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　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

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
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日　程

　今回第２回目となる個店グランプリは、世田谷区民のみなさまから173の応
募があり、その中から10店舗が選ばれました。
　選ばれたお店の中から「飲食部門」「物販・サービス部門」で「グランプリ賞」
と「準グランプリ賞」を受賞されました４店舗をご紹介いたします。
　今回、セラ・サービスでは、各店舗でご利用いただける補助券をご用意いたし
ました。
　下記の補助券を切り取って、お会計の際に記載されている店舗に提出してく
ださい。
利用期間：４月１日（日）～５月３１日（木）

《ご利用にあたって》  ●おつりは出ませんので、ご注意ください。
 ●オンラインショップでは利用できません。

世田谷キラリ輝く個店グランプリ　
受賞店舗のご紹介第２回

 　世田谷らしい魅力があり、地域
と商店街を元気にしている個店を、

「店舗デザイン」「商品力」「接客」な
どの視点から、中小企業診断士や商
店街関係者などからなる審査会で
検討し、表彰するものです。

世田谷キラリ輝く
個店グランプリとは．．．

※ご利用時は上記項目を必ずご記入ください
※お会計の際、本券をご提出ください（おつりは出

ませんので、ご注意ください）
※オンラインショップではご利用いただけません

発行：セラ・サービス

Web申込は、18頁をご覧ください。

個店グランプリ利用補助券
お山のすぎの子

100円
会員番号

お名前

利用期間：
2018年４月１日（日）～５月３１日（木）

※ご利用時は上記項目を必ずご記入ください
※お会計の際、本券をご提出ください（おつりは出

ませんので、ご注意ください）
※オンラインショップではご利用いただけません

発行：セラ・サービス

個店グランプリ利用補助券
プラチノ

100円
会員番号

お名前

利用期間：
2018年４月１日（日）～５月３１日（木）

※ご利用時は上記項目を必ずご記入ください
※お会計の際、本券をご提出ください（おつりは出

ませんので、ご注意ください）
※オンラインショップではご利用いただけません

発行：セラ・サービス

個店グランプリ利用補助券
ICHIMAN（イチマン）

100円
会員番号

お名前

利用期間：
2018年４月１日（日）～５月３１日（木）

※ご利用時は上記項目を必ずご記入ください
※お会計の際、本券をご提出ください（おつりは出

ませんので、ご注意ください）
※オンラインショップではご利用いただけません

発行：セラ・サービス

個店グランプリ利用補助券
東京 世田谷 升本屋

100円
会員番号

お名前

利用期間：
2018年４月１日（日）～５月３１日（木）

飲食部門
準グランプリ

所在地
電　話
営業時間

定休日

http://kyodo-suzuran.
com/service/5-6/

宮坂 3－18－2 エルマナビル 1F

ICHIMAN（イチマン）
FRUIT PARLOUR

03（6413）1587
11：00～20：00

月曜日
（祝日の場合は、
翌火曜日が休み）

所在地
電　話
営業時間

定休日

http://www.
oyamanosuginoko.
com/

三軒茶屋 1－34－11 萩原ビル 1F
03（5486）0094

お山のすぎの子
うどん

11：30～22：30

不定休

飲食部門
グランプリ

東京 世田谷 升本屋
和菓子（かりんとう）／酒販店

所在地

電　話
営業時間

定休日

http://
masumotoya1949.
com/

北沢 5－35－21
03（6904）6331

11：00～19：00

日曜日

所在地

電　話
営業時間

定休日

https://www.
platino.jp/tenpo/

世田谷 1－23－6 エクセル世田谷 1F

プラチノ
洋菓子

※桜新町店でもご利用
　いただけます

03（3439）2791
10：00～19：00

なし

世田谷区長賞

世田谷区議会議長賞

物販・
サービス部門
準グランプリ

世田谷区議会議長賞

HP

HP

HP

HP

物販・
サービス部門
グランプリ
世田谷区長賞

セラ・サービス×世田谷区商店街連合会コラボ企画
特別企画【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。

[郵送での申込]
『利用ガイド』平成29・30年度版Ｐ.120の「特産品申込書」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。
※のし（贈答用）を希望される場合は、備考欄にその旨をご記入ください。

申込資格

申込方法

Web 郵送

■配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。
■抽選後、当選者には、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。

注意事項

電話でのお申し込みはできません

内容・料金等

「世田谷みやげ詰め合わせ」
　世田谷にゆかりのある自慢の逸品を集めた「世田谷みやげ」。
　今回はその中から、世田谷区のふるさと納税の寄附記念品となっている「和菓子セット」
「洋菓子セット」「コーヒーセット」（平成30年3月現在）をご用意しました。
　この機会にぜひ、お中元などご贈答にお役立てください。
※お中元として希望される場合は、申込用紙の備考欄にご記入ください。
　Web申込の場合は、セラ・サービスへお電話ください

区分・品名 内　容 会　員

3,000円 4,000円

一　般発 送 日

お中元ご希望の方は
6月下旬～
それ以外の方は
5月下旬～
順次発送予定

①和菓子セット

3,500円 4,500円②洋菓子セット

3,500円 4,500円③コーヒーセット

招福もなか／せたがや文学サブレ／
たまでん羊羹／塩みつかりんとう／沢の響

成城ハニー／マカロン／くるみクッキー／
焼ドーナツ／バウムクーヘン

ちとから／べっぴんさん／松陰ブレンド／
駒沢スペシャル／デカフェ コーヒー／
成城ハニー

※税込み価格

送料含む

申込数 1会員2セットまで（各30セット限定）
締　切　日
抽選公開日

4月25日（水）
5月1日（火）から　

事　業
コード 184301 電話での

申し込み不可

①和菓子セット ②洋菓子セット ③コーヒーセット

※写真はイメージです

コピー不可 コピー不可 コピー不可 コピー不可

見  本 見  本見  本 見  本
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Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

区　分

3,500円
会員・登録家族

5,500円

4,000円 6,000円

USステーキ
嘉門ランチ

①平日

②土日・祝日

同行者

6,380円

一　般

区　分

3,800円

会員・登録家族

せら特別ディナー 6,264円

一　般

区　分

1,800円

会員・登録家族

3,200円

2,300円②大人　土日・祝日

①大人　平日

3,700円

同行者

3,802円

4,396円

800円③小学生　平日 1,600円 1,901円

1,050円④小学生　土日・祝日 1,850円 2,198円

一　般

小学生未満のお子様料金に関しましては、ご予約時に
ご確認ください。

ラ
ン
チ

和・洋・中のオリジナリティあふれるメニューが
豊富に並ぶ「五感で楽しめる」ブッフェレストラン
です。料理の味はもちろん、パフォーマンスキッチ
ンから漂う、豊かな香りやエネルギッシュな音を
お楽しみください。

4月20日（金）～5月31日（木）　
※除外日：4/28～5/6、特別営業日

11：30～13：20　または
13：40～15：30（110分制）

横浜市西区北幸1－3－23　
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ2F
レストラン総合予約　
☎045（411）1188（10：00～19：00）
　　  JRほか「横浜駅」西口徒歩１分

※税･サービス料込み

※税･サービス料込み

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 
オールデイブッフェ 『コンパス』

4月20日（金）～5月31日（木）
※ 土・日曜定休(祝日は営業)、GW（4/30・5/4～6）休業

ビストロ　イル・ド・レ

パフォーマンスメニューほか／冷製料理／温製料理／日本料理／
中国料理／デザート／コーヒー、紅茶、ジュースなど

17：30～23：00（ラストオーダー　Food 22：00　Drink 22：30）
11：30～14：00（ラストオーダー）

11：30～14：30（ラストオーダー）

前菜／魚料理／肉料理／デザート／1ドリンクとコーヒーまたは紅茶付き

ディナータイムでのご提供になります。

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。

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

※税・サービス料込み

 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。木の温もりと情緒漂う空間のなか、旬の素材を贅沢に使っ
た味覚の数々を、どうぞくつろいでご堪能ください。

フランス本土西方、ラ・ロシェルから橋で結ばれた
大西洋に浮かぶ小さな島「イル・ド・レ」。
美しい景色と豊かな食文化を誇る、フランス有数
のこのリゾート地は、世界中の人々を魅了してい
ます。ビストロ「イル・ド・レ」は、皆様を魅了する、
おいしい料理とワインをご提供してまいります。
気軽に愉しいひとときをお過ごしください。

4月20日（金）～5月31日（木）  ※除外日：4/28～5/6、催事期間中

帝国ホテル 東京
鉄板焼 『嘉門』 本館17階

本日のスープ／ビーフサラダ／USリブロースステーキ(140ｇ)／
ご飯／味噌椀／香の物／デザート／コーヒー

千代田区内幸町1－1－1 本館17階　☎03（3539）8116
        東京メトロ｢日比谷駅」 徒歩3分

検索シェラトン コンパス

検索イルドレ

検索嘉門

料　理

ディナー

ディナー

ラ ン チ

ラ ン チ

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

区分・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。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）。
■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、店舗にご予約ください。
■同行者料金があるお店については、会員・登録家族と同伴す

