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あなたの暮らしにプラスワン。せら

母と惑星について、
および自転する女たちの記録

紀伊國屋ホール

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



締　切　日
抽選公開日

2月14日（木）
2月19日（火）から

事　業
コード 189101　

2月22日（金）～3月31日（日）

新宿区西新宿２－７－２　☎03（3348）1234（代表）
JRほか「新宿駅」西口徒歩9分（新宿西口ハルク前より送迎バス有）

　 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩4分

フランスで50年にわたり、フランス版ミシュランガイドで三つ星を獲得し続ける「トロワグロ」の現オーナーシェフ　ミッ
シェル・トロワグロがプロデュースするフレンチレストラン（男性はジャケットや襟付きシャツの着用をおすすめいたします）

宮廷料理の伝統を受け継ぐ北京・上海料理を楽しめる「翡翠宮」。
ふわっと漂う湯気とともに姿をあらわす料理長自慢の点心をお楽しみいただけます。

素材の持ち味を大切にした大皿料理と種類も豊富なフリードリンクを楽しめるプラン

12：00～13：30　※祝日を除く火・水曜定休

③土日・祝日限定（11：30～14：30）　④平日限定（13：30～14：30）

17：30～21：00　２時間制（ドリンクのラストオーダーは終了の30分前）

各150人　
※お申し込みは、1会員につき１店舗のみ 

ハイアット リージェンシー 東京

「キュイジーヌ ［s］ ミッシェル・トロワグロ」（1F）

中国料理「翡
ひ

翠
すい

宮
きゅう

」（1F）

「カフェ」（ロビーフロア・2F）

区　分 内　容 会員・登録家族 一般料金

①ランチコース
　（5品）

フィンガーフード／前菜／魚料理または肉料理／小菓子／
デセール (コーヒー) 5,200円 7,128円

②ランチコース
　（7品）

フィンガーフード／アミューズブーシュ／前菜／魚料理ま
たは肉料理／プレデセール／小菓子／デセール（コーヒー） 8,000円 10,692円

区　分 内　容 会員・登録家族 一般料金

③飲茶
　ランチセット
　「黄河」　

小菜／本日のスープ／揚げワンタン・大根餅／青菜と湯葉の干
し貝柱炒め／小龍包、海老餃子、豚肉と野菜入り小饅頭／豚肉
のトーチ蒸し／海老とレタスの炒飯または焼きビーフン／杏
仁ゼリー、揚げドーナツ、ライチ紅茶風味 2,400円 3,446円

④飲茶
　ランチセット
　「敦煌」

3種の盛り合わせ前菜／本日のスープ／6種のせいろ蒸し点
心／小海老の辛み炒め／青菜と湯葉　干し貝柱の塩炒め／海
老とレタスの炒飯または野菜入りつゆそば／杏仁ゼリー

区　分 内　容 会員・登録家族 一般料金

⑤カフェ
　ダイニング
　プラン

アミューズ／冷製オードブル／温製オードブル／本日のパス
タ／本日の肉料理　フリードリンク（ビール・スパークリン
グ・白ワイン・赤ワイン・ロゼワイン・ウイスキー・麦焼酎・
芋焼酎・カクテル・ノンアルコールカクテル・ソフトドリンク）

5,000円 6,600円

営業時間

営業時間

営業時間

募集人数

料　金

料　金

料　金

期　間

場　所

グルメ
イベント
【抽選】

Web

申込資格

会員・登録家族。子ども設定の
ない場合は、申し込みは大人

（中学生以上）のみ。
※ 申し込みは事業コードの各

店舗ごとに1回のみ

注意事項

○ 利用補助券は抽選後、当選者に郵送します。
○ 利用補助券をお受け取り後、必ず「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。
○ ご利用当日、利用補助券を持参し、店舗にご提出のうえ、

会計時に利用料金をお支払いください。

hyattregencytokyo.com/restaurant/

※消費税・サービス料込み

※消費税・サービス料込み

※消費税・サービス料込み

郵送・FAX・窓口

イメージ

※ご利用は２名〜
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区　分 内　容 会員・登録家族 一般料金

