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●年末年始営業日のお知らせ●
年末は12月28日（木）まで、

年始は1月4日（木）から営業します。

　モバイルやパソコンにドメイン設定（受信拒否設定）をされて
いるお客様の場合、弊社からお送りするご登録メールや申し込
み内容確認メール、パスワード再発行メール等をお送りするこ
とができません。
　ドメイン設定を解除していただくか、または弊社ドメイン
『setagaya-icl.or.jp』を受信リストに加えていただきますよう、
お願い申し上げます。

ドメイン設定（受信拒否設定）を
されている会員様へのお願い

あなたの暮らしにプラスワン。せら

松本利夫ワンマンSHOW
「MATSUぼっち 05」
̶レコード̶



平日無料　土日祝 1,000円
11月23日（木・祝）～3月31日（土）

関越自動車道・沼田ICから一般道19km・30分

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

首都圏から2時間の近さで絶好のパウダースノーをご堪能いただけます!
近くには川場世田谷区民健康村（1,000円補助）もございます。併せてご利用ください！

全日無料

12月16日（土）～3月21日（水・祝）

関越自動車道・沼田ICから17km・25分

補助券利用時 一　般券種類

補助券利用時
平　日 土日・祝日

一　般

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

こども（小学生） 2,100円

2,900円
2,700円
2,100円 3,000円

券種類

※3歳～未就学児まで2,000円。2歳以下無料　
※セラ会員証提示で大人3,900円、ジュニア2,600円、シニア3,300円 (いずれも同伴者4名まで)

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

たんばらスキーパーク

※12月23日（土・祝）～1月8日（月・祝）は全日土日・祝日扱いとなります
※キッズ（4歳～未就学児）の割引きはありません（現地にて2,000円）　
※3歳以下無料

全日無料
12月9日（土）～3月31日（土）

中央自動車道・諏訪南ICから5km・7分

補助券利用時 一　般
大　人 3,300円 4,700円

こども（小学生） 1,600円 2,000円

券種類

とにかく近い。東京・八王子から車で90分。中央自動車道・諏訪南ICから7分！
晴天率85％!! 初心者でも、上級者でも楽しめるゲレンデです。キッズパークも充実しています。

富士見パノラマリゾート

※未就学児は無料
※セラ会員証の提示で、同伴者5名まで一般料金より1,000円引き（シニアは500円引き、キッズを除く）

全日無料
12月8日（金）～3月25日（日）

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

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

補助券利用時
平　日 土日・祝日 平　日 土日・祝日

一　般

2,100円 3,500円

1,100円 2,500円

1,500円

4,000円

3,000円

2,000円1,100円

2,600円

1,600円

1,600円

券種類

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

①シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
②小海リエックス・スキーバレー

補助券利用時 一　般
大　人 3,400円

2,700円
4,500円
3,400円

3,100円 3,800円

券種類

ジュニア（小学生以下）

大　人 3,500円 4,600円
ジュニア（小・中学生要身分証） 2,200円 3,300円
シニア（50歳以上要身分証） 2,900円 3,800円

川場スキー場

シニア（60歳以上要身分証）

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間
料　金

インターチェンジからわずか5分とアクセス抜群! 
上越沿線最大級の超ビッグゲレンデ!!

平日無料

12月23日(土･祝)～3月25日(日)

関越自動車道・塩沢石打ICから3km・5分

石打丸山スキー場

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

利用資格

申 込 数

申込方法

そ の 他

受取方法

（1）締切日（平成３０年2月9日）までに、Webまたは音声応答システムで
「会員本人」を選択後、必要枚数を入力してください。

（2）指定のスキー場のリフト券売り場で、リフト券1枚につき利用者氏名
を記入した補助券を1枚提出し、購入してください。

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

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

リフト券がお得に購入できる補助券です。
ご利用にあたっては補助券が必要となりますので、まずはお申し込みを!

会員・登録家族

1会員、期間内6枚まで

スキー場リフト券購入補助券
締　切　日 2月9日（金）事　業

コード 178301 Web 自動音声
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平日無料　土日祝 1,000円
11月23日（木・祝）～3月31日（土）

関越自動車道・沼田ICから一般道19km・30分

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

首都圏から2時間の近さで絶好のパウダースノーをご堪能いただけます!
近くには川場世田谷区民健康村（1,000円補助）もございます。併せてご利用ください！

全日無料

12月16日（土）～3月21日（水・祝）

関越自動車道・沼田ICから17km・25分

補助券利用時 一　般券種類

補助券利用時
平　日 土日・祝日

一　般

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

こども（小学生） 2,100円

2,900円
2,700円
2,100円 3,000円

券種類

※3歳～未就学児まで2,000円。2歳以下無料　
※セラ会員証提示で大人3,900円、ジュニア2,600円、シニア3,300円 (いずれも同伴者4名まで)

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

たんばらスキーパーク

※12月23日（土・祝）～1月8日（月・祝）は全日土日・祝日扱いとなります
※キッズ（4歳～未就学児）の割引きはありません（現地にて2,000円）　
※3歳以下無料

全日無料
12月9日（土）～3月31日（土）

中央自動車道・諏訪南ICから5km・7分

補助券利用時 一　般
大　人 3,300円 4,700円

こども（小学生） 1,600円 2,000円

券種類

とにかく近い。東京・八王子から車で90分。中央自動車道・諏訪南ICから7分！
晴天率85％!! 初心者でも、上級者でも楽しめるゲレンデです。キッズパークも充実しています。

富士見パノラマリゾート

※未就学児は無料
※セラ会員証の提示で、同伴者5名まで一般料金より1,000円引き（シニアは500円引き、キッズを除く）

全日無料
12月8日（金）～3月25日（日）

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

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

補助券利用時
平　日 土日・祝日 平　日 土日・祝日

一　般

2,100円 3,500円

1,100円 2,500円

1,500円

4,000円

3,000円

2,000円1,100円

2,600円

1,600円

1,600円

券種類

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

①シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
②小海リエックス・スキーバレー

補助券利用時 一　般
大　人 3,400円

2,700円
4,500円
3,400円

3,100円 3,800円

券種類

ジュニア（小学生以下）

大　人 3,500円 4,600円
ジュニア（小・中学生要身分証） 2,200円 3,300円
シニア（50歳以上要身分証） 2,900円 3,800円

川場スキー場

シニア（60歳以上要身分証）

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

駐車場

リフト券利用期間
料　金

インターチェンジからわずか5分とアクセス抜群! 
上越沿線最大級の超ビッグゲレンデ!!

平日無料

12月23日(土･祝)～3月25日(日)

関越自動車道・塩沢石打ICから3km・5分

石打丸山スキー場

駐車場

リフト券利用期間

アクセス

料　金

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

利用資格

申 込 数

申込方法

そ の 他

受取方法

（1）締切日（平成３０年2月9日）までに、Webまたは音声応答システムで
「会員本人」を選択後、必要枚数を入力してください。

（2）指定のスキー場のリフト券売り場で、リフト券1枚につき利用者氏名
を記入した補助券を1枚提出し、購入してください。

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

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

リフト券がお得に購入できる補助券です。
ご利用にあたっては補助券が必要となりますので、まずはお申し込みを!

会員・登録家族

1会員、期間内6枚まで

スキー場リフト券購入補助券
締　切　日 2月9日（金）事　業

コード 178301 Web 自動音声
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Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

3,800円
会員・登録家族

ミニ会席～菖蒲～ 6,890円
一　般

区　分

3,800円
会員・登録家族

夜のコース料理　土鍋鯛めしコース 7,020円
一　般

区　分

2,200円

会員・登録家族

セラ・サービス
特別ディナーコース 4,400円

一　般

区　分

1,800円

会員・登録家族

ランチ 3,100円

2,200円②大人　土日・祝日

③小学生　全日

④幼児（４歳～未就学）　全日

①大人　平日

3,600円

1,200円 1,700円

 400円 800円

同行者

3,634円

4,320円

2,160円

982円

一　般

季節の日本料理と日本酒がメインにつき、料理とお酒を楽しめる方歓迎。お子様連れに関しましては小学生以上
で大人と同じコースが召し上がれる方のみとさせていただきます。あらかじめご了承ください。
クレジットカードはご利用いただけません。

ランチタイムは混み合いますので、早めにご予約ください。
グループ全員にワンドリンクサービス　※アレルギーをお持ちの方は申し付けください

厳選した旬の素材を惜しげもなく使い、吟味した器に季節感あふれる趣向をこら
した盛りつけ、熱いものは熱く、冷たいものは涼感ゆたかに供す心のこもった
サービス。たん熊はお客様おひとりおひとりのご満足をお約束いたします。