る場合に限り、同行者料金でご利用いただけます。別途、利用
補助券をお申し込みになる必要はありません。

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）
4月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）
4月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）
4月12日（木）から

事　業
コード

注意事項

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

3,500円
会員・登録家族

5,500円

4,000円 6,000円

USステーキ
嘉門ランチ

①平日

②土日・祝日

同行者

6,380円

一　般

区　分

3,800円

会員・登録家族

せら特別ディナー 6,264円

一　般

区　分

1,800円

会員・登録家族

3,200円

2,300円②大人　土日・祝日

①大人　平日

3,700円

同行者

3,802円

4,396円

800円③小学生　平日 1,600円 1,901円

1,050円④小学生　土日・祝日 1,850円 2,198円

一　般

小学生未満のお子様料金に関しましては、ご予約時に
ご確認ください。

ラ
ン
チ

和・洋・中のオリジナリティあふれるメニューが
豊富に並ぶ「五感で楽しめる」ブッフェレストラン
です。料理の味はもちろん、パフォーマンスキッチ
ンから漂う、豊かな香りやエネルギッシュな音を
お楽しみください。

4月20日（金）～5月31日（木）　
※除外日：4/28～5/6、特別営業日

11：30～13：20　または
13：40～15：30（110分制）

横浜市西区北幸1－3－23　
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ2F
レストラン総合予約　
☎045（411）1188（10：00～19：00）
　　  JRほか「横浜駅」西口徒歩１分

※税･サービス料込み

※税･サービス料込み

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 
オールデイブッフェ 『コンパス』

4月20日（金）～5月31日（木）
※ 土・日曜定休(祝日は営業)、GW（4/30・5/4～6）休業

ビストロ　イル・ド・レ

パフォーマンスメニューほか／冷製料理／温製料理／日本料理／
中国料理／デザート／コーヒー、紅茶、ジュースなど

17：30～23：00（ラストオーダー　Food 22：00　Drink 22：30）
11：30～14：00（ラストオーダー）

11：30～14：30（ラストオーダー）

前菜／魚料理／肉料理／デザート／1ドリンクとコーヒーまたは紅茶付き

ディナータイムでのご提供になります。

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。

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

※税・サービス料込み

 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。木の温もりと情緒漂う空間のなか、旬の素材を贅沢に使っ
た味覚の数々を、どうぞくつろいでご堪能ください。

フランス本土西方、ラ・ロシェルから橋で結ばれた
大西洋に浮かぶ小さな島「イル・ド・レ」。
美しい景色と豊かな食文化を誇る、フランス有数
のこのリゾート地は、世界中の人々を魅了してい
ます。ビストロ「イル・ド・レ」は、皆様を魅了する、
おいしい料理とワインをご提供してまいります。
気軽に愉しいひとときをお過ごしください。

4月20日（金）～5月31日（木）  ※除外日：4/28～5/6、催事期間中

帝国ホテル 東京
鉄板焼 『嘉門』 本館17階

本日のスープ／ビーフサラダ／USリブロースステーキ(140ｇ)／
ご飯／味噌椀／香の物／デザート／コーヒー

千代田区内幸町1－1－1 本館17階　☎03（3539）8116
        東京メトロ｢日比谷駅」 徒歩3分

検索シェラトン コンパス

検索イルドレ

検索嘉門

料　理

ディナー

ディナー

ラ ン チ

ラ ン チ

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

区分・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。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）。
■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、店舗にご予約ください。
■同行者料金があるお店については、会員・登録家族と同伴す

る場合に限り、同行者料金でご利用いただけます。別途、利用
補助券をお申し込みになる必要はありません。

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）
4月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）
4月12日（木）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）
4月12日（木）から

事　業
コード

注意事項

Web 自動音声
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※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格

イメージ

イメージ

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。
※天候不良により収穫数が少ないため、

３Lサイズと２Lサイズ合計700gの
詰め合わせとなります。あらかじめご
了承ください

内容・料金等

内容・料金等

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。

新鮮！北海道産「朝もぎグリーンアスパラ」

新潟県十日町「妻有ポークセット」

北海道の旬を感じられる野菜のひとつ、
グリーンアスパラ。そのなかでも“獲れた
て”にこだわった『朝もぎグリーンアスパ
ラ』をお届けいたします！
北海道は出荷量、日本一を誇るアスパラ
ガスの産地。
茹でてよし！焼いてよし！食べ応えバツ
グンの旬の味『朝もぎグリーンアスパラ』
をぜひ、ご賞味下さい。

妻有ポークは、子豚期より無薬飼料を与え、ビタミンや
ミネラル補強など栄養バランスにも気を配り、柔らか
く、特に脂身に甘さと旨味がぎっしり詰まっています。
肉質は鮮やかなピンク色でキメも細やか。豚特有の臭
みがなく、火を通してもとてもやわらかです。安全安心
の妻有ポークをこの機会にご賞味ください。

朝もぎ
グリーンアスパラ

品　名 内　容 会　員

2,500円 3,500円

一　般発 送 日

５月上旬～
順次発送

3L・2Lサイズ
合計700g

妻有ポークセット

品　名 発 送 日 会　員

2,800円 4,185円

一　般

5月上旬～
順次発送予定

熟成ももハム、
熟成ばらベーコン、
みそ豚丼、
ビアソーセージ

内　容

①カーネーション
　セット

区分・品名 内　容 日　程 販売総数

受 

取 

日

会　員

3,200円 5,100円

一　般

カーネーション（かご付き）
5月11日（金）
5月12日（土）
5月13日（日）

②春のガーデニング
　セット

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

発 

送 

日

4月下旬～
順次発送

100セット

関東近県までの送料含む

内容・料金等 関東近県までの送料含む

関東近県までの送料含む
栽培農家 世田谷ファーム

業　者 （一財）十日町地域地場産業振興センター　クロステン

ご注意

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

区分① カーネーションセット
母の日に大切な方へ贈ってみませんか。
赤いカーネーションの花言葉は愛情、ピンクは感謝です。
※受取希望日がある場合は、下記期間内でご指定のうえ、

申込用紙の備考欄にご記入ください。Web申込の場合
は、セラ・サービスへお電話ください

区分② 春のガーデニングセット
春から秋まで長くお楽しみいただけます。
※園主が花色（品種）を厳選するため、ご希望に添えない場合

があります。
※天候や生育状況により、園主が発送日を決めさせていただ

きます

イメージ

昼間の日光をたっぷりと浴びた
アスパラは、夜中に養分を根から
じっくり吸収します。その養分を
しっかりと吸収した朝のアスパ
ラは、うまみ、栄養がぎっしり。ア
スパラを一番おいしく食べられ
るのは『朝もぎ』なんです。

朝もぎアスパラとは？

第36回  日本農業賞大賞受賞

業　者 北海道アンソロポロジー株式会社

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「特産品申込書」
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ない場合もあり
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。

■お届け先の電話番号を必ず明記してください。
■抽選後、当選者には、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、往復分の送料をご負担いただきます。

Web 郵送電話でのお申し込みはできません

申込資格 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100セット限定）
締　切　日
抽選公開日

4月13日（金）
4月17日（火）から

事　業
コード 184201 電話での

申し込み不可

申込数 １会員４箱まで（100箱限定）
締　切　日
抽選公開日

4月20日（金）
4月24日（火）から　

事　業
コード 184202 電話での

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

4月20日（金）
4月24日（火）から　

事　業
コード 184203 電話での

申し込み不可
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※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格

イメージ

イメージ

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。
※天候不良により収穫数が少ないため、

３Lサイズと２Lサイズ合計700gの
詰め合わせとなります。あらかじめご
了承ください

内容・料金等

内容・料金等

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。

新鮮！北海道産「朝もぎグリーンアスパラ」

新潟県十日町「妻有ポークセット」

北海道の旬を感じられる野菜のひとつ、
グリーンアスパラ。そのなかでも“獲れた
て”にこだわった『朝もぎグリーンアスパ
ラ』をお届けいたします！
北海道は出荷量、日本一を誇るアスパラ
ガスの産地。
茹でてよし！焼いてよし！食べ応えバツ
グンの旬の味『朝もぎグリーンアスパラ』
をぜひ、ご賞味下さい。

妻有ポークは、子豚期より無薬飼料を与え、ビタミンや
ミネラル補強など栄養バランスにも気を配り、柔らか
く、特に脂身に甘さと旨味がぎっしり詰まっています。
肉質は鮮やかなピンク色でキメも細やか。豚特有の臭
みがなく、火を通してもとてもやわらかです。安全安心
の妻有ポークをこの機会にご賞味ください。

