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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 。

　セラ・サービスでは、広告掲載および折
込広告を募集しています。会員への有益
な情報や格安なサービスをPRしません
か。詳しくはセラ･サービスまでお問い合
わせください。
会報誌「せら」…2カ月に1回発行。発行部
数：約9,000部

広 告 を 掲 載 しませんか

掲載量 掲載料金

120,000円

40,000円

40,000円裏表紙１／４

30,000円　 〃　１／４

全面(３頁以降)

60,000円　 〃　１／２

　 〃　１／３

※会報誌はA4判です

広告掲載料金
広告主の種類 折込単価

6円

10円

第１号

8円第２号

第３号

折込広告料金

※第１号はセラ・サービス会員
　第２号はセラ・サービス契約事業所
　第３号は上記以外
※広告の大きさはいずれも最大A4判
　以内

Bunkamura シアターコクーン



利用期間／所在地／電話番号 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金

利用期間／所在地／電話番号 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金

利用期間／所在地／電話番号 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金
7/8（土）・９（日）・15（土）～17（月・祝）・
22（土）～9/3（日）

1,600円

500円

400円

400円

2,000円

900円

2,400円

1,100円

区分④ 東武動物公園 190

おとな（中学生以上）

こども（3歳～小学生）

入園料
+プール埼玉県宮代町須賀110

　☎0480（93）1200

区分① よみうりランド　ウォーターアミューズメントアイランド「WAI」
利用期間／所在地／電話番号 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金

5,100円

4,000円

2,500円

400円

400円

400円

5,500円

4,400円

2,900円

6,000円

4,800円

3,200円

おとな（18～65歳未満）

4,500円 400円 4,900円 5,300円シルバー（65歳以上）

1,400円 400円 1,800円 2,000円シルバー（65歳以上）

こども（中学・高校生）

3,700円 400円 4,100円 4,400円こども（小学生以下）

プール付
ワンデーパス

おとな（18～65歳未満）

1,900円 400円 2,300円 2,500円こども（中学・高校生）

1,500円 400円 1,900円 2,100円こども（小学生以下）

7/1（土）～9/10（日）
稲城市矢野口4015-1
　☎044（966）1133

プールＷＡI
入場券

7/8（土）～9/18（月・祝）

2,600円

1,200円

1,600円

400円

400円

400円

3,000円

1,600円

2,000円

3,800円

2,100円

2,600円

区分② 大磯ロングビーチ

おとな

シニア（65歳以上）
１日券料金

中学・高校生

1,200円

400円

400円

400円

1,600円

800円

2,100円

1,100円

小学生

幼児（3歳以上の未就学児）

幼児（2歳以上の未就学児）

神奈川県中郡大磯町国府本郷546
　☎0463（61）7726

7/1（土）～10/1（日）

2,400円

1,000円

1,900円

400円

400円

400円

2,800円

1,400円

2,300円

3,500円

1,800円

2,500円

区分③ 東京サマーランド

おとな（中学生以上）

シニア（61歳以上）
入園料
＋プール料金

小学生

1,000円 400円 1,400円 1,800円

幼児（2歳以上の未就学児）

3,500円

1,100円

2,400円

400円

400円

400円

3,900円

1,500円

2,800円

4,500円

2,000円

3,000円

おとな（中学生以上）

シニア（61歳以上）
フリーパス

小学生

1,100円 400円 1,500円 2,000円

あきる野市上代継600
　☎042（558）6511

※フリーパスは入園・屋内外プール・屋外
遊園地ののりもの乗り放題付き。ただ
し、コインゲーム・別料金ののりものは
除く

※7月のみ
　幼児無料

※DEKASLAは
　別料金

●締切日までに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。
●各施設受付で会員証を提示のうえ、プール利用補助券を１人につき１枚提出してください。

プール利用補助券で次の施設を割引料金でご利用いただけます。

夏のプール利用補助券

※補助券に記載している方以外はご利用になれませんので、ご注意ください
会員・登録家族

利用方法

利用資格

２回まで利用回数

400円利用補助

各施設により利用期間が異なりますので、ご確認のうえ、ご利用ください。
入れ墨やタトゥー（シールを含む）をされた方のご入場は固くお断りいたします。

そ の 他

注　意

締　切　日 8月25日（金）
事　業
コード 175301 Web 自動音声Web 自動音声 事　業

コード 175001
申込資格・受取方法などは、9頁上の〔チケット〕をご覧ください。

締　切　日
抽選公開日

6月15日(木)
6月17日(土)から

Web 自動音声事　業
コード 175002 締　切　日

抽選公開日
6月20日(火)
6月26日(月)から

東京湾納涼船2017

屋形船と花火の祭典

美しい夜景の東京湾をクルージング。期間内で好きな日程を予約し、
ご乗船いただけます。

屋形船でおいしい料理をいただきながら、間近で花火をご覧いただけます。仕事終わりに会社の皆さんで・ご友人でいかがですか？

19：15～21：00

竹芝～レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭
～羽田空港～東京ゲートブリッジ（折り返し）

1会員4枚まで（200枚限定）

竹芝客船ターミナル　　
　　　ゆりかもめ「竹芝駅」、JR「浜松町駅」

会　員 一　般

大　人 1,800円 2,600円

区　分

乗船時間

発着場所

運行ルート

申込数

7月1日（土）～10月9日（月・祝）有効期間

料金には乗船料及びドリンク飲み放題分が含まれます。フード、飲み放題対象外の飲み物は別料金になります。
ゆかた割引きなど他の割引きとの併用はできません。
お席のついたパーティープラン等もございます（別料金）。詳しくは、東海汽船納涼船HPをご覧ください。
必ず東海汽船納涼船予約係〈☎03(3437)6119〉に電話でご予約のうえ、竹芝にお越しいただき、窓口で乗船
券と引き換えてください。

注意事項

料　金

8月15日（火）　18：30出船予定

会員・登録家族（小学生以上／小・中学生は保護者同伴）

御弁当／刺身／おつまみ／みそ汁／おしんこ／デザート
※ビール、日本酒、サワー、ジュース飲み放題

羽田　かめだや　☎03(3741)1258 
　　　京浜急行羽田空港線「大鳥居駅」から徒歩10分
※JR蒲田駅より送迎あり（詳細は当選者に別途お知らせします）

日　時

場　所

参加資格

食事内容

60人（抽選）募集人数

お振込後のキャンセルは全額会員様のご負担となります
ので、ご注意ください。
当日の人数変更は席が限られておりますので、お受けで
きません。あらかじめご了承ください。
※雨天により花火が中止の場合でも出船いたします（ただし荒天の場合

は除く）

注意事項

料　金

最寄駅

最寄駅

※税込み価格

会　員 一　般

①大　人 7,000円 10,800円

②小・中学生 4,000円 5,500円

区　分

※税込み価格

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。

屋形船船内（イメージ） イメージ

検索東京湾納涼船

※会員と登録家族それぞれ2回ずつ
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利用期間／所在地／電話番号 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金

利用期間／所在地／電話番号 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金

利用期間／所在地／電話番号 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金
7/8（土）・９（日）・15（土）～17（月・祝）・
22（土）～9/3（日）

1,600円

500円

400円

400円

2,000円

900円

2,400円

1,100円

区分④ 東武動物公園 190

おとな（中学生以上）

こども（3歳～小学生）

入園料
+プール埼玉県宮代町須賀110

　☎0480（93）1200

区分① よみうりランド　ウォーターアミューズメントアイランド「WAI」
利用期間／所在地／電話番号 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金

5,100円

4,000円

2,500円

400円

400円

400円

5,500円

4,400円

2,900円

6,000円

4,800円

3,200円

おとな（18～65歳未満）

4,500円 400円 4,900円 5,300円シルバー（65歳以上）

1,400円 400円 1,800円 2,000円シルバー（65歳以上）

こども（中学・高校生）

3,700円 400円 4,100円 4,400円こども（小学生以下）

プール付
ワンデーパス

おとな（18～65歳未満）

1,900円 400円 2,300円 2,500円こども（中学・高校生）

1,500円 400円 1,900円 2,100円こども（小学生以下）

7/1（土）～9/10（日）
稲城市矢野口4015-1
　☎044（966）1133

プールＷＡI
入場券

7/8（土）～9/18（月・祝）

2,600円

1,200円

1,600円

400円

400円

400円

3,000円

1,600円

2,000円

3,800円

2,100円

2,600円

区分② 大磯ロングビーチ

おとな

シニア（65歳以上）
１日券料金

中学・高校生

1,200円

400円

400円

400円

1,600円

800円

2,100円

1,100円

小学生

幼児（3歳以上の未就学児）

幼児（2歳以上の未就学児）

神奈川県中郡大磯町国府本郷546
　☎0463（61）7726

7/1（土）～10/1（日）

2,400円

1,000円

1,900円

400円

400円

400円

2,800円

1,400円

2,300円

3,500円

1,800円

2,500円

区分③ 東京サマーランド

おとな（中学生以上）

シニア（61歳以上）
入園料
＋プール料金

小学生

1,000円 400円 1,400円 1,800円

幼児（2歳以上の未就学児）

3,500円

1,100円

2,400円

400円

400円

400円

3,900円

1,500円

2,800円

4,500円

2,000円

3,000円

おとな（中学生以上）

シニア（61歳以上）
フリーパス

小学生

1,100円 400円 1,500円 2,000円

あきる野市上代継600
　☎042（558）6511

※フリーパスは入園・屋内外プール・屋外
遊園地ののりもの乗り放題付き。ただ
し、コインゲーム・別料金ののりものは
除く

※7月のみ
　幼児無料

※DEKASLAは
　別料金

●締切日までに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。
●各施設受付で会員証を提示のうえ、プール利用補助券を１人につき１枚提出してください。