12月20日（水）～1月31日（水）

世田谷区玉川３－17－１　玉川高島屋S.C南館11階　☎03（5797）3388
　　  東急田園都市線「二子玉川駅」から徒歩２分

11：00～16：00（ラストオーダー 15：00）

17：30～23：00（ラストオーダー 21：00）

※税･サービス料込み

セラ・サービスで大人気の本格割烹きよみずが三軒茶屋にリニューアルオープンいたしました。
記念日や大切な友人、家族、仲間とのひとときに、全国各地から取り寄せる旬の素材を活かした和食と名誉
利き酒師厳選の季節の地酒、東京の地酒とのマリア―ジュ（相性）を是非お楽しみください。完全予約紹介制
のお店ですが、今回セラ・サービスの会員様向けに特別に企画させていただきました。
　12月21日（木）～1月30日（火） 
※12月27日（水）～1月4日（木）まではお休みとさせていただきます　※水曜定休

18：00～20：30（御入店まで）

世田谷区太子堂5－4－9　ロイヤル太子堂 1階　☎03（6805）4131　
※ご予約お問い合わせは14：00～18：00
　　  東急田園都市線「三軒茶屋駅」から徒歩7分

※税･サービス料込み

※税･サービス料込み

割烹きよみず
12月20日（水）～1月31日（水）　
※12月30日（土）～1月1日（月・祝）は、お休みとさせていただきます
※貸切パーティのため、ご利用できない日もございます。あらかじめご了承ください

ロイヤル ガーデンカフェ青山

【菖蒲】先付／前菜／造り／吸物／焼肴／温物／ご飯／止椀／香の物／甘味

前菜／刺身2皿／焼き物／煮物／割烹の季節の天ぷら６種／土鍋鯛めし／味噌汁／デザート　
※メイン料理の内容は仕入れ状況により変わる場合がありますので、ご了承ください

15：00～23：00（ラストオーダー 22：00）

ケールサラダ（ハーフサイズ）／本日のスープ／アンガスビーフ（サーロインステーキ）／
パン又はライス／デザート／グラスワイン赤・白、ビール、ソフトドリンク（オレンジ
ジュース、キリンレモン、ウーロン茶）の中から一つお選びいただけます。　

港区北青山2－1－19  
☎03（5414）6170（予約専用） 18：00以降のご予約を承ります。
        東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩5分 
        東京メトロ半蔵門線「青山一丁目駅」徒歩6分

※税･サービス料込み
※12月20日（水）～22日（金）・26日（火）～29日（金）、1月4日（木）・5日（金）は土日・祝日料金となります

日中は明るい陽射しのもとで寛ぎ、ディナータイムに
はパームツリーと煌くイルミネーションでシックな
リゾートの趣きに…。西洋料理を中心としたワールド
ワイドな料理をブッフェスタイルでご提供します。
シェフが目の前で料理を仕上げる迫力のアクション
コーナーで、できたての味をお楽しみください。

外苑前、イチョウ並木の入り口近くに佇む“ロイヤル　ガーデンカフェ青山”。広々とした店内にはベーカリー
コーナーや、無線LANも設置。1階は古材を利用したテーブル席が、何とも言えない温もりを感じさせてくれ
る。またグランドメニューでは、動物性の食材（卵、乳製品、魚）を一切使用しないで調理したヴィーガンメ
ニューや旬野菜を取り入れたメニューなど、体に優しく美味しいお料理を楽しんでいただけます。天然酵母で
じっくり発酵させた生地に、香り深い発酵バターを贅沢に折り込み、毎日、丁寧に焼き上げた「ロイヤルガーデ
ンカフェ」の自家製パンを店内で製造販売しています。

12月20日（水）～1月31日（水）
※除外日：12月23日（土・祝）～25日（月）、12月31日（日）～1月3日（水）

横浜ベイホテル東急　カフェ トスカ

（90分制）平日 11：30～14：30／土日・祝日 11：30～15：30　
※土日・祝日およびホテル特定日は２部制とさせていただきます。また、平日の混雑時も2部制とさせていただきます

ローストビーフほか／冷製料理／温製料理／デザート／コーヒー、紅茶

横浜市西区みなとみらい2－3－７　☎045（682）2255（レストラン予約）
        みなとみらい線「みなとみらい駅」 徒歩1分

※12月31日（日）は21：00閉店（ラストオーダー 19：00）

リニューアルオープン記念

あ や め

※１月１日（月・祝）はお休みとさせていただきます
※１月２日（火）・３日（水）は特別料理のみの為、ご利用できません。

検索たん熊北店

検索きよみず

検索ロイヤルカフェ青山

検索カフェトスカ

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

ディナー

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

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

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

12月11日（月）　　
12月13日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月11日（月）
12月13日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月11日（月）
12月13日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月11日（月）
12月13日（水）から

事　業
コード

注意事項

Web 自動音声

日本料理 たん熊北店 二子玉川店
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Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

3,800円
会員・登録家族

ミニ会席～菖蒲～ 6,890円
一　般

区　分

3,800円
会員・登録家族

夜のコース料理　土鍋鯛めしコース 7,020円
一　般

区　分

2,200円

会員・登録家族

セラ・サービス
特別ディナーコース 4,400円

一　般

区　分

1,800円

会員・登録家族

ランチ 3,100円

2,200円②大人　土日・祝日

③小学生　全日

④幼児（４歳～未就学）　全日

①大人　平日

3,600円

1,200円 1,700円

 400円 800円

同行者

3,634円

4,320円

2,160円

982円

一　般

季節の日本料理と日本酒がメインにつき、料理とお酒を楽しめる方歓迎。お子様連れに関しましては小学生以上
で大人と同じコースが召し上がれる方のみとさせていただきます。あらかじめご了承ください。
クレジットカードはご利用いただけません。

ランチタイムは混み合いますので、早めにご予約ください。
グループ全員にワンドリンクサービス　※アレルギーをお持ちの方は申し付けください

厳選した旬の素材を惜しげもなく使い、吟味した器に季節感あふれる趣向をこら
した盛りつけ、熱いものは熱く、冷たいものは涼感ゆたかに供す心のこもった
サービス。たん熊はお客様おひとりおひとりのご満足をお約束いたします。

12月20日（水）～1月31日（水）

世田谷区玉川３－17－１　玉川高島屋S.C南館11階　☎03（5797）3388
　　  東急田園都市線「二子玉川駅」から徒歩２分

11：00～16：00（ラストオーダー 15：00）

17：30～23：00（ラストオーダー 21：00）

※税･サービス料込み

セラ・サービスで大人気の本格割烹きよみずが三軒茶屋にリニューアルオープンいたしました。
記念日や大切な友人、家族、仲間とのひとときに、全国各地から取り寄せる旬の素材を活かした和食と名誉
利き酒師厳選の季節の地酒、東京の地酒とのマリア―ジュ（相性）を是非お楽しみください。完全予約紹介制
のお店ですが、今回セラ・サービスの会員様向けに特別に企画させていただきました。
　12月21日（木）～1月30日（火） 
※12月27日（水）～1月4日（木）まではお休みとさせていただきます　※水曜定休

18：00～20：30（御入店まで）

世田谷区太子堂5－4－9　ロイヤル太子堂 1階　☎03（6805）4131　
※ご予約お問い合わせは14：00～18：00
　　  東急田園都市線「三軒茶屋駅」から徒歩7分

※税･サービス料込み

※税･サービス料込み

割烹きよみず
12月20日（水）～1月31日（水）　
※12月30日（土）～1月1日（月・祝）は、お休みとさせていただきます
※貸切パーティのため、ご利用できない日もございます。あらかじめご了承ください

ロイヤル ガーデンカフェ青山

【菖蒲】先付／前菜／造り／吸物／焼肴／温物／ご飯／止椀／香の物／甘味

前菜／刺身2皿／焼き物／煮物／割烹の季節の天ぷら６種／土鍋鯛めし／味噌汁／デザート　
※メイン料理の内容は仕入れ状況により変わる場合がありますので、ご了承ください

15：00～23：00（ラストオーダー 22：00）

ケールサラダ（ハーフサイズ）／本日のスープ／アンガスビーフ（サーロインステーキ）／
パン又はライス／デザート／グラスワイン赤・白、ビール、ソフトドリンク（オレンジ
ジュース、キリンレモン、ウーロン茶）の中から一つお選びいただけます。　

港区北青山2－1－19  
☎03（5414）6170（予約専用） 18：00以降のご予約を承ります。
        東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩5分 
        東京メトロ半蔵門線「青山一丁目駅」徒歩6分

※税･サービス料込み
※12月20日（水）～22日（金）・26日（火）～29日（金）、1月4日（木）・5日（金）は土日・祝日料金となります

日中は明るい陽射しのもとで寛ぎ、ディナータイムに
はパームツリーと煌くイルミネーションでシックな
リゾートの趣きに…。西洋料理を中心としたワールド
ワイドな料理をブッフェスタイルでご提供します。
シェフが目の前で料理を仕上げる迫力のアクション
コーナーで、できたての味をお楽しみください。

外苑前、イチョウ並木の入り口近くに佇む“ロイヤル　ガーデンカフェ青山”。広々とした店内にはベーカリー
コーナーや、無線LANも設置。1階は古材を利用したテーブル席が、何とも言えない温もりを感じさせてくれ
る。またグランドメニューでは、動物性の食材（卵、乳製品、魚）を一切使用しないで調理したヴィーガンメ
ニューや旬野菜を取り入れたメニューなど、体に優しく美味しいお料理を楽しんでいただけます。天然酵母で
じっくり発酵させた生地に、香り深い発酵バターを贅沢に折り込み、毎日、丁寧に焼き上げた「ロイヤルガーデ
ンカフェ」の自家製パンを店内で製造販売しています。