⑤カフェ
　ダイニング
　プラン

アミューズ／冷製オードブル／温製オードブル／本日のパス
タ／本日の肉料理　フリードリンク（ビール・スパークリン
グ・白ワイン・赤ワイン・ロゼワイン・ウイスキー・麦焼酎・
芋焼酎・カクテル・ノンアルコールカクテル・ソフトドリンク）

5,000円 6,600円

イメージ

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

2月17日（日）　
2月19日（火）から

2月17日（日）
2月19日（火）から

事　業
コード

事　業
コード

189103　

2月22日（金）～3月31日（日）

2月22日（金）～3月31日（日）

新宿区西新宿1－26－2　新宿野村ビル50階   ☎03（3345）0512
JRほか「新宿駅」西口徒歩7分

目黒区下目黒１－８－１　☎050(3188)7570（レストラン総合案内（9：00～20：00）　
JRほか「目黒駅」徒歩３分

〈メニューは月ごとに変わります。上記は12月のメニュー例です。ディナーコースはメニュー構成が変更に
なる場合があります。上記アドレスでご利用月のメニューをご確認のうえ、ご利用ください〉

【蘭コース】 特製盛り合わせ冷菜（銘々盛り）／かに肉入りふかひれスープ／かにの手の揚げもの／
 帆立貝柱のクリーム煮／牛肉と野菜の炒め／大海老の辛子炒め／五目炒飯／杏仁豆腐

【蓮コース】 特製盛り合わせ冷菜（銘々盛り）／かにの卵入りふかひれスープ／
 北京ダック／白身魚の葱、生姜風味蒸し／牛フィレ肉とぎんなんの炒め／
 大海老のチリソース煮／鶏肉細切りと青菜入り焼きそば／フルーツ入り杏仁豆腐／一口菓子

※いずれのコースも「ウェルカムドリンク」を１名につき１杯サービスいたします

ホテルオ－クラ東京直営の中国料理レストランです。地上210メートルからの
景色と旬の食材をふんだんに使った本格的広東料理をぜひご堪能ください。

中国料理 桃
と う

里
り

ホテル雅叙園東京 R
リ ス ト ラ ン テ

ISTORANTE “C
カ ノ ビ ア ー ノ

ANOVIANO”　

区　分 会員・登録家族 一般料金

①ディナー　蘭コース 5,800円 7,128円
②ディナー　蓮コース 8,800円 10,692円

区　分 会員・登録家族 一般料金

①ランチ 3,000円 4,271円
②ディナー 8,700円 12,204円

※消費税・サービス料込み

期　間

期　間

場　所

場　所

料　理

料　理

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/
restaurant/shop/canoviano

http://www.hotelokura.co.jp/
tokyo/restaurant/tohli/

150人

150人 

11：30～14：30（平日）、15：00（休日）（ラストオーダー)
17：30～21：30（ラストオーダー)

平日／17：30～22：30（ラストオーダー21：30)
土日・祝日／11：30～22：00（ラストオーダー21：00)

募集人数

募集人数

営業時間

営業時間

※ご利用は２名〜　
※消費税・サービス料込み

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

189102

ディナー

料　金

料　金

水牛のモッツァレラチーズとフルーツトマト季節野菜のサラダ仕立てパルマ産生ハムを添えて／
鰤と九条ネギ アンチョビ風味のスパゲッティー二／銘柄鶏の鉄板焼き フレッシュレモンを添え
て／カノビアーノドルチェ（6種類からチョイス）・コーヒー
北海道産縞海老とカラスミの冷製カペッリーニ／北海道寒鰤のタリアータ ポワローのソップレッ
サータ／鮮魚のポワレ 蕪のポタージュ／低温調理したシャラン産鴨胸肉のピアットロッソ／フラ
ンス産リードヴォーのフリットと秋のトリュフ／猪と栗のラグーソース自家製パスタタリアテッ
レ／和牛のビステッカ／カノビアーノドルチェ（6種類からチョイス）・コーヒー