プール利用補助券で次の施設を割引料金でご利用いただけます。

夏のプール利用補助券

※補助券に記載している方以外はご利用になれませんので、ご注意ください
会員・登録家族

利用方法

利用資格

２回まで利用回数

400円利用補助

各施設により利用期間が異なりますので、ご確認のうえ、ご利用ください。
入れ墨やタトゥー（シールを含む）をされた方のご入場は固くお断りいたします。

そ の 他

注　意

締　切　日 8月25日（金）
事　業
コード 175301 Web 自動音声Web 自動音声 事　業

コード 175001
申込資格・受取方法などは、9頁上の〔チケット〕をご覧ください。

締　切　日
抽選公開日

6月15日(木)
6月17日(土)から

Web 自動音声事　業
コード 175002 締　切　日

抽選公開日
6月20日(火)
6月26日(月)から

東京湾納涼船2017

屋形船と花火の祭典

美しい夜景の東京湾をクルージング。期間内で好きな日程を予約し、
ご乗船いただけます。

屋形船でおいしい料理をいただきながら、間近で花火をご覧いただけます。仕事終わりに会社の皆さんで・ご友人でいかがですか？

19：15～21：00

竹芝～レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭
～羽田空港～東京ゲートブリッジ（折り返し）

1会員4枚まで（200枚限定）

竹芝客船ターミナル　　
　　　ゆりかもめ「竹芝駅」、JR「浜松町駅」

会　員 一　般

大　人 1,800円 2,600円

区　分

乗船時間

発着場所

運行ルート

申込数

7月1日（土）～10月9日（月・祝）有効期間

料金には乗船料及びドリンク飲み放題分が含まれます。フード、飲み放題対象外の飲み物は別料金になります。
ゆかた割引きなど他の割引きとの併用はできません。
お席のついたパーティープラン等もございます（別料金）。詳しくは、東海汽船納涼船HPをご覧ください。
必ず東海汽船納涼船予約係〈☎03(3437)6119〉に電話でご予約のうえ、竹芝にお越しいただき、窓口で乗船
券と引き換えてください。

注意事項

料　金

8月15日（火）　18：30出船予定

会員・登録家族（小学生以上／小・中学生は保護者同伴）

御弁当／刺身／おつまみ／みそ汁／おしんこ／デザート
※ビール、日本酒、サワー、ジュース飲み放題

羽田　かめだや　☎03(3741)1258 
　　　京浜急行羽田空港線「大鳥居駅」から徒歩10分
※JR蒲田駅より送迎あり（詳細は当選者に別途お知らせします）

日　時

場　所

参加資格

食事内容

60人（抽選）募集人数

お振込後のキャンセルは全額会員様のご負担となります
ので、ご注意ください。
当日の人数変更は席が限られておりますので、お受けで
きません。あらかじめご了承ください。
※雨天により花火が中止の場合でも出船いたします（ただし荒天の場合

は除く）

注意事項

料　金

最寄駅

最寄駅

※税込み価格

会　員 一　般

①大　人 7,000円 10,800円

②小・中学生 4,000円 5,500円

区　分

※税込み価格

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。

屋形船船内（イメージ） イメージ

検索東京湾納涼船

※会員と登録家族それぞれ2回ずつ

2



Web・自動音声は、18頁をご覧ください。
締　切　日
抽選公開日

6月14日（水）  
6月16日（金）から  

事　業
コード 175800

会員・登録家族

①当選が確認できましたら、H.I.S.ベネフィットセクションのWEBサイトから、もしくは、☎0570
（300）890に電話し、セラ・サービスの会員である旨およびツアーコード（TK-FJX1704-TWR2）
を伝えてご予約ください。

②補助券が届きましたら、H.I.S.ベネフィットセクション宛にお送りください。
③H.I.S.から振込用紙が送付されますので、支払い期日までにお支払いください。
※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1年生）以上のお客様が対象です。

100人 5,000円／人

※金額は5名1部屋をご利用のときに補助券を利用した場合の、１人当たりの料金です（全て税込み価格）
※日時や人数で金額が異なりますので、必ずH.I.S.にお電話でお問い合わせください（☎0570-300-890）

24,800円／人 29,800円／人
大阪テーマパーク ユニバーサルシティの旅
～大阪の人気テーマパーク入場券付き～（5名1室利用時）

一　般 （一例）会　員 （一例）商　品　名

お待たせいたしました！新幹線で行く、大阪テーマパークのユニバーサルシティへの旅が、セラ・サービスに登場しま
す！大人気の感動と興奮のエンターテインメントへこの機会に是非、ご参加ください。

はせがわ広告1/4

H.I.S. ベネフィットセクション

大阪テーマパーク
ユニバーサルシティの旅
参加資格 募集人数 補助額

利用方法

ご注意

内容・料金

出発日

スケジュール

６月 18日(日)～23日(金)、
 25日(日)～30日(金) 

７月 2日(日)～7日(金)、
 9日(日)～14日(金)、
 17日(月・祝)～19日(水)

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

Web 自動音声

大阪の人気テーマパーク入場券付き

検索HIS
締　切　日
抽選公開日

6月21日（水）  
6月23日（金）から

事　業
コード 175003

伊勢原はーぶぽーく／牛はらみ／鶏胸肉／季節の野菜／
収穫体験で採った超新鮮野菜／焼きそば／フランクフルト（子どものみ）

※税込み価格　
※子ども料金は3歳～小学生が対象となります
※飲み物代は別途（持ち込み可）

「ベジQ」
家族で旬の野菜の収穫体験とバーベキューを同時に楽しむことができ、
しかも手ぶらで行ける新感覚のバーベキューを体験してはいかがですか。
是非、この機会にご自分で採った超新鮮な無農薬野菜を、豊潤な自然で潤
う大山のふもとに広がる農園で味わってみてください。

会　員 一　般
①大　人 2,800円 4,500円

②子ども 1,400円 2,500円

区　分

野菜の収穫体験+
バーベキューセット＋食材

内　容

食材内容

内容・料金

土日・祝日（但し、7月17日～8月31日までは、火曜、水曜も営業いたします）
午前の部 10：30～13：30　午後の部 14：00～17：00

営　業

神奈川県伊勢原市西富岡1399（カーナビは、1284-1）場　所

会員・登録家族参加資格

10月末日まで有効期限

アグリパーク伊勢原　
☎0120（855）817

ご予約・お問合せ

http://vegetable-bbq.com/bbq/agripark/

収穫体験
   バーベキュー

＆

Web 自動音声申込数 1会員4枚まで（200枚限定）

（東海道新幹線
普通車指定席）

（東海道新幹線
普通車指定席）

（JR在来線：大阪駅と
西九条駅で乗り換え）

（JR在来線：大阪駅と
西九条駅で乗り換え）

（フリータイム）

（フリータイム）

※発着駅は、品川、新横浜も選べます。

東京駅 
　　　　

新大阪駅

ユニバーサルシティ駅

ホテル

ホテル 

ユニバーサルシティ駅 

新大阪駅

東京駅

初　日

2日目
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Web・自動音声は、18頁をご覧ください。
締　切　日
抽選公開日

6月14日（水）  
6月16日（金）から  

事　業
コード 175800

会員・登録家族

①当選が確認できましたら、H.I.S.ベネフィットセクションのWEBサイトから、もしくは、☎0570
（300）890に電話し、セラ・サービスの会員である旨およびツアーコード（TK-FJX1704-TWR2）
を伝えてご予約ください。

②補助券が届きましたら、H.I.S.ベネフィットセクション宛にお送りください。
③H.I.S.から振込用紙が送付されますので、支払い期日までにお支払いください。
※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1年生）以上のお客様が対象です。

100人 5,000円／人

※金額は5名1部屋をご利用のときに補助券を利用した場合の、１人当たりの料金です（全て税込み価格）
※日時や人数で金額が異なりますので、必ずH.I.S.にお電話でお問い合わせください（☎0570-300-890）

24,800円／人 29,800円／人
大阪テーマパーク ユニバーサルシティの旅
～大阪の人気テーマパーク入場券付き～（5名1室利用時）

一　般 （一例）会　員 （一例）商　品　名

お待たせいたしました！新幹線で行く、大阪テーマパークのユニバーサルシティへの旅が、セラ・サービスに登場しま
す！大人気の感動と興奮のエンターテインメントへこの機会に是非、ご参加ください。

はせがわ広告1/4

H.I.S. ベネフィットセクション

大阪テーマパーク
ユニバーサルシティの旅
参加資格 募集人数 補助額

利用方法

ご注意

内容・料金

出発日

スケジュール

６月 18日(日)～23日(金)、
 25日(日)～30日(金) 

７月 2日(日)～7日(金)、
 9日(日)～14日(金)、
 17日(月・祝)～19日(水)

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

Web 自動音声

大阪の人気テーマパーク入場券付き

検索HIS
締　切　日
抽選公開日

6月21日（水）  
6月23日（金）から

事　業
コード 175003

伊勢原はーぶぽーく／牛はらみ／鶏胸肉／季節の野菜／
収穫体験で採った超新鮮野菜／焼きそば／フランクフルト（子どものみ）

※税込み価格　
※子ども料金は3歳～小学生が対象となります
※飲み物代は別途（持ち込み可）

「ベジQ」
家族で旬の野菜の収穫体験とバーベキューを同時に楽しむことができ、
しかも手ぶらで行ける新感覚のバーベキューを体験してはいかがですか。
是非、この機会にご自分で採った超新鮮な無農薬野菜を、豊潤な自然で潤
う大山のふもとに広がる農園で味わってみてください。

