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　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！

あなたの暮らしにプラスワン。せら
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欲望という名の電車



Web・自動音声は、18頁をご覧ください。
締　切　日
抽選公開日

10月11日（水）
10月13日（金） から

事　業
コード 177001 

秋の味覚、さつまいも。
世田谷区内の畑で自ら収穫してみませんか。

Web 自動音声
セラ・サービス『利用ガイド』（平成29・30年度版）
新規契約施設

10月28日（土）・29日（日） 13：00～16：00（予定）日　程

世田谷区祖師谷6－3
　  　小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」より、ぐるりんバス「祖師谷五丁目北」下車すぐ

場　所

1,500円（20株）料　金

１会員１回申込数

その他

会員本人・登録家族申込資格

有効期限

さつまいも掘り

最寄駅

※さつまいもの生育状況・天候等によって実施日が変更になる
場合があります

※土・日曜のどちらかに、現地に直接お越しください

◆当選者には詳細をお送りいたします。
◆駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来園はご遠慮ください。
　また、路上駐車は近所の方へのご迷惑となりますので、ご協力をお願いいたします。

締　切　日
抽選公開日

10月18日（水）
10月20日（金） から

事　業
コード 177002 

受け取られた方がメニューを選んでお使いいただける便利なギフトカード。
大切な方への贈り物として、またご自身でのご利用として、好評です。
※お選びいただいたサービスの料金に充当してご利用いただけます

Web 自動音声

7，000円（一般 10，000円）料　金

１会員２枚まで申込数

購入日（セラ・サービスが発注した日）から３年間

ダスキンのギフトカード10，000円券

詳しくは、
検索ダスキンギフトカード

92度もの高温で滾々と湧き出る熱泉。塩辛さが特徴で、その薬効の高さから、古くから世に
名をはせ、日本三大薬湯の一つに数えられています。越後守護上杉家の隠し湯であったと
いう説もある温泉です。

コンセプトは「美酒と地野菜のアトリエ」。
2016年夏、先代より宿を引き継ぎ、酒の宿として生まれ変わ
りました。
従来の旅館料理とはひとあじ違うお料理。そして、200種類を
超える新潟地酒とワインたち。ソムリエ・酒匠でもある四代目
がここでしか楽しめないお酒の楽しみ方をご提案します。
源泉かけ流しの温泉とともにゆったりとした時間をお過ごし
ください。

日本の原風景と呼ばれる棚田やブナ林、自然と共存する人々の
営みが残る雪国、新潟県十日町。中でも雪深い松之山地域に「ひ
なの宿ちとせ」はございます。日本三大薬湯の一つである松之
山温泉を源泉掛け流しでご堪能いただける露天風呂や、雪解け
水で育んだおいしいお米や山菜を使った、この地ならではのお
料理をご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。

トラベル 新潟県十日町　松之山温泉

指定宿泊施設

ひなの宿 ちとせ

玉城屋旅館

☎025（596）2525

所在地

ご予約

所在地

ご予約

新潟県十日町市松之山湯本49－1

施設コード：003

施設コード：004

☎025（596）2057

新潟県十日町市松之山湯本13

イメージ

選んで使えるおそうじギフトカード

イメージ
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Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

2,200円

4,800円

会員・登録家族

①ランチコース

②ディナーコース

3,400円

7,200円

一　般

区　分

5,000円

会員・登録家族

ディナーコース（２名様分） 7,074円

一　般

区　分

3,900円

会員・登録家族

懐石コース せいらん 6,300円

同行者

7,500円

一　般

区　分

1,600円

会員・登録家族

①ランチ・お得なルージュコース 2,560円

2,900円②ディナー・シェフおすすめコース 4,290円

一　般

ご予約はご利用日の３日前までにお願いいたします。

クレジットカードはご利用できません。

ランチタイムでのご提供となります。 

北イタリアのトレンティーノ・アルトアディジェ州、その北半分・通称「南チロル」の郷土料理
で、皆様を温かくお迎えします。肉料理とチーズが自慢です。野菜は愛知県や群馬県、長野県な
どの契約農家さんから直送野菜です。愛情とこだわりの当店に、ぜひ足をお運びください。　

10月20日（金）～11月30日（木）

世田谷区豪徳寺1－13－15　ツノダビル1階
☎03（3428）0522
　　  小田急線「豪徳寺駅」徒歩5分

11：30～15：00（ラストオーダー 14：00）

18：00～23：00（ラストオーダー 21：00）

※税･サービス料込み

※水曜定休

「用賀倶楽部」がグリル＆ダイニングとしてリニューアルオープン！
明るくカジュアルな店内で、上質な肉や新鮮な魚介、旬の野菜等の素材の味
を活かした、こだわりのグリル料理をお楽しみいただけます。グリル料理に
合わせた厳選のワインやウイスキーなども幅広くご用意しております。

10月20日（金）～11月30日（木） ※定休日なし（ご利用は平日に限定させていただきます）

18：00～23：00（ラストオーダー 22：00）

世田谷区玉川台2－17－16　世田谷マイスターハウス1階　☎03（3708）8301
        東急田園都市線「用賀駅」徒歩10分

※税･サービス料込み。金額は2名様分です

※税･サービス料込み

GRILL&DINING 用賀倶楽部

10月20日（金）～11月30日（木）　※定休日なし

京王プラザホテル 本館2階
懐石 蒼樹庵

アミューズ／自家製ハムの盛り合わせ／
チーズの盛り合わせ／南チロルパスタ／
肉料理など／デザート／コーヒー or 紅茶

アミューズ(付き出し)／
前菜盛り合わせ／南チロルパスタ２種／
肉・魚料理など／デザート／
コーヒー or 紅茶

お好きなサラダMサイズ（1人～2人前） 
天然酵母パン／和牛イチボの握り 手鞠風／リブロースステーキ（1pound/450g）
※２名様分のセットのため、2名様単位でのお申し込みとなります
※仕入れの関係で、メニューが変更になる場合がございます。ご了承ください

　　　 11：30～15：00（ラストオーダー 14：30）

【懐石コース せいらん】
先付／椀盛り／お造り／鉢肴／煮物／留肴／食事／水菓子
※季節により、メニュー内容は変更されます

新宿区西新宿2－2－1 京王プラザホテル 本館2階　
☎03（3344）0111
        JRほか各線「新宿駅」徒歩5分／「都庁前駅」徒歩1分

※税･サービス料込み

南欧風の外観がひと際目を引く一軒家レストラン。住宅街に佇む姿
は隠れ家の趣です。カジュアルな雰囲気の中、気取らずにフレンチ
やイタリアンを楽しむことができます。厳選素材を活かした西洋料
理はもちろん楽しい時間と素敵な空間も味わっていただけます。

ホテルの中の料亭をイメージした懐石料理店。
凛としたしつらえの中、旬の魚や旬野菜が一番美味しいときに
お召し上がりいただきます。

10月20日（金）～11月30日（木）　※水曜定休

ビストロ オーランデ・ヴー

　　　 11：30～15：00（ラストオーダー 14：00）

　　　 18：00～22：00（ラストオーダー 21：00）

【ランチ・お得なルージュコース】 
オードブル３品盛り合わせ／本日のポタージュ／アンガス牛のステーキ／
ミニサラダ／デザート盛合せ／パン or ライス／コーヒー or 紅茶／
グラス生ビール or グラスワイン or オレンジジュース or ウーロン茶、付き

【ディナー・シェフおすすめコース】※2名様からのコース料理になります

前菜３種盛り合わせ／季節野菜のバーニャカウダー／マルゲリータピッツァ／
本日の魚料理と肉料理／デザートの盛り合わせ／パン or ライス／
コーヒー or 紅茶

世田谷区船橋3－1－7　☎03（3420）3639
        小田急線「千歳船橋駅」徒歩5分

～家族のために南チロル料理を～

※土日・祝日のみ、ご予約があれば、17：30から営業いたし
ます

※当日のご予約では、18：00からになります。事前にご予
約いただく必要があります

※ディナーはおまかせコースになります

検索三輪亭

検索用賀倶楽部

検索蒼樹庵

検索オーランデ・ヴー

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

料　理

ディナー

ディナー

ディナー

ディナー

ラ ン チ

ラ ン チ

ラ ン チ

ラ ン チ

最寄駅

そ の 他

そ の 他

そ の 他

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

期　間
営業時間

場　所

料　金

料　理

期　間

営業時間

場　所

料　金

最寄駅

最寄駅

ディナー

料　理

期　間

営業時間

場　所

料　金

最寄駅

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

10月10日（火）　　
10月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）
10月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）
10月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）
10月12日（木）から