４月よりグルメ指定店として新規指定するホテル雅叙園東京のレストランです。
自然派イタリアン。シェフ植竹が目指すのは、とことん無駄をそぎ落として、素材の究極の味を引き出すこと。
にんにくや唐辛子、バター、クリームなどの動物性油脂を極力使わず、オリーブオイルや野菜などの自然な味わ
いにこだわった一皿がお客様をお迎えします。

ラ ン チ

ラ ン チ

ディナー

ディナー

イメージ
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事　業
コード 189201

のま果樹園

離島配送不可

３月中旬から順次発送します。

柑橘類の中でも、最高のコクと甘みを誇るせとかは、他のみかんと比べるとずっしりと
重く、ボリューム感があるのが特徴です。外皮は、とても薄いので、手で簡単にむけて
お召し上がりいただけます。
３種類のタンゴールを掛け合わせてできた、甘～い果汁と、柔らかくとろ～りとろける
果肉のせとかを、この機会にぜひお試しください。

今治市 露地せとか（家庭用）

品　名 内　容 会員料金 一般料金

露地せとか（家庭用） ３kg
（約11～31個／２L～M玉中心）

2,300円
2,500円 4,300円

※税込み価格

業　者

その他

発送時期

締　切　日
抽選公開日申込数 1会員4ケまで（販売総数200ケ） 2月15日（金）

2月20日（水）から

特 産 品
【抽選】

郵送・FAX・窓口

Web

関東近県までの送料含む

申込資格　会員本人

申込方法　17・18頁をご覧ください。

 Webでお申し込みの場合、あっせん金
額を郵送・FAX・公社窓口でのお申し
込みより割引きいたします。

  料　金　
関東近県までの送料が含まれた金額で
す。その他の地域に送付する場合、差額
送料をご負担いただきます。なお、料金
はすべて税込み価格です。

注意事項　
○ ご依頼主は会員本人（または登録家族）に限り

ます。
○ 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、期限までに必ずお支払いください。
なお、締め切り後のキャンセルはお受けでき
ません。　

○ 配送先変更・配達日指定等は、抽選公開日から
4営業日まで承ります。

○ お届け先の不在等により、発送業者まで品物が
戻った場合は、ご依頼主に再発送分の送料をご
負担いただきます。

イメージ

料　金

電話でのお申し込みは
できません
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締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

申込数

申込数

１会員３ケまで（販売総数150ケ）

１会員３ケまで（販売総数150ケ）

事　業
コード

事　業
コード

189202

189203

株式会社リロクラブ

冷蔵14日間

冷凍180日間

２月下旬からクール便（冷凍）で発送します。

沖縄・離島配送不可

沖縄・離島配送不可

３月上旬よりクール便（冷蔵）で発送します。

株式会社リロクラブ

本場博多のもつ鍋をご家庭で。ぷるっぷるの国産牛もつは、噛むほどに
クリーミーな味わいがお口いっぱいに広がります。

大いなる海の恵みを食べやすく手軽な食卓のお供として。
創業以来変わらぬ「やまや」の辛子明太子

博多八粋堂 もつ鍋（醤油味）

博多の味やまや 辛子明太子

品　名 内　容 会員料金 一般料金

博多八粋堂　
もつ鍋セット

牛もつ肉小腸（国産）400g、スープ200g、
ちゃんぽん麺150g×2、にんにく、唐辛子

3,200円
3,400円 5,400円

※税込み価格

品　名 内　容 会員料金 一般料金

やまや
辛子明太子 無着色明太子450g 2,900円

3,100円 4,860円

※税込み価格

業　者

賞味期限

賞味期限

発送時期

その他

その他

発送時期

業　者

2月14日（木）
2月18日（月）から

2月20日（水）
2月22日（金）から

関東近県までの送料含む

関東近県までの送料含む

イメージ

イメージ

料　金

料　金

申込方法は、17・18頁をご覧ください。
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締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