朝もぎ
グリーンアスパラ

品　名 内　容 会　員

2,500円 3,500円

一　般発 送 日

５月上旬～
順次発送

3L・2Lサイズ
合計700g

妻有ポークセット

品　名 発 送 日 会　員

2,800円 4,185円

一　般

5月上旬～
順次発送予定

熟成ももハム、
熟成ばらベーコン、
みそ豚丼、
ビアソーセージ

内　容

①カーネーション
　セット

区分・品名 内　容 日　程 販売総数

受 

取 

日

会　員

3,200円 5,100円

一　般

カーネーション（かご付き）
5月11日（金）
5月12日（土）
5月13日（日）

②春のガーデニング
　セット

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

発 

送 

日

4月下旬～
順次発送

100セット

関東近県までの送料含む

内容・料金等 関東近県までの送料含む

関東近県までの送料含む
栽培農家 世田谷ファーム

業　者 （一財）十日町地域地場産業振興センター　クロステン

ご注意

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

区分① カーネーションセット
母の日に大切な方へ贈ってみませんか。
赤いカーネーションの花言葉は愛情、ピンクは感謝です。
※受取希望日がある場合は、下記期間内でご指定のうえ、

申込用紙の備考欄にご記入ください。Web申込の場合
は、セラ・サービスへお電話ください

区分② 春のガーデニングセット
春から秋まで長くお楽しみいただけます。
※園主が花色（品種）を厳選するため、ご希望に添えない場合

があります。
※天候や生育状況により、園主が発送日を決めさせていただ

きます

イメージ

昼間の日光をたっぷりと浴びた
アスパラは、夜中に養分を根から
じっくり吸収します。その養分を
しっかりと吸収した朝のアスパ
ラは、うまみ、栄養がぎっしり。ア
スパラを一番おいしく食べられ
るのは『朝もぎ』なんです。

朝もぎアスパラとは？

第36回  日本農業賞大賞受賞

業　者 北海道アンソロポロジー株式会社

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「特産品申込書」
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ない場合もあり
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。

■お届け先の電話番号を必ず明記してください。
■抽選後、当選者には、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、往復分の送料をご負担いただきます。

Web 郵送電話でのお申し込みはできません

申込資格 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100セット限定）
締　切　日
抽選公開日

4月13日（金）
4月17日（火）から

事　業
コード 184201 電話での

申し込み不可

申込数 １会員４箱まで（100箱限定）
締　切　日
抽選公開日

4月20日（金）
4月24日（火）から　

事　業
コード 184202 電話での

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

4月20日（金）
4月24日（火）から　

事　業
コード 184203 電話での

申し込み不可

6



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。

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

※チケットの合計金額（一般料金）が
50,000円を超える場合は別途送料
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

紅 ゆずる／綺咲 愛里／礼 真琴　ほか

Ｓ席指定　6,000円（一般 8,800円）

1会員4枚まで（50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

『アメリ』（ジャン＝ピエール・ジュネとギヨーム・ローランによる映画に基づく）原　作

渡辺麻友　ほか出　演

S席指定　8,500円（一般 11,880円）
1会員4枚まで（20枚限定）

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

場　所

料　金

申込数
※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

※３歳以上有料

S席指定　5,000円（一般 7,000円）料　金

タルレガ：アルハンブラの思い出／
coba：新作 世界初演（ギター＆アコーディオン）／
ピアソラ：オブリビオン／モドゥーニョ：ヴォラーレ　ほか

曲　目

ギター：荘村清志／アコーディオン：coba ／
ヴァイオリン：古澤巌／テノール：錦織健

出　演

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

1会員2枚まで（10枚限定）申込数RAKUGO MUSICAL
『ANOTHER WORLD』

タカラヅカ・ワンダーステージ 
『Killer Rouge(キラールージュ)』

締　切　日
抽選公開日

4月22日（日）　　
4月25日（水）から

事　業
コード 184405

締　切　日
抽選公開日

4月25日（水）　　
4月27日（金）から

事　業
コード 184406

締　切　日
抽選公開日

5月8日（火）
5月11日（金）から

事　業
コード 184401

5月26日（土） 13：00
締　切　日
抽選公開日

4月15日（日）
4月18日（水）から

事　業
コード 184402

締　切　日
抽選公開日

4月25日（水）　　
4月27日（金）から

事　業
コード 184404

7月7日（土） 11：00

ミュージカル『ノートルダムの鐘』

S席指定　8,000円（一般 11,000円）
1会員2枚まで（10枚限定）

天王洲 銀河劇場　　  　東京モノレール「天王洲アイル駅」直結最寄駅場　所

料　金

申込数
※未就学児童入場不可

締　切　日
抽選公開日

4月22日（日）
4月25日（水）から

事　業
コード 184403
ミュージカル『アメリ』

新たなギターの可能性を追求し、デビュー50周年の2019年までに
全4回で取り組む「荘村清志 スペシャル・プロジェクト」の第2弾。

お化けより怖い人の欲。三遊亭円朝の傑作落語を、宙に浮く燈籠、
人魂や骸骨など芝居ならではの仕掛けいっぱいで舞台化します。

吉野の老舗旅館を舞台に、四人姉妹が織りなす人生模様。
グランドフィナーレでは、四人姉妹が熱唱！

荘村清志 meets coba・
古澤巌・錦織健

6月6日（水） 19：00

6月1日（金） 18：30
区分
❶ 2日（土） 13：30

区分
❷

6月10日（日） 10：30
区分
❶ 12日（火） 10：30

区分
❷

※未就学児入場不可

※6歳以上有料／5歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください

S席指定　4,500円（一般 6,000円）料　金

早坂直家／石川武／富沢亜古／つかもと景子　ほか出　演

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

場　所

1会員2枚まで（各日10枚限定）申込数

※未就学児入場不可

S席指定　8，500円（一般 12,000円）料　金

藤あや子／石野真子／藤原紀香／三倉茉奈　ほか出　演

明治座
　  　都営新宿線「浜町駅」ほか最寄駅

場　所

1会員2枚まで（各日10枚限定）申込数

文学座公演　
『怪談 牡丹燈籠』

花盛り四人姉妹～吉野まほろば物語～

映画ともブロードウェイとも一味違う、新しい視点で紡がれる魅力的な『アメリ』の世界に
どうぞご期待ください。

5月30日（水） 19：00

荘村清志：©得能通弘

coba錦織健：©大八木宏武（都恋堂）

古澤巌

星組公演
宝塚歌劇

©ミュージカル『アメリ』製作委員会2018

©Disney

©宝塚歌劇団
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。 Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

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

※チケットの合計金額（一般料金）が
50,000円を超える場合は別途送料
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