12月20日（水）～1月31日（水）
※除外日：12月23日（土・祝）～25日（月）、12月31日（日）～1月3日（水）

横浜ベイホテル東急　カフェ トスカ

（90分制）平日 11：30～14：30／土日・祝日 11：30～15：30　
※土日・祝日およびホテル特定日は２部制とさせていただきます。また、平日の混雑時も2部制とさせていただきます

ローストビーフほか／冷製料理／温製料理／デザート／コーヒー、紅茶

横浜市西区みなとみらい2－3－７　☎045（682）2255（レストラン予約）
        みなとみらい線「みなとみらい駅」 徒歩1分

※12月31日（日）は21：00閉店（ラストオーダー 19：00）

リニューアルオープン記念

あ や め

※１月１日（月・祝）はお休みとさせていただきます
※１月２日（火）・３日（水）は特別料理のみの為、ご利用できません。

検索たん熊北店

検索きよみず

検索ロイヤルカフェ青山

検索カフェトスカ

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

ディナー

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

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

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

12月11日（月）　　
12月13日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月11日（月）
12月13日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月11日（月）
12月13日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月11日（月）
12月13日（水）から

事　業
コード

注意事項

Web 自動音声

日本料理 たん熊北店 二子玉川店
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イメージ

イメージ

※税込み価格

※税込価格

※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格

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。

島根県奥出雲和牛「サーロインステーキ・すきやき用」

すべてクール便で発送いたします。

木次乳業有限会社

「奥出雲和牛」は島根県の恵まれた環境の中で、大切に育てられました。とろける
ようなやわらかさと、深いコクと風味豊かな味わいが特徴です。

賞味期限

賞味期限

業　者

本ズワイガニ姿

品　名 内　容 会　員

3,800円 5,570円

一　般

ボイル冷凍
（800g前後）

発 送 日

12月下旬～
順次発送予定

北海道「本ズワイガニ姿」

福岡県福岡市「辛子明太子」

加工地 北海道

ノース物産株式会社

産　地 ロシア・北海道

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

ご存じ博多名物の辛子明太子。かねふくでは、原料の
調達から、明太子のツブツブ感を決定づける塩漬け、
加工まで独自の製法で丁寧に仕上げています。
たらこ本来の味を活かした、毎日食べても飽きない
美味しさを、ご家庭で、ご贈答に、ぜひご賞味ください。

業　者

越路もちセット
（白、草、豆）

品　名 内　容 会　員

1,900円 3,400円

一　般発 送 日

12月下旬～
順次発送予定

白もち（6枚入り）／500g
草もち（6枚入り）／500g
豆もち（6枚入り）／500g

①奥出雲和牛
　サーロインステーキ

区分・品名 内　容 会　員

4,600円 7,880円

2,900円 5,724円

一　般発 送 日

１月中旬～
順次発送予定

200g×2枚

500g
②奥出雲和牛
　肩ロースすきやき用
　（もも）

①贈答用辛子明太子

区分・品名 内　容 会　員

2,200円 4,320円

2,200円 4,228円

2,400円 5,470円

一　般発 送 日

12月下旬～
1月上旬予定

辛子明太子
400g･4～7本（化粧箱入り）

辛子明太子 200g
焼き手羽めんたい 5本
ヤリイカ明太 140g
明太からし高菜 230g

②いろどりセット

切子、無着色
660g（簡易箱入り）

③切子辛子明太子
　（訳あり）

新潟県十日町市「越路もちセット」

クロステン　（一財）十日町地域地場産業振興センター

未開封（常温保存）で2カ月間。開封後はお早目にお召し上がりください。

魚沼産のこがねもち米を原料に使い、熟練した職人が
一臼一臼に気持ちを込めて丁寧に仕上げた「杵つき手
のしもち」は、手のしならではの「腰の強さ」と「なめら
かさ」が際立つ昔ながらの逸品です。

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

冷凍１カ月

その他

業　者 （株）かねふく

すべてクール便で発送いたします。
賞味の目安は冷凍で3カ月｡解凍後冷蔵8日。

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会員合計4セットまで（合計200セット限定）
締　切　日
抽選公開日

12月13日（水）
12月15日（金）から

事　業
コード 178201 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

12月18日（月）
12月20日（水）から

事　業
コード 178202 自動音声での

申し込み不可

申込数 1会員4杯まで（限定100杯）
締　切　日
抽選公開日

12月14日（木）
12月16日（土）から

事　業
コード 178203 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300セット限定） 締　切　日
抽選公開日

12月13日（水）
12月15日（金）から

事　業
コード 178204 自動音声での

申し込み不可
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イメージ

イメージ

※税込み価格

※税込価格

※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格

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。

島根県奥出雲和牛「サーロインステーキ・すきやき用」

すべてクール便で発送いたします。

木次乳業有限会社

「奥出雲和牛」は島根県の恵まれた環境の中で、大切に育てられました。とろける
ようなやわらかさと、深いコクと風味豊かな味わいが特徴です。

賞味期限

賞味期限

業　者

本ズワイガニ姿

品　名 内　容 会　員

3,800円 5,570円

一　般

ボイル冷凍
（800g前後）

発 送 日

12月下旬～
順次発送予定

北海道「本ズワイガニ姿」

福岡県福岡市「辛子明太子」

加工地 北海道

ノース物産株式会社

産　地 ロシア・北海道

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

ご存じ博多名物の辛子明太子。かねふくでは、原料の
調達から、明太子のツブツブ感を決定づける塩漬け、
加工まで独自の製法で丁寧に仕上げています。
たらこ本来の味を活かした、毎日食べても飽きない
美味しさを、ご家庭で、ご贈答に、ぜひご賞味ください。

業　者

越路もちセット
（白、草、豆）

品　名 内　容 会　員

1,900円 3,400円

一　般発 送 日

12月下旬～
順次発送予定

白もち（6枚入り）／500g
草もち（6枚入り）／500g
豆もち（6枚入り）／500g

①奥出雲和牛
　サーロインステーキ

区分・品名 内　容 会　員

4,600円 7,880円

2,900円 5,724円

一　般発 送 日

１月中旬～
順次発送予定

200g×2枚

500g
②奥出雲和牛
　肩ロースすきやき用
　（もも）

①贈答用辛子明太子

区分・品名 内　容 会　員

2,200円 4,320円

2,200円 4,228円

2,400円 5,470円

一　般発 送 日

12月下旬～
1月上旬予定

辛子明太子
400g･4～7本（化粧箱入り）

辛子明太子 200g
焼き手羽めんたい 5本
ヤリイカ明太 140g
明太からし高菜 230g

②いろどりセット

切子、無着色
660g（簡易箱入り）

③切子辛子明太子
　（訳あり）

新潟県十日町市「越路もちセット」

クロステン　（一財）十日町地域地場産業振興センター

未開封（常温保存）で2カ月間。開封後はお早目にお召し上がりください。

魚沼産のこがねもち米を原料に使い、熟練した職人が
一臼一臼に気持ちを込めて丁寧に仕上げた「杵つき手
のしもち」は、手のしならではの「腰の強さ」と「なめら
かさ」が際立つ昔ながらの逸品です。

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

冷凍１カ月

その他

業　者 （株）かねふく

すべてクール便で発送いたします。
賞味の目安は冷凍で3カ月｡解凍後冷蔵8日。

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会員合計4セットまで（合計200セット限定）
締　切　日
抽選公開日

12月13日（水）
12月15日（金）から

事　業
コード 178201 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

12月18日（月）
12月20日（水）から

事　業
コード 178202 自動音声での

申し込み不可

申込数 1会員4杯まで（限定100杯）
締　切　日
抽選公開日

12月14日（木）
12月16日（土）から

事　業
コード 178203 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300セット限定） 締　切　日
抽選公開日

12月13日（水）
12月15日（金）から

事　業
コード 178204 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

12月17日（日）
12月20日（水）から

事　業
コード 178401 1月21日（日） 18：00

2月24日（土） 12：00

2月17日（土） 13：30

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

ジャニー喜多川

Mr.KING、Prince、HiHi Jet、東京 B 少年、
Love-tune、Travis Japan、SixTONES、Snow Man、他
東山紀之（特別出演）