申込数

申込数

1会員3ケまで（販売総数150ケ）

1会員3ケまで（販売総数150ケ）

事　業
コード

事　業
コード

189204

189205

株式会社リロクラブ

株式会社リロクラブ

冷凍１年間

冷凍55日間

２月下旬からクール便
（冷凍）で発送します。

3月下旬からクール便（冷凍）で発送します。

沖縄は本島以外配送不可

離島配送不可

西京味噌の上品なコクとまろやかな甘みがしみこんだ西京漬と、
柔らかな肉質の四元豚シルキーポークの金山寺味噌漬の詰め合
わせです。ご家庭で本格的な味をお楽しみください。

中村楼監修の京の和心たっぷりのプリンです。伝統の中にもモダンな風情を感じる、
抹茶・黒豆きな粉の２種類の味をお楽しみください。

祇園又吉 四元豚味噌漬と西京漬セット

中村楼 和のプリン

品　名 内　容 会員料金 一般料金

祇園又吉　
四元豚味噌漬と
西京漬セット

四元豚味噌漬130g（固形量85g）×4、
西京漬（韓国産本さわら・ロシア産紅鮭・
ニュージーランド産金目鯛）各70g×各2
※産地は漁獲状況により変更の場合があります

5,000円
5,200円 7,560円

※税込み価格

品　名 内　容 会員料金 一般料金

中村楼
和のプリン

黒豆きな粉90g×6、
抹茶85g×5

4,300円
4,500円 6,480円

※税込み価格

業　者

業　者

賞味期限

賞味期限

発送時期

発送時期

その他

その他

2月14日（木）
2月18日（月）から

2月17日（日）
2月21日（木）から

送料含む

関東近県までの送料含む

イメージ

料　金

料　金

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

イメージ
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締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

2月26日（火）
3月1日（金）から

2月24日（日）
2月27日（水）から

事　業
コード

事　業
コード

189402

189401

申込資格　会員本人
受取方法　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

○ 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等でご
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　

チケット
【抽選】

↑公演日（曜日） ↑開演時間等

●月▲日（土） 11：00開演

Web

3月23日（土） 13：00開演

3月23日（土） 11：00開演

写真はロンドン公演より Photo by Tristram Kenton

©️ 宝塚歌劇団

Once upon a time in Takarazuka
『霧深きエルベのほとり』
スーパー・レビュー

『ESTRELLAS（エストレージャス）
　　　　　　　　　　  ～星たち～』

劇団四季『パリのアメリカ人』

紅ゆずる／綺咲愛里／礼真琴　ほか

東京宝塚劇場　 JR「有楽町駅」ほか

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

1会員4枚まで（50枚限定）

1会員2枚まで（20枚限定）

S席指定　6‚500円（一般 8‚800円）

S席指定　8,000円（一般 11,880円）

出　演

場　所

場　所

申込数

申込数

料　金

料　金

※2歳以下のお子様は入場不可
※公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）

2019年、劇団四季の最新作！アメリカのポピュラー音楽を多く手掛
ける、ガーシュウィン兄弟の同名代表作と1952年にアカデミー賞を
受賞した同名映画をベースに、ミュージカルとして生まれ変わった、
恋と友情の物語です。軽快な音楽とスタイリッシュなダンスで彩られ
る、お洒落でハッピーなミュージカルをお楽しみください。