事　業
コード

注意事項

Web 自動音声

cucina tirolese 三輪亭 per famiglie
ク チ ー ナ チ ロ レ ー ゼ ペ ル フ ァ ミ リ エ
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世田谷区豪徳寺1－13－15　ツノダビル1階
☎03（3428）0522
　　  小田急線「豪徳寺駅」徒歩5分

11：30～15：00（ラストオーダー 14：00）

18：00～23：00（ラストオーダー 21：00）

※税･サービス料込み

※水曜定休

「用賀倶楽部」がグリル＆ダイニングとしてリニューアルオープン！
明るくカジュアルな店内で、上質な肉や新鮮な魚介、旬の野菜等の素材の味
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10月20日（金）～11月30日（木） ※定休日なし（ご利用は平日に限定させていただきます）

18：00～23：00（ラストオーダー 22：00）

世田谷区玉川台2－17－16　世田谷マイスターハウス1階　☎03（3708）8301
        東急田園都市線「用賀駅」徒歩10分

※税･サービス料込み。金額は2名様分です

※税･サービス料込み

GRILL&DINING 用賀倶楽部

10月20日（金）～11月30日（木）　※定休日なし

京王プラザホテル 本館2階
懐石 蒼樹庵

アミューズ／自家製ハムの盛り合わせ／
チーズの盛り合わせ／南チロルパスタ／
肉料理など／デザート／コーヒー or 紅茶

アミューズ(付き出し)／
前菜盛り合わせ／南チロルパスタ２種／
肉・魚料理など／デザート／
コーヒー or 紅茶

お好きなサラダMサイズ（1人～2人前） 
天然酵母パン／和牛イチボの握り 手鞠風／リブロースステーキ（1pound/450g）
※２名様分のセットのため、2名様単位でのお申し込みとなります
※仕入れの関係で、メニューが変更になる場合がございます。ご了承ください

　　　 11：30～15：00（ラストオーダー 14：30）

【懐石コース せいらん】
先付／椀盛り／お造り／鉢肴／煮物／留肴／食事／水菓子
※季節により、メニュー内容は変更されます

新宿区西新宿2－2－1 京王プラザホテル 本館2階　
☎03（3344）0111
        JRほか各線「新宿駅」徒歩5分／「都庁前駅」徒歩1分

※税･サービス料込み

南欧風の外観がひと際目を引く一軒家レストラン。住宅街に佇む姿
は隠れ家の趣です。カジュアルな雰囲気の中、気取らずにフレンチ
やイタリアンを楽しむことができます。厳選素材を活かした西洋料
理はもちろん楽しい時間と素敵な空間も味わっていただけます。

ホテルの中の料亭をイメージした懐石料理店。
凛としたしつらえの中、旬の魚や旬野菜が一番美味しいときに
お召し上がりいただきます。

10月20日（金）～11月30日（木）　※水曜定休

ビストロ オーランデ・ヴー

　　　 11：30～15：00（ラストオーダー 14：00）

　　　 18：00～22：00（ラストオーダー 21：00）

【ランチ・お得なルージュコース】 
オードブル３品盛り合わせ／本日のポタージュ／アンガス牛のステーキ／
ミニサラダ／デザート盛合せ／パン or ライス／コーヒー or 紅茶／
グラス生ビール or グラスワイン or オレンジジュース or ウーロン茶、付き

【ディナー・シェフおすすめコース】※2名様からのコース料理になります

前菜３種盛り合わせ／季節野菜のバーニャカウダー／マルゲリータピッツァ／
本日の魚料理と肉料理／デザートの盛り合わせ／パン or ライス／
コーヒー or 紅茶

世田谷区船橋3－1－7　☎03（3420）3639
        小田急線「千歳船橋駅」徒歩5分

～家族のために南チロル料理を～

※土日・祝日のみ、ご予約があれば、17：30から営業いたし
ます

※当日のご予約では、18：00からになります。事前にご予
約いただく必要があります

※ディナーはおまかせコースになります

検索三輪亭

検索用賀倶楽部

検索蒼樹庵

検索オーランデ・ヴー

期　間

営業時間

場　所

料　金

料　理

料　理

ディナー

ディナー

ディナー

ディナー

ラ ン チ

ラ ン チ

ラ ン チ

ラ ン チ

最寄駅

そ の 他

そ の 他

そ の 他

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

期　間
営業時間

場　所

料　金

料　理

期　間

営業時間

場　所

料　金

最寄駅

最寄駅

ディナー

料　理

期　間

営業時間

場　所

料　金

最寄駅

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

10月10日（火）　　
10月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）
10月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）
10月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）
10月12日（木）から

事　業
コード

注意事項

Web 自動音声

cucina tirolese 三輪亭 per famiglie
ク チ ー ナ チ ロ レ ー ゼ ペ ル フ ァ ミ リ エ
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イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

内容・料金等

内容・料金等

内容・料金等

内容・料金等

その他

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。

中尾棚田米（松之山）
星峠棚田米（松代）　10kg／袋

品名・内容 会　員

5,900円 7,800円

一　般発 送 日

10月中旬から
順次発送

新潟県十日町市「棚田米」（魚沼産コシヒカリ）

棚田米の種類はご希望に添えませんので、ご了承ください。
中尾かささぎ会、星峠農産

美しい棚田で黄金色に実った魅力の魚沼産コシヒカリ一等級。とっておきの
おかずと食べれば日本の原風景が目の前に広がります。「私のコシヒカリは
ね、ふっくらとして、艶やかで、甘みがあって、冷めてもおいしいんだよ。」

賞味期限

業　者

おおともチーズ工房
オリジナルチーズセット

品　名 内　容 会　員

2,500円 3,500円

一　般

ミモレット50g、キャラウェイ50g、
レクタン50g、カマンベール100g、
スカモルツァ80g　各1個

発 送 日

11月上旬から
順次発送

ミモレット、キャラウェイ、
レクタン、カマンベール 60日

スカモルツァ　 40日

北海道「オリジナルチーズセット」

世田谷産の 「季節の花」

その他 冷蔵便でお届けいたします。

北海道アンソロポロジー(株)

注　意 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。

栽培農家 世田谷ファーム

牛たちにストレスがかかりにくい自然環境に恵まれた浜中町で、放牧を中心とした飼育に取り組む大友牧場。牧草畑
からお客様の食卓まで、一貫生産にこだわる「おおともチーズ工房」では、大友牧場の新鮮な生乳を原料に、チーズひ
とつひとつを職人が丁寧に手づくりしています。浜中町の風土が生んだ味わいを、ぜひご賞味ください。

ポインセチアやシクラメンの冬の鉢花セットでクリスマスやお正月を飾りませんか。
冬のガーデニングセットは、寒さに強く、春まで咲く草花を中心にそろえました。お好
みの寄せ植えを作ってみませんか。

業　者

①陽光(14～18個)　5kg／箱

区分・品名・内容 会　員

2,800円 3,780円

一　般発 送 日

10月下旬から
順次発送

②ふじ（18～20個）　5kg／箱
11月下旬から
順次発送

群馬県「川場村のりんご」

株式会社世田谷川場ふるさと公社

農家さんが丹精込めて育てた川場村のりんごは逸品です。今年も、真っ赤に
実った美味しいりんごを是非、ご賞味ください。

①冬の鉢花セット

区分・品名 内　容 会　員

3,200円 5,100円

シクラメン（ピンク系）５号鉢、
ポインセチア（赤系）４号鉢、
各１鉢　計２鉢

一　般

11月下旬～
12月上旬

100セット

発 送 日 販売総数

②冬のガーデニング
　セット

ガーデンシクラメン、ノースポール、
アリッサム、パンジー、ビオラ、ストック
の中から計20個
※鉢はつきません
※花色（品種）については、栽培農家が厳選

して発送いたしますので、ご希望にそえ
ない場合があります

11月
中旬～下旬

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

要冷蔵

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。
料金は、すべて税込み価格です。

■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。
■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