会　員 一　般
①大　人 2,800円 4,500円

②子ども 1,400円 2,500円

区　分

野菜の収穫体験+
バーベキューセット＋食材

内　容

食材内容

内容・料金

土日・祝日（但し、7月17日～8月31日までは、火曜、水曜も営業いたします）
午前の部 10：30～13：30　午後の部 14：00～17：00

営　業

神奈川県伊勢原市西富岡1399（カーナビは、1284-1）場　所

会員・登録家族参加資格

10月末日まで有効期限

アグリパーク伊勢原　
☎0120（855）817

ご予約・お問合せ

http://vegetable-bbq.com/bbq/agripark/

収穫体験
   バーベキュー

＆

Web 自動音声申込数 1会員4枚まで（200枚限定）

（東海道新幹線
普通車指定席）

（東海道新幹線
普通車指定席）

（JR在来線：大阪駅と
西九条駅で乗り換え）

（JR在来線：大阪駅と
西九条駅で乗り換え）

（フリータイム）

（フリータイム）

※発着駅は、品川、新横浜も選べます。

東京駅 
　　　　

新大阪駅

ユニバーサルシティ駅

ホテル

ホテル 

ユニバーサルシティ駅 

新大阪駅

東京駅

初　日

2日目

4



Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

4,500円
会員・登録家族

瑞雪定番 夜のコース 7,560円

一　般

区　分

3,500円

会員・登録家族

せら特別ディナー
十日町食材コラボ 6,264円

一　般

区　分

3,000円
会員・登録家族

ランチコース 5,500円

同行者

6,380円

一　般

本日のスープ／ビーフサラダ 嘉門風／USリブロースステーキ140g 又は
シェフおすすめ魚料理 ／ご飯／味噌汁／香の物／デザート／コーヒー
※食材の都合により、メニューは予告なく変わる場合がありますので、ご了承ください

４歳未満のお子様のご利用は、ご遠慮いただいております。

ディナータイムでのご提供になります。

お子様（中学生未満）を連れてのご来店はご遠慮ください。
ご予約は前日までにお願いいたします。

鮮魚の瑞雪式お刺身 サラダ仕立て／今月のフカヒレスープ
／おまかせ料理2品／肉料理／本日の鮮魚の姿蒸し熱々葱
油がけ （魚のサイズや人数により半身または切り身になる
場合がございます）／お食事／デザート　全8品
※メニューは一例です。 食材の入荷により変更になる場合がございます

コラボ企画で大盛況だった「新潟県十日町食材」が、今度はセラ・サービスでも大人気のビストロ、
イル・ド・レで開催されることになりました。妻有ポークをはじめ、十日町で採れた旬の野菜をふ
んだんに使ったお料理と選りすぐりのワインをご提供いたします。気軽にフランスのリゾート地
を感じられるイル・ド・レで愉しいひとときをお過ごしください。

世田谷区内では数少ないあのミシュラン一ッ星を獲得したお店です！
梅ヶ丘の閑静な住宅街に居を構える広東料理店。島根県益田市から届く白身魚を、サラダ仕立ての刺身、蒸し物、あら
で出汁を取ったつゆそばなどで丸ごと味わうメニューが好評です。店主が目指すのは「日本独自の中華」で、あっさり
した風味の広東料理をベースに、日本の食材や調味料にこだわった個性的な料理です。店内は掘りごたつで居心地も
良く、家庭的な雰囲気で食事を楽しめます。ミシュランガイド東京2015、16、17と、3年連続で掲載されました。

鉄板焼は日本と西欧の食文化の融合。そしてなごやかにお楽しみ
いただけるその味わいは、新しい出会いや語らいのひとときに最
適です。旬の素材を使った味覚の数々を、どうぞくつろいでご堪
能ください。

6月20日（火）～7月31日（月）

6月20日（火）～7月31日（月）

17：30～23：00
(ラストオーダー　Food 22：00　Drink 22：30)

千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテル本館17階　
☎03（3539）8116 
        千代田線「日比谷駅」A5番出口徒歩3分

渋谷区渋谷2－15－1 クロスタワー1F
☎03（3400）4755　　　　　　　　　　　　　　　  
        JR「渋谷駅」徒歩5分

帝国ホテル 東京  

鉄板焼 嘉門 本館17階

中国料理 瑞雪（ずいせつ）

※税･サービス料込み

※税・サービス料込み

※税・チャージ料込み

　　　  11:30～14:30（ラストオーダー）

6月20日（火）～7月31日（月）

世田谷区梅丘1－20－13　第六日向ビル2階
☎03（3428）1415　
        小田急小田原線「梅ヶ丘駅」徒歩2分

18:00～21:00（ラストオーダー20:30）
※コースの受付は19:30まで

※木曜定休（不定休あり）

※土・日曜定休

ビストロ イル・ド・レ ～新潟県十日町市の食材～

アミューズ：みやうちさんの豆腐をカルパッチョに
前菜：日本海からキスとスルメイカのエスカベッシュ　新潟野菜のテリーヌ添え
魚料理：真鯛のポワレを十日町の麩海苔ソースと
肉料理：妻有ポークのコンフィとスペアリブをかんずりソースで　
デザート：花水農産の豆乳を十日町の雪祭りをイメージして
１ドリンクとコーヒーまたは紅茶付き
※食材の入荷によって変更となる場合がございます

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

ディナー

ディナー

ラ ン チ

最寄駅

最寄駅

期　間

営業時間

そ の 他

そ の 他

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

6月10日（土）
6月14日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

6月10日（土）
6月14日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

6月10日(土)
6月14日（水）から

事　業
コード

注意事項

Web 自動音声

ミシュラン一ッ星獲得店

検索嘉門

検索イルドレ

5



Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

4,500円
会員・登録家族

瑞雪定番 夜のコース 7,560円

一　般

区　分

3,500円

会員・登録家族

せら特別ディナー
十日町食材コラボ 6,264円

一　般

区　分

3,000円
会員・登録家族

ランチコース 5,500円

同行者

6,380円

一　般

本日のスープ／ビーフサラダ 嘉門風／USリブロースステーキ140g 又は
シェフおすすめ魚料理 ／ご飯／味噌汁／香の物／デザート／コーヒー
※食材の都合により、メニューは予告なく変わる場合がありますので、ご了承ください

４歳未満のお子様のご利用は、ご遠慮いただいております。

ディナータイムでのご提供になります。

お子様（中学生未満）を連れてのご来店はご遠慮ください。
ご予約は前日までにお願いいたします。

鮮魚の瑞雪式お刺身 サラダ仕立て／今月のフカヒレスープ
／おまかせ料理2品／肉料理／本日の鮮魚の姿蒸し熱々葱
油がけ （魚のサイズや人数により半身または切り身になる
場合がございます）／お食事／デザート　全8品
※メニューは一例です。 食材の入荷により変更になる場合がございます

コラボ企画で大盛況だった「新潟県十日町食材」が、今度はセラ・サービスでも大人気のビストロ、
イル・ド・レで開催されることになりました。妻有ポークをはじめ、十日町で採れた旬の野菜をふ
んだんに使ったお料理と選りすぐりのワインをご提供いたします。気軽にフランスのリゾート地
を感じられるイル・ド・レで愉しいひとときをお過ごしください。

世田谷区内では数少ないあのミシュラン一ッ星を獲得したお店です！
梅ヶ丘の閑静な住宅街に居を構える広東料理店。島根県益田市から届く白身魚を、サラダ仕立ての刺身、蒸し物、あら
で出汁を取ったつゆそばなどで丸ごと味わうメニューが好評です。店主が目指すのは「日本独自の中華」で、あっさり
した風味の広東料理をベースに、日本の食材や調味料にこだわった個性的な料理です。店内は掘りごたつで居心地も
良く、家庭的な雰囲気で食事を楽しめます。ミシュランガイド東京2015、16、17と、3年連続で掲載されました。

鉄板焼は日本と西欧の食文化の融合。そしてなごやかにお楽しみ
いただけるその味わいは、新しい出会いや語らいのひとときに最
適です。旬の素材を使った味覚の数々を、どうぞくつろいでご堪
能ください。

6月20日（火）～7月31日（月）

6月20日（火）～7月31日（月）

17：30～23：00
(ラストオーダー　Food 22：00　Drink 22：30)

千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテル本館17階　
☎03（3539）8116 
        千代田線「日比谷駅」A5番出口徒歩3分

渋谷区渋谷2－15－1 クロスタワー1F
☎03（3400）4755　　　　　　　　　　　　　　　  
        JR「渋谷駅」徒歩5分

帝国ホテル 東京  

鉄板焼 嘉門 本館17階

中国料理 瑞雪（ずいせつ）

※税･サービス料込み

※税・サービス料込み

※税・チャージ料込み

　　　  11:30～14:30（ラストオーダー）

6月20日（火）～7月31日（月）

世田谷区梅丘1－20－13　第六日向ビル2階
☎03（3428）1415　
        小田急小田原線「梅ヶ丘駅」徒歩2分

18:00～21:00（ラストオーダー20:30）
※コースの受付は19:30まで

※木曜定休（不定休あり）

※土・日曜定休

ビストロ イル・ド・レ ～新潟県十日町市の食材～

アミューズ：みやうちさんの豆腐をカルパッチョに
前菜：日本海からキスとスルメイカのエスカベッシュ　新潟野菜のテリーヌ添え
魚料理：真鯛のポワレを十日町の麩海苔ソースと
肉料理：妻有ポークのコンフィとスペアリブをかんずりソースで　
デザート：花水農産の豆乳を十日町の雪祭りをイメージして
１ドリンクとコーヒーまたは紅茶付き
※食材の入荷によって変更となる場合がございます