郵送・FAX・窓口

宝塚歌劇星組公演

申込方法は、17・18頁をご覧ください。
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

2月10日（日）
2月14日（木）から

2月14日（木）
2月19日（火）から

2月12日（火）
2月15日（金）から

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

189404

189405

189403

2月24日（日）　
15：00開演　　

3月21日（木・祝）
12：00開演（予定）

3月8日（金）
18：30開演

3月23日（土）
13：00開演

3月23日（土）
12：00開演（予定）

3月24日（日）
12：00開演（予定）

3月9日（土）　
13：30開演

区分
①

区分
①

区分
①

区分
②

区分
②

区分
②

区分
②

文学座公演「寒花」KAN-KA

Endless SHOCK

国立劇場　3月歌舞伎公演

大滝寛／瀬戸口郁／若松泰弘／佐川和正／新橋耐子　ほか

堂本光一

ジャニー喜多川

紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA　
JR「新宿駅」ほか

帝国劇場　 JR「有楽町駅」ほか

国立劇場 小劇場　 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」ほか

鋭意選定中

中村扇雀、尾上菊之助　ほか

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員4枚まで（各日12枚限定）

全席指定　4,000円（一般 6,000円）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

Ａ席指定　9,000円

1等 A席　7,000円（一般 9,800円）

出　演

演　目

出　演

主　演

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

料　金

料　金

料　金

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可
※転売・譲渡禁止
※申込書の受け付けは、締切日（2月10日）必着です
※この公演は、『利用ガイド』P.124「イベント申込書」のみでの受け付けとなります

※演目は国立劇場ホームページでご確認ください

12年ぶりに小劇場で上演します。舞台と客席の距離がより近い、
役者の息づかいが聞こえてくる濃密な空間でお楽しみください！

読売演劇大賞優秀作品賞、紀伊國屋演劇賞個人賞（鐘下辰男）受賞の
衝撃作が22年ぶりに蘇る！伊藤博文を撃った男・安重根。雪の舞う
北の大地で生と死が火花を散らす！

作・構成・演出

鐘下辰男

西川信廣

作

演　出

中村扇雀 尾上菊之助
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締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

2月17日（日）
2月20日（水）から

2月17日（日）
2月20日（水）から

2月24日（日）
2月27日（水）から

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

189406

189407

189408

3月15日（金） 18：30開演

3月26日（火） 19：00開演

パルコ・プロデュース2019
母と惑星について、および自転する女たちの記録

エバ・ジェルバブエナ 来日公演2019

ウラディーミル・ユロフスキー指揮
ベルリン放送交響楽団

遠い異国の地で蘇る、長崎の母の幻と記憶…。
母と娘、愛情ゆえの深い哀しみを描きながらも、三姉妹がそれぞれ抱える悩み・
葛藤にどう向き合い、未来を選択していくのかを描いた珠玉の物語。

「現代フラメンコの女王」エバ・ジェルバブエナの新作来日公演！
NHK大河ドラマ「西郷どん」の OPテーマを歌う奄美民謡歌手・里アンナと共に、
日本・スペインに伝わる物語を舞う！

冴え渡る知性派指揮者ユロフスキーが魅せる音世界。大編成のマーラー編曲版ベートーヴェン：交響曲第７番
と、アンスネスによるブラームス：ピアノ協奏曲第１番をお楽しみください。

蓬菜竜太

エバ・ジェルバブエナ（舞踊）／里アンナ（ゲストシンガー）／
パコ・ハラーナ（ギター）／アルフレード・テハーダ（歌）　ほか

栗山民也

芳根京子／鈴木杏／田畑智子／キムラ緑子

3月22日・23日「Cuentos de Azúcar ～砂糖のものがたり～」
3月24日「Flamenco Cardinal ～フラメンコの粋」

ブラームス：ピアノ協奏曲第1番 （ピアノ：レイフ・オヴェ・アンスネス）
ベートーヴェン：交響曲第7番 （マーラー編曲版）

ウラディーミル・ユロフスキー（指揮）
レイフ・オヴェ・アンスネス（ピアノ）

紀伊國屋ホール　 JR「新宿駅」ほか

東京国際フォーラム ホール C　 JR「有楽町駅」ほか

サントリーホール　
東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王駅」ほか

1会員2枚まで（10枚限定）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員2枚まで（10枚限定）

全席指定　5,800円（一般 8,500円）

Ｓ席指定　6,500円（一般 9,500円）

Ｓ席指定　12,000円（一般 17,000円）

作

出　演

演　出

出　演

演　目

曲　目

出　演

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

料　金

料　金

料　金

※未就学児入場不可　※営利目的の転売禁止　※車椅子でご来場予定のお客様は、あらかじめご観劇
券（チケット）をご購入の上、座席番号をサンライズプロモーション東京までお早めにご連絡ください