申込数 1会員2袋（20kg）まで（200袋限定）
締　切　日
抽選公開日

10月7日（土）
10月11日（水）から

事　業
コード 177201 自動音声での

申し込み不可

申込数 1会員合計4箱まで（合計100箱限定）
締　切　日
抽選公開日

10月12日(木）
10月14日（土）から

事　業
コード 177202 自動音声での

申し込み不可

申込数 1会員4セットまで（100セット限定）
締　切　日
抽選公開日

10月16日（月）
10月18日（水）から

事　業
コード 177203 自動音声での

申し込み不可

申込数 1会員合計4セットまで（合計100セット限定） 締　切　日
抽選公開日

11月1日(水）
11月6日（月）から

事　業
コード 177204 自動音声での

申し込み不可
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イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

内容・料金等

内容・料金等

内容・料金等

内容・料金等

その他

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。

中尾棚田米（松之山）
星峠棚田米（松代）　10kg／袋

品名・内容 会　員

5,900円 7,800円

一　般発 送 日

10月中旬から
順次発送

新潟県十日町市「棚田米」（魚沼産コシヒカリ）

棚田米の種類はご希望に添えませんので、ご了承ください。
中尾かささぎ会、星峠農産

美しい棚田で黄金色に実った魅力の魚沼産コシヒカリ一等級。とっておきの
おかずと食べれば日本の原風景が目の前に広がります。「私のコシヒカリは
ね、ふっくらとして、艶やかで、甘みがあって、冷めてもおいしいんだよ。」

賞味期限

業　者

おおともチーズ工房
オリジナルチーズセット

品　名 内　容 会　員

2,500円 3,500円

一　般

ミモレット50g、キャラウェイ50g、
レクタン50g、カマンベール100g、
スカモルツァ80g　各1個

発 送 日

11月上旬から
順次発送

ミモレット、キャラウェイ、
レクタン、カマンベール 60日

スカモルツァ　 40日

北海道「オリジナルチーズセット」

世田谷産の 「季節の花」

その他 冷蔵便でお届けいたします。

北海道アンソロポロジー(株)

注　意 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。

栽培農家 世田谷ファーム

牛たちにストレスがかかりにくい自然環境に恵まれた浜中町で、放牧を中心とした飼育に取り組む大友牧場。牧草畑
からお客様の食卓まで、一貫生産にこだわる「おおともチーズ工房」では、大友牧場の新鮮な生乳を原料に、チーズひ
とつひとつを職人が丁寧に手づくりしています。浜中町の風土が生んだ味わいを、ぜひご賞味ください。

ポインセチアやシクラメンの冬の鉢花セットでクリスマスやお正月を飾りませんか。
冬のガーデニングセットは、寒さに強く、春まで咲く草花を中心にそろえました。お好
みの寄せ植えを作ってみませんか。

業　者

①陽光(14～18個)　5kg／箱

区分・品名・内容 会　員

2,800円 3,780円

一　般発 送 日

10月下旬から
順次発送

②ふじ（18～20個）　5kg／箱
11月下旬から
順次発送

群馬県「川場村のりんご」

株式会社世田谷川場ふるさと公社

農家さんが丹精込めて育てた川場村のりんごは逸品です。今年も、真っ赤に
実った美味しいりんごを是非、ご賞味ください。

①冬の鉢花セット

区分・品名 内　容 会　員

3,200円 5,100円

シクラメン（ピンク系）５号鉢、
ポインセチア（赤系）４号鉢、
各１鉢　計２鉢

一　般

11月下旬～
12月上旬

100セット

発 送 日 販売総数

②冬のガーデニング
　セット

ガーデンシクラメン、ノースポール、
アリッサム、パンジー、ビオラ、ストック
の中から計20個
※鉢はつきません
※花色（品種）については、栽培農家が厳選

して発送いたしますので、ご希望にそえ
ない場合があります

11月
中旬～下旬

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

要冷蔵

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。
料金は、すべて税込み価格です。

■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。
■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

申込数 1会員2袋（20kg）まで（200袋限定）
締　切　日
抽選公開日

10月7日（土）
10月11日（水）から

事　業
コード 177201 自動音声での

申し込み不可

申込数 1会員合計4箱まで（合計100箱限定）
締　切　日
抽選公開日

10月12日(木）
10月14日（土）から

事　業
コード 177202 自動音声での

申し込み不可

申込数 1会員4セットまで（100セット限定）
締　切　日
抽選公開日

10月16日（月）
10月18日（水）から

事　業
コード 177203 自動音声での

申し込み不可

申込数 1会員合計4セットまで（合計100セット限定） 締　切　日
抽選公開日

11月1日(水）
11月6日（月）から

事　業
コード 177204 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

10月15日（日）
10月18日（水）から

事　業
コード 177301 11月18日（土） 

12：00
区分
❶

23日（木・祝） 
12：00

区分
❷

26日（日） 
12：00

区分
❸

12月15日（金） 
16：00

区分
❶

17日（日） 
12：00

区分
❷

23日（土・祝） 
12：00

区分
❸

12月1日（金） 19：00

12月16日（土） 17：00

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50,000
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（水） 19：00

中村梅玉／尾上松緑／中村魁春　ほか

1等Ａ席　7,500円（一般 9,800円）
1会員4枚まで（各日20枚限定）

国立劇場大劇場　　  　東京メトロ「半蔵門駅」ほか最寄駅

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

出　演

※公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）、3歳未満の着席鑑賞は有料
※学生・子ども＝大学・専門学校生以下（当日要学生証）

締　切　日
抽選公開日

11月5日（日）
11月8日（水）から

事　業
コード 177302

1等A席　7,500円（一般 9,800円）料　金

出　演

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）　
10月13日（金）から

事　業
コード 177303

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）
　  　JR「川崎駅」ほか

区分①　S席指定 7,500円（一般 8,640円）
区分②　学生・子ども 5,500円（一般 6,480円）

1会員4枚まで（20枚限定）

最寄駅

場　所

場　所

料　金

申込数

1会員4枚まで（各日20枚限定）申込数

ミュージカル『アンデルセン』
「親指姫」「人魚姫」「みにくいアヒルの子」…
童話作家アンデルセンが「物語の王様」になるまでを描いたミュージカル。

中村吉右衛門　ほか

11月13日（月） 18：30

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

10月29日（日）
11月1日（水）から

事　業
コード 177304

全席指定　6,300円（一般 9,000円）料　金

田辺誠一／木村佳乃／片桐仁／倉科カナ　ほか出　演

市村正親／鳳蘭／実咲凜音／神田沙也加／唯月ふうか　ほか出　演

締　切　日
抽選公開日

11月7日（火）
11月10日（金）から

事　業
コード 177305

S席指定　11,000円（一般 13,000円）

1会員2枚まで（10枚限定）

日生劇場　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅

帝国劇場　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅

場　所

シアタークリエ　　  　JR「有楽町駅」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

ミュージカル
『屋根の上のヴァイオリン弾き』
日本初演50周年記念公演!

未来どころか目の前の現実で精一杯な大人たちへ
人気劇作家・倉持裕が贈るコメディドラマ!

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

10月31日（火）
11月2日（木）から

事　業
コード 177306 12月9日（土） 19：00

寺脇康文／宮澤佐江　ほか

S席指定　11,000円（一般 13,000円）
1会員２枚まで（10枚限定）

場　所

料　金

申込数

出　演

松任谷由実歌・ストーリーテリング松任谷正隆

ユーミン×帝劇 vol.3
『朝陽の中で微笑んで』

タクフェス第5弾『ひみつ』

※未就学児入場不可

時の旅人ユーミンが、あなたを未来の「純愛物語」に誘います。

締　切　日
抽選公開日

10月9日（月・祝）
10月12日（木）から

事　業
コード 177307 11月1日（水） 19：00

区分
❶ 4日（土） 13：00

区分
❷

戸田惠子／福田沙紀／山崎静代（南海キャンディーズ）
東風万智子／松本利夫（EXILE）／ベンガル／宅間孝行　ほか

宅間孝行

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

サンシャイン劇場（東池袋）　　  　JR「池袋駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

出　演

作・演出

※未就学児入場不可

愛に溢れた心温まる純愛物語。宅間孝行、4年ぶりの新作書き下ろし!

国立劇場　11月歌舞伎公演
『坂崎出羽守』『沓掛時次郎』

国立劇場　12月歌舞伎公演
『今様三番三』 通し狂言『隅田春妓女容性-御存梅の由兵衛-』

男の意地と悲哀を描いた傑作新歌舞伎、待望の上演！

華やかな女方舞踊と吉右衛門が初役で挑む年末必見の舞台！

徳川家康の孫・千姫への恋に破れ破滅する武将を描く『坂崎出羽守』と、
映画や時代劇でもお馴染みの『沓掛時次郎』の二本立て!お見逃しなく!