紅 ゆずる／綺咲 愛里／礼 真琴　ほか

Ｓ席指定　6,000円（一般 8,800円）

1会員4枚まで（50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

『アメリ』（ジャン＝ピエール・ジュネとギヨーム・ローランによる映画に基づく）原　作

渡辺麻友　ほか出　演

S席指定　8,500円（一般 11,880円）
1会員4枚まで（20枚限定）

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

場　所

料　金

申込数
※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

※３歳以上有料

S席指定　5,000円（一般 7,000円）料　金

タルレガ：アルハンブラの思い出／
coba：新作 世界初演（ギター＆アコーディオン）／
ピアソラ：オブリビオン／モドゥーニョ：ヴォラーレ　ほか

曲　目

ギター：荘村清志／アコーディオン：coba ／
ヴァイオリン：古澤巌／テノール：錦織健

出　演

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

1会員2枚まで（10枚限定）申込数RAKUGO MUSICAL
『ANOTHER WORLD』

タカラヅカ・ワンダーステージ 
『Killer Rouge(キラールージュ)』

締　切　日
抽選公開日

4月22日（日）　　
4月25日（水）から

事　業
コード 184405

締　切　日
抽選公開日

4月25日（水）　　
4月27日（金）から

事　業
コード 184406

締　切　日
抽選公開日

5月8日（火）
5月11日（金）から

事　業
コード 184401

5月26日（土） 13：00
締　切　日
抽選公開日

4月15日（日）
4月18日（水）から

事　業
コード 184402

締　切　日
抽選公開日

4月25日（水）　　
4月27日（金）から

事　業
コード 184404

7月7日（土） 11：00

ミュージカル『ノートルダムの鐘』

S席指定　8,000円（一般 11,000円）
1会員2枚まで（10枚限定）

天王洲 銀河劇場　　  　東京モノレール「天王洲アイル駅」直結最寄駅場　所

料　金

申込数
※未就学児童入場不可

締　切　日
抽選公開日

4月22日（日）
4月25日（水）から

事　業
コード 184403
ミュージカル『アメリ』

新たなギターの可能性を追求し、デビュー50周年の2019年までに
全4回で取り組む「荘村清志 スペシャル・プロジェクト」の第2弾。

お化けより怖い人の欲。三遊亭円朝の傑作落語を、宙に浮く燈籠、
人魂や骸骨など芝居ならではの仕掛けいっぱいで舞台化します。

吉野の老舗旅館を舞台に、四人姉妹が織りなす人生模様。
グランドフィナーレでは、四人姉妹が熱唱！

荘村清志 meets coba・
古澤巌・錦織健

6月6日（水） 19：00

6月1日（金） 18：30
区分
❶ 2日（土） 13：30

区分
❷

6月10日（日） 10：30
区分
❶ 12日（火） 10：30

区分
❷

※未就学児入場不可

※6歳以上有料／5歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください

S席指定　4,500円（一般 6,000円）料　金

早坂直家／石川武／富沢亜古／つかもと景子　ほか出　演

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

場　所

1会員2枚まで（各日10枚限定）申込数

※未就学児入場不可

S席指定　8，500円（一般 12,000円）料　金

藤あや子／石野真子／藤原紀香／三倉茉奈　ほか出　演

明治座
　  　都営新宿線「浜町駅」ほか最寄駅

場　所

1会員2枚まで（各日10枚限定）申込数

文学座公演　
『怪談 牡丹燈籠』

花盛り四人姉妹～吉野まほろば物語～

映画ともブロードウェイとも一味違う、新しい視点で紡がれる魅力的な『アメリ』の世界に
どうぞご期待ください。

5月30日（水） 19：00

荘村清志：©得能通弘

coba錦織健：©大八木宏武（都恋堂）

古澤巌

星組公演
宝塚歌劇

©ミュージカル『アメリ』製作委員会2018

©Disney

©宝塚歌劇団
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。 Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

Photo by Leslie Kee

S席指定　6,500円（一般 9,500円）料　金

東京芸術劇場 プレイハウス
　     JR「池袋駅」ほか最寄駅

場　所

片岡愛之助／優香／藤井隆　ほか出　演

大竹しのぶ／連佛美沙子／安蘭けい／
ウエンツ瑛士／風間杜夫　ほか

出　演

１会員２枚まで（各日10枚限定）申込数

締　切　日
抽選公開日

４月8日（日）
４月11日（水）から

事　業
コード 184411

締　切　日
抽選公開日

４月22日（日）　　
４月25日（水）から

事　業
コード 184412

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）
4月13日（金）から

事　業
コード 184410

三谷幸喜のシチュエーションコメディが帰ってくる！

トニー賞７冠　不朽の名作　謎めく愛のミュージカル♪

新たな楽曲を加え、舞台ビジュアルをリニューアル。
Ｍ！の終わりなき挑戦、最新のバージョンの誕生!!

酒と涙とジキルとハイド
5月3日（木・祝） 17：30

区分
❶ 5日（土・祝） 13：00

区分
❷

4月26日（木） 18：30
区分
❶ 29日（日・祝） 12：30

区分
❷

6月2日（土） 17：45

※未就学児入場不可

S席指定　6,500円（一般 13,000円）料　金

日生劇場
　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅

場　所

１会員2枚まで（各日10枚限定）申込数

※未就学児入場不可

ミュージカル「リトル・ナイト・ミュージック」

ミュージカル「モーツァルト！」

全席指定　4,500円（一般 6,000円）料　金

東京芸術劇場シアター  イースト
　  　JR「池袋駅」ほか最寄駅

場　所

１会員２枚まで（区分①10枚・区分②８枚限定）申込数

締　切　日
抽選公開日

4月12日（木）　　
4月16日（月）から

事　業
コード 184408

締　切　日
抽選公開日

４月10日（火）　　
４月13日（金）から

事　業
コード 184409

締　切　日
抽選公開日

5月9日（水）
5月11日（金）から

事　業
コード 184407

観客を凍りつかせた『ザ・空気』に続く衝撃の問題作。

あなたを愛したい、ただ、それだけ。

芸能生活45年。市村正親の全て見られる最高のエンターテイメントショー

二兎社公演42　永井愛 新作
『ザ・空気 ver.2　誰も書いてはならぬ』

6月28日（木） 19：00
区分
❶ 30日（土） 19：00

区分
❷

5月19日（土） 18：00
区分
❶

区分
❷

5日（土） 
12：30

5月5日（土・祝） 12：30

※未就学児入場不可

S席指定　8,500円（一般 12,000円）料　金

吉田鋼太郎／黒木瞳　大野拓朗／白洲迅（W キャスト）ほか

クリスチャン役（Wキャスト）：
区分① 19日（土）18：00　白洲迅
区分② 29日（火）18：30　大野拓朗

出　演

安田成美／眞島秀和／馬渕英里何／柳下大／松尾貴史出　演

日生劇場
　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅

場　所

1会員2枚まで（各日10枚限定）申込数
※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

S席指定　6,500円（一般 9,000円）料　金

市村正親出　演

日生劇場
　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅

場　所

1会員2枚まで（10枚限定）申込数

シラノ・ド・ベルジュラック

市村正親ひとり芝居「市村座」

会　場 帝国劇場
        JR「有楽町駅」ほか最寄駅

申込数 １会員2枚まで（20枚限定）

山崎育三郎／生田絵梨花／和音美桜／
涼風真世／山口祐一郎／市村正親　ほか

出　演

料　金 Ａ席指定　6‚500円（一般 9,000円）

※未就学児入場不可
※お土産付き

29日（火） 18：30 

安田成美 松尾貴史
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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。

Photo by Leslie Kee

S席指定　6,500円（一般 9,500円）料　金

東京芸術劇場 プレイハウス
　     JR「池袋駅」ほか最寄駅

場　所

片岡愛之助／優香／藤井隆　ほか出　演

大竹しのぶ／連佛美沙子／安蘭けい／
ウエンツ瑛士／風間杜夫　ほか

出　演

１会員２枚まで（各日10枚限定）申込数

締　切　日
抽選公開日

４月8日（日）
４月11日（水）から

事　業
コード 184411

締　切　日
抽選公開日

４月22日（日）　　
４月25日（水）から

事　業
コード 184412

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）
4月13日（金）から

事　業
コード 184410

三谷幸喜のシチュエーションコメディが帰ってくる！

トニー賞７冠　不朽の名作　謎めく愛のミュージカル♪

新たな楽曲を加え、舞台ビジュアルをリニューアル。
Ｍ！の終わりなき挑戦、最新のバージョンの誕生!!

酒と涙とジキルとハイド
5月3日（木・祝） 17：30

区分
❶ 5日（土・祝） 13：00

区分
❷

4月26日（木） 18：30
区分
❶ 29日（日・祝） 12：30

区分
❷

6月2日（土） 17：45

※未就学児入場不可

S席指定　6,500円（一般 13,000円）料　金

日生劇場
　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅

場　所

１会員2枚まで（各日10枚限定）申込数

※未就学児入場不可

ミュージカル「リトル・ナイト・ミュージック」

ミュージカル「モーツァルト！」

全席指定　4,500円（一般 6,000円）料　金

東京芸術劇場シアター  イースト
　  　JR「池袋駅」ほか最寄駅

場　所

１会員２枚まで（区分①10枚・区分②８枚限定）申込数

締　切　日
抽選公開日

4月12日（木）　　
4月16日（月）から

事　業
コード 184408

締　切　日
抽選公開日

４月10日（火）　　
４月13日（金）から

事　業
コード 184409

締　切　日
抽選公開日

5月9日（水）
5月11日（金）から

事　業
コード 184407

観客を凍りつかせた『ザ・空気』に続く衝撃の問題作。

あなたを愛したい、ただ、それだけ。

芸能生活45年。市村正親の全て見られる最高のエンターテイメントショー

二兎社公演42　永井愛 新作
『ザ・空気 ver.2　誰も書いてはならぬ』

6月28日（木） 19：00
区分
❶ 30日（土） 19：00

区分
❷

5月19日（土） 18：00
区分
❶

区分
❷

5日（土） 
12：30

5月5日（土・祝） 12：30

※未就学児入場不可

S席指定　8,500円（一般 12,000円）料　金

吉田鋼太郎／黒木瞳　大野拓朗／白洲迅（W キャスト）ほか

クリスチャン役（Wキャスト）：
区分① 19日（土）18：00　白洲迅
区分② 29日（火）18：30　大野拓朗

出　演

安田成美／眞島秀和／馬渕英里何／柳下大／松尾貴史出　演

日生劇場
　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅

場　所

1会員2枚まで（各日10枚限定）申込数
※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

S席指定　6,500円（一般 9,000円）料　金

市村正親出　演

日生劇場
　  　東京メトロ「日比谷駅」ほか最寄駅

場　所

1会員2枚まで（10枚限定）申込数

シラノ・ド・ベルジュラック

市村正親ひとり芝居「市村座」

会　場 帝国劇場
        JR「有楽町駅」ほか最寄駅

申込数 １会員2枚まで（20枚限定）

山崎育三郎／生田絵梨花／和音美桜／
涼風真世／山口祐一郎／市村正親　ほか

出　演

料　金 Ａ席指定　6‚500円（一般 9,000円）

※未就学児入場不可
※お土産付き

29日（火） 18：30 

安田成美 松尾貴史
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。 Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）　　
4月13日（金）から

