9日（日）、22日（土）、23日（日）

企画会社

定　員

日　程

最少催行人員

料金に含まれるもの

ポケカル 日帰りツアー

11:40
12:00

13:00
14:00

15:00

横須賀市汐入桟橋にて集合・受付
軍港めぐりクルージング

（45分間のクルージングです）
よこすか海軍カレーのご昼食
記念艦「三笠」見学

終了予定
（自由解散となります。
艦内は16:30まで見学できます）

アメリカ海軍第7艦隊と海上自衛隊の艦船基地を間近に見ながら横須賀の港を船でめぐります。
海の魅力が豊富な『横須賀らしい』 45分間のクルーズをめいっぱいお楽しみください！

迫力の戦艦を間近に見学！
横須賀軍港めぐりと記念艦「みかさ」見学 ～海軍カレーの昼食付き～

セラ・サービス　世田谷区産業振興公社様の会報誌「せら」4･5月号　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス17.2　●イラストレーターCS6

「ワンデイスキップ」

https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/  ID： 5945 PASSWORD： 36647
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（半角で入力）

ご予約・詳細確認はこちら！

一般料金より

20％～最大55％割引!!20％～最大55％割引!!

ニッポンレンタカーの

「ワンデイスキップ」

お問い合わせ窓口： ニッポンレンタカー ワンデイ担当
TEL.03（6859）6177 （平日のみ 9時～17時）

●ネットでラクラク予約！ 　●ご利用の2時間前まで予約可能!
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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

4月  6日(木)　10:00～15:00

4月13日(木)　10:00～15:00

4月15日(土)　10:00～15:00

4月19日(水)　10:00～15:00

4月21日(金)　10:00～15:00

5月12日(金)　10:00～15:00

5月16日(火)　10:00～15:00

5月18日(木)　10:00～15:00

5月20日(土)　10:00～15:00

5月23日(火)　10:00～15:00

大橋支店（目黒区大橋２－２２－５）

新宿支店（新宿区西新宿１－３－７）

下高井戸支店（世田谷区松原３－３０－８）

東小金井支店（小金井市東町４－４２－２１）

烏山支店（世田谷区南烏山４－１２－７）

経堂支店（世田谷区経堂２－３－２）

代田橋支店（世田谷区大原２－２７－３１）

三鷹支店（三鷹市上連雀８－４－８）

桜上水支店（世田谷区桜上水４－１７－２）

京橋支店（中央区新富２－４－２）

☎03(3469)0315 ／ 9：00～15：00

☎03(3342)3821 ／ 9：00～15：00

☎03(3321)4155 ／ 9：00～15：00

☎042(384)1521 ／ 9：00～15：00

☎03(3300)1361 ／ 9：00～15：00

☎03(3420)4121 ／ 9：00～15：00

☎03(3328)0151 ／ 9：00～15：00

☎0422(47)3131 ／ 9：00～15：00

☎03(3329)3241 ／ 9：00～15：00

☎03(3552)4091 ／ 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

プリペイドのお取り扱いが変わります
平成29年度から、『利用ガイド』
でお取り扱いしていたクオ・カー
ドと全国共通お食事券ジェフグ
ルメカードを、会報誌「せら」にて
定期的にあっせんいたします。
次号の６・７月で掲載予定です。

見  本

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
http://www.shinkin.co.jp/showa
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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

4月  6日(木)　10:00～15:00

4月13日(木)　10:00～15:00

4月15日(土)　10:00～15:00

4月19日(水)　10:00～15:00

4月21日(金)　10:00～15:00

5月12日(金)　10:00～15:00

5月16日(火)　10:00～15:00

5月18日(木)　10:00～15:00

5月20日(土)　10:00～15:00

5月23日(火)　10:00～15:00

大橋支店（目黒区大橋２－２２－５）

新宿支店（新宿区西新宿１－３－７）

下高井戸支店（世田谷区松原３－３０－８）

東小金井支店（小金井市東町４－４２－２１）

烏山支店（世田谷区南烏山４－１２－７）

経堂支店（世田谷区経堂２－３－２）

代田橋支店（世田谷区大原２－２７－３１）

三鷹支店（三鷹市上連雀８－４－８）

桜上水支店（世田谷区桜上水４－１７－２）

京橋支店（中央区新富２－４－２）

☎03(3469)0315 ／ 9：00～15：00

☎03(3342)3821 ／ 9：00～15：00

☎03(3321)4155 ／ 9：00～15：00

☎042(384)1521 ／ 9：00～15：00

☎03(3300)1361 ／ 9：00～15：00

☎03(3420)4121 ／ 9：00～15：00

☎03(3328)0151 ／ 9：00～15：00

☎0422(47)3131 ／ 9：00～15：00

☎03(3329)3241 ／ 9：00～15：00

☎03(3552)4091 ／ 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

プリペイドのお取り扱いが変わります
平成29年度から、『利用ガイド』
でお取り扱いしていたクオ・カー
ドと全国共通お食事券ジェフグ
ルメカードを、会報誌「せら」にて
定期的にあっせんいたします。
次号の６・７月で掲載予定です。

見  本

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
http://www.shinkin.co.jp/showa

18



〒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（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） 
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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

せら
あ な た の 暮 ら し に プ ラ ス ワ ン 。

　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、
スマートフォンからが
簡単で便利です！

セラ・サービスへのお申し込みは、
スマートフォンからが
簡単で便利です！

http://www.setagaya-icl.or.jp/sela/

舞台 
『Little Voice リトル・ヴォイス』