大らかな女方舞踊『今様三番三』と、初代吉右衛門も演じた梅の由兵衛
に当代が初役で挑む、名作『隅田春妓女容性』の上演！

誰か席に着いて

脚本・演出

いま よう さん ば そう す だ の は る げ い し ゃ か た ぎ
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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

10月15日（日）
10月18日（水）から

事　業
コード 177301 11月18日（土） 

12：00
区分
❶

23日（木・祝） 
12：00

区分
❷

26日（日） 
12：00

区分
❸

12月15日（金） 
16：00

区分
❶

17日（日） 
12：00

区分
❷

23日（土・祝） 
12：00

区分
❸

12月1日（金） 19：00

12月16日（土） 17：00

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50,000
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（水） 19：00

中村梅玉／尾上松緑／中村魁春　ほか

1等Ａ席　7,500円（一般 9,800円）
1会員4枚まで（各日20枚限定）

国立劇場大劇場　　  　東京メトロ「半蔵門駅」ほか最寄駅

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

出　演

※公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）、3歳未満の着席鑑賞は有料
※学生・子ども＝大学・専門学校生以下（当日要学生証）

締　切　日
抽選公開日

11月5日（日）
11月8日（水）から

事　業
コード 177302

1等A席　7,500円（一般 9,800円）料　金

出　演

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）　
10月13日（金）から

事　業
コード 177303

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）
　  　JR「川崎駅」ほか

区分①　S席指定 7,500円（一般 8,640円）
区分②　学生・子ども 5,500円（一般 6,480円）

1会員4枚まで（20枚限定）

最寄駅

場　所

場　所

料　金

申込数

1会員4枚まで（各日20枚限定）申込数

ミュージカル『アンデルセン』
「親指姫」「人魚姫」「みにくいアヒルの子」…
童話作家アンデルセンが「物語の王様」になるまでを描いたミュージカル。

中村吉右衛門　ほか

11月13日（月） 18：30

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

10月29日（日）
11月1日（水）から

事　業
コード 177304

全席指定　6,300円（一般 9,000円）料　金

田辺誠一／木村佳乃／片桐仁／倉科カナ　ほか出　演

市村正親／鳳蘭／実咲凜音／神田沙也加／唯月ふうか　ほか出　演

締　切　日
抽選公開日

11月7日（火）
11月10日（金）から

事　業
コード 177305

S席指定　11,000円（一般 13,000円）

1会員2枚まで（10枚限定）

日生劇場　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅

帝国劇場　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅

場　所

シアタークリエ　　  　JR「有楽町駅」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

ミュージカル
『屋根の上のヴァイオリン弾き』
日本初演50周年記念公演!

未来どころか目の前の現実で精一杯な大人たちへ
人気劇作家・倉持裕が贈るコメディドラマ!

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

10月31日（火）
11月2日（木）から

事　業
コード 177306 12月9日（土） 19：00

寺脇康文／宮澤佐江　ほか

S席指定　11,000円（一般 13,000円）
1会員２枚まで（10枚限定）

場　所

料　金

申込数

出　演

松任谷由実歌・ストーリーテリング松任谷正隆

ユーミン×帝劇 vol.3
『朝陽の中で微笑んで』

タクフェス第5弾『ひみつ』

※未就学児入場不可

時の旅人ユーミンが、あなたを未来の「純愛物語」に誘います。

締　切　日
抽選公開日

10月9日（月・祝）
10月12日（木）から

事　業
コード 177307 11月1日（水） 19：00

区分
❶ 4日（土） 13：00

区分
❷

戸田惠子／福田沙紀／山崎静代（南海キャンディーズ）
東風万智子／松本利夫（EXILE）／ベンガル／宅間孝行　ほか

宅間孝行

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

サンシャイン劇場（東池袋）　　  　JR「池袋駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

出　演

作・演出

※未就学児入場不可

愛に溢れた心温まる純愛物語。宅間孝行、4年ぶりの新作書き下ろし!

国立劇場　11月歌舞伎公演
『坂崎出羽守』『沓掛時次郎』

国立劇場　12月歌舞伎公演
『今様三番三』 通し狂言『隅田春妓女容性-御存梅の由兵衛-』

男の意地と悲哀を描いた傑作新歌舞伎、待望の上演！

華やかな女方舞踊と吉右衛門が初役で挑む年末必見の舞台！

徳川家康の孫・千姫への恋に破れ破滅する武将を描く『坂崎出羽守』と、
映画や時代劇でもお馴染みの『沓掛時次郎』の二本立て!お見逃しなく!

大らかな女方舞踊『今様三番三』と、初代吉右衛門も演じた梅の由兵衛
に当代が初役で挑む、名作『隅田春妓女容性』の上演！

誰か席に着いて

脚本・演出

いま よう さん ば そう す だ の は る げ い し ゃ か た ぎ
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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。

11月17日（金） 19：00

11月9日（木） 19：00区分
❶ 11日（土） 12：30区分

❷

締　切　日
抽選公開日

10月9日（月・祝）　　
10月12日（木）から

事　業
コード 177311

締　切　日
抽選公開日

11月5日（日）
11月8日（水）から

事　業
コード 177309 12月16日（土） 13：30区分

❶ 27日（水） 18：30区分
❷

11月7日（火） 11：30区分
❶ 7日（火） 15：30区分

❷

©JOAN MARCUS

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

10月15日（日）　  
10月18日（水）から

事　業
コード 177308

Ｓ席指定　8,000円（一般 10,000円）料　金

高橋克典／風間杜夫／八嶋智人／松井玲奈／美波／小林聡美　ほか

アントン・チェーホフ
串田和美

木内宏昌

出　演

出　演

フィリップ・ブリーン演　出
大竹しのぶ／北村一輝／鈴木杏／藤岡正明　ほか出　演

芸談（登壇：中村勘九郎　中村七之助）
「棒しばり」中村勘九郎　中村鶴松
「藤娘」中村七之助

演　目

中村勘九郎／中村七之助／中村鶴松  ほか出　演

作

テネシー・ウィリアムズ作

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）
10月13日（金）から

事　業
コード 177310

S席指定　8,400円（一般 12,000円）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

東急シアターオーブ　　  　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

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

大ヒットコメディ映画『天使にラブ・ソングを・・・』のミュージカルがこの秋再来日!
映画主演のウーピー・ゴールドバーグがオリジナルプロデュース!
笑って泣けるストーリーと感動のクライマックス! 最高のハッピーをお届けします!

日本で演出家デビューとなった2015年のシアターコクーンプロデュース公演
『地獄のオルフェス』で成功を収めた気鋭の英国人演出家、フィリップ・ブリーン
が、再びテネシー・ウィリアムズの最高傑作に挑みます!

中村屋がお贈りする好評のシリーズ公演。
脈々と引き継がれる中村屋の心、そして兄弟公演の新境地をお楽しみ下さい。

チェーホフの最高傑作が串田版として生まれ変わりシアターコクーンに登場!!

S席指定　7,000円
（一般 8,500円）

1会員2枚まで
（各日10枚限定）

料　金

申込数

S席指定　8,500円
（一般 10,500円）

1会員2枚まで
（各日10枚限定）

文京シビックホール　
　  　東京メトロ「後楽園駅」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

10月17日（火）
10月20日（金）から

事　業
コード 177402

区分①　一般　1,000円（当日 1,600円）
区分②　大学生　700円（当日 1,200円）
区分③　高校生　400円（当日    800円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