事　業
コード 184414

締　切　日
抽選公開日

4月15日（日）　　
4月18日（水）から

事　業
コード 184415

締　切　日
抽選公開日

４月15日（日）
４月18日（水）から

事　業
コード 184501

締　切　日
抽選公開日

事　業
コード 184413

世界中で愛されている、あの紳士な子ぐまが、ロンドンから渋谷にやってくる！

アルゼンチン大統領夫人になった実在の女性、エヴァ・ベロンのドラマチックな生涯を描いた
ミュージカル史に輝く名作、オリジナル演出版で奇跡の初来日！

バレエ界に燦然とその名を輝かせるマニュエル・ルグリ。彼が芸術監督を務めるウィーン国立バレエ団が門外不出の
「ヌレエフ・ガラ」と日本初演となるルグリ版「海賊」を携えて満を持しての来日！

「海賊」
ⓒ Wiener Staatsballett／Ashley Taylor

演目・出演

ミュージカル  エビータ

会　場 Bunkamura ザ・ミュージアム　        JR「渋谷駅」ほか最寄駅

申込数 １会員合計４枚まで（200枚限定）

料　金

ウィーン国立バレエ団  2018年来日公演

くまのパディントンTM展

S席指定　9，500円
（一般 13，500円）

料　金

東急シアター オーブ　
　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅

場　所

１会員４枚まで（各日20枚限定）申込数
※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）付き

会　場 Bunkamura オーチャードホール　
　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅

申込数 1会員2枚まで
（各日10枚限定）

料　金 Ｓ席指定　14，000円
（一般 19，500円）

※5歳以上入場可。但し、チケットは必要。

メインＳ指定席　
2，800円（一般 5,200円）

北海道コンサドーレ札幌

料　金

対　戦

味の素スタジアム　
　  　京王線「飛田給駅」ほか最寄駅

場　所

1会員6枚まで（30枚限定）申込数
※座席は選べません
※チケットの受取時期は、試合の1週間前頃の予定です

来日カンパニー／ラミン・カリムルー（チェ役）出　演

作詞：ティム・ライス／作曲：アンドリュー・ロイド＝ウェバー
演出：ハロルド・プリンス

スタッフ

5月13日（日）　　
5月16日（水）から

5月9日（水） 18：30
区分
❶ 13日（日） 14：00

区分
❷

7月25日（水） 19：00
区分
❶ 28日（土） 12：30

区分
❷

4月28日（土） ～6月25日（月） ※5/8（火）、6/5（火）は休館

5月13日（日） 16：00

ⓒ2017 Evita International Tour Company - 
Photograph by Pat Bromilow-Downing.

区分① 「ヌレエフ・ガラ」　
予定演目：『ワルツ・ファンタジー』より
 『ランデヴー』より（＊）
 『シルヴィア』より（＊）
 『ヌレエフ・セレブレーション』ほか
出演：マニュエル・ルグリ（＊）／ウィーン国立バレエ団
※一部を除き録音音源を使用します。
＊マニュエル・ルグリは『ランデヴー』より『シルヴィア』よりに出演します。

区分② 「海賊」※マニュエル・ルグリ版 日本初演

指揮：井田勝大　
演奏：シアター オーケストラ トーキョー
出演：ウィーン国立バレエ

 開館時間 10：00～18：00(入場は閉館の30分前まで)

 夜間開館 毎週金・土曜日は21：00まで（入場は閉館の30分前まで）

区分① 一般 800円（当日 1,400円）
区分② 大学・高校生 500円（当日 900円）
区分③ 中学・小学生 200円（当日 600円）

Illustrated by Peggy Fortnum
ⓒPaddington and Company 
Ltd 2018.

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

生誕60周年記念

2018明治安田生命Ｊ1リーグ

FC東京公式戦  観戦チケット

※公式HP　http://www.bunkamura.co.jp

ⒸFC東京

イメージ
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。 Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

締　切　日
抽選公開日

4月10日（火）　　
4月13日（金）から

事　業
コード 184414

締　切　日
抽選公開日

4月15日（日）　　
4月18日（水）から

事　業
コード 184415

締　切　日
抽選公開日

４月15日（日）
４月18日（水）から

事　業
コード 184501

締　切　日
抽選公開日

事　業
コード 184413

世界中で愛されている、あの紳士な子ぐまが、ロンドンから渋谷にやってくる！

アルゼンチン大統領夫人になった実在の女性、エヴァ・ベロンのドラマチックな生涯を描いた
ミュージカル史に輝く名作、オリジナル演出版で奇跡の初来日！

バレエ界に燦然とその名を輝かせるマニュエル・ルグリ。彼が芸術監督を務めるウィーン国立バレエ団が門外不出の
「ヌレエフ・ガラ」と日本初演となるルグリ版「海賊」を携えて満を持しての来日！

「海賊」
ⓒ Wiener Staatsballett／Ashley Taylor

演目・出演

ミュージカル  エビータ

会　場 Bunkamura ザ・ミュージアム　        JR「渋谷駅」ほか最寄駅

申込数 １会員合計４枚まで（200枚限定）

料　金

ウィーン国立バレエ団  2018年来日公演

くまのパディントンTM展

S席指定　9，500円
（一般 13，500円）

料　金

東急シアター オーブ　
　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅

場　所

１会員４枚まで（各日20枚限定）申込数
※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）付き

会　場 Bunkamura オーチャードホール　
　  　JR「渋谷駅」ほか最寄駅

申込数 1会員2枚まで
（各日10枚限定）

料　金 Ｓ席指定　14，000円
（一般 19，500円）

※5歳以上入場可。但し、チケットは必要。

メインＳ指定席　
2，800円（一般 5,200円）

北海道コンサドーレ札幌

料　金

対　戦

味の素スタジアム　
　  　京王線「飛田給駅」ほか最寄駅

場　所

1会員6枚まで（30枚限定）申込数
※座席は選べません
※チケットの受取時期は、試合の1週間前頃の予定です

来日カンパニー／ラミン・カリムルー（チェ役）出　演

作詞：ティム・ライス／作曲：アンドリュー・ロイド＝ウェバー
演出：ハロルド・プリンス

スタッフ

5月13日（日）　　
5月16日（水）から

5月9日（水） 18：30
区分
❶ 13日（日） 14：00

区分
❷

7月25日（水） 19：00
区分
❶ 28日（土） 12：30

区分
❷

4月28日（土） ～6月25日（月） ※5/8（火）、6/5（火）は休館

5月13日（日） 16：00

ⓒ2017 Evita International Tour Company - 
Photograph by Pat Bromilow-Downing.

区分① 「ヌレエフ・ガラ」　
予定演目：『ワルツ・ファンタジー』より
 『ランデヴー』より（＊）
 『シルヴィア』より（＊）
 『ヌレエフ・セレブレーション』ほか
出演：マニュエル・ルグリ（＊）／ウィーン国立バレエ団
※一部を除き録音音源を使用します。
＊マニュエル・ルグリは『ランデヴー』より『シルヴィア』よりに出演します。

区分② 「海賊」※マニュエル・ルグリ版 日本初演

指揮：井田勝大　
演奏：シアター オーケストラ トーキョー
出演：ウィーン国立バレエ

 開館時間 10：00～18：00(入場は閉館の30分前まで)

 夜間開館 毎週金・土曜日は21：00まで（入場は閉館の30分前まで）

区分① 一般 800円（当日 1,400円）
区分② 大学・高校生 500円（当日 900円）
区分③ 中学・小学生 200円（当日 600円）

Illustrated by Peggy Fortnum
ⓒPaddington and Company 
Ltd 2018.