Ｂ席指定　8,000円
1会員2枚まで（10枚限定）

帝国劇場　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅

日生劇場　　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅

場　所

料　金

申込数

出　演

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

12月20日（水）
12月22日（金）から

事　業
コード 178402

S席指定　8,000円（一般 13,000円）料　金

出　演

締　切　日
抽選公開日

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178403

シアタークリエ　　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか

全席指定　6,500円（一般 10,800円）

1会員2枚まで（20枚限定）

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

ＦＵＮ ＨＯＭＥ
ファン・ホーム ある家族の悲喜劇
気鋭の演出家小川絵梨子が描く家族の別れと再生、そして希望―。

浦井健治／城田 優／平野 綾／保坂知寿／鈴木壮麻／
愛加あゆ／ブラザートム／前田美波里　ほか

出　演 瀬奈じゅん／吉原光夫／大原櫻子　ほか

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178404

全席指定　8,000円料　金

松本利夫出　演

藤原竜也／溝端淳平／鈴木杏／六平直政／吉田鋼太郎／白石加代子　ほか出　演

井上ひさし作

蜷川幸雄演　出

締　切　日
抽選公開日

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178405

S席指定　7,000円（一般 11,000円）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

TBS赤坂ACTシアター　　  　東京メトロ「赤坂駅」ほか最寄駅

場　所

品川プリンスホテル　クラブeX　　  　JR「品川駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

会員2枚まで（各日10枚限定）申込数

MUSASHI蜷川幸雄三回忌追悼公演
藤原竜也主演、伝説の舞台が蜷川幸雄三回忌追悼公演として復活再演！！

松本利夫（EXILE）がお届けする、史上最高のワンマンSHOW。

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

1月14日（日）
1月17日（水）から

事　業
コード 178406

哀川翔／相葉裕樹／橋本じゅん／青木さやか／
池田純矢／大空ゆうひ／中川晃教　ほか

S席指定　7,000円（一般 10,800円）
1会員2枚まで（各日10枚限定）

場　所
料　金
申込数

出　演

ラサール石井演　出

ミュージカル HEADS UP！

TERROR テロ

※未就学児入場不可

ラサール石井の願いが込められた ミュージカル 「HEADS UP!」
一万人を熱くさせた奇跡のバックステージ・ミュージカルが帰ってくる！

締　切　日
抽選公開日

12月12日（火）
12月15日（金）から

事　業
コード 178407 1月21日（日） 14：00

区分
❶ 26日（金） 18：30

区分
❷

2月7日（水） 14：00
区分
❶ 9日（金） 19：00

区分
❷

2月14日（水） 18：30
区分
❶ 17日（土） 18：00

区分
❷

3月4日（日） 13：00
区分
❶ 8日（木） 18：30

区分
❷

橋爪功／今井朋彦／松下洸平／前田亜季／
堀部圭亮／原田大輔／神野三鈴

全席指定　5,000円（一般 7,800円）
1会員2枚まで（各日10枚限定）

紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA
　  　JR「新宿駅」ほか最寄駅

場　所

料　金

申込数

出　演

作・構成・演出

※未就学児入場不可

前代未聞の鮮烈な法廷劇にして眼も耳も心も奪われる知的エンターテインメント！

ジャニーズ　Happy New Year アイランド

ミュージカル ブロードウェイと銃弾
1994年アカデミー賞7部門ノミネートの名作映画を
ウディ・アレンが自らミュージカル化！

松本利夫ワンマンSHOW
「MATSUぼっち 05」̶ レコード̶

Bunkamura シアターコクーン　　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅
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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

12月17日（日）
12月20日（水）から

事　業
コード 178401 1月21日（日） 18：00

2月24日（土） 12：00

2月17日（土） 13：30

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

ジャニー喜多川

Mr.KING、Prince、HiHi Jet、東京 B 少年、
Love-tune、Travis Japan、SixTONES、Snow Man、他
東山紀之（特別出演）

Ｂ席指定　8,000円
1会員2枚まで（10枚限定）

帝国劇場　　  　JR「有楽町駅」ほか最寄駅

日生劇場　　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅

場　所

料　金

申込数

出　演

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

12月20日（水）
12月22日（金）から

事　業
コード 178402

S席指定　8,000円（一般 13,000円）料　金

出　演

締　切　日
抽選公開日

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178403

シアタークリエ　　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか

全席指定　6,500円（一般 10,800円）

1会員2枚まで（20枚限定）

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

ＦＵＮ ＨＯＭＥ
ファン・ホーム ある家族の悲喜劇
気鋭の演出家小川絵梨子が描く家族の別れと再生、そして希望―。

浦井健治／城田 優／平野 綾／保坂知寿／鈴木壮麻／
愛加あゆ／ブラザートム／前田美波里　ほか

出　演 瀬奈じゅん／吉原光夫／大原櫻子　ほか

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178404

全席指定　8,000円料　金

松本利夫出　演

藤原竜也／溝端淳平／鈴木杏／六平直政／吉田鋼太郎／白石加代子　ほか出　演

井上ひさし作

蜷川幸雄演　出

締　切　日
抽選公開日

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178405

S席指定　7,000円（一般 11,000円）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

TBS赤坂ACTシアター　　  　東京メトロ「赤坂駅」ほか最寄駅

場　所

品川プリンスホテル　クラブeX　　  　JR「品川駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

会員2枚まで（各日10枚限定）申込数

MUSASHI蜷川幸雄三回忌追悼公演
藤原竜也主演、伝説の舞台が蜷川幸雄三回忌追悼公演として復活再演！！

松本利夫（EXILE）がお届けする、史上最高のワンマンSHOW。

※未就学児入場不可

締　切　日
抽選公開日

1月14日（日）
1月17日（水）から

事　業
コード 178406

哀川翔／相葉裕樹／橋本じゅん／青木さやか／
池田純矢／大空ゆうひ／中川晃教　ほか

S席指定　7,000円（一般 10,800円）
1会員2枚まで（各日10枚限定）

場　所
料　金
申込数

出　演

ラサール石井演　出

ミュージカル HEADS UP！

TERROR テロ

※未就学児入場不可

ラサール石井の願いが込められた ミュージカル 「HEADS UP!」
一万人を熱くさせた奇跡のバックステージ・ミュージカルが帰ってくる！

締　切　日
抽選公開日

12月12日（火）
12月15日（金）から

事　業
コード 178407 1月21日（日） 14：00

区分
❶ 26日（金） 18：30

区分
❷

2月7日（水） 14：00
区分
❶ 9日（金） 19：00

区分
❷

2月14日（水） 18：30
区分
❶ 17日（土） 18：00

区分
❷

3月4日（日） 13：00
区分
❶ 8日（木） 18：30

区分
❷

橋爪功／今井朋彦／松下洸平／前田亜季／
堀部圭亮／原田大輔／神野三鈴

全席指定　5,000円（一般 7,800円）
1会員2枚まで（各日10枚限定）

紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA
　  　JR「新宿駅」ほか最寄駅

場　所

料　金

申込数

出　演

作・構成・演出

※未就学児入場不可

前代未聞の鮮烈な法廷劇にして眼も耳も心も奪われる知的エンターテインメント！

ジャニーズ　Happy New Year アイランド

ミュージカル ブロードウェイと銃弾
1994年アカデミー賞7部門ノミネートの名作映画を
ウディ・アレンが自らミュージカル化！

松本利夫ワンマンSHOW
「MATSUぼっち 05」̶ レコード̶

Bunkamura シアターコクーン　　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅
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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。

1月11日（木） 
18：30

区分
❶ 13日（土） 

14：00
区分
❷ 14日（日） 

13：00
区分
❸

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178411

締　切　日
抽選公開日

12月14日（木）
12月18日（月）から

事　業
コード 178409 1月27日（土） 11：00区分

❶ 27日（土） 13：30区分
❷

1月14日（日） 11：00区分
❶  14日（日） 14：00区分

❷

1月8日（月・祝） 11：00

※3歳以上有料（2歳以下はお膝の上で無料）

※2歳以上有料（1歳以下はお膝の上で無料）

締　切　日
抽選公開日

12月11日（月）
12月14日（木）から

事　業
コード 178408

S席指定　1,800円（一般 3,000円）料　金

出　演

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178410

S席指定　12,000円（一般 18,000円）
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」ほか最寄駅

場　所

東京オペラシティ コンサートホール　
　  　京王新線「初台駅」ほか最寄駅

場　所

予定プログラム

区分①　「オペラの饗宴」
区分②　「トゥーランドット」
区分③　「椿姫」

演　目

演　目

新宿文化センター 大ホール　　  　JR「新宿駅」ほか最寄駅場　所

新宿文化センター 大ホール　　  　JR「新宿駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

1会員4枚まで（各部20枚限定）申込数

過去5度の来日公演で延べ20万人以上を動員。ボリショイ、キーロフと並ぶ旧ソ連三大国立歌劇場が
150周年を記念した特別プログラムを携えて待望の再来日。

子どもたちに大人気の「ノンタン」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！

「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス２世が創設。ウィンナ・ワルツでは、ウィーン・フィル
をも凌ぐ伝統を誇る名門！