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

ディナー

ディナー

ラ ン チ

最寄駅

最寄駅

期　間

営業時間

そ の 他

そ の 他

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

6月10日（土）
6月14日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

6月10日（土）
6月14日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

6月10日(土)
6月14日（水）から

事　業
コード

注意事項

Web 自動音声

ミシュラン一ッ星獲得店

検索嘉門

検索イルドレ
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沖縄県宮古島 「マンゴー」 
沖縄県宮古島産の「マンゴー」は、糖度が高くとっても甘いマンゴーです。
ぜひこの機会に宮古島のマンゴーをご賞味ください。

愛知県渥美半島 「マスクメロン」
冬でも暖かい渥美半島の太陽の恵みと太平洋の潮風をいっぱいうけて
育った甘くておいしいメロン。とれたての贅沢な味をご賞味ください。

イメージ

イメージ

内容・料金

内容・料金

その他

魚沼手繰りそば
5把つゆ付き

品　名 内　容

2,800円

会　員

4,100円180g×5袋
つゆ(2倍）70ml×5袋

一　般

マスクメロン
1箱

品　名 内　容

3,500円

会　員

4,700円約2.0kg×2個

一　般

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

6月下旬から順次発送

道の駅 クロステン十日町　　http：//cros10.or.jp

発送日

発送日

業　者

内容・料金

7月上旬から順次発送

㈱農業生産法人青原

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のむヨーグルト・
　ソーセイジセット

③のむヨーグルト150mlセット

①のむヨーグルト900mlセット

区 分・品 名 内　容

2,700円

1,900円

会　員

3,726円

2,930円

2,200円 3,190円

のむヨーグルト　　150ml×12本
フランクフルト　　150g×1袋
粗挽きソーセイジ　150g×1袋
ベーコン　　　　　120g×1袋

のむヨーグルト　　150ml×16本

のむヨーグルト　　900ml×4本

一　般

浅間白桃または白鳳

品　名 内　容 会　員

4,800円 6,500円5kg

一　般

①優品マンゴー
　1㎏（2～3玉）

区 分・品 名 会　員

2,800円 4,320円

②秀品マンゴー
　1㎏（2～3玉） 3,200円 4,860円

一　般

群馬県川場村 「のむヨーグルトセット」

6月下旬から順次発送 クール便で発送株式会社世田谷川場ふるさと公社

関東近県までの送料含む 関東近県までの送料含む

関東近県までの送料含む

関東近県までの送料含む関東近県までの送料含む

川場村から、毎年恒例・人気商品のお届けです。濃厚でクリーミーな味わいの「のむヨーグルト」。ドイツで修業した
職人が作る「ソーセイジ・ベーコン」。どちらも地元の素材とその持ち味を活かした逸品です。

内容・料金

発送日

業　者

山梨県甲州市 「塩山のもも」

7月下旬～8月上旬

三枝農園・古屋農園・早川農園

山梨県は、ももの生産量が日本一です。ジューシーで上品な甘みをもつ
塩山のももをお楽しみください。

イメージ

イメージ

内容・料金

7月25日（火）から順次発送

渥美観光 武 園

発送日

業　者

イメージ

締　切　日
抽選公開日

6月14日（水）
6月16日（金）から

事　業
コード 175204

締　切　日
抽選公開日

6月11日（日）
6月13日（火）から

事　業
コード 175205 

締　切　日
抽選公開日

6月11日（日）
6月13日（火）から

事　業
コード 175201

締　切　日
抽選公開日

6月12日（月）
6月14日（水）から

事　業
コード 175202

締　切　日
抽選公開日

6月23日（金）
6月26日（月）から

事　業
コード 175203

申込数 1会員合計4箱まで（販売総数100箱）

申込数 1会員4箱まで（販売総数100箱）

申込数 1会員合計4セットまで（合計100セット限定）

申込数 1会員4箱まで（販売総数200箱）

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

【Webでの申込】
スマホやパソコン、タブレットから24時間いつでも
簡単にお申し込みいただけます。Webでの申込は、差
額送料が無料となりますので、たいへんお得です。

（例：沖縄や離島の送料は2,136円が無料など）

【郵送での申込】
『利用ガイド』平成29・30年度版P.120の申込用紙
に必要事項を明記のうえ、郵送してください。受け付
けは締め切り日必着です。

関東近県までの送料が含まれているものと含まれていないものがあり
ますので、必ず商品の説明をご確認ください。

■発送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。
■申込用紙には、送付先の電話番号を必ず明記してください。
■当選者には、抽選後、振込用紙をお送りいたしますので、支払期限まで

にお支払いください。
■支払期限を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、十分ご注意ください。

■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
往復分をご負担いただきます。

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

自動音声での
申し込み不可
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沖縄県宮古島 「マンゴー」 
沖縄県宮古島産の「マンゴー」は、糖度が高くとっても甘いマンゴーです。
ぜひこの機会に宮古島のマンゴーをご賞味ください。

愛知県渥美半島 「マスクメロン」
冬でも暖かい渥美半島の太陽の恵みと太平洋の潮風をいっぱいうけて
育った甘くておいしいメロン。とれたての贅沢な味をご賞味ください。

イメージ

イメージ

内容・料金

内容・料金

その他

魚沼手繰りそば
5把つゆ付き

品　名 内　容

2,800円

会　員

4,100円180g×5袋
つゆ(2倍）70ml×5袋

一　般

マスクメロン
1箱

品　名 内　容

3,500円

会　員

4,700円約2.0kg×2個

一　般

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

6月下旬から順次発送

道の駅 クロステン十日町　　http：//cros10.or.jp

発送日

発送日

業　者

内容・料金

7月上旬から順次発送

㈱農業生産法人青原

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のむヨーグルト・
　ソーセイジセット

③のむヨーグルト150mlセット

①のむヨーグルト900mlセット

区 分・品 名 内　容

2,700円

1,900円

会　員

3,726円

2,930円

2,200円 3,190円

のむヨーグルト　　150ml×12本
フランクフルト　　150g×1袋
粗挽きソーセイジ　150g×1袋
ベーコン　　　　　120g×1袋

のむヨーグルト　　150ml×16本

のむヨーグルト　　900ml×4本

一　般

浅間白桃または白鳳

品　名 内　容 会　員

4,800円 6,500円5kg

一　般

①優品マンゴー
　1㎏（2～3玉）

区 分・品 名 会　員

2,800円 4,320円

②秀品マンゴー
　1㎏（2～3玉） 3,200円 4,860円

一　般

群馬県川場村 「のむヨーグルトセット」

6月下旬から順次発送 クール便で発送株式会社世田谷川場ふるさと公社

関東近県までの送料含む 関東近県までの送料含む

関東近県までの送料含む

関東近県までの送料含む関東近県までの送料含む

川場村から、毎年恒例・人気商品のお届けです。濃厚でクリーミーな味わいの「のむヨーグルト」。ドイツで修業した
職人が作る「ソーセイジ・ベーコン」。どちらも地元の素材とその持ち味を活かした逸品です。

内容・料金

発送日

業　者

山梨県甲州市 「塩山のもも」

7月下旬～8月上旬

三枝農園・古屋農園・早川農園

山梨県は、ももの生産量が日本一です。ジューシーで上品な甘みをもつ
塩山のももをお楽しみください。

イメージ

イメージ

内容・料金

7月25日（火）から順次発送

渥美観光 武 園

発送日

業　者

イメージ

締　切　日
抽選公開日

6月14日（水）
6月16日（金）から

事　業
コード 175204

締　切　日
抽選公開日

6月11日（日）
6月13日（火）から

事　業
コード 175205 

締　切　日
抽選公開日

6月11日（日）
6月13日（火）から

事　業
コード 175201

締　切　日
抽選公開日

6月12日（月）
6月14日（水）から

事　業
コード 175202

締　切　日
抽選公開日

6月23日（金）
6月26日（月）から

事　業
コード 175203

申込数 1会員合計4箱まで（販売総数100箱）

申込数 1会員4箱まで（販売総数100箱）

申込数 1会員合計4セットまで（合計100セット限定）

申込数 1会員4箱まで（販売総数200箱）

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

【Webでの申込】
スマホやパソコン、タブレットから24時間いつでも
簡単にお申し込みいただけます。Webでの申込は、差
額送料が無料となりますので、たいへんお得です。

（例：沖縄や離島の送料は2,136円が無料など）

【郵送での申込】
『利用ガイド』平成29・30年度版P.120の申込用紙
に必要事項を明記のうえ、郵送してください。受け付
けは締め切り日必着です。

関東近県までの送料が含まれているものと含まれていないものがあり
ますので、必ず商品の説明をご確認ください。

■発送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。
■申込用紙には、送付先の電話番号を必ず明記してください。
■当選者には、抽選後、振込用紙をお送りいたしますので、支払期限まで

にお支払いください。
■支払期限を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、十分ご注意ください。

■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
往復分をご負担いただきます。

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

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。

締　切　日
抽選公開日

6月10日(土)  
6月13日(火) から

事　業
コード 175401

※公演時間：約2時間（2部構成､休憩15～20分）

明日海りお／仙名彩世　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）

東京宝塚劇場　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

出　演

宝塚歌劇花組公演
古代ロマン
『邪馬台国の風』

レビュー・ファンタスティーク
『Santé!!』
～最高級ワインをあなたに～

8月6日（日） 15:30 20日（日） 11：00
区分
❶

区分
❷

フランスの劇作家シュミットの最高傑作！
今、二人の男たちの心理ゲームが始まる！

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

TBS赤坂ACTシアター
　     東京メトロ「赤坂駅」ほか

全席指定　6,000円（一般 8,800円）
1会員2枚まで（各日20枚限定）

1会員2枚まで(10枚限定)
Ｓ席指定　8,500円(一般 13,500円)