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

生誕60周年記念

2018明治安田生命Ｊ1リーグ

FC東京公式戦  観戦チケット

※公式HP　http://www.bunkamura.co.jp

ⒸFC東京

イメージ
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締　切　日
抽選確認日

事　業
コード 184502 4月12日（木）

4月16日（月）から

有効期限

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）昭和信金

《問い合わせ先》 昭和信用金庫営業推進部営業推進課 　　0120－87－2315　

この相談会はセラ・サービス会員事業所である昭和信用金庫が実施するもので、同信用金庫のご協力により
セラ・サービスの会員（家族を含む）もご利用いただけます。
年金相談を希望される方は、『セラ・サービス』の会員である旨お申し出のうえ、各店舗でご予約ください。

相談日時 相談会場（昭和信用金庫） 予約先電話番号／受付時間

４月 ６日（金） 10：00～15：00

４月14日(土) 10：00～15：00

４月18日（水） 10：00～15：00

５月11日（金） 10：00～15：00

５月15日（火） 10：00～15：00

５月19日（土） 10：00～15：00

大 橋 支 店（目黒区大橋 2－22－5）

下高井戸支店（世田谷区松原 3－30－8）

烏 山 支 店（世田谷区南烏山 4－12－7）

経 堂 支 店（世田谷区経堂 2－3－2）

代 田 橋 支 店（世田谷区大原 2－27－31）

桜 上 水 支 店（世田谷区桜上水 4－17－2）

☎03（3469）0315／9：00～15：00

☎03（3321）4155／9：00～15：00

☎03（3300）1361／9：00～15：00

☎03（3420）4121／9：00～15：00

☎03（3328）0151／9：00～15：00

☎03（3329）3241／9：00～15：00

昭和信用金庫　広告変更予定。（現在作成中。）

しょうわフリーローン

自由
お使いみちは

自由
お使いみちは

自由自由
お使いみちは

自由
お使いみちは

自由
60分！
スピード回答
最短

スピード回答
最短

スピード回答
最短

60分！60分！60分！
スピード回答
最短

スピード回答
最短

スピード回答
最短

60分！60分！60分！60分！
スピード回答
最短

スピード回答
最短

スピード回答
最短

60分！60分！60分！
スピード回答
最短

スピード回答
最短

スピード回答
最短

60分！60分！60分！複数ローン
〈借換資金に〉

複数ローンを
すべて
おまとめ

〈借換資金に〉

複数ローンを
すべて
おまとめ

複数ローン
〈借換資金に〉

複数ローンを
すべて
おまとめ

〈借換資金に〉

複数ローンを
すべて
おまとめ

事業資金事業資金
としても
ご利用可能

事業資金
としても
ご利用可能

事業資金事業資金
としても
ご利用可能

事業資金
としても
ご利用可能

ご返済は最長10年！
ご融資金額500万円以内

平成30年2月1日現在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

0120-87-2315
http://www.shinkin.co.jp/showa

個人のお客様・個人事業主様向け

  平日9：00
  ～ 17：00 （

（

※審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※ご融資利率・ご返済額の試算につきましては窓口へお問い合わせください。

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

料金（50円）にて貸出し
※用具購入料金：アミ一袋200円、熊手一丁200円
※指定の重さを超えた場合、別途追加料金がかかります
　（1㎏900円）

木更津市江川海岸 潮干狩券

千葉県木更津市　江川海岸潮干狩場
　　  JR内房線「岩根駅」

1会員合計10枚まで（300枚限定）

最寄駅

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

600円
(一般 900円)

1,400円
(一般 1,800円)

区　分

料　金

①大人２kg券 ②小人1kg券

イメージ

3月18日（日）～7月16日（月・祝）

場　所

申込数

区分・料金

締　切　日
抽選公開日

５月13日（日）
５月16日（水）から

事　業
コード 184601

料　金

場　所

１会員合計10枚まで
（合計200枚限定）

申込数

熱海・湯河原温泉、伊豆の二つの名湯が楽しめます。

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

※1枚につき大人1名様が1日1回限りで利用可です
※有効期限は発行日より６ヵ月です
※料金にはバスタオル・フェイスタオル・館内着等の貸出し料金を含みます
※本チケットは、10：00～3：00まで利用可。3：00以降は別途深夜料金がかかります
※お客様が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）
※チケットの受取時期は6月中旬の予定です

利用券

セラ･サービス　18年4･5月号　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス18.2.ai　　●イラストレーターCS6
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締　切　日
抽選確認日

事　業
コード 184502 4月12日（木）

4月16日（月）から

有効期限

Web・自動音声は、18頁をご覧ください。

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）昭和信金

《問い合わせ先》 昭和信用金庫営業推進部営業推進課 　　0120－87－2315　

この相談会はセラ・サービス会員事業所である昭和信用金庫が実施するもので、同信用金庫のご協力により
セラ・サービスの会員（家族を含む）もご利用いただけます。
年金相談を希望される方は、『セラ・サービス』の会員である旨お申し出のうえ、各店舗でご予約ください。

相談日時 相談会場（昭和信用金庫） 予約先電話番号／受付時間

４月 ６日（金） 10：00～15：00

４月14日(土) 10：00～15：00

４月18日（水） 10：00～15：00

５月11日（金） 10：00～15：00

５月15日（火） 10：00～15：00

５月19日（土） 10：00～15：00

大 橋 支 店（目黒区大橋 2－22－5）

下高井戸支店（世田谷区松原 3－30－8）

烏 山 支 店（世田谷区南烏山 4－12－7）

経 堂 支 店（世田谷区経堂 2－3－2）

代 田 橋 支 店（世田谷区大原 2－27－31）

桜 上 水 支 店（世田谷区桜上水 4－17－2）

☎03（3469）0315／9：00～15：00

☎03（3321）4155／9：00～15：00

☎03（3300）1361／9：00～15：00

☎03（3420）4121／9：00～15：00

☎03（3328）0151／9：00～15：00

☎03（3329）3241／9：00～15：00

昭和信用金庫　広告変更予定。（現在作成中。）

しょうわフリーローン

自由
お使いみちは

自由
お使いみちは

自由自由
お使いみちは

自由
お使いみちは

自由
60分！
スピード回答
最短

スピード回答
最短

スピード回答
最短

60分！60分！60分！
スピード回答
最短

スピード回答
最短

スピード回答
最短

60分！60分！60分！60分！
スピード回答
最短

スピード回答
最短

スピード回答
最短

60分！60分！60分！
スピード回答
最短

スピード回答
最短

スピード回答
最短

60分！60分！60分！複数ローン
〈借換資金に〉

複数ローンを
すべて
おまとめ

〈借換資金に〉

複数ローンを
すべて
おまとめ

複数ローン
〈借換資金に〉

複数ローンを
すべて
おまとめ

〈借換資金に〉

複数ローンを
すべて
おまとめ

事業資金事業資金
としても
ご利用可能

事業資金
としても
ご利用可能

事業資金事業資金
としても
ご利用可能

事業資金
としても
ご利用可能

ご返済は最長10年！
ご融資金額500万円以内

平成30年2月1日現在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

0120-87-2315
http://www.shinkin.co.jp/showa

個人のお客様・個人事業主様向け

  平日9：00
  ～ 17：00 （

（

※審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※ご融資利率・ご返済額の試算につきましては窓口へお問い合わせください。

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

料金（50円）にて貸出し
※用具購入料金：アミ一袋200円、熊手一丁200円
※指定の重さを超えた場合、別途追加料金がかかります
　（1㎏900円）

木更津市江川海岸 潮干狩券

千葉県木更津市　江川海岸潮干狩場
　　  JR内房線「岩根駅」

1会員合計10枚まで（300枚限定）

最寄駅

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

600円
(一般 900円)

1,400円
(一般 1,800円)

区　分

料　金

①大人２kg券 ②小人1kg券

イメージ

3月18日（日）～7月16日（月・祝）

場　所

申込数

区分・料金

締　切　日
抽選公開日

５月13日（日）
５月16日（水）から

事　業
コード 184601

料　金

場　所

１会員合計10枚まで
（合計200枚限定）

申込数

熱海・湯河原温泉、伊豆の二つの名湯が楽しめます。

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

※1枚につき大人1名様が1日1回限りで利用可です
※有効期限は発行日より６ヵ月です
※料金にはバスタオル・フェイスタオル・館内着等の貸出し料金を含みます
※本チケットは、10：00～3：00まで利用可。3：00以降は別途深夜料金がかかります
※お客様が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）
※チケットの受取時期は6月中旬の予定です

利用券

セラ･サービス　18年4･5月号　H: 84 × W:180　4C 

●ファイル名…セラ・サービス18.2.ai　　●イラストレーターCS6
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グルメ指定店

グルメ指定店

トラベル 

トラベル レジャー

スポーツ

トラベル 

健康（人間ドック）

ライフサポート

● 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）
ご予約  ☎03（5799）6458　

● せたがやキッチン　　　　　　　 
　2018年3月末終了
● 酒肴「omborato(おんぼらあと)」
　2018年6月末終了
● スカイキャロット・Bar＆Café　　　　　　
　2017年9月末終了 ● 日本ＰＣサービス株式会社

レジャー
遊 園 地

● 那須ハイランドパーク
● 箱根ホテル小涌園
　　　　　　　 
　2018年1月末閉館

● 玉城屋旅館
所在地  新潟県十日町市松之山湯本13
ご予約  ☎025（596）2057

● 十和田ホテル
所在地  秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔
お問合せ  ☎0176（75）1122

● ホテル椿山荘東京
所在地  東京都文京区関口2－10－8　
お問合せ  ☎03（3943）0996

● 箱根小涌園 天悠（てんゆう）
所在地  神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297　
お問合せ  ☎0460（82）5111

● 美山楓林（みやまふうりん）
所在地  神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493－48　
お問合せ  ☎0460（82）1605