料　金

申込数

北斎作品とそこから影響を受けた西洋美術を同時に比較できる、世界
初・日本発の“北斎とジャポニスム”という視点で編み直す展覧会

北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃

締　切　日
抽選公開日

10月17日（火）
10月20日（金）から

事　業
コード 177401 10月24日（火）～ 2018年1月8日（月・祝）

10月21日（土）～ 2018年1月28日（日）

締　切　日
抽選公開日

10月15日（日）
10月18日（水）から

事　業
コード 177312

一般　1,000円（前売 1,300円） 1会員4枚まで（200枚限定）料　金 申込数

毎週月曜日、12月31日（日）・1月1日（月・祝）　※ただし、1月8日（月・祝）は開室休室日

休館日

ゴッホ展 巡りゆく日本の夢

全席指定　10,000円（一般 12,000円）
1会員2枚まで（各日10枚限定）

東京国際フォーラム ホールA　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

東京都美術館　　  　JR「上野駅」ほか最寄駅場　所

国立西洋美術館　　  　JR「上野駅」ほか最寄駅場　所

料　金
申込数

本展は、ファン・ゴッホの油彩画やデッサン、関連資料などを通して、ファン･ゴッホと
日本の相互関係を探り、その新たな魅力を紹介します。

時代とともに歩み続けた怪物 阿久悠。阿久悠の魂を歌い継ぐトリビュート
コンサート開催決定！

※未就学児入場不可

シアターコクーン・オンレパートリー2017
24番地の桜の園

演出・脚色・美術

シアターコクーン・オンレパートリー2017  DISCOVER WORLD THEATRE vol.3

欲望という名の電車

ブロードウェイ・ミュージカル

天使にラブ・ソングを…（シスター・アクト）
東急シアターオーブ

5周年記念公演

※未就学児入場不可　※生演奏／英語上演／日本語字幕付き
※特製チケットホルダー〈非売品〉をプレゼント!（チケット1枚につき1枚）

文京区区制70周年記念

中村勘九郎  中村七之助  特別公演  2017

没後10年・作詞家50年メモリアル

「阿久悠 リスペクトコンサート」
～君の唇に色あせぬ言葉を～

11月17日（金） 17：00区分
❶ 18日（土） 14：00区分

❷

17日：石野真子／五木ひろし／大橋純子／北原ミレイ／Char／
 林部智史／八代亜紀／山本リンダ　ほか
18日：石野真子／岩崎宏美／大橋純子／北原ミレイ／Char／
 BOYS AND MEN／松下優也（X４）／森進一／山本リンダ  ほか
※五十音順

月曜日（ただし1月8日は開館）、
12月28日（木）～1月1日（月・祝）・9日（火）

開室時間 9：30～17：30（入室は閉室の30分前まで）
金曜日、11月1日（水）・2日（木）・4日（土）は20：00まで

開館時間 9：30～17：30　※入館は閉館の30分前まで

（金・土曜日は20：00まで。ただし、11月18日は17：30まで）

フィンセント・ファン・ゴッホ《花魁（渓斎英泉による）》
1887年　油彩・綿布　ファン・ゴッホ美術館
(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 
©Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)

エドガー・ドガ《踊り子たち、ピンクと緑》
1894年 パステル、紙（ボード裏打） 
66×47cm
吉野石膏株式会社（山形美術館寄託）

葛飾北斎『北斎漫画』十一編（部分）
刊年不詳
浦上蒼穹堂

※中学生以下は無料　※1月2日（火）～8日（月・祝）は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）
※心身に障がいのある方とその付添者1名は無料（入館の際に障がい者手帳をご提示ください）
※本展の観覧券で常設展示もあわせてご覧いただけます
※公式HP　http://hokusai-japonisme.jp

※本誌では一般券のみのお取り扱いとなります
※中学生以下は無料
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・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添いの方
（1名まで）は無料

※毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴する保護者（都内在住、2名まで）は一般当
日料金の半額

※いずれも証明できるものをご持参ください
※11月15日(水)、12月20日(水)はシルバーデーにより65歳以上の方は無料(要証明)。混雑が予想されます

写真：稲越功一　※上記の楽曲は、阿久悠の代表曲の一部で、当日の
演奏楽曲は未定です。あらかじめご了承ください。

翻訳・脚色
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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。

11月17日（金） 19：00

11月9日（木） 19：00区分
❶ 11日（土） 12：30区分

❷

締　切　日
抽選公開日

10月9日（月・祝）　　
10月12日（木）から

事　業
コード 177311

締　切　日
抽選公開日

11月5日（日）
11月8日（水）から

事　業
コード 177309 12月16日（土） 13：30区分

❶ 27日（水） 18：30区分
❷

11月7日（火） 11：30区分
❶ 7日（火） 15：30区分

❷

©JOAN MARCUS

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

10月15日（日）　  
10月18日（水）から

事　業
コード 177308

Ｓ席指定　8,000円（一般 10,000円）料　金

高橋克典／風間杜夫／八嶋智人／松井玲奈／美波／小林聡美　ほか

アントン・チェーホフ
串田和美

木内宏昌

出　演

出　演

フィリップ・ブリーン演　出
大竹しのぶ／北村一輝／鈴木杏／藤岡正明　ほか出　演

芸談（登壇：中村勘九郎　中村七之助）
「棒しばり」中村勘九郎　中村鶴松
「藤娘」中村七之助

演　目

中村勘九郎／中村七之助／中村鶴松  ほか出　演

作

テネシー・ウィリアムズ作

締　切　日
抽選公開日

10月10日（火）
10月13日（金）から

事　業
コード 177310

S席指定　8,400円（一般 12,000円）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

東急シアターオーブ　　  　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

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

大ヒットコメディ映画『天使にラブ・ソングを・・・』のミュージカルがこの秋再来日!
映画主演のウーピー・ゴールドバーグがオリジナルプロデュース!
笑って泣けるストーリーと感動のクライマックス! 最高のハッピーをお届けします!

日本で演出家デビューとなった2015年のシアターコクーンプロデュース公演
『地獄のオルフェス』で成功を収めた気鋭の英国人演出家、フィリップ・ブリーン
が、再びテネシー・ウィリアムズの最高傑作に挑みます!

中村屋がお贈りする好評のシリーズ公演。
脈々と引き継がれる中村屋の心、そして兄弟公演の新境地をお楽しみ下さい。

チェーホフの最高傑作が串田版として生まれ変わりシアターコクーンに登場!!

S席指定　7,000円
（一般 8,500円）

1会員2枚まで
（各日10枚限定）

料　金

申込数

S席指定　8,500円
（一般 10,500円）

1会員2枚まで
（各日10枚限定）

文京シビックホール　
　  　東京メトロ「後楽園駅」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

10月17日（火）
10月20日（金）から

事　業
コード 177402

区分①　一般　1,000円（当日 1,600円）
区分②　大学生　700円（当日 1,200円）
区分③　高校生　400円（当日    800円）

1会員合計4枚まで（200枚限定）

料　金

申込数

北斎作品とそこから影響を受けた西洋美術を同時に比較できる、世界
初・日本発の“北斎とジャポニスム”という視点で編み直す展覧会

北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃

締　切　日
抽選公開日

10月17日（火）
10月20日（金）から

事　業
コード 177401 10月24日（火）～ 2018年1月8日（月・祝）

10月21日（土）～ 2018年1月28日（日）

締　切　日
抽選公開日

10月15日（日）
10月18日（水）から

事　業
コード 177312

一般　1,000円（前売 1,300円） 1会員4枚まで（200枚限定）料　金 申込数

毎週月曜日、12月31日（日）・1月1日（月・祝）　※ただし、1月8日（月・祝）は開室休室日

休館日

ゴッホ展 巡りゆく日本の夢

全席指定　10,000円（一般 12,000円）
1会員2枚まで（各日10枚限定）

東京国際フォーラム ホールA　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅場　所

東京都美術館　　  　JR「上野駅」ほか最寄駅場　所

国立西洋美術館　　  　JR「上野駅」ほか最寄駅場　所

料　金
申込数

本展は、ファン・ゴッホの油彩画やデッサン、関連資料などを通して、ファン･ゴッホと
日本の相互関係を探り、その新たな魅力を紹介します。

時代とともに歩み続けた怪物 阿久悠。阿久悠の魂を歌い継ぐトリビュート
コンサート開催決定！

※未就学児入場不可

シアターコクーン・オンレパートリー2017
24番地の桜の園

演出・脚色・美術

シアターコクーン・オンレパートリー2017  DISCOVER WORLD THEATRE vol.3

欲望という名の電車

ブロードウェイ・ミュージカル

天使にラブ・ソングを…（シスター・アクト）
東急シアターオーブ

5周年記念公演

※未就学児入場不可　※生演奏／英語上演／日本語字幕付き
※特製チケットホルダー〈非売品〉をプレゼント!（チケット1枚につき1枚）

文京区区制70周年記念

中村勘九郎  中村七之助  特別公演  2017

没後10年・作詞家50年メモリアル

「阿久悠 リスペクトコンサート」
～君の唇に色あせぬ言葉を～

11月17日（金） 17：00区分
❶ 18日（土） 14：00区分

❷

17日：石野真子／五木ひろし／大橋純子／北原ミレイ／Char／
 林部智史／八代亜紀／山本リンダ　ほか
18日：石野真子／岩崎宏美／大橋純子／北原ミレイ／Char／
 BOYS AND MEN／松下優也（X４）／森進一／山本リンダ  ほか
※五十音順