益岡徹／柚希礼音／根岸季衣／藤岡正明／栗山廉　ほか

世界最高のクリエイター陣、全役がオーディションで選ばれた最高のキャスト！
全世界で80以上の演劇賞を獲得し、1000万人以上の観客を魅了し続ける作品が
ついに2017年夏、日本人キャストで実現！

1会員4枚まで（各日20枚限定）

横浜アリーナ　　  　JR・市営地下鉄「新横浜駅」
Ｓ席指定　区分①③　大人　　4,500円（一般 6,300円）
 区分②④　こども　3,500円（一般 5,200円）

37年目のこの夏は、若手演出家・藤田俊太郎氏を迎え、『ピーターパン』がBIG RENEWAL !!!
一大エンターテイメントとしてパワーアップを果たします。さぁ、あなたも新しく生まれ変わったネバーランドへ！

1会員4枚まで（各日20枚限定）

東京国際フォーラム ホールＣ　　  　JR「有楽町駅」ほか

最寄駅

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

6月11日（日）　　 
6月14日（水）から

事　業
コード 175404

事　業
コード 175405

締　切　日
抽選公開日

6月27日（火）　　 
6月30日（金）から8月10日（木） 17:45事　業

コード 175407

場　所

申込数
料　金

出　演

場　所

申込数

料　金

Ｓ席指定　区分①③　おとな　5,500円（一般 8,500円）
 区分②④　こども　3,500円（一般 5,500円）

料　金

締　切　日
抽選公開日

7月2日（日）　　 
7月6日（木）から

締　切　日
抽選公開日

6月13日（火）　　 
6月16日（金）から

事　業
コード 175406

橋爪 功、井上芳雄出　演
森 新太郎演　出

藤田俊太郎演　出
吉柳咲良／神田沙也加／宮澤佐江／石井正則／鶴見辰吾　ほか出　演

場　所

申込数

料　金
場　所

申込数

ミュージカル ビリー・エリオット ～リトル・ダンサー～

※未就学児入場不可

※こども料金は3歳から小学生まで　
※2歳以下の方は大人１名につき１名までひざ上無料。ただし、席が必要な場合は有料

※こども料金は3歳から小学生まで　
※2歳以下の方は大人１名につき１名までひざ上無料。ただし、席が必要な場合は有料※未就学児入場不可

※未就学児入場不可
※４歳以上観劇可（チケットが必要になります）

締　切　日
抽選公開日

6月27日(火)  
6月30日(金) から

事　業
コード 175402

Ｓ席指定　7,000円（一般 10,500円）料　金

藤原竜也／仲村トオル／成海璃子／木場勝己／真飛聖　ほか出　演

作 前川知大 演　出 長塚圭史

締　切　日
抽選公開日

6月13日（火）
6月16日（金）から

事　業
コード 175403

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）

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

Bunkamura シアターコクーン　　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

1会員2枚まで（10枚限定）申込数

プレイヤー
シアターコクーン・オンレパートリー2017

ブロードウェイ・ミュージカル
ウエスト・サイド・ストーリー
レナード・バーンスタイン生誕100年記念ワールドツアー！

「トゥナイト」「マリア」…心を揺さぶる名曲の数々、輝き続ける名作を今！

ともに劇作家・演出家として活躍する二つの才能が出合う！
長塚圭史（演出）×前川知大（作）の初タッグがシアターコクーンで実現！

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

8月9日（水） 19：00

7月22日（土） 18：00 25日（火） 19：00
区分
❶

区分
❷

9月16日（土） 13:00 20日（水） 18:30
区分
❶

区分
❷

7月27日（木） 11:00 29日（土） 15:30
区分
❶❷

区分
❸❹

8月19日（土） 14:00
区分
❶❷

区分
❸❹10:00

ピーターパンブロードウェイ
ミュージカル

　©nilz boehme

　©宝塚歌劇団 ©Disney, ©Disney/Pixar

ディズニー・オン・アイス “Everyone’s Story” は世代を超えた「みんなの物語」。
ストーリーやキャラクター、心ときめいたシーンやメロディが氷の上のミュージカルと
して再現されます。
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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

6月10日(土)  
6月13日(火) から

事　業
コード 175401

※公演時間：約2時間（2部構成､休憩15～20分）

明日海りお／仙名彩世　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）

東京宝塚劇場　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

出　演

宝塚歌劇花組公演
古代ロマン
『邪馬台国の風』

レビュー・ファンタスティーク
『Santé!!』
～最高級ワインをあなたに～

8月6日（日） 15:30 20日（日） 11：00
区分
❶

区分
❷

フランスの劇作家シュミットの最高傑作！
今、二人の男たちの心理ゲームが始まる！

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

TBS赤坂ACTシアター
　     東京メトロ「赤坂駅」ほか

全席指定　6,000円（一般 8,800円）
1会員2枚まで（各日20枚限定）

1会員2枚まで(10枚限定)
Ｓ席指定　8,500円(一般 13,500円)

益岡徹／柚希礼音／根岸季衣／藤岡正明／栗山廉　ほか

世界最高のクリエイター陣、全役がオーディションで選ばれた最高のキャスト！
全世界で80以上の演劇賞を獲得し、1000万人以上の観客を魅了し続ける作品が
ついに2017年夏、日本人キャストで実現！

1会員4枚まで（各日20枚限定）

横浜アリーナ　　  　JR・市営地下鉄「新横浜駅」
Ｓ席指定　区分①③　大人　　4,500円（一般 6,300円）
 区分②④　こども　3,500円（一般 5,200円）

37年目のこの夏は、若手演出家・藤田俊太郎氏を迎え、『ピーターパン』がBIG RENEWAL !!!
一大エンターテイメントとしてパワーアップを果たします。さぁ、あなたも新しく生まれ変わったネバーランドへ！

1会員4枚まで（各日20枚限定）

東京国際フォーラム ホールＣ　　  　JR「有楽町駅」ほか

最寄駅

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

6月11日（日）　　 
6月14日（水）から

事　業
コード 175404

事　業
コード 175405

締　切　日
抽選公開日

6月27日（火）　　 
6月30日（金）から8月10日（木） 17:45事　業

コード 175407

場　所

申込数
料　金

出　演

場　所

申込数

料　金

Ｓ席指定　区分①③　おとな　5,500円（一般 8,500円）
 区分②④　こども　3,500円（一般 5,500円）

料　金

締　切　日
抽選公開日

7月2日（日）　　 
7月6日（木）から

締　切　日
抽選公開日

6月13日（火）　　 
6月16日（金）から

事　業
コード 175406

橋爪 功、井上芳雄出　演
森 新太郎演　出

藤田俊太郎演　出
吉柳咲良／神田沙也加／宮澤佐江／石井正則／鶴見辰吾　ほか出　演

場　所

申込数

料　金
場　所

申込数

ミュージカル ビリー・エリオット ～リトル・ダンサー～

※未就学児入場不可

※こども料金は3歳から小学生まで　
※2歳以下の方は大人１名につき１名までひざ上無料。ただし、席が必要な場合は有料

※こども料金は3歳から小学生まで　
※2歳以下の方は大人１名につき１名までひざ上無料。ただし、席が必要な場合は有料※未就学児入場不可

※未就学児入場不可
※４歳以上観劇可（チケットが必要になります）

締　切　日
抽選公開日

6月27日(火)  
6月30日(金) から

事　業
コード 175402

Ｓ席指定　7,000円（一般 10,500円）料　金

藤原竜也／仲村トオル／成海璃子／木場勝己／真飛聖　ほか出　演

作 前川知大 演　出 長塚圭史

締　切　日
抽選公開日

6月13日（火）
6月16日（金）から

事　業
コード 175403

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）

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

Bunkamura シアターコクーン　　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

1会員2枚まで（10枚限定）申込数

プレイヤー
シアターコクーン・オンレパートリー2017

ブロードウェイ・ミュージカル
ウエスト・サイド・ストーリー
レナード・バーンスタイン生誕100年記念ワールドツアー！

「トゥナイト」「マリア」…心を揺さぶる名曲の数々、輝き続ける名作を今！

ともに劇作家・演出家として活躍する二つの才能が出合う！
長塚圭史（演出）×前川知大（作）の初タッグがシアターコクーンで実現！

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

8月9日（水） 19：00

7月22日（土） 18：00 25日（火） 19：00
区分
❶

区分
❷

9月16日（土） 13:00 20日（水） 18:30
区分
❶

区分
❷

7月27日（木） 11:00 29日（土） 15:30
区分
❶❷

区分
❸❹

8月19日（土） 14:00
区分
❶❷

区分
❸❹10:00

ピーターパンブロードウェイ
ミュージカル

　©nilz boehme

　©宝塚歌劇団 ©Disney, ©Disney/Pixar

ディズニー・オン・アイス “Everyone’s Story” は世代を超えた「みんなの物語」。
ストーリーやキャラクター、心ときめいたシーンやメロディが氷の上のミュージカルと
して再現されます。
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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。

http://www.bunkamura.co.jp

締　切　日
抽選公開日

7月8日(土)
7月12日(水) から

事　業
コード 175409

会場への入場は閉館時間の30分前まで

『アルルの女』より、『フェアウェル・ワルツ』、マニュエル・ルグリ ソロ（世界初演）
『グラン・パ・クラシック』、『ライモンダ』第１幕よりアダージョ

～運命のバレエダンサー～

S席指定　11,000円（一般 18,000円）
1会員2枚まで（8枚限定）

東京文化会館　　  　JR「上野駅」ほか最寄駅

東京文化会館　　  　JR「上野駅」ほか最寄駅

場　所

料　金

申込数

演　目

ルグリ／ゲラン／ヌニュス／ムンタギロフ／スミルノワ／チュージン出　演

ルグリ・ガラ
8月25日（金） 18:30

締　切　日
抽選公開日

6月8日(木)  
6月12日(月) から

事　業
コード 175408

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番　ヘ長調「春」
藤倉大：“Pitter‐Patter”（国際音楽祭NIPPON委嘱作品）【世界初演】　ほか