● 伊東 緑涌（りょくゆう）
所在地  静岡県伊東市広野2丁目2－5　
お問合せ  ☎0465（20）0027

● 由布院 緑涌（りょくゆう）
所在地  大分県由布市湯布院町川上1272－88　
お問合せ  ☎0465（20）0028

● 湯河原温泉ちとせ
所在地  神奈川県足柄下郡湯河原町宮上281－1 
お問合せ  ☎0465（63）0121

● ホテルやまなみ
所在地  山梨県笛吹市石和町駅前15－1
お問合せ  ☎055（262）5522

● シグマクリニック
所在地  世田谷区下馬5－41－21
お問合せ  ☎03（5481）0226

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

● ミオンなかさと（P.74）
　当分の期間、食事の提供ができないため、素泊まり
のみの予約となります。
　料金は直接宿にご確認ください。

● さくら綜合レジャー（P.76）
〈閉鎖施設〉

○ 栃木県鬼怒川温泉「若竹の庄」
○ 静岡県稲取温泉「お口の故郷やまだ荘」

● 東急ホテルズ（P.77）
〈契約解除〉

○ 関東　成田エクセルホテル東急
○ 北信越　松本東急REIホテル
○ 四国　徳島REIホテル

● JTB（P.81）
〈営業時間変更〉

○ 三軒茶屋店　　平日・土 11：00～19：00
 日・祝 11：00～18：00
○ トラベルゲート新宿　平日・土 11：00～20：00
 日・祝 11：00～19：00
○ 自由が丘店　　平日 11：00～19：30　
 土・日・祝 11：00～18：30

● 小田急トラベル（P.82）
〈閉鎖施設〉

○ 新宿南口営業所（国内のみ）
○ 海外サロン（海外旅行専門店）
○ 多摩センター営業所

● 京王観光（P.83）
〈閉鎖施設〉

○ 明大前駅営業所
○ 下高井戸駅営業所

● ぽけかる倶楽部（P.84）
〈社名変更〉

○ 株式会社ぽけかる倶楽部から株式会社ポケカルに変更

旅 行 代 理 店

施設コード 003

施設コード 033 施設コード 018

施設コード 017

施設コード 117 施設コード 019

施設コード 013

施設コード 710

施設コード 500

施設コード 030

施設コード 013

施設コード 009

施設コード 028

施設コード 060

施設コード 048

施設コード 022

施設コード 018

施設コード 011

施設コード 004

施設コード 007

施設コード 005

施設コード 008

施設コード 013

施設コード 015

施設コード 005

施設コード 061

施設コード 064

施設コード 009
施設コード 028

● 伊東 小涌園
所在地  静岡県伊東市広野2－2－5
ご予約  ☎0465（20）0026

施設コード 023

● ひなの宿 ちとせ
所在地  新潟県十日町市松之山湯本49－1
ご予約  ☎025（596）2525

インターネット
予約のみ

指 定 宿 泊 施 設

指 定 宿 泊 施 設

新規契約施設

契約解除施設

内容変更施設

遊 園 地

東 京 お 台 場 　 大 江 戸 温 泉 物 語

箱 根 小 涌 園 　 ユ ネ ッ サ ン

コ ン サ ー ト

● 東武ワールドスクウェア（P.24） 
　交通手段に、東武鬼怒川線「東武ワールドスクウェア駅」下車徒
歩1分が追加されました。

● スパリゾートハワイアンズ（P.25） 
　平成29年8月1日から、入場料（通常）が下表のとおり変更され
ました。

● 大江戸温泉物語（P.29）
　「大人（中学生以上）」と「ナイター 大人」の一般料金が下表のと
おり変更されました。

● 箱根小涌園　ユネッサン（P.29）
　会員証提示料金に、「平日」料金と「土日・祝日、夏季」料金が下表
のとおり設定されました。
　また、平成30年6月4～8日・12月3～7日は休館日となります。

● 東京オペラシティコンサートホール（P.30）
　コンサートチケットの申し込み方法について、インターネット
システム改変のため、当面の間、電話受付のみに限定されます。

● 上野原カントリークラブ（P.39）
　セルフパックデー（毎週月曜日）の料金が8,900円～
9,800円（昼食込み・税別）に変更されました。

ゴ ル フ
● 葉山国際カンツリー倶楽部（P.36） 

　会員証提示料金が下表のとおり変更されました。

大　人 3,500円 3,150円 2,750円
小学生 2,200円 1,980円 1,580円
幼児（3歳以上） 1,600円 1,440円 1,040円

大人（中学生以上）
 平　日 2,720円 

1,986円 土日祝 2,936円 
 特定日 3,044円 

ナイター 大人
 平　日 2,180円 

1,554円 土日祝 2,396円 
 特定日 2,504円 
子ども（4歳～小学生） 一　律 1,058円 540円
4歳未満 一　律 無　料 無　料

※金額はいずれも税込み

※金額はいずれも税込み

※金額はいずれも税込み

大　人 4,100円 3,200円（3,400円）
こども 2,100円 1,600円（1,700円）
大　人 2,900円 2,300円（2,500円）
こども 1,600円 1,300円（1,400円）
大　人 1,900円 1,500円（1,700円）
こども 1,200円 1,000円（1,100円）

区　　分

パスポート
（ユネッサン＋森の湯）

ユネッサン
（水着入浴）

森の湯（裸入浴）

会員証提示料金一般料金

平　日 18,700円 15,700円
土日祝 25,700円 22,700円
平　日 16,000円 13,000円
土日祝 23,000円 20,000円

※金額はいずれも税込み

区　　分 
乗用カート

（キャディ付き）

乗用カート
（セルフ）

補助券利用会員証提示料金

区　　分 一般料金 会員証提示料金

区　分 一般料金 会員証提示料金 補助券利用

ひなの宿 ちとせ

玉城屋旅館

※（　）内の金額は土日・祝日、夏季（8月1～31日）の料金

● HMIホテルグループ　　　

ホテルの一例
❶ホテルクラウンパレス青森（青森県青森市）
❷ホテルクラウンパレス秋北（秋田県大館市）
❸銀座クレストン(東京都中央区)
❹ホテルクラウンパレス甲府(山梨県甲府市)
❺つま恋リゾート　彩の郷(静岡県掛川市)
❻ホテルクラウンパレス知立(愛知県知立市)
❼グランドホテル浜松(静岡県浜松市)
❽ホテルクラウンパレス浜松(静岡県浜松市)　
❾伊良湖シーパーク＆スパ(愛知県田原市)
ホテルクラウンパレス神戸(兵庫県神戸市)
ホテルパールシティ神戸(兵庫県神戸市)
ザ クラウンパレス新阪急高知(高知県高知市)
ホテルクラウンパレス小倉(福岡県北九州市)
ホテルクラウンパレス北九州(福岡県北九州市) 
ほか39施設

※法人契約番号、パスワード等については、4月
以降にセラ・サービスのHPでご確認ください

ホテル椿山荘東京

箱根小涌園 天悠

湯河原温泉ちとせ

ホテルやまなみ

伊東 小涌園
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グルメ指定店

グルメ指定店

トラベル 

トラベル レジャー

スポーツ

トラベル 

健康（人間ドック）

ライフサポート

● 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）
ご予約  ☎03（5799）6458　

● せたがやキッチン　　　　　　　 
　2018年3月末終了
● 酒肴「omborato(おんぼらあと)」
　2018年6月末終了
● スカイキャロット・Bar＆Café　　　　　　
　2017年9月末終了 ● 日本ＰＣサービス株式会社

レジャー
遊 園 地

● 那須ハイランドパーク
● 箱根ホテル小涌園
　　　　　　　 
　2018年1月末閉館

● 玉城屋旅館
所在地  新潟県十日町市松之山湯本13
ご予約  ☎025（596）2057

● 十和田ホテル
所在地  秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔
お問合せ  ☎0176（75）1122

● ホテル椿山荘東京
所在地  東京都文京区関口2－10－8　
お問合せ  ☎03（3943）0996

● 箱根小涌園 天悠（てんゆう）
所在地  神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297　
お問合せ  ☎0460（82）5111

● 美山楓林（みやまふうりん）
所在地  神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493－48　
お問合せ  ☎0460（82）1605