月曜日（ただし1月8日は開館）、
12月28日（木）～1月1日（月・祝）・9日（火）

開室時間 9：30～17：30（入室は閉室の30分前まで）
金曜日、11月1日（水）・2日（木）・4日（土）は20：00まで

開館時間 9：30～17：30　※入館は閉館の30分前まで

（金・土曜日は20：00まで。ただし、11月18日は17：30まで）

フィンセント・ファン・ゴッホ《花魁（渓斎英泉による）》
1887年　油彩・綿布　ファン・ゴッホ美術館
(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 
©Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)

エドガー・ドガ《踊り子たち、ピンクと緑》
1894年 パステル、紙（ボード裏打） 
66×47cm
吉野石膏株式会社（山形美術館寄託）

葛飾北斎『北斎漫画』十一編（部分）
刊年不詳
浦上蒼穹堂

※中学生以下は無料　※1月2日（火）～8日（月・祝）は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）
※心身に障がいのある方とその付添者1名は無料（入館の際に障がい者手帳をご提示ください）
※本展の観覧券で常設展示もあわせてご覧いただけます
※公式HP　http://hokusai-japonisme.jp

※本誌では一般券のみのお取り扱いとなります
※中学生以下は無料
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・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添いの方
（1名まで）は無料

※毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴する保護者（都内在住、2名まで）は一般当
日料金の半額

※いずれも証明できるものをご持参ください
※11月15日(水)、12月20日(水)はシルバーデーにより65歳以上の方は無料(要証明)。混雑が予想されます

写真：稲越功一　※上記の楽曲は、阿久悠の代表曲の一部で、当日の
演奏楽曲は未定です。あらかじめご了承ください。

翻訳・脚色
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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

10月10日（火）　  
10月13日（金）から

事　業
コード 177501

締　切　日
抽選公開日

10月22日（日）
10月25日（水）から

事　業
コード 177503

区分・料金

締　切　日
抽選公開日

10月31日（火）　　
11月2日（木）から

事　業
コード 177800

有効期限

有効期限

申込数

料　金

※各施設で発行しているプリペイドカード式回数券と同様の
回数券です

※施設利用料金や回数券でご利用いただける施設など、詳しく
は、世田谷区スポーツ振興財団のホームページをご覧いただ
くか、各施設にお問い合わせください

※回数券の受取時期は、11月中旬の予定です

施　設
住　所

電話番号

3,200円
（4,000円)

利用内容

区分・券種

料　金
（一般料金）

①1,000円券
（1,100円分）

②3,000円券
（3,300円分）

③1,500円券
（1,650円分）

④4,000円券
（4,400円分）

800円
（1,000円)

2,400円
（3,000円)

1,200円
（1,500円)

プール プール、トレーニングルーム
☎03（3789）3911

総合運動場温水プール
世田谷区大蔵4－6－1
☎03（3417）0017

千歳温水プール
世田谷区船橋7－9－1

12月2日（土） 14：00

締　切　日
抽選公開日

10月31日（火）　  
11月2日（木）から

事　業
コード 177502

締　切　日
抽選公開日

11月5日（日）
11月8日（水）から

事　業
コード 177313

場　所

※座席は選べません
※チケットの受取時期は、試合の

1週間前の予定です

東京・お台場

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30年4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 資格の大原 東京水道橋校　
千代田区西神田2－2－10
        JR「水道橋駅」徒歩5分 ほか最寄駅

※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 日　時

※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 一　般

1,200円

900円

200円

 広小路（館内）

足湯

※チケットの受取時期は、11月下旬の予定です

利用店舗 世田谷区内含めた関東エリアのティップネス、
およびティップ・クロスTOKYO 46店舗　※丸の内スタイルを除く

世田谷区内

三軒茶屋店 　太子堂2－15－5 ☎03（5433）1171
下北沢店　 　北沢2－5－2  ☎03（3487）3531
明大前店　 　松原2－46－1 ☎03（5355）3671
喜多見店　 　喜多見9－25－8 ☎03（5761）3371

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

http://tip.tipness.co.jp/

利用券

平成30年10月31日（水）まで
1会員10枚まで（200枚限定）

申込数 1会員合計10枚まで（各200枚限定）

申込数 １会員合計6枚まで(各100枚限定）

申込数 20名限定

受講料 12,000円（一般 24,800円）
※教材費・消費税等込み

施設1回利用券 1,200円（一般 3,240円）

総合運動場温水プール
千歳温水プール 回数券
１回券（時間制限なし）のご利用料金は大人480円、
小・中学生／65歳以上150円です。

充実のアウトプットで確実に合格を目指す方にオススメ！

有効期限 なし

自己啓発
セミナー

簿記3級タイアップ講座
3級合格フルセット（教室通学）

【日曜クラス】 12月17日～2月18日の各日曜　計17回（公開模試1回を含む）

対　ガンバ大阪

メインS席指定　4,000円（一般 5,200円）

1会員6枚まで
（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

料　金

申込数

FC東京公式戦観戦チケット

基礎講座
内　容 回 開講日時 内　容 回 開講日時

総まとめ

直前答練 

公開模試 
※本試験：2月25日（日） 9：00～11：00

① 12/17 10：00～12：40
② 12/17 13：40～16：20
③ 12/24 10：00～12：40
④ 12/24 13：40～16：20
⑤ 1/7 10：00～12：40
⑥ 1/7 13：40～16：20
⑦ 1/14 10：00～12：40
⑧ 1/14 13：40～16：20
⑨ 1/21 10：00～12：40
⑩ 1/21 13：40～16：20

① 1/28 10：00～12：40
② 1/28 13：40～16：20
③ 2/4 10：00～12：40
① 2/4 13：40～16：20
② 2/11 10：00～12：40
③ 2/11 13：40～16：20
 2/18   9：00～12：30
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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

10月10日（火）　  
10月13日（金）から

事　業
コード 177501

締　切　日
抽選公開日

10月22日（日）
10月25日（水）から

事　業
コード 177503

区分・料金

締　切　日
抽選公開日

10月31日（火）　　
11月2日（木）から

事　業
コード 177800

有効期限

有効期限

申込数

料　金

※各施設で発行しているプリペイドカード式回数券と同様の
回数券です

※施設利用料金や回数券でご利用いただける施設など、詳しく
は、世田谷区スポーツ振興財団のホームページをご覧いただ
くか、各施設にお問い合わせください

※回数券の受取時期は、11月中旬の予定です

施　設
住　所

電話番号

3,200円
（4,000円)

利用内容

区分・券種

料　金
（一般料金）

①1,000円券
（1,100円分）

②3,000円券
（3,300円分）

③1,500円券
（1,650円分）

④4,000円券
（4,400円分）

800円
（1,000円)

2,400円
（3,000円)

1,200円
（1,500円)

プール プール、トレーニングルーム
☎03（3789）3911

総合運動場温水プール
世田谷区大蔵4－6－1
☎03（3417）0017

千歳温水プール
世田谷区船橋7－9－1

12月2日（土） 14：00

締　切　日
抽選公開日

10月31日（火）　  
11月2日（木）から

事　業
コード 177502

締　切　日
抽選公開日

11月5日（日）
11月8日（水）から

事　業
コード 177313

場　所

※座席は選べません
※チケットの受取時期は、試合の

1週間前の予定です

東京・お台場

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30年4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 資格の大原 東京水道橋校　
千代田区西神田2－2－10
        JR「水道橋駅」徒歩5分 ほか最寄駅

※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 日　時

※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 一　般

1,200円

900円

200円

 広小路（館内）

足湯

※チケットの受取時期は、11月下旬の予定です

利用店舗 世田谷区内含めた関東エリアのティップネス、
およびティップ・クロスTOKYO 46店舗　※丸の内スタイルを除く

世田谷区内

三軒茶屋店 　太子堂2－15－5 ☎03（5433）1171
下北沢店　 　北沢2－5－2  ☎03（3487）3531
明大前店　 　松原2－46－1 ☎03（5355）3671
喜多見店　 　喜多見9－25－8 ☎03（5761）3371