全席指定　5,500円（一般 8,000円）
1会員2枚まで（10枚限定）

東京オペラシティ コンサートホール タケミツメモリアル
　　  京王新線「初台駅」ほか最寄駅

場　所

料　金
申込数

曲　目

諏訪内晶子＆ボリス・ベレゾフスキー  
デュオ・リサイタル

渋谷区文化総合センター 大和田さくらホール
　  　JR「渋谷駅」ほか

全席指定　2,000円（一般 3,000円）

1会員4枚まで（10枚限定）

これまで日本で開催された恐竜展の中で、最も大きくて重い“ギガ”恐竜「ルヤンゴ
サウルス」を展示します。傷だらけのティラノサウルス「ワイレックス」をはじめ、多
数の恐竜を日本初公開します。本展では、巨大化、多様な形、脳・五感、出産、成長、食
性、大陸移動、日本の恐竜など、恐竜に関する最新学説を解説します。

1会員4枚まで（200枚限定）

幕張メッセ国際展示場 11ホール
　     JR「海浜幕張駅」ほか

区分①　大人（高校生以上）　 1,200円（前売 1,800円）
区分②　子ども(4歳～中学生)   500円（前売    800円）

ベルギーやその周辺地域において幻想的な世界を作り出した
一連の流れ、およそ500年にわたる「奇想」ともいえる系譜を、
16世紀のフランドル絵画から、19世紀の象徴派、そして現代の
コンテンポラリー・アートの作品にいたるまで、国内外の優れ
たコレクションによって紹介します。

1会員合計4枚まで（200枚限定）

Bunkamura ザ・ミュージアム
　     JR「渋谷駅」ほか

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

6月22日（木）　　 
6月26日（月）から

事　業
コード 175412

事　業
コード 175413

場　所

申込数

料　金

区分①　一般（19歳以上） 800円（当日 1,500円）
区分②　大学・高校生 500円（当日 1,000円）
区分③　中学・小学生 300円（当日 　700円）

料　金

締　切　日
抽選公開日

6月18日（日）　　 
6月22日（木）から

締　切　日
抽選公開日

6月18日（日）　　 
6月22日（木）から

事　業
コード 175414

場　所

申込数

料　金

場　所

申込数

　©Kiyonori Hasegawa

　©Yuri Bogomaz　©吉田民人

©ルヤンゴサウルス（環境復元画）

ヒエロニムス・ボス工房《トゥヌグダルスの幻視》　1490-1500年頃　油彩、板　
ラサロ・ガルディアーノ財団　ⓒ Fundación Lázaro-Galdiano

ＡＢＣ－Ａ・東映アニメーション

※開場時間は、開演の30分前
※3歳以上有料､2歳以下はひざ上鑑賞無料。ただし、座席が必要な場合有料
※日本語上演／上演時間60分
※終演後、ロビーにて一部恐竜たちと触れ合えます。その際には写真撮影もOKです！

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※３歳以上有料（２歳以下はお膝の上で無料）

締　切　日
抽選公開日

6月8日(木)  
6月12日(月) から

事　業
コード 175410

S席指定　8,000円（一般 12,000円）料　金

上野水香／ダニエル・カマルゴ／川島麻実子　ほか出　演

締　切　日
抽選公開日

7月8日（土）
7月12日（水）から

事　業
コード 175411

S席指定　1,800円（一般 3,000円）

1会員6枚まで(合計40枚限定）

新宿文化センター 大ホール　　  　JR「新宿駅」ほか最寄駅場　所

場　所

料　金

申込数

1会員2枚まで（10枚限定）申込数

東京バレエ団　ラ・バヤデール

キラキラ☆プリキュア アラモード
ドリームステージ♪
子どもたちに大人気の「キラキラ☆プリキュア アラモード」がみんなで
楽しめる、歌とダンスいっぱいのステージに登場します！

古典の名作「ラ・バヤデール」。古代インドを舞台に寺院の巫女ニキヤと
恋人の戦士ソロル、そしてソロルを愛する王女ガムザッティらの愛憎
のドラマが華やかな踊りとエキゾチックな民族舞踊で息もつかせぬ勢
いで展開していきます。

2002年以来､チャイコフスキー・コンクール優勝者同士が15年ぶりの待望のデュオ公演。

バレエ界の至宝マニュエル・ルグリ。
ロイヤル・ボリショイのスターと共に魅せる、至極のバレエ・ガラ。

8月26日（土） 

8月2日（水） 13:00

14:00
区分
❶

区分
❷11:00

7月5日（水） 19:00

7月2日（日） 14:00

見て・触れて・学べる

体験型ショー
恐竜どうぶつ園 
～ティラノサウルスがやってくる！～

ギガ恐竜展2017 
―地球の絶対王者のなぞ―

7月15日（土）～ 9月3日（日）　 休館日なし
9:30～17:00　※入場は閉場の30分前まで

7月15日（土）～ 9月24日（日）  休館日：7月18日（火）、8月22日（火）
10:00～18:00　夜間開館：毎週金・土曜日は21:00まで

ベルギー奇想の系譜
ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで
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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。

http://www.bunkamura.co.jp

締　切　日
抽選公開日

7月8日(土)
7月12日(水) から

事　業
コード 175409

会場への入場は閉館時間の30分前まで

『アルルの女』より、『フェアウェル・ワルツ』、マニュエル・ルグリ ソロ（世界初演）
『グラン・パ・クラシック』、『ライモンダ』第１幕よりアダージョ

～運命のバレエダンサー～

S席指定　11,000円（一般 18,000円）
1会員2枚まで（8枚限定）

東京文化会館　　  　JR「上野駅」ほか最寄駅

東京文化会館　　  　JR「上野駅」ほか最寄駅

場　所

料　金

申込数

演　目

ルグリ／ゲラン／ヌニュス／ムンタギロフ／スミルノワ／チュージン出　演

ルグリ・ガラ
8月25日（金） 18:30

締　切　日
抽選公開日

6月8日(木)  
6月12日(月) から

事　業
コード 175408

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番　ヘ長調「春」
藤倉大：“Pitter‐Patter”（国際音楽祭NIPPON委嘱作品）【世界初演】　ほか

全席指定　5,500円（一般 8,000円）
1会員2枚まで（10枚限定）

東京オペラシティ コンサートホール タケミツメモリアル
　　  京王新線「初台駅」ほか最寄駅

場　所

料　金
申込数

曲　目

諏訪内晶子＆ボリス・ベレゾフスキー  
デュオ・リサイタル

渋谷区文化総合センター 大和田さくらホール
　  　JR「渋谷駅」ほか

全席指定　2,000円（一般 3,000円）

1会員4枚まで（10枚限定）

これまで日本で開催された恐竜展の中で、最も大きくて重い“ギガ”恐竜「ルヤンゴ
サウルス」を展示します。傷だらけのティラノサウルス「ワイレックス」をはじめ、多
数の恐竜を日本初公開します。本展では、巨大化、多様な形、脳・五感、出産、成長、食
性、大陸移動、日本の恐竜など、恐竜に関する最新学説を解説します。

1会員4枚まで（200枚限定）

幕張メッセ国際展示場 11ホール
　     JR「海浜幕張駅」ほか

区分①　大人（高校生以上）　 1,200円（前売 1,800円）
区分②　子ども(4歳～中学生)   500円（前売    800円）

ベルギーやその周辺地域において幻想的な世界を作り出した
一連の流れ、およそ500年にわたる「奇想」ともいえる系譜を、
16世紀のフランドル絵画から、19世紀の象徴派、そして現代の
コンテンポラリー・アートの作品にいたるまで、国内外の優れ
たコレクションによって紹介します。

1会員合計4枚まで（200枚限定）

Bunkamura ザ・ミュージアム
　     JR「渋谷駅」ほか

最寄駅

最寄駅

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

6月22日（木）　　 
6月26日（月）から

事　業
コード 175412

事　業
コード 175413

場　所

申込数

料　金

区分①　一般（19歳以上） 800円（当日 1,500円）
区分②　大学・高校生 500円（当日 1,000円）
区分③　中学・小学生 300円（当日 　700円）

料　金

締　切　日
抽選公開日

6月18日（日）　　 
6月22日（木）から

締　切　日
抽選公開日

6月18日（日）　　 
6月22日（木）から

事　業
コード 175414

場　所

申込数

料　金

場　所

申込数

　©Kiyonori Hasegawa

　©Yuri Bogomaz　©吉田民人

©ルヤンゴサウルス（環境復元画）

ヒエロニムス・ボス工房《トゥヌグダルスの幻視》　1490-1500年頃　油彩、板　
ラサロ・ガルディアーノ財団　ⓒ Fundación Lázaro-Galdiano

ＡＢＣ－Ａ・東映アニメーション

※開場時間は、開演の30分前
※3歳以上有料､2歳以下はひざ上鑑賞無料。ただし、座席が必要な場合有料
※日本語上演／上演時間60分
※終演後、ロビーにて一部恐竜たちと触れ合えます。その際には写真撮影もOKです！