● 伊東 緑涌（りょくゆう）
所在地  静岡県伊東市広野2丁目2－5　
お問合せ  ☎0465（20）0027

● 由布院 緑涌（りょくゆう）
所在地  大分県由布市湯布院町川上1272－88　
お問合せ  ☎0465（20）0028

● 湯河原温泉ちとせ
所在地  神奈川県足柄下郡湯河原町宮上281－1 
お問合せ  ☎0465（63）0121

● ホテルやまなみ
所在地  山梨県笛吹市石和町駅前15－1
お問合せ  ☎055（262）5522

● シグマクリニック
所在地  世田谷区下馬5－41－21
お問合せ  ☎03（5481）0226

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

● ミオンなかさと（P.74）
　当分の期間、食事の提供ができないため、素泊まり
のみの予約となります。
　料金は直接宿にご確認ください。

● さくら綜合レジャー（P.76）
〈閉鎖施設〉

○ 栃木県鬼怒川温泉「若竹の庄」
○ 静岡県稲取温泉「お口の故郷やまだ荘」

● 東急ホテルズ（P.77）
〈契約解除〉

○ 関東　成田エクセルホテル東急
○ 北信越　松本東急REIホテル
○ 四国　徳島REIホテル

● JTB（P.81）
〈営業時間変更〉

○ 三軒茶屋店　　平日・土 11：00～19：00
 日・祝 11：00～18：00
○ トラベルゲート新宿　平日・土 11：00～20：00
 日・祝 11：00～19：00
○ 自由が丘店　　平日 11：00～19：30　
 土・日・祝 11：00～18：30

● 小田急トラベル（P.82）
〈閉鎖施設〉

○ 新宿南口営業所（国内のみ）
○ 海外サロン（海外旅行専門店）
○ 多摩センター営業所

● 京王観光（P.83）
〈閉鎖施設〉

○ 明大前駅営業所
○ 下高井戸駅営業所

● ぽけかる倶楽部（P.84）
〈社名変更〉

○ 株式会社ぽけかる倶楽部から株式会社ポケカルに変更

旅 行 代 理 店

施設コード 003

施設コード 033 施設コード 018

施設コード 017

施設コード 117 施設コード 019

施設コード 013

施設コード 710

施設コード 500

施設コード 030

施設コード 013

施設コード 009

施設コード 028

施設コード 060

施設コード 048

施設コード 022

施設コード 018

施設コード 011

施設コード 004

施設コード 007

施設コード 005

施設コード 008

施設コード 013

施設コード 015

施設コード 005

施設コード 061

施設コード 064

施設コード 009
施設コード 028

● 伊東 小涌園
所在地  静岡県伊東市広野2－2－5
ご予約  ☎0465（20）0026

施設コード 023

● ひなの宿 ちとせ
所在地  新潟県十日町市松之山湯本49－1
ご予約  ☎025（596）2525

インターネット
予約のみ

指 定 宿 泊 施 設

指 定 宿 泊 施 設

新規契約施設

契約解除施設

内容変更施設

遊 園 地

東 京 お 台 場 　 大 江 戸 温 泉 物 語

箱 根 小 涌 園 　 ユ ネ ッ サ ン

コ ン サ ー ト

● 東武ワールドスクウェア（P.24） 
　交通手段に、東武鬼怒川線「東武ワールドスクウェア駅」下車徒
歩1分が追加されました。

● スパリゾートハワイアンズ（P.25） 
　平成29年8月1日から、入場料（通常）が下表のとおり変更され
ました。

● 大江戸温泉物語（P.29）
　「大人（中学生以上）」と「ナイター 大人」の一般料金が下表のと
おり変更されました。

● 箱根小涌園　ユネッサン（P.29）
　会員証提示料金に、「平日」料金と「土日・祝日、夏季」料金が下表
のとおり設定されました。
　また、平成30年6月4～8日・12月3～7日は休館日となります。

● 東京オペラシティコンサートホール（P.30）
　コンサートチケットの申し込み方法について、インターネット
システム改変のため、当面の間、電話受付のみに限定されます。

● 上野原カントリークラブ（P.39）
　セルフパックデー（毎週月曜日）の料金が8,900円～
9,800円（昼食込み・税別）に変更されました。

ゴ ル フ
● 葉山国際カンツリー倶楽部（P.36） 

　会員証提示料金が下表のとおり変更されました。

大　人 3,500円 3,150円 2,750円
小学生 2,200円 1,980円 1,580円
幼児（3歳以上） 1,600円 1,440円 1,040円

大人（中学生以上）
 平　日 2,720円 

1,986円 土日祝 2,936円 
 特定日 3,044円 

ナイター 大人
 平　日 2,180円 

1,554円 土日祝 2,396円 
 特定日 2,504円 
子ども（4歳～小学生） 一　律 1,058円 540円
4歳未満 一　律 無　料 無　料

※金額はいずれも税込み

※金額はいずれも税込み

※金額はいずれも税込み

大　人 4,100円 3,200円（3,400円）
こども 2,100円 1,600円（1,700円）
大　人 2,900円 2,300円（2,500円）
こども 1,600円 1,300円（1,400円）
大　人 1,900円 1,500円（1,700円）
こども 1,200円 1,000円（1,100円）

区　　分

パスポート
（ユネッサン＋森の湯）

ユネッサン
（水着入浴）

森の湯（裸入浴）

会員証提示料金一般料金

平　日 18,700円 15,700円
土日祝 25,700円 22,700円
平　日 16,000円 13,000円
土日祝 23,000円 20,000円

※金額はいずれも税込み

区　　分 
乗用カート

（キャディ付き）

乗用カート
（セルフ）

補助券利用会員証提示料金

区　　分 一般料金 会員証提示料金

区　分 一般料金 会員証提示料金 補助券利用

ひなの宿 ちとせ

玉城屋旅館

※（　）内の金額は土日・祝日、夏季（8月1～31日）の料金

● HMIホテルグループ　　　

ホテルの一例
❶ホテルクラウンパレス青森（青森県青森市）
❷ホテルクラウンパレス秋北（秋田県大館市）
❸銀座クレストン(東京都中央区)
❹ホテルクラウンパレス甲府(山梨県甲府市)
❺つま恋リゾート　彩の郷(静岡県掛川市)
❻ホテルクラウンパレス知立(愛知県知立市)
❼グランドホテル浜松(静岡県浜松市)
❽ホテルクラウンパレス浜松(静岡県浜松市)　
❾伊良湖シーパーク＆スパ(愛知県田原市)
ホテルクラウンパレス神戸(兵庫県神戸市)
ホテルパールシティ神戸(兵庫県神戸市)
ザ クラウンパレス新阪急高知(高知県高知市)
ホテルクラウンパレス小倉(福岡県北九州市)
ホテルクラウンパレス北九州(福岡県北九州市) 
ほか39施設

※法人契約番号、パスワード等については、4月
以降にセラ・サービスのHPでご確認ください

ホテル椿山荘東京

箱根小涌園 天悠

湯河原温泉ちとせ

ホテルやまなみ

伊東 小涌園
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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

会報誌『せら』事業の申し込みは　　 3
抽選結果の確認は　　 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

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。
振込期限までにコンビニ等で代金をお支払いください。

抽選結果の確認／チケットの受け取り／
代金支払い方法について

￥

★次号の会報誌『せら』は、5月末に発送する予定です。

i n f o r m a t i o n

セラ・サービスでは、皆様からご提出いただいた情報に基づきまして、会報
誌『せら』や「利用補助券」「チケット」等をお送りしております。事業所やご
自宅の住所等に変更がございましたら、変更届※をセラ・サービスまでご提
出くださいますよう、お願いいたします。

平成30年3月31日（土）までに退会される事業所は、退会届※と会員証を
4月４日（水）必着までに提出してください。2人以上で加入している事業所
は3カ月分、1人で加入している事業所は1年分の会費を4月26日（木）に
引き落しさせていただきます。
なお、一度引き落とされますと返金できませんので、あらかじめご了承くだ
さい。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

退会届の提出に
ついて

住所変更等に伴う
変更届の提出について

※変更届は、『利用ガイド』112頁またはセラ・サービスのホームページ内
　「各種用紙ダウンロード」➡「変更届」からダウンロードし、ご利用ください

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

会報誌『せら』事業の申し込みは　　 3
抽選結果の確認は　　 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

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。
振込期限までにコンビニ等で代金をお支払いください。

抽選結果の確認／チケットの受け取り／
代金支払い方法について

￥

★次号の会報誌『せら』は、5月末に発送する予定です。

i n f o r m a t i o n

セラ・サービスでは、皆様からご提出いただいた情報に基づきまして、会報
誌『せら』や「利用補助券」「チケット」等をお送りしております。事業所やご
自宅の住所等に変更がございましたら、変更届※をセラ・サービスまでご提
出くださいますよう、お願いいたします。

平成30年3月31日（土）までに退会される事業所は、退会届※と会員証を
4月４日（水）必着までに提出してください。2人以上で加入している事業所
は3カ月分、1人で加入している事業所は1年分の会費を4月26日（木）に
引き落しさせていただきます。
なお、一度引き落とされますと返金できませんので、あらかじめご了承くだ
さい。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

退会届の提出に
ついて

住所変更等に伴う
変更届の提出について

※変更届は、『利用ガイド』112頁またはセラ・サービスのホームページ内
　「各種用紙ダウンロード」➡「変更届」からダウンロードし、ご利用ください

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

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
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