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！

全席指定　1,000円（一般 1,500円）

1会員4枚まで（各部20枚限定）

料　金

申込数

S席指定　5,500円（一般 8,500円）

1会員2枚まで（20枚限定）

料　金

申込数

締　切　日
抽選公開日

12月14日（木）
12月18日（月）から

事　業
コード 178415

入場料　900円（当日 1,700円）
1会員6枚まで（100枚限定）

料　金
申込数

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

新春浅草歌舞伎

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178413

2018年1月12日（金）～21日（日）

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178414

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178412

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

料　金

申込数

1等席　5,000円（一般 9,000円）
1会員2枚まで（各日20枚限定）

浅草公会堂　　  　東京メトロ「浅草駅」ほか最寄駅場　所

東急シアターオーブ　　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

東京ドーム　　  　JR「水道橋駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

日本の第一線で活躍するクリエイティブ・スタッフ、そして世界各国で活躍するアーティストと共にお届けする、
新年の幕開けにふさわしいミュージカル・コンサートにご期待ください！

江戸情緒溢れる新春の浅草で、熱気あふれる若手歌舞伎をぜひお楽しみください。

劇団飛行船 ミュージカルショー

キラキラ☆プリキュア アラモード
ドリームステージ

※原語上演・日本語字幕付き　
※未就学児入場不可
※特典：全日程開演前の「はじめてのオペラ入門講座」つき。
　詳細は、チケットをご確認ください

※未就学児入場不可　※上演プログラムは都合により変更になる可能性もございます　※開演前の「リハーサル見学」つき（集合・開始9:55　終了10:15）

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
ニューイヤー・コンサート2018

1月14日（日） 15：00区分
❶ 20日（土） 11：00区分

❷

1月6日（土） 18:00区分
❶ 7日（日） 13:00区分

❷

1月2日（火） 15：00区分
❶ ３日（水） 15：00区分

❷

尾上松也／中村歌昇／坂東巳之助／坂東新悟／中村種之助／中村米吉／中村隼人　ほか

出　演 ロベール・マリアン／ジュヌヴィエーヴ・レクラーク　ほか

出　演 阪 哲朗（指揮）／仲道郁代（ピアノ）／朝岡 聡（司会）

第1部(11：00開演)
お年玉〈ご挨拶〉　一、義経千本桜　鳥居前
 二、元禄忠臣蔵　御浜御殿綱豊卿
第２部(15：00開演)
お年玉〈ご挨拶〉　一、操り三番叟
 二、双蝶々曲輪日記　引窓
 三、銘作左小刀　京人形

楽　曲 雨に唄えば（雨に唄えば）／シャル・ウィ・ダンス（王様と私）／
サウンド・オブ・ミュージック（サウンド・オブ・ミュージック）／
メモリー（キャッツ）　and more…

開催時間 １月12日（金）～20日（土）　10：00～21：00
１月21日（日） 10：00～18：00

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

※未就学児入場不可

S席指定　4,000円（一般 6,500円）料　金
Bunkamura オーチャードホール　　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

曲　目 チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番より「第1楽章」、ラヴェル：「ボレロ」　ほか

1会員2枚まで（各日10枚限定）申込数 ※未就学児入場不可

©ABC-A東映アニメーション

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2017より/
Photo：下坂敦俊

ノンタンみんなであそぼう！
劇団飛行船 ミュージカルショー

©Sachiko KIYONO 偕成社

ウクライナ国立歌劇場来日公演フェスティバル
キエフ・オペラ～ウクライナ国立歌劇場～

「こうもり」序曲／ポルカ・シュネル『前へ！』／ワルツ『天体の音楽』／
トリッチ・トラッチ・ポルカ／ポルカ『雷鳴と電光』／ワルツ『美しく青きドナウ』　など

新年はクラシックで華やかに！獅子舞、毎年恒例のお年玉抽選会も
どうぞお楽しみに！

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート2018

東京フィルハーモニー交響楽団
「ニューイヤーコンサート2018」
～どこかで出会った、あのメロディ～

ふるさと祭り東京2018 －日本のまつり・故郷の味―

劇場創立
150周年記念

ⓒ三浦興一

阪 哲朗
ⓒTakashi Imai

仲道郁代
ⓒKiyotaka Saito

朝岡 聡
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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。

1月11日（木） 
18：30

区分
❶ 13日（土） 

14：00
区分
❷ 14日（日） 

13：00
区分
❸

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178411

締　切　日
抽選公開日

12月14日（木）
12月18日（月）から

事　業
コード 178409 1月27日（土） 11：00区分

❶ 27日（土） 13：30区分
❷

1月14日（日） 11：00区分
❶  14日（日） 14：00区分

❷

1月8日（月・祝） 11：00

※3歳以上有料（2歳以下はお膝の上で無料）

※2歳以上有料（1歳以下はお膝の上で無料）

締　切　日
抽選公開日

12月11日（月）
12月14日（木）から

事　業
コード 178408

S席指定　1,800円（一般 3,000円）料　金

出　演

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178410

S席指定　12,000円（一般 18,000円）
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」ほか最寄駅

場　所

東京オペラシティ コンサートホール　
　  　京王新線「初台駅」ほか最寄駅

場　所

予定プログラム

区分①　「オペラの饗宴」
区分②　「トゥーランドット」
区分③　「椿姫」

演　目

演　目

新宿文化センター 大ホール　　  　JR「新宿駅」ほか最寄駅場　所

新宿文化センター 大ホール　　  　JR「新宿駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

1会員4枚まで（各部20枚限定）申込数

過去5度の来日公演で延べ20万人以上を動員。ボリショイ、キーロフと並ぶ旧ソ連三大国立歌劇場が
150周年を記念した特別プログラムを携えて待望の再来日。

子どもたちに大人気の「ノンタン」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！

「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス２世が創設。ウィンナ・ワルツでは、ウィーン・フィル
をも凌ぐ伝統を誇る名門！

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！

全席指定　1,000円（一般 1,500円）

1会員4枚まで（各部20枚限定）

料　金

申込数

S席指定　5,500円（一般 8,500円）

1会員2枚まで（20枚限定）

料　金

申込数

締　切　日
抽選公開日

12月14日（木）
12月18日（月）から

事　業
コード 178415

入場料　900円（当日 1,700円）
1会員6枚まで（100枚限定）

料　金
申込数

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

新春浅草歌舞伎

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178413

2018年1月12日（金）～21日（日）

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178414

締　切　日
抽選公開日

12月10日（日）
12月13日（水）から

事　業
コード 178412

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

料　金

申込数

1等席　5,000円（一般 9,000円）
1会員2枚まで（各日20枚限定）

浅草公会堂　　  　東京メトロ「浅草駅」ほか最寄駅場　所

東急シアターオーブ　　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

東京ドーム　　  　JR「水道橋駅」ほか最寄駅場　所

料　金

申込数

日本の第一線で活躍するクリエイティブ・スタッフ、そして世界各国で活躍するアーティストと共にお届けする、
新年の幕開けにふさわしいミュージカル・コンサートにご期待ください！

江戸情緒溢れる新春の浅草で、熱気あふれる若手歌舞伎をぜひお楽しみください。

劇団飛行船 ミュージカルショー

キラキラ☆プリキュア アラモード
ドリームステージ

※原語上演・日本語字幕付き　
※未就学児入場不可
※特典：全日程開演前の「はじめてのオペラ入門講座」つき。
　詳細は、チケットをご確認ください

※未就学児入場不可　※上演プログラムは都合により変更になる可能性もございます　※開演前の「リハーサル見学」つき（集合・開始9:55　終了10:15）

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
ニューイヤー・コンサート2018

1月14日（日） 15：00区分
❶ 20日（土） 11：00区分

❷

1月6日（土） 18:00区分
❶ 7日（日） 13:00区分

❷

1月2日（火） 15：00区分
❶ ３日（水） 15：00区分

❷

尾上松也／中村歌昇／坂東巳之助／坂東新悟／中村種之助／中村米吉／中村隼人　ほか

出　演 ロベール・マリアン／ジュヌヴィエーヴ・レクラーク　ほか

出　演 阪 哲朗（指揮）／仲道郁代（ピアノ）／朝岡 聡（司会）

第1部(11：00開演)
お年玉〈ご挨拶〉　一、義経千本桜　鳥居前
 二、元禄忠臣蔵　御浜御殿綱豊卿
第２部(15：00開演)
お年玉〈ご挨拶〉　一、操り三番叟
 二、双蝶々曲輪日記　引窓
 三、銘作左小刀　京人形

楽　曲 雨に唄えば（雨に唄えば）／シャル・ウィ・ダンス（王様と私）／
サウンド・オブ・ミュージック（サウンド・オブ・ミュージック）／
メモリー（キャッツ）　and more…

開催時間 １月12日（金）～20日（土）　10：00～21：00
１月21日（日） 10：00～18：00

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

※未就学児入場不可

S席指定　4,000円（一般 6,500円）料　金
Bunkamura オーチャードホール　　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅場　所

曲　目 チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番より「第1楽章」、ラヴェル：「ボレロ」　ほか