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※３歳以上有料（２歳以下はお膝の上で無料）

締　切　日
抽選公開日

6月8日(木)  
6月12日(月) から

事　業
コード 175410

S席指定　8,000円（一般 12,000円）料　金

上野水香／ダニエル・カマルゴ／川島麻実子　ほか出　演

締　切　日
抽選公開日

7月8日（土）
7月12日（水）から

事　業
コード 175411

S席指定　1,800円（一般 3,000円）

1会員6枚まで(合計40枚限定）

新宿文化センター 大ホール　　  　JR「新宿駅」ほか最寄駅場　所

場　所

料　金

申込数

1会員2枚まで（10枚限定）申込数

東京バレエ団　ラ・バヤデール

キラキラ☆プリキュア アラモード
ドリームステージ♪
子どもたちに大人気の「キラキラ☆プリキュア アラモード」がみんなで
楽しめる、歌とダンスいっぱいのステージに登場します！

古典の名作「ラ・バヤデール」。古代インドを舞台に寺院の巫女ニキヤと
恋人の戦士ソロル、そしてソロルを愛する王女ガムザッティらの愛憎
のドラマが華やかな踊りとエキゾチックな民族舞踊で息もつかせぬ勢
いで展開していきます。

2002年以来､チャイコフスキー・コンクール優勝者同士が15年ぶりの待望のデュオ公演。

バレエ界の至宝マニュエル・ルグリ。
ロイヤル・ボリショイのスターと共に魅せる、至極のバレエ・ガラ。

8月26日（土） 

8月2日（水） 13:00

14:00
区分
❶

区分
❷11:00

7月5日（水） 19:00

7月2日（日） 14:00

見て・触れて・学べる

体験型ショー
恐竜どうぶつ園 
～ティラノサウルスがやってくる！～

ギガ恐竜展2017 
―地球の絶対王者のなぞ―

7月15日（土）～ 9月3日（日）　 休館日なし
9:30～17:00　※入場は閉場の30分前まで

7月15日（土）～ 9月24日（日）  休館日：7月18日（火）、8月22日（火）
10:00～18:00　夜間開館：毎週金・土曜日は21:00まで

ベルギー奇想の系譜
ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで
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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。

人気キャラクターに会える！
大好きなキャラクターに会って楽しい一日にしちゃおう！

多摩市落合1－31
【電車】京王線・小田急線・多摩モノレール「多摩センター駅」下車徒歩5分
【 車 】中央道｢国立府中I.C.｣より約8km
 東名道｢横浜町田I.C.｣より約19km
 圏央道｢相模原愛川I.C.｣より18km 

万葉倶楽部の原点となった、あの施設が生まれ変わりました。
心も身体もゆっくりと癒される、万葉流湯治へ。

町田市鶴間7－3－1　☎042(788)4126
　     田園都市線｢南町田駅｣
※東急田園都市線「南町田駅」より無料シャトルバスあり

区分①　全日入館券 1,800円（一般 2,484円）
区分②　全日入館券+1セルフドリンク+岩盤浴
 2,700円（一般 3,985円）

熱海・湯河原温泉、伊豆の二つの名湯が楽しめます。

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

6月18日（日）　　 
6月21日（水）から

事　業
コード 175501

事　業
コード 175602

場　所

料　金

締　切　日
抽選公開日

6月20日（火）　　 
6月23日（金）から

締　切　日
抽選公開日

6月20日（火）　　 
6月23日（金）から

事　業
コード 175601

料　金

場　所

※チケットの受取時期は、7月中旬の予定です
※休館日：9月6日（水）・７日（木）・13日（水）・14日（木）

サンリオピューロランド 特別パスポート
7月15日（土）～9月30日（土）有効期間

平　日 休　日
通常料金

会　員 対　象

特別パスポート
2,000円

3,300円大人(18歳以上)

2,500円 2,700円小人(3～17歳)

3,800円大人・小人共通

※2歳以下は無料

※1枚につき大人1名様が1日1回限りで利用可です
※有効期限は12月31日（日）まで
※料金には浴衣・バスタオル・フェイスタオルの貸し出し料金を含みます
※本チケットは、10:00～深夜3:00の間、利用可｡深夜3:00以降は別途深

夜料金がかかります
※ご入館の際に、入湯税150円を別途頂戴いたします
※1セルフドリンクは、637円以下のアルコール・ソフトドリンクの中から

お選びいただけます
※18歳未満のご利用は、保護者の同伴が必要です（小学生以下は岩盤浴を

ご利用いただけません）
※10月12日（木）は施設メンテナンスの為、臨時休業となります
※チケットの受取時期は7月中旬の予定です

横浜市中区新港2－7－1　☎0570(07)4126
　　  みなとみらい線｢みなとみらい駅｣徒歩5分
※JR横浜駅西口より無料シャトルバスあり

区分①　全日入館券 2,000円（一般 2,700円）
区分②　全日入館券+1セルフドリンク
 2,200円（一般 3,337円）
区分③　全日入館券+1セルフドリンク+岩盤浴
 3,000円(一般 4,374円）

最寄駅
場　所

料　金

※1枚につき大人1名様が1日1回限りで利用可です
※有効期限は12月31日（日）まで
※料金には浴衣・バスタオル・フェイスタオルの貸し出し料金を含みます
※本チケットは、10:00～深夜3:00の間、利用可｡深夜3:00以降は別途深

夜料金がかかります
※ご入館の際に、入湯税100円を別途頂戴いたします
※1セルフドリンクは、590円以下のアルコール・ソフトドリンクの中から

お選びいただけます
※18歳未満のご利用は、保護者の同伴が必要です（小学生以下は岩盤浴を

ご利用いただけません）
※チケットの受取時期は7月中旬の予定です

申込数 1会員合計10枚まで(合計200枚限定)

申込数 1会員合計10枚まで(合計200枚限定)

申込数 1会員合計4枚まで(400枚限定)

利用券

利用券

©'08,'17 SANRIO/SEGA TOYS　Ｓ・Ｓ/TX・JLPC
©'17 SANRIO APPROVAL No.P0904112

締　切　日
抽選公開日

6月19日（月）
6月21日（水）から

事　業
コード 175901 

締　切　日
抽選公開日

6月22日（木） 
6月24日（土）から

事　業
コード 175902

提携のコンビニエンスストアや書店など、全国約57,000店舗の身近なお店でご利用いただけます。

クオ・カード5,000円券

全国共通お食事券ジェフグルメカード

料　金 4,500円（一般 5,000円)

有効期限 なし

発送日 6月末日予定

発送日 6月末日予定

クオカード 検索

料　金 10枚1セット　4,800円（一般 5,000円）

有効期限 なし

詳しくは､ ジェフグルメ 検索

500円券10枚1セット
ファミリーレストランやファストフード、カラオケ、百貨店の
レストラン街でご利用いただけます。

申込数 1会員10枚まで

申込数 1会員10セット（500円券100枚）まで

見　本

セラ・サービス　17年6月号　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス17.4　●イラストレーターCS6

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）

スマートフォンからの
お申し込みはこちら

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

●ご予約･詳細はこちら

ニッポンレンタカーなら一般料金よりニッポンレンタカーなら一般料金より

「ワンデイスキップ」「ワンデイスキップ」
20％～最大55％割引!!20％～最大55％割引!!

○2時間前予約可能　
○ネットでラクラク予約！

※24時間料金比較

クオ・カードを使えるお店は（株）クオカードの
HPにてご確認ください。
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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。

人気キャラクターに会える！
大好きなキャラクターに会って楽しい一日にしちゃおう！

多摩市落合1－31
【電車】京王線・小田急線・多摩モノレール「多摩センター駅」下車徒歩5分
【 車 】中央道｢国立府中I.C.｣より約8km
 東名道｢横浜町田I.C.｣より約19km
 圏央道｢相模原愛川I.C.｣より18km 

万葉倶楽部の原点となった、あの施設が生まれ変わりました。
心も身体もゆっくりと癒される、万葉流湯治へ。

町田市鶴間7－3－1　☎042(788)4126
　     田園都市線｢南町田駅｣
※東急田園都市線「南町田駅」より無料シャトルバスあり

区分①　全日入館券 1,800円（一般 2,484円）
区分②　全日入館券+1セルフドリンク+岩盤浴
 2,700円（一般 3,985円）

熱海・湯河原温泉、伊豆の二つの名湯が楽しめます。

最寄駅

締　切　日
抽選公開日

6月18日（日）　　 
6月21日（水）から

事　業
コード 175501

事　業
コード 175602

場　所

料　金

締　切　日
抽選公開日

6月20日（火）　　 
6月23日（金）から

締　切　日
抽選公開日

6月20日（火）　　 
6月23日（金）から

事　業
コード 175601

料　金

場　所

※チケットの受取時期は、7月中旬の予定です
※休館日：9月6日（水）・７日（木）・13日（水）・14日（木）

サンリオピューロランド 特別パスポート
7月15日（土）～9月30日（土）有効期間

平　日 休　日
通常料金

会　員 対　象

特別パスポート
2,000円

3,300円大人(18歳以上)

2,500円 2,700円小人(3～17歳)

3,800円大人・小人共通

※2歳以下は無料

※1枚につき大人1名様が1日1回限りで利用可です
※有効期限は12月31日（日）まで
※料金には浴衣・バスタオル・フェイスタオルの貸し出し料金を含みます
※本チケットは、10:00～深夜3:00の間、利用可｡深夜3:00以降は別途深