（受付はご観劇日前日まで）。　連絡先☎0570-00-3337

※未就学児入場不可
※出演者はやむを得ない事情により変更になる可能性がございます

※未就学児入場不可

3月22日（金）
19：00開演

3月23日（土）
14：00開演

3月24日（日）
15：00開演

区分
①

区分
②

区分
②

申込方法は、17・18頁をご覧ください。
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

2月17日（日）
2月20日（水）から

2月14日（木）
2月19日（火）から

2月26日（火）
3月1日（金）から

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

189410

189501

189409

3月17日（日） 15：00開演

2月9日（土）～ 4月14日（日）
※2月19日（火）、3月12日（火）は休館

3月25日（月） 19：00開演

キャサリン・ジェンキンス　コンサート

クマのプーさん展

『カルメン』より「ハバネラ」／アメージング・グレース／
タイム・トゥ・セイ・グッバイ　ほか

ワーグナー：「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
国歌集（君が代、J・ウィリアムズ編曲アメリカ合衆国国歌、コモロ連合国国歌）
プッチーニ：「トゥーランドドット」より“誰も寝てはならぬ”　ほか

キャサリン・ジェンキンス　東京フィルハーモニー交響楽団

山田和樹（指揮）／西村悟（テノール）
日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）／東京混声合唱団（合唱）

Bunkamura オーチャードホール　 JR「渋谷駅」ほか

Bunkamura オーチャードホール　 JR「渋谷駅」ほか

Bunkamura ザ・ミュージアム　 JR「渋谷駅」ほか

10：00～18：00（入場は閉館の30分前まで）

毎週金・土曜日は21：00まで（入場は閉館の30分前まで）

1会員2枚まで（10枚限定）

1会員合計4枚まで（300枚限定）

Ｓ席指定　7,000円（一般 10,000円）

1会員2枚まで（10枚限定）

Ｓ席指定　5,500円（一般 8,000円）

区分①　一般　　　　　800円（当日 1,500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）

曲　目

曲　目

出　演

開館時間

夜間開館

出　演

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

料　金

料　金

料　金

※未就学児入場不可
※ PA を使用します

※未就学児入場不可

食いしん坊でおっちょこちょい、いまでは誰もが知る世界一有名なクマ「プーさん」は、1926年にイギリスで
生まれました。物語はミルン、そしてイラストのシェパードが鉛筆で描いたプーさんの原画を世界最大規模で所
蔵するイギリスのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館から「クマのプーさん展」が、日本にやってきます。

国際的なメゾソプラノとして、世界中で活躍するキャサリン・ジェンキンス。年末の名物番組「東急ジルベスター・
コンサート2016－17」にも出演。３月、再びオーチャードホールに登場します。
日本のファン待望の単独公演が6年半ぶりに東京で開催。特別編成のオーケストラをバックにキャサリンのシ
ルキーボイスがじっくり聴ける特別な一夜。

世界各国の国歌、そして“第2の国歌”のように各国で親しまれている愛唱歌＝“アンセム”を、演奏会などで披露
すると同時に、録音、楽譜などで遺していこうというプロジェクト。世界の国々へ好奇心を育み、プロジェクトを
起点とした国際文化交流が生まれるようにという願いが込められています。

※公式 HP　http://www.bunkamura.co.jp

「枝には、ハチミツのつぼが10ならんでいて、そのまんなかに、プーが…」、
『クマのプーさん』第9章、E.H. シェパード、

ラインブロックプリント・手彩色、1970年 英国エグモント社所蔵
©️ E.H. Shepard colouring 1970 and 1973 ©️ Ernest H. Shepard 

and Egmont UK Limited

Bunkamura
30周年記念

©️David enni

  Bunkamura30周年記念

山田和樹アンセム・プロジェクト Road To 2020

©️Yoshinori_Tsuru
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締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