1会員2枚まで（各日10枚限定）申込数 ※未就学児入場不可

©ABC-A東映アニメーション

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2017より/
Photo：下坂敦俊

ノンタンみんなであそぼう！
劇団飛行船 ミュージカルショー

©Sachiko KIYONO 偕成社

ウクライナ国立歌劇場来日公演フェスティバル
キエフ・オペラ～ウクライナ国立歌劇場～

「こうもり」序曲／ポルカ・シュネル『前へ！』／ワルツ『天体の音楽』／
トリッチ・トラッチ・ポルカ／ポルカ『雷鳴と電光』／ワルツ『美しく青きドナウ』　など

新年はクラシックで華やかに！獅子舞、毎年恒例のお年玉抽選会も
どうぞお楽しみに！

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート2018

東京フィルハーモニー交響楽団
「ニューイヤーコンサート2018」
～どこかで出会った、あのメロディ～

ふるさと祭り東京2018 －日本のまつり・故郷の味―

劇場創立
150周年記念

ⓒ三浦興一

阪 哲朗
ⓒTakashi Imai

仲道郁代
ⓒKiyotaka Saito

朝岡 聡
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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

12月12日（火）
12月15日（金）から

事　業
コード 178417

締　切　日
抽選公開日

12月18日（月）
12月21日（木）から

事　業
コード 178601

締　切　日
抽選公開日

12月18日（月）
12月21日（木）から

事　業
コード 178602

締　切　日
抽選公開日

12月18日（月）
12月21日（木）から

事　業
コード 178603

締　切　日
抽選公開日

12月18日（月）
12月21日（木）から

事　業
コード 178604

2018年1月6日（土）～3月11日（日）

2018年1月13日（土）～4月1日（日）

2018年2月24日（土）～5月27日（日） 締　切　日
抽選公開日

1月14日（日）
1月17日（水）から

事　業
コード 178418

締　切　日
抽選公開日

12月12日（火）
12月15日（金）から

事　業
コード 178416

会　場 世田谷美術館　1・2階展示室　        東急田園都市線「用賀駅」ほか

本展覧会では、マネの《街の歌い手》をはじめ、ドガやルノワールなど印象派の巨匠
が描いた女性の肖像、カサットやモリゾなど女性芸術家による傑作、カルダンや
バレンシアガの斬新なドレスからブリジット・バルドーほか映画や舞台で活躍し
た女優のポートレートまで、ボストン美術館所蔵の多彩な作品約120点を通して、
18世紀から20世紀のパリを体現する女性たちの姿に迫ります。

スペイン・マドリードにあるプラド美術館の数多ある至宝のなかから、17世紀スペイン
絵画の黄金時代を築いた巨匠ベラスケスの作品を中心に、ティツィアーノ、ルーベンス、
ムリーリョらの作品など61点の油彩画と9点の資料を展示いたします。

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

好奇心のコレクター、究極の趣味人、ルドルフ２世の壮大なプライベートミュージアムとは？

最寄駅

ジュゼッペ・アルチンボルド
《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ２世像》

1591 年、油彩・板、スコークロステル城、スウェーデン
Skokloster Castle, Sweden

ディエゴ・ベラスケス《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》
1635年頃　マドリード、プラド美術館蔵

©Museo Nacional del Prado

ルーラント・サーフェリー 《花束》
1611-12 年頃、油彩・板、リール美術館、
フランス Photo 
©RMN-Jacques Quecq d’Henripret

申込数 １会員4枚まで（200枚限定）

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」ほか最寄駅会　場

料　金

10：00～18：00
（会場への入場は閉館時間の30分前まで）

開館時間

毎週金・土曜日は21：00まで
(会場への入場は閉館時間の30分前まで)

夜間開館

申込数

場　所

料　金

申込数

場　所

料　金

申込数

場　所

料　金

申込数

場　所

料　金

申込数

1月16日（火）、2月13日（火）休館日

10：00～18：00(入場は閉館の30分前まで)開館時間

毎週月曜日（ただし、2月12日（振替休日）は開館、翌13日は休館）休館日

神聖ローマ帝国皇帝　ルドルフ２世の驚異の世界展

区分①　一般 700円（当日 1,600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 700円）

料　金 一般　600円（前売り 1,300円）

会　場 国立西洋美術館　        JR「上野駅」ほか最寄駅

申込数 1会員合計4枚まで（200枚限定）

9：30～17：30(金・土曜日は20：00まで)  ※入館は閉館の30分前まで開館時間
月曜日（ただし、3月26日（月）､4月30日（月）は開館）休館日

料　金

ボストン美術館

パリジェンヌ展 時代を映す女性たち

プラド美術館展  ベラスケスと絵画の栄光

※中学生以下は無料
※2月24日（土）～3月4日（日）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://prado2018.yomiuri.co.jp

人気の高級日帰り温泉施設が、横浜綱島に2016年4月新規オープン!
綱島源泉 湯けむりの庄

区分①　平日入浴券　　700円（一般 1,296円）
区分②　全日入浴券　　850円（一般 1,512円）
区分③　岩盤浴券　　　400円（一般 972円）
１会員各10枚・合計30枚まで（合計1,500枚限定）

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

※平日入浴券は、月～金曜日(祝日を除く)のご利用となります　※料金にはフェイスタオル、バスタオル、館内着のレンタル料を含みます
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です　※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください
※有効期限は2019年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券

和モダン&シックな空間で、源泉かけ流しに関東最大級の岩盤浴がお楽しみいただけます。
宮前平源泉 湯けむりの庄

区分①　平日入浴券　700円（一般 1,240円）
区分②　全日入浴券　850円（一般 1,500円）
区分③　岩盤浴券　　400円（一般 800円）
１会員各10枚・合計30枚まで（合計1,500枚限定）

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

※平日入浴券は、月～金曜日(祝日を除く)のご利用となります　※料金にはフェイスタオル、バスタオル、館内着のレンタル料を含みます
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です　※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください
※有効期限は2019年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください
※有効期限は2019年1月31日まで　
※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

高濃度炭酸泉を含む15種類のお風呂やサウナ、岩盤浴でごゆっくりお過ごしください。無料駐車場あり。
横浜市青葉区すすき野3－2－7　☎045（905）2641
　　  東急田園都市線「あざみ野駅」無料シャトル10分最寄駅

区分①　全日入浴券　350円（一般 780円）
区分②　岩盤浴券　　250円（一般 500円）
1会員各10枚・合計20枚まで（合計1,500枚限定）

すすき野 湯けむりの里 利用券

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

区分①　全日入浴券　400円（一般 850円）
区分②　岩盤浴券　　450円（一般 700円）
1会員各10枚・合計20枚まで（合計1,500枚限定）

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

天然温泉 仙川 湯けむりの里

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください
※有効期限は2019年1月31日まで　
※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券※公式HP　http://www.bunkamura.co.jp
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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

12月12日（火）
12月15日（金）から

事　業
コード 178417

締　切　日
抽選公開日

12月18日（月）
12月21日（木）から

事　業
コード 178601

締　切　日
抽選公開日

12月18日（月）
12月21日（木）から

事　業
コード 178602

締　切　日
抽選公開日

12月18日（月）
12月21日（木）から

事　業
コード 178603

締　切　日
抽選公開日

12月18日（月）
12月21日（木）から

事　業
コード 178604

2018年1月6日（土）～3月11日（日）

2018年1月13日（土）～4月1日（日）

2018年2月24日（土）～5月27日（日） 締　切　日
抽選公開日

1月14日（日）
1月17日（水）から

事　業
コード 178418

締　切　日
抽選公開日

12月12日（火）
12月15日（金）から

事　業
コード 178416

会　場 世田谷美術館　1・2階展示室　        東急田園都市線「用賀駅」ほか

本展覧会では、マネの《街の歌い手》をはじめ、ドガやルノワールなど印象派の巨匠
が描いた女性の肖像、カサットやモリゾなど女性芸術家による傑作、カルダンや
バレンシアガの斬新なドレスからブリジット・バルドーほか映画や舞台で活躍し
た女優のポートレートまで、ボストン美術館所蔵の多彩な作品約120点を通して、
18世紀から20世紀のパリを体現する女性たちの姿に迫ります。

スペイン・マドリードにあるプラド美術館の数多ある至宝のなかから、17世紀スペイン
絵画の黄金時代を築いた巨匠ベラスケスの作品を中心に、ティツィアーノ、ルーベンス、
ムリーリョらの作品など61点の油彩画と9点の資料を展示いたします。

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

好奇心のコレクター、究極の趣味人、ルドルフ２世の壮大なプライベートミュージアムとは？

最寄駅

ジュゼッペ・アルチンボルド
《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ２世像》

1591 年、油彩・板、スコークロステル城、スウェーデン
Skokloster Castle, Sweden

ディエゴ・ベラスケス《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》
1635年頃　マドリード、プラド美術館蔵

©Museo Nacional del Prado

ルーラント・サーフェリー 《花束》
1611-12 年頃、油彩・板、リール美術館、
フランス Photo 
©RMN-Jacques Quecq d’Henripret

申込数 １会員4枚まで（200枚限定）

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」ほか最寄駅会　場

料　金

10：00～18：00
（会場への入場は閉館時間の30分前まで）

開館時間

毎週金・土曜日は21：00まで
(会場への入場は閉館時間の30分前まで)