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

http://tip.tipness.co.jp/

利用券

平成30年10月31日（水）まで
1会員10枚まで（200枚限定）

申込数 1会員合計10枚まで（各200枚限定）

申込数 １会員合計6枚まで(各100枚限定）

申込数 20名限定

受講料 12,000円（一般 24,800円）
※教材費・消費税等込み

施設1回利用券 1,200円（一般 3,240円）

総合運動場温水プール
千歳温水プール 回数券
１回券（時間制限なし）のご利用料金は大人480円、
小・中学生／65歳以上150円です。

充実のアウトプットで確実に合格を目指す方にオススメ！

有効期限 なし

自己啓発
セミナー

簿記3級タイアップ講座
3級合格フルセット（教室通学）

【日曜クラス】 12月17日～2月18日の各日曜　計17回（公開模試1回を含む）

対　ガンバ大阪

メインS席指定　4,000円（一般 5,200円）

1会員6枚まで
（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

料　金

申込数

FC東京公式戦観戦チケット

基礎講座
内　容 回 開講日時 内　容 回 開講日時

総まとめ

直前答練 

公開模試 
※本試験：2月25日（日） 9：00～11：00

① 12/17 10：00～12：40
② 12/17 13：40～16：20
③ 12/24 10：00～12：40
④ 12/24 13：40～16：20
⑤ 1/7 10：00～12：40
⑥ 1/7 13：40～16：20
⑦ 1/14 10：00～12：40
⑧ 1/14 13：40～16：20
⑨ 1/21 10：00～12：40
⑩ 1/21 13：40～16：20

① 1/28 10：00～12：40
② 1/28 13：40～16：20
③ 2/4 10：00～12：40
① 2/4 13：40～16：20
② 2/11 10：00～12：40
③ 2/11 13：40～16：20
 2/18   9：00～12：30
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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

10月16日（月）
10月18日（水）から

事　業
コード 177601～177605

お品書き（2～4人前）【二段重】 会　員 一　般

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

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

28,000円 31,000円

割烹 きよみず(日本料理)

☎03（3439）8876

GITA（イタリア料理）
今年も伊勢海老が1本入っています！

ハイアット リージェンシー 東京（和・洋・中）

世田谷区桜3－2－10 
桜グリーンキャッスル101

極上の丹波黒豆／数の子／
イクラ醤油漬け／柚釜フォ
アグラ味噌／鮑大根／和牛
八幡巻き／合鴨ロース／天
然ぶり西京焼き／河豚南蛮
漬け／紅白なます／特製か
らすみ　ほか18品目

お品書き（２～３人前）【三段重】 会　員 一　般

29,400円 32,400円

（税込み価格）

（税込み価格）

（税込み価格）

Web 自動音声

牛肉のしぐれ煮／味付けいくら／
鰤幽庵焼き／海老艶煮／紅鮭昆布
煮／フォワグラムース シナモン
風味トリュフ添え／オマール海老
テール／和牛ローストビーフ／合
鴨香草マリネ／帆立貝燻製グリル
／甘鯛のエスカベッシュ／チャー
シュウ／あわびオイスターソース
煮　ほか43品目

お品書き（約４人前）【三段重】 会　員

34,800円

一　般

37,800円

地鶏胸肉と小エビのガランティーヌ／
フランス産鴨胸肉のロースト　根菜の
フリット添え／牡蠣、ホタテ貝、殻付き
ムール貝のスモーク　オイル漬け／
サーモンのコンフィとクスクスの南仏
風サラダ／ホタテ貝のムースとズワイ
ガニのコンソメゼリーのクレープ包み
／フランス産ホロホロ鳥の栗とリンゴ
詰めロースト　ほか9品目

お品書き（2～3人前） 会　員

16,800円

一　般

19,800円

（税込み価格）

☎03（5486）1568
世田谷区池尻1－8－8　グランサンク1階

SeaBreeze（フランス料理）

ラ・ロシェル（フランス料理） 検索ラ・ロシェル

検索SeaBreeze 三宿

検索GITA世田谷

検索割烹きよみず

検索ハイアット リージェンシー 東京

〈お申し込みからお受け取りまで〉
◆ご希望の商品（事業コード）を選んでセラ・サービスに補助券をお申し込みください（1会員1セットまで）。
◆当選が確認できましたら、各店舗にご予約ください。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。
◆お受け取り当日（お渡し日）、補助券と一緒に会員料金を店舗にお支払いください。

※12月20日（水）以降は全額キャンセル料が発生します。ご了承ください。
※ラ・ロシェル（事業コード：177601）のみ配送でのお渡しとなりますので、振込依頼書をお送りします。
　同店へのご予約は、セラ・サービスへWebまたは電話でお申し込みください。
※「会員料金」は、いずれも補助券利用時の金額（税込み）です。

App
Store

Google
Play

アプリの
ダウンロードはこちら!

24時間
いつでも利用可能!

インターネットバンキング
同時申込も可能!

ご来店不要
でお申込み完了スマホで

口座開設!!

い つ で も ど こ で も

アプリをダウンロード アプリでお申込み カード・通帳のお受け取り
口
座
開
設
の
手
順

ご準備

運転免許証
・印影のみ！

STEP 1

約3週間程度で
せたしんからキャッシュ
カード・通帳等の

郵便物をお届けします

STEP 2 STEP 3 STEP 4

◆ホームページアドレス http：//www.shinkin.co.jp/setagaya
登録金融機関 関東財務局長（登金）第164号

【世田谷信用金庫様】スマホで口座開設_A5ポスティング

12月31日（日）12：00～17：00　店舗にて
※前日までにお重ご持参で更に1,000円割引き！

☎03（3348）1234
（料飲業務課 10：00～17：00）

新宿区西新宿
２－７－２

予　約 内容・料金

お渡し

お渡し

12月31日（日） 9：00～14：00　店舗にて
※現金のみ

お渡し

12月31日（日）
11：30～16：30
ホテル内・ペストリー
ショップ

（ロビーフロア・2F）
にて

12月31日（日）
12：00～15：00
店舗にて
※現金のみ

お渡し

内容・料金

内容・料金【壱の重】スモークサーモンと柚子風味の大根ロール／ラタ
トゥイユ入り卵焼き／オマール海老のアメリケー
ヌ煮込み／タラバガニと里芋のテリーヌ　ツブ貝
入り飛竜頭／真鯛の昆布〆蓮根巻き／鮑の金箔
ジュレ包み／雲丹と帆立貝のムース赤ピーマンの
シガー仕立て／平目のタップナード緑パン粉焼き
／車海老のレモンマリネ　ほか３品目

【弐の重】三瀬鶏砂肝コンフィ／仔鴨胸肉のローストコー
ヒー風味／ペコリーノロマーノのグジェール豚肉
リエット詰め／三瀬鶏のバロティーヌベーコンと
海苔を巻いて／ローストビーフ西京味噌漬け／
フォアグラテリーヌオレンジコンフィ添え／炙り
牛タンと粒マスタードのジュレ　ほか６品目

お品書き（4人前）【二段重】 会　員

43,700円

一　般

46,700円

（税・送料込み価格）内容・料金

内容・料金

場　所

予　約

場　所

予　約

場　所

予　約
場　所

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

お渡し

事業コード：177602

事業コード：177601

事業コード：177603

事業コード：177604

事業コード：177605

☎03（6805）4131（14：00～18：00）
予約締切 12月15日（金）

予約締切 12月20日（水）

世田谷区太子堂
５－４－９ 
ロイヤル太子堂１階

12月31日（日）着
お渡しは配送(クール便)
のみ（関東限定）
店舗でのお渡しは行って
おりません。
※配送時間のご希望は承ります

が、繁忙期の為、前後する旨ご
了承ください

イメージ

限定30個

限定30個

限定30個

予約締切 12月20日（水）
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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

10月16日（月）
10月18日（水）から

事　業
コード 177601～177605

お品書き（2～4人前）【二段重】 会　員 一　般

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

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

28,000円 31,000円

割烹 きよみず(日本料理)

☎03（3439）8876

GITA（イタリア料理）
今年も伊勢海老が1本入っています！

ハイアット リージェンシー 東京（和・洋・中）

世田谷区桜3－2－10 
桜グリーンキャッスル101

極上の丹波黒豆／数の子／
イクラ醤油漬け／柚釜フォ
アグラ味噌／鮑大根／和牛
八幡巻き／合鴨ロース／天
然ぶり西京焼き／河豚南蛮
漬け／紅白なます／特製か
らすみ　ほか18品目