2月26日（火）
3月1日（金）から

2月26日（火）
3月1日（金）から

事　業
コード

事　業
コード

189502

189503

3月26日（火）～ 6月2日（日）

3月21日（木・祝）～6月16日（日）

特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」

大哺乳類展２―みんなの生き残り作戦

空海が作り上げた曼荼羅の世界を体感できる講堂安置の
21体の立体曼荼羅のうち、史上最多となる国宝11体、重
文4体、合計15体が出品されるほか、彫刻、絵画、書跡、
工芸など密教美術の最高峰が一堂に会します。東寺が
1200年にわたり、空海の教えとともに守り伝えてきた
至宝をご堪能ください。

大好評を博した特別展「大哺乳類展　陸のなかまたち／海のなかまたち」から9年、哺乳類たちが上野に
帰ってきます。今回のテーマは「生き残り作戦」。
剝製や骨格標本500点以上の圧倒的なボリュームで、最新の解析映像なども交えながら、哺乳類が獲得し
た特徴的な能力であるロコモーション（移動運動）を軸に、「食べる」「産む・育てる」際の作戦にも迫ります。

月曜日、5月7日（火）
※ただし、4月1日（月）は特別展会場のみ開館。
　4月29日（月・祝）、5月6日（月・休）は開館

月曜日、5月7日（火）
※ただし、3月25日、4月1日、4月29日、5月6日、6月10日は開館

9：30～17：00（入館は閉館の30分前まで）
※金・土曜日は、21：00まで開館

9：00～17：00
※金・土曜日は20：00まで　
※ ただし、4月28日（日）～5月5日（日・祝）は20：00まで、

5月6日（月・休）は18：00まで
※入場は各閉館時刻の30分前まで

東京都国立博物館  平成館　 JR「上野駅」ほか

国立科学博物館　 JR「上野駅」ほか

1会員合計4枚まで（300枚限定）

1会員合計6枚まで（200枚限定）

区分①　一般　　900円（当日 1,600円）
区分②　大学生　600円（当日 1,200円）
区分③　高校生　400円（当日 900円）

区分①　一般・大学生 900円（当日 1,600円）
区分②　小・中・高校生 300円（当日 600円）

休 館 日

休 館 日

開館時間

開館時間

場　所

会　場

申込数

申込数

料　金

料　金

※中学生以下無料
※ 障がい者と介護者１名は無料（入館の際に障がい者手帳などをご提示

ください）
※公式 HP　https://toji2019.jp/

※未就学児無料　
※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料
※ 本券で本展を観覧された方は、同日に限り常設展（地球館・日本館）も

ご覧いただけます
※公式 HP　https://mammal-2.jp

申込方法は、17・18頁をご覧ください。
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（310円）がかかります。

締　切　日
抽選公開日

2月11日（月・祝）
2月14日（木）から

事　業
コード 189701

東京ディズニーランド®＆東京ディズニーシー®
１デーパスポート

●  締切日以降のキャンセル・変更はお受け
できません。

●  郵送受取の場合は、簡易書留料金（310
円）をご負担いただきます。

※チケットの受取時期は、3月下旬の予定です

大人（18歳以上）　
4,000円（一般 7,400円）

1会員4枚まで (2,000枚限定 )

その他

申込数

料　金

どちらかのパークを１日楽しめるチケットです。

締　切　日
抽選公開日

2月25日（月）
2月28日（木）から

事　業
コード 189601

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。

2019年8月末

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

※品川・東京駅等から無料シャトルバスを運行しています

1会員合計10枚まで（各200枚限定）

有効期限

場　所

申込数

※子どもは、全日もナイターも同料金
※料金は入浴料、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

した場合に、深夜割増量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

料金・区分 区　分 会　員 一　般

①おとな券（中学生以上） 1,200円
平日　　　　2,720円
土日・祝日　2,936円
特定日　　　3,044円

②おとなナイター券 900円
平日　　　　2,180円
土日・祝日　2,396円
特定日　　　2,504円

③子ども（4歳～小学生） 200円 一律　　　　1,058円

東京・お台場

発行から1年間有効期限

利用券
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締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