夜間開館

申込数

場　所

料　金

申込数

場　所

料　金

申込数

場　所

料　金

申込数

場　所

料　金

申込数

1月16日（火）、2月13日（火）休館日

10：00～18：00(入場は閉館の30分前まで)開館時間

毎週月曜日（ただし、2月12日（振替休日）は開館、翌13日は休館）休館日

神聖ローマ帝国皇帝　ルドルフ２世の驚異の世界展

区分①　一般 700円（当日 1,600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 700円）

料　金 一般　600円（前売り 1,300円）

会　場 国立西洋美術館　        JR「上野駅」ほか最寄駅

申込数 1会員合計4枚まで（200枚限定）

9：30～17：30(金・土曜日は20：00まで)  ※入館は閉館の30分前まで開館時間
月曜日（ただし、3月26日（月）､4月30日（月）は開館）休館日

料　金

ボストン美術館

パリジェンヌ展 時代を映す女性たち

プラド美術館展  ベラスケスと絵画の栄光

※中学生以下は無料
※2月24日（土）～3月4日（日）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://prado2018.yomiuri.co.jp

人気の高級日帰り温泉施設が、横浜綱島に2016年4月新規オープン!
綱島源泉 湯けむりの庄

区分①　平日入浴券　　700円（一般 1,296円）
区分②　全日入浴券　　850円（一般 1,512円）
区分③　岩盤浴券　　　400円（一般 972円）
１会員各10枚・合計30枚まで（合計1,500枚限定）

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

※平日入浴券は、月～金曜日(祝日を除く)のご利用となります　※料金にはフェイスタオル、バスタオル、館内着のレンタル料を含みます
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です　※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください
※有効期限は2019年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券

和モダン&シックな空間で、源泉かけ流しに関東最大級の岩盤浴がお楽しみいただけます。
宮前平源泉 湯けむりの庄

区分①　平日入浴券　700円（一般 1,240円）
区分②　全日入浴券　850円（一般 1,500円）
区分③　岩盤浴券　　400円（一般 800円）
１会員各10枚・合計30枚まで（合計1,500枚限定）

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

※平日入浴券は、月～金曜日(祝日を除く)のご利用となります　※料金にはフェイスタオル、バスタオル、館内着のレンタル料を含みます
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です　※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください
※有効期限は2019年1月31日まで　※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください
※有効期限は2019年1月31日まで　
※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

高濃度炭酸泉を含む15種類のお風呂やサウナ、岩盤浴でごゆっくりお過ごしください。無料駐車場あり。
横浜市青葉区すすき野3－2－7　☎045（905）2641
　　  東急田園都市線「あざみ野駅」無料シャトル10分最寄駅

区分①　全日入浴券　350円（一般 780円）
区分②　岩盤浴券　　250円（一般 500円）
1会員各10枚・合計20枚まで（合計1,500枚限定）

すすき野 湯けむりの里 利用券

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

区分①　全日入浴券　400円（一般 850円）
区分②　岩盤浴券　　450円（一般 700円）
1会員各10枚・合計20枚まで（合計1,500枚限定）

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

天然温泉 仙川 湯けむりの里

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり。詳しくは施設にお問い合わせください
※有効期限は2019年1月31日まで　
※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

利用券※公式HP　http://www.bunkamura.co.jp
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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

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178605 締　切　日

抽選公開日
1月8日（月・祝）
1月11日（木）から

事　業
コード 178608

締　切　日
抽選公開日

12月12日（火）
12月14日（木）から

事　業
コード 178001

有効期限 平成30年9月30日（日）

東京を空からおもしろく。「見るだけの展望台」から「体感する展望台」へ。
見る、触れる、感じる、驚く・・・・様々な感情を刺激する、7つのエリアがあなたをお待ちしています。 湘南・江の島にある新江ノ島水族館（“えのすい”）。

人気のイルカ・アシカショーやクラゲショーも毎日開催して
います！家族でのお出かけやデート、観光に。

こども商品券は、もらって嬉しい！贈って嬉しい！キッズギフトカード。
出産祝いの定番人気、お子様向けギフト券です。

大人・学生　800円（一般  大人1,200円・学生〈高校・大学・専門学校〉 900円）

10：00～22：00（最終入場は終了1時間前）

1会員5枚まで（200枚限定）

豊島区東池袋3－1 
サンシャインシティ サンシャイン60　60Ｆ
 　　 JR「池袋」駅ほか最寄駅

場　所

料　金

営業時間

申込数

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

料　金

有効期限 平成30年7月31日（火）

1会員合計5枚まで（400枚限定）申込数

有効期限 平成34年12月31日

1会員20枚まで（限定500枚）申込数

取扱店

有効期限 平成30年6月30日（土）
施設1回利用券　1,500円
1会員10枚まで（200枚限定）

料　金
申込数

※特別営業時間はご利用いただけません
※VRコンテンツは別料金となります。また、

13歳未満の方はご利用できないほか、各種
利用制限がございます

※休館日等は各施設にお問い合わせください
※営業時間は変更になる場合がございます
※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

締　切　日
抽選公開日

12月9日（土）
12月12日（火）から

事　業
コード 178606

締　切　日
抽選公開日

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178607

※ご利用は15歳以上の方に限らせていただきます
※施設内容、営業時間、休館日は店舗により異なります。

事前にHPまたは各店舗にてご確認ください
※チケットの受取時期は、12月下旬の予定です

有効期限 発行日より約5カ月
ボルダリング体験（1日利用）券　
2,500円（一般 3,600円）
1会員5枚まで（200枚限定）

料　金

申込数

※レンタル料、初回登録料が含まれます
※時間制限なし／再入場可
※施設内容、営業時間、休館日は店舗により異なります。

事前にHPまたは各店舗にてご確認ください
※西多摩店の一般料金は、3,100円になります
※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

スポーツクラブＮＡＳ 施設利用券
カラダだけでなく、ココロも明るく元気に。
スポーツクラブNASが提供しているのは、単なる運動の場ではなく、子供から高齢者まで
誰でも楽しめるフィットネスの枠を超えた施設サービス。人生を積極的に謳歌し、様々な人
とのコミュニケーションを楽しめる場としてのスポーツクラブづくりを目指しています。

ボルダリングの魅力はなんといっても登れた時の達成感！
自分と向き合いながら出来なかったことが出来るようになる瞬間もたまりません。
是非新しいライフスタイルの一環としてボルダリングに挑戦してみてはいかがでしょうか。

利用店舗

利用店舗 関東地区対象店舗：グラビティリサーチ銀座店、池袋店、西多摩店、TOKYO-BAY店、大宮店

スポーツクラブNASの各店舗でご利用いただけます。
※ロイトン倶楽部、CLUB芝浦アイランド、銀座、ホットヨガスタジオ美温、

テニスクラブ、フットサルクラブ、指定管理施設を除く

グラビティリサーチ  ボルダリング体験
（1日利用）

入場券

利用券
ク ラ イ ミ ン グ

ジ ム

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 300円（当日 1,000円）
区分④　幼児（3歳以上） 100円（当日 600円）

400円（一般 500円）

こども商品券は、有名デパート、スーパー、おもちゃ屋さん、
遊園地、水族館などでお使いいただけます。

新江ノ島水族館

こども商品券 500円券

入場券

※高校生は入場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、1月下旬の予定です

※チケットの受取時期は、12月下旬の予定です

http://www.enosui.com/
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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

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178605 締　切　日

抽選公開日
1月8日（月・祝）
1月11日（木）から

事　業
コード 178608

締　切　日
抽選公開日

12月12日（火）
12月14日（木）から

事　業
コード 178001

有効期限 平成30年9月30日（日）

東京を空からおもしろく。「見るだけの展望台」から「体感する展望台」へ。
見る、触れる、感じる、驚く・・・・様々な感情を刺激する、7つのエリアがあなたをお待ちしています。 湘南・江の島にある新江ノ島水族館（“えのすい”）。

人気のイルカ・アシカショーやクラゲショーも毎日開催して
います！家族でのお出かけやデート、観光に。

こども商品券は、もらって嬉しい！贈って嬉しい！キッズギフトカード。
出産祝いの定番人気、お子様向けギフト券です。

大人・学生　800円（一般  大人1,200円・学生〈高校・大学・専門学校〉 900円）

10：00～22：00（最終入場は終了1時間前）

1会員5枚まで（200枚限定）

豊島区東池袋3－1 
サンシャインシティ サンシャイン60　60Ｆ
 　　 JR「池袋」駅ほか最寄駅

場　所

料　金

営業時間

申込数

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

料　金

有効期限 平成30年7月31日（火）

1会員合計5枚まで（400枚限定）申込数

有効期限 平成34年12月31日

1会員20枚まで（限定500枚）申込数

取扱店

有効期限 平成30年6月30日（土）
施設1回利用券　1,500円
1会員10枚まで（200枚限定）

料　金
申込数

※特別営業時間はご利用いただけません
※VRコンテンツは別料金となります。また、

13歳未満の方はご利用できないほか、各種
利用制限がございます

※休館日等は各施設にお問い合わせください
※営業時間は変更になる場合がございます
※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