お品書き（２～３人前）【三段重】 会　員 一　般

29,400円 32,400円

（税込み価格）

（税込み価格）

（税込み価格）

Web 自動音声

牛肉のしぐれ煮／味付けいくら／
鰤幽庵焼き／海老艶煮／紅鮭昆布
煮／フォワグラムース シナモン
風味トリュフ添え／オマール海老
テール／和牛ローストビーフ／合
鴨香草マリネ／帆立貝燻製グリル
／甘鯛のエスカベッシュ／チャー
シュウ／あわびオイスターソース
煮　ほか43品目

お品書き（約４人前）【三段重】 会　員

34,800円

一　般

37,800円

地鶏胸肉と小エビのガランティーヌ／
フランス産鴨胸肉のロースト　根菜の
フリット添え／牡蠣、ホタテ貝、殻付き
ムール貝のスモーク　オイル漬け／
サーモンのコンフィとクスクスの南仏
風サラダ／ホタテ貝のムースとズワイ
ガニのコンソメゼリーのクレープ包み
／フランス産ホロホロ鳥の栗とリンゴ
詰めロースト　ほか9品目

お品書き（2～3人前） 会　員

16,800円

一　般

19,800円

（税込み価格）

☎03（5486）1568
世田谷区池尻1－8－8　グランサンク1階

SeaBreeze（フランス料理）

ラ・ロシェル（フランス料理） 検索ラ・ロシェル

検索SeaBreeze 三宿

検索GITA世田谷

検索割烹きよみず

検索ハイアット リージェンシー 東京

〈お申し込みからお受け取りまで〉
◆ご希望の商品（事業コード）を選んでセラ・サービスに補助券をお申し込みください（1会員1セットまで）。
◆当選が確認できましたら、各店舗にご予約ください。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。
◆お受け取り当日（お渡し日）、補助券と一緒に会員料金を店舗にお支払いください。

※12月20日（水）以降は全額キャンセル料が発生します。ご了承ください。
※ラ・ロシェル（事業コード：177601）のみ配送でのお渡しとなりますので、振込依頼書をお送りします。
　同店へのご予約は、セラ・サービスへWebまたは電話でお申し込みください。
※「会員料金」は、いずれも補助券利用時の金額（税込み）です。

App
Store

Google
Play

アプリの
ダウンロードはこちら!

24時間
いつでも利用可能!

インターネットバンキング
同時申込も可能!

ご来店不要
でお申込み完了スマホで

口座開設!!

い つ で も ど こ で も

アプリをダウンロード アプリでお申込み カード・通帳のお受け取り
口
座
開
設
の
手
順

ご準備

運転免許証
・印影のみ！

STEP 1

約3週間程度で
せたしんからキャッシュ
カード・通帳等の

郵便物をお届けします

STEP 2 STEP 3 STEP 4

◆ホームページアドレス http：//www.shinkin.co.jp/setagaya
登録金融機関 関東財務局長（登金）第164号

【世田谷信用金庫様】スマホで口座開設_A5ポスティング

12月31日（日）12：00～17：00　店舗にて
※前日までにお重ご持参で更に1,000円割引き！

☎03（3348）1234
（料飲業務課 10：00～17：00）

新宿区西新宿
２－７－２

予　約 内容・料金
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了承ください
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限定30個

予約締切 12月20日（水）
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● 住所や電話番号の変更があった場合は、
至急変更届をご提出ください。
　チケット等の郵送が届かず、書留代が二重に
発生しているケースが見られます。

● eメールでも受け付けておりますので、送
信される方は、必ず「お名前」と「会員番
号」を明記の上、お送りください。

● 遊園地などの利用補助券は、必ず利用さ
れる方のお名前で申請してください。利
用補助券は「利用者氏名」の方以外は利
用できませんので、ご注意ください。 

　※右記参照

注意  ここに表記されている方以外は利用できません。

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、11月末に発送する予定です。

i n f o r m a t i o n
Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

締　切　日 11月20日（月）事　業
コード 177700

①はとバス予約センター〈☎03（3761）1100〉に電話し、セラ・サービスの会員である旨およびコース名
（A121「帝国ホテルバイキングと東京湾クルーズ」）と日にち等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出発日の１週間前までにはとバス営業所にて補助券をお渡しいただき、現金でお支払いください。
④出発当日、乗車券をはとバスの係員にお渡しください。
※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。
※詳しい旅行条件及び個人情報の取扱については書面（パンフレット）又は、はとバスホームページにて事前にご確認の上お申し込み

ください。尚、お客さまのご都合により取消・変更をされる場合には、旅行条件書に基づき所定の取消・変更料金を申し受けます。

※無料でご参加いただきました4歳以上のお子さまはお食事代金が別途かかります（当日現地にてお支払いください）。

東京スカイツリー®周辺をドライブ  
(日本橋＝浅草・雷門＝東京スカイツリー＝上野駅／車窓) 
銀座ドライブ  
(歌舞伎座＝銀座／車窓) 

コ ー ス 名コース番号 会　員 一　般

9,425円 11,500円帝国ホテルバイキングと東京湾クルーズA121

株式会社はとバス　東京都知事旅行業登録第2－2379号　（一社）全国旅行業協会正会員企画会社

10月20日（金）～11月25日（土）期　間

44人定　員 1回利用回数

利用方法

内容・料金

会員・登録家族（小学生以上／小・中学生は保護者同伴）参加資格

スケジュール

※会員価格は補助券利用時の金額です　　※すべて税込み価格

定期観光バスツアーはとバス

Web 自動音声

バス

バス

バス

バス

10：20 東京駅丸の内南口出発

帝国ホテル「インペリアルバイキング サール」
(バイキングの昼食：70分) 

東京タワー・大展望台(展望：50分)

東京湾クルーズ
(シンフォニーアフタヌーンクルーズ乗船・喫茶付き：50分)

16：40 東京駅丸の内南口到着（予定）

コース番号：A121

帝国ホテルバイキングと
東京湾クルーズ

素敵なランチタイムを過ごす贅沢な一日。プレミアムな東京観光コースです!
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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

《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

10月  6日(金) 10：00～15：00

10月18日(水) 10：00～15：00

10月21日(土) 10：00～15：00

11月14日(火) 10：00～15：00

11月16日(木) 10：00～15：00

11月18日(土) 10：00～15：00

11月22日(水) 10：00～15：00

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)

三軒茶屋支店(世田谷区三軒茶屋1－41－10)

烏山支店(世田谷区南烏山4－12－7)

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)

明大前支店(世田谷区松原2－44－2)

☎03(3420)4121／9：00～15：00

☎03(3328)0151／9：00～15：00

☎03(3421)6101／9：00～15：00

☎03(3300)1361／9：00～15：00

☎03(3329)1021／9：00～15：00

☎03(3422)6181／9：00～15：00

☎０３（３３２３）０５１１／９：００～１５：００

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

セラ・サービス　16年10月号　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス16.8　●イラストレーターCS3

「ワンデイスキップ」「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）

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）

ニッポンレンタカーならニッポンレンタカーなら
一般料金より一般料金より 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！◆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

ご予約･
詳細は
こちら

  ⇨

17



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

10月  6日(金) 10：00～15：00

10月18日(水) 10：00～15：00

10月21日(土) 10：00～15：00

11月14日(火) 10：00～15：00

11月16日(木) 10：00～15：00

11月18日(土) 10：00～15：00

11月22日(水) 10：00～15：00

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)

三軒茶屋支店(世田谷区三軒茶屋1－41－10)

烏山支店(世田谷区南烏山4－12－7)

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)

明大前支店(世田谷区松原2－44－2)

☎03(3420)4121／9：00～15：00

☎03(3328)0151／9：00～15：00

☎03(3421)6101／9：00～15：00

☎03(3300)1361／9：00～15：00

☎03(3329)1021／9：00～15：00

☎03(3422)6181／9：00～15：00

☎０３（３３２３）０５１１／９：００～１５：００

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

セラ・サービス　16年10月号　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス16.8　●イラストレーターCS3

「ワンデイスキップ」「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）

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）

ニッポンレンタカーならニッポンレンタカーなら
一般料金より一般料金より 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！◆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

ご予約･
詳細は
こちら

  ⇨
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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

Setagaya Labor Service    2017 10-11 October-November    No.167

　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！

あなたの暮らしにプラスワン。せら

シアターコクーン・オンレパートリー2017  
DISCOVER WORLD THEATRE vol.3

欲望という名の電車