夜料金がかかります
※ご入館の際に、入湯税150円を別途頂戴いたします
※1セルフドリンクは、637円以下のアルコール・ソフトドリンクの中から

お選びいただけます
※18歳未満のご利用は、保護者の同伴が必要です（小学生以下は岩盤浴を

ご利用いただけません）
※10月12日（木）は施設メンテナンスの為、臨時休業となります
※チケットの受取時期は7月中旬の予定です

横浜市中区新港2－7－1　☎0570(07)4126
　　  みなとみらい線｢みなとみらい駅｣徒歩5分
※JR横浜駅西口より無料シャトルバスあり

区分①　全日入館券 2,000円（一般 2,700円）
区分②　全日入館券+1セルフドリンク
 2,200円（一般 3,337円）
区分③　全日入館券+1セルフドリンク+岩盤浴
 3,000円(一般 4,374円）

最寄駅
場　所

料　金

※1枚につき大人1名様が1日1回限りで利用可です
※有効期限は12月31日（日）まで
※料金には浴衣・バスタオル・フェイスタオルの貸し出し料金を含みます
※本チケットは、10:00～深夜3:00の間、利用可｡深夜3:00以降は別途深

夜料金がかかります
※ご入館の際に、入湯税100円を別途頂戴いたします
※1セルフドリンクは、590円以下のアルコール・ソフトドリンクの中から

お選びいただけます
※18歳未満のご利用は、保護者の同伴が必要です（小学生以下は岩盤浴を

ご利用いただけません）
※チケットの受取時期は7月中旬の予定です

申込数 1会員合計10枚まで(合計200枚限定)

申込数 1会員合計10枚まで(合計200枚限定)

申込数 1会員合計4枚まで(400枚限定)

利用券

利用券

©'08,'17 SANRIO/SEGA TOYS　Ｓ・Ｓ/TX・JLPC
©'17 SANRIO APPROVAL No.P0904112

締　切　日
抽選公開日

6月19日（月）
6月21日（水）から

事　業
コード 175901 

締　切　日
抽選公開日

6月22日（木） 
6月24日（土）から

事　業
コード 175902

提携のコンビニエンスストアや書店など、全国約57,000店舗の身近なお店でご利用いただけます。

クオ・カード5,000円券

全国共通お食事券ジェフグルメカード

料　金 4,500円（一般 5,000円)

有効期限 なし

発送日 6月末日予定

発送日 6月末日予定

クオカード 検索

料　金 10枚1セット　4,800円（一般 5,000円）

有効期限 なし

詳しくは､ ジェフグルメ 検索

500円券10枚1セット
ファミリーレストランやファストフード、カラオケ、百貨店の
レストラン街でご利用いただけます。

申込数 1会員10枚まで

申込数 1会員10セット（500円券100枚）まで

見　本

セラ・サービス　17年6月号　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス17.4　●イラストレーターCS6

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）

スマートフォンからの
お申し込みはこちら

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

●ご予約･詳細はこちら

ニッポンレンタカーなら一般料金よりニッポンレンタカーなら一般料金より

「ワンデイスキップ」「ワンデイスキップ」
20％～最大55％割引!!20％～最大55％割引!!

○2時間前予約可能　
○ネットでラクラク予約！

※24時間料金比較

クオ・カードを使えるお店は（株）クオカードの
HPにてご確認ください。
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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、7月末に発送する予定です

i n f o r m a t i o n
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

6月27日(火)  
6月30日(金) から

事　業
コード 175701

葬儀に関して、皆様が本当に「知りたい事」や「聞きたい事」など、専門書にはのっていない葬祭の執行責任者
の豊富な体験を通した具体的な勉強会です。 「自分の葬儀のことで家族に負担をかけたくない」とお考えの
方や「自分の思うようなお葬儀を考えてみたい。」とお思いの方、ご一緒に考えてみませんか。

お葬儀セミナー

7月13日（木） 14：00～16：00

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

　東京ディズニーリゾート「特別利用券」は、平成29年度より、「コーポレートプログラム」
と名称変更しました。
　なお、利用補助額は2,500円となっており、ご利用いただきますと、1会員の補助額上限
設定「40,000円」から差し引かれますので、ご注意ください。

世田谷産業プラザ3階　会議室
　  　東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」

無料料　金

①お葬儀全般について
②お葬儀費用について
③知識・マナーについて
④現代のお墓事情

内　容

場　所

葬儀の進め方・弔問のマナー等について
　（株）セレモア　顧問 一級葬祭ディレクター　朝長 廣太郎
現代のお墓事情
　（株）セレモア　霊園石材店営業部 部長　麦島 真澄

講　師

会員・登録家族・区民参加資格

30人（抽選）募集人数

※お申し込みご希望の方は会員本人選択後、参加人数を入力してください

最寄駅
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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
6月  6日(火)　10:00～15:00
6月14日(水)　10:00～15:00
6月17日(土)　10:00～15:00
6月21日(水)　10:00～15:00
6月23日(金)　10:00～15:00
7月  6日(木)　10:00～15:00
7月  8日(土)　10:00～15:00
7月11日(火)　10:00～15:00
7月13日(木)　10:00～15:00
7月21日(金)　10:00～15:00

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)
大橋支店(目黒区大橋2－22－5)
明大前支店(世田谷区松原2－44－2)
八幡山支店(杉並区上高井戸1－1－11)
本店(世田谷区北沢1－38－14)
烏山支店(世田谷区南烏山4－12－7)
多摩川支店(調布市多摩川5－5－1)
三軒茶屋支店(世田谷区三軒茶屋1－41－10)
上北沢支店(世田谷区上北沢3－32－13)

☎042(482)0211／9:00～15:00
☎03(3422)3141／9:00～15:00
☎03(3469)0315／9:00～15:00
☎03(3323)0511／9:00～15:00
☎03(3329)1021／9:00～15:00
☎03(3422)6181／9:00～15:00
☎03(3300)1361／9:00～15:00
☎042(481)6211／9:00～15:00
☎03(3421)6101／9:00～15:00
☎03(3302)8111／9:00～15:00

収入の部 予算額 前年度予算額 内　　　容
事業運営収益
受取会費
雑収益
受取区補助金
　　　　合　　計

71,211,000
61,650,000

2,196,000
13,908,000

148,965,000

イベント参加費やチケット代金等 
会費及び入会金 
会報誌『せら』の広告料収入等 

76,432,000
61,190,000

4,329,000
14,803,000

156,754,000
支出の部 予算額 前年度予算額 内　　　容

会報誌『せら』の発行及び配送等  

加入促進のための経費  
結婚・出産・入院などの慶弔に関する給付金の支給等

宿泊施設やグルメ店等の利用に対する補助
観覧観劇チケットや特産品等の購入に対する補助等

人間ドックや健康診断等の利用に対する補助
運動施設の利用や温泉チケットの購入に対する補助等

調査研究・情報提供事業費

健康維持増進事業費

自己啓発・余暇活動事業費

勤労者福祉・給付事業費

　　　　合　　計

12,553,000

31,205,000

96,430,000

8,777,000

148,965,000

17,687,000

24,176,000

108,114,000

6,777,000

156,754,000

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さい。

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

勤労者福祉事業の平成29年度事業計画及び予算額をお知らせいたします。 単位：円

平成29年度勤労者福祉事業（セラ・サービス）について

※公益財団法人世田谷区産業振興公社中小企業勤労者福祉事業に関する規則を一部改正し、会費の使途について以下のとおり
規定しました。なお、この規則は平成28年度予算から適用します。

（会費の使途）　
第7条　前条の入会金及び会費は、毎事業年度における合計額の50％以上を当該年度の公益目的事業に使用するものとする。
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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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17,687,000

24,176,000

108,114,000

6,777,000

156,754,000

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さい。

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

勤労者福祉事業の平成29年度事業計画及び予算額をお知らせいたします。 単位：円

平成29年度勤労者福祉事業（セラ・サービス）について

※公益財団法人世田谷区産業振興公社中小企業勤労者福祉事業に関する規則を一部改正し、会費の使途について以下のとおり
規定しました。なお、この規則は平成28年度予算から適用します。

（会費の使途）　
第7条　前条の入会金及び会費は、毎事業年度における合計額の50％以上を当該年度の公益目的事業に使用するものとする。
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〒154-0004　
東京都世田谷区太子堂 2－16－7　世田谷産業プラザ 4階

東急世田谷線

東急
田園
都市
線

三軒茶
屋駅

西友
三軒茶屋店

郵便局 至渋谷
→

国道2
46号（

玉川通
り）

交番

世田谷通り口

三軒茶屋駅

世田谷通り

茶
沢
通
り

北口

南口

キャロット
タワー

世田谷産業
プラザ４F
世田谷産業
プラザ４F

平日／ 9:00～17:30（土日・祝日休み）
お問い合わせ先

各種サービス申込先

窓口カウンター

TEL 03-5486-7733（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 。

　セラ・サービスでは、広告掲載および折
込広告を募集しています。会員への有益
な情報や格安なサービスをPRしません
か。詳しくはセラ･サービスまでお問い合
わせください。
会報誌「せら」…2カ月に1回発行。発行部
数：約9,000部

広 告 を 掲 載 しませんか

掲載量 掲載料金

120,000円

40,000円

40,000円裏表紙１／４

30,000円　 〃　１／４

全面(３頁以降)

60,000円　 〃　１／２

　 〃　１／３

※会報誌はA4判です

広告掲載料金
広告主の種類 折込単価

6円

10円

第１号

8円第２号

第３号

折込広告料金

※第１号はセラ・サービス会員
　第２号はセラ・サービス契約事業所
　第３号は上記以外
※広告の大きさはいずれも最大A4判
　以内

Bunkamura シアターコクーン