締　切　日
抽選公開日

12月9日（土）
12月12日（火）から

事　業
コード 178606

締　切　日
抽選公開日

1月9日（火）
1月12日（金）から

事　業
コード 178607

※ご利用は15歳以上の方に限らせていただきます
※施設内容、営業時間、休館日は店舗により異なります。

事前にHPまたは各店舗にてご確認ください
※チケットの受取時期は、12月下旬の予定です

有効期限 発行日より約5カ月
ボルダリング体験（1日利用）券　
2,500円（一般 3,600円）
1会員5枚まで（200枚限定）

料　金

申込数

※レンタル料、初回登録料が含まれます
※時間制限なし／再入場可
※施設内容、営業時間、休館日は店舗により異なります。

事前にHPまたは各店舗にてご確認ください
※西多摩店の一般料金は、3,100円になります
※チケットの受取時期は、1月下旬の予定です

スポーツクラブＮＡＳ 施設利用券
カラダだけでなく、ココロも明るく元気に。
スポーツクラブNASが提供しているのは、単なる運動の場ではなく、子供から高齢者まで
誰でも楽しめるフィットネスの枠を超えた施設サービス。人生を積極的に謳歌し、様々な人
とのコミュニケーションを楽しめる場としてのスポーツクラブづくりを目指しています。

ボルダリングの魅力はなんといっても登れた時の達成感！
自分と向き合いながら出来なかったことが出来るようになる瞬間もたまりません。
是非新しいライフスタイルの一環としてボルダリングに挑戦してみてはいかがでしょうか。

利用店舗

利用店舗 関東地区対象店舗：グラビティリサーチ銀座店、池袋店、西多摩店、TOKYO-BAY店、大宮店

スポーツクラブNASの各店舗でご利用いただけます。
※ロイトン倶楽部、CLUB芝浦アイランド、銀座、ホットヨガスタジオ美温、

テニスクラブ、フットサルクラブ、指定管理施設を除く

グラビティリサーチ  ボルダリング体験
（1日利用）

入場券

利用券
ク ラ イ ミ ン グ

ジ ム

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 300円（当日 1,000円）
区分④　幼児（3歳以上） 100円（当日 600円）

400円（一般 500円）

こども商品券は、有名デパート、スーパー、おもちゃ屋さん、
遊園地、水族館などでお使いいただけます。

新江ノ島水族館

こども商品券 500円券

入場券

※高校生は入場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、1月下旬の予定です

※チケットの受取時期は、12月下旬の予定です

http://www.enosui.com/
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締　切　日
抽選公開日

12月14日（木）
12月16日（土）から

事　業
コード 178002

有効期限 平成30年3月31日（土）

申込資格 会員本人

東急線・横浜高速みなとみらい線が一日乗り降り自由！
東横線エリアからはこのきっぷを使って、魅力あふれる
エリアを散策してみてください。歴史を感じる港町から
近代的なみなとみらいエリアまで、ゆったり一日お楽し
みいただけます。

1会員4セットまで（合計200セット限定）

料　金

申込数

12月下旬予定発送日

横濱中華街 
旅グルメきっぷ

区分①　おとな　1,500円（一般 2,500円）
区分②　こども　　500円（一般 1,500円）

検索グルメきっぷ

旅行代理店
新日本エージェンシー
平成２９年９月より、定休日に日曜・祝日が加わりました。

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、1月末に発送する予定です。

i n f o r m a t i o n

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

新規契約店舗

『利用ガイド』P.８１【変更】

グルメ指定店
洋風食堂  はしぐち亭
 所在地　世田谷区経堂１－１１－１３　ウエダビル１階
 定休日　月曜日（祝日の場合は月曜営業、火曜店休）
 予　約　03（5799）6458

施設コード：033

施設コード：023

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。
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締　切　日
抽選公開日

12月14日（木）
12月16日（土）から

事　業
コード 178002

有効期限 平成30年3月31日（土）

申込資格 会員本人

東急線・横浜高速みなとみらい線が一日乗り降り自由！
東横線エリアからはこのきっぷを使って、魅力あふれる
エリアを散策してみてください。歴史を感じる港町から
近代的なみなとみらいエリアまで、ゆったり一日お楽し
みいただけます。

1会員4セットまで（合計200セット限定）

料　金

申込数

12月下旬予定発送日

横濱中華街 
旅グルメきっぷ

区分①　おとな　1,500円（一般 2,500円）
区分②　こども　　500円（一般 1,500円）

検索グルメきっぷ

旅行代理店
新日本エージェンシー
平成２９年９月より、定休日に日曜・祝日が加わりました。

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、1月末に発送する予定です。

i n f o r m a t i o n

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

新規契約店舗

『利用ガイド』P.８１【変更】

グルメ指定店
洋風食堂  はしぐち亭
 所在地　世田谷区経堂１－１１－１３　ウエダビル１階
 定休日　月曜日（祝日の場合は月曜営業、火曜店休）
 予　約　03（5799）6458

施設コード：033

施設コード：023

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。
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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

12月  6日（水） 10：00～15：00

12月12日(火) 10：00～15：00

  1月11日（木） 10：00～15：00

  1月16日（火） 10：00～15：00

  1月18日（木） 10：00～15：00

  1月20日（土） 10：00～15：00

下高井戸支店（世田谷区松原3－30－8）

大橋支店（目黒区大橋2－22－5）

池の上支店（世田谷区代沢2－44－14）

三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋1－41－10）

桜上水支店（世田谷区桜上水4－17－2）

経堂支店（世田谷区経堂2－3－2）

☎03（3321）4155／9：00～15：00

☎03（3469）0315／9：00～15：00

☎03（3422）3141／9：00～15：00

☎03（3421）6101／9：00～15：00

☎03（3329）3241／9：00～15：00

☎03（3420）4121／9：00～15：00

自動音声の電話番号 ☎03（5486）7733

自動音声の入力方法

パソコン・スマホ登録方法

受付時間　6:00～24:00
（土日・祝日も受け付けます）

受付時間　24時間
（土日・祝日も受け付けます）

セラ・サービスのWEB会員に登録すると、会報誌『せら』と
『利用ガイド』掲載事業へのお申し込みが一部を除き、
Webで行うことができます。

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

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

トップページ右上の「ＷEB会員ログイン」をクリック
またはタップしてください。

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

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
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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11月号　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス16.10　●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）

2時間前予約可能！2時間前予約可能！

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

ご利用は
こちら！

左記ホームページより、レンタカー予約、
クレジットカードでのWEB決済を行います。

※24時間料
金比較

スマートフォンからの
お申し込みはこちら

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20％～55％OFF!!

ワンデイスキップワンデイスキップ
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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

12月  6日（水） 10：00～15：00

12月12日(火) 10：00～15：00

  1月11日（木） 10：00～15：00

  1月16日（火） 10：00～15：00

  1月18日（木） 10：00～15：00

  1月20日（土） 10：00～15：00

下高井戸支店（世田谷区松原3－30－8）

大橋支店（目黒区大橋2－22－5）

池の上支店（世田谷区代沢2－44－14）

三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋1－41－10）

桜上水支店（世田谷区桜上水4－17－2）

経堂支店（世田谷区経堂2－3－2）

☎03（3321）4155／9：00～15：00

☎03（3469）0315／9：00～15：00

☎03（3422）3141／9：00～15：00

☎03（3421）6101／9：00～15：00

☎03（3329）3241／9：00～15：00

☎03（3420）4121／9：00～15：00

自動音声の電話番号 ☎03（5486）7733

自動音声の入力方法

パソコン・スマホ登録方法

受付時間　6:00～24:00
（土日・祝日も受け付けます）

受付時間　24時間
（土日・祝日も受け付けます）

セラ・サービスのWEB会員に登録すると、会報誌『せら』と
『利用ガイド』掲載事業へのお申し込みが一部を除き、
Webで行うことができます。

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

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

トップページ右上の「ＷEB会員ログイン」をクリック
またはタップしてください。

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

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）
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（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
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（例）2枚申し込む場合　02
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区分の登録は‘7’を入力

※ただし、区分を入力したとき
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※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
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（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11月号　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス16.10　●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）

2時間前予約可能！2時間前予約可能！

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

ご利用は
こちら！

左記ホームページより、レンタカー予約、
クレジットカードでのWEB決済を行います。

※24時間料
金比較

スマートフォンからの
お申し込みはこちら

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20％～55％OFF!!
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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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●年末年始営業日のお知らせ●
年末は12月28日（木）まで、

年始は1月4日（木）から営業します。

　モバイルやパソコンにドメイン設定（受信拒否設定）をされて
いるお客様の場合、弊社からお送りするご登録メールや申し込
み内容確認メール、パスワード再発行メール等をお送りするこ
とができません。
　ドメイン設定を解除していただくか、または弊社ドメイン
『setagaya-icl.or.jp』を受信リストに加えていただきますよう、
お願い申し上げます。

ドメイン設定（受信拒否設定）を
されている会員様へのお願い

あなたの暮らしにプラスワン。せら

松本利夫ワンマンSHOW
「MATSUぼっち 05」
̶レコード̶