2月19日（火）
2月22日（金）から

2月20日（水）
2月22日（金）から

事　業
コード

事　業
コード

189504

189505

k
カ ン

and
ド ゥ ー

u 入場券

フライトシュミュレーター体験
L

ラ グ ジ ュ ア リ ー

UXURY F
フ ラ イ ト

LIGHT

【1部】10：00～14：30　【2部】15：30～20：00

10：00～20：00　※定休日は公式 HPをご確認ください

B737-800 フライトシュミュレーター体験15分

不定休

千葉県千葉市美浜区豊砂1－5　
イオンモール幕張新都心ファミリーモール3F　

JR「海浜幕張駅」「幕張本郷駅」より路線バス

大田区羽田5－11－1 kokukoビル羽田１階
京急羽田線「穴守稲荷駅」徒歩４分

発行日（3月上旬予定）から9月30日（月）まで

１会員につき２枚まで

1会員合計5枚まで（合計300枚限定）

発行から約3カ月

区分①　小人（3歳～15歳）　　　　　　 2,800円（一般 3,900円）
区分②　小人1枚 +大人1枚（16歳以上）5,000円（一般 7,400円）
※入場券＋500円金券付き（区分②はセット入場券+500円金券1人につき2枚付き）
※①・②ともにハイ・ローシーズンに適用（ローシーズンとはハイシーズン以外の日
　〈ハイシーズンとは土日・祝日、春夏冬休み、その他カンドゥーが定める日〉）

１枚　2,200円（一般 3,240円）

営業時間

営業時間

内　容

定休日

有効期間

申込数

場　所

場　所

申込数

有効期限

料　金

料　金

※3歳未満無料　
※要予約　　
※チケットの受取時期は、3月中旬の予定です

※16歳未満の方のご利用は保護者同伴が必要です
※写真撮影は自由ですが、動画撮影には制限があります
※当日のキャンセルは100％料金がかかります

パイロットになった気分で Take off!! Boeing737-800および
Boeing747-400のシュミレーター体験ができるお店です。初心者
の方でも安心してお楽しみいただけます。また、マニアの方やプロの
方にも奥深いサービスを提供することが可能です。

親子三世代でお楽しみいただける仕事体験テーマパークです！
パイロットをはじめ、警察官・ニュースキャスター・モデル・ユーチューバー
など、あこがれの職業にチャレンジできます。本物さながらのコスチュームも
着用できます。

https://www.kandu.co.jp/

http://737flight.com/

申込方法は、17・18頁をご覧ください。
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締　切　日
抽選公開日

2月24日（日）
2月28日（木）から

事　業
コード 189301

4月1日（月）～9月30日（月）　※ GW・お盆・特別催事期間を除く

4月1日（月）～9月30日（月）　※GW・お盆・特別催事期間を除く

4月1日（月）～9月30日（月）　※特別催事期間を除く

港区赤坂1－12－33  ANAインターコンチネンタルホテル東京２階　
東京メトロ銀座線「溜池山王駅」・南北線「六本木一丁目駅」

千代田区紀尾井町４－１  ホテルニューオータニ ガーデンタワー40階　 
東京メトロ銀座線ほか「赤坂見附駅」・半蔵門線ほか「永田町駅」、

JRほか「四谷駅」

千代田区有楽町1－8－１  ザ・ペニンシュラ東京2階　
JRほか「有楽町駅」、東京メトロ千代田線ほか「日比谷駅」

平日 18：00～21：30（来店時より2時間の利用） 　　　　　　　　　　　　　　　
土日・祝日 17：00～19：00　19：30～21：30（２部制）

12：00～14：00（土日・祝日14：30）

11：30～14：30（土日・祝日11：00～15：00）

会員本人

１会員につき区分①～⑥
合計４枚まで（各100枚限定）

区分①：平日券 　　　 １枚 5,000円（一般利用 9,336円相当）
区分②：土日・祝日券　１枚 6,000円（一般利用 10,434円相当）

区分③：１枚　6,200円（一般利用 8,791円）
※ご利用は13歳以上に限ります

区分④：1枚　6,000円（一般利用 8,205円相当）　

利用期間

利用期間

利用期間

利用時間

利用時間

利用時間

申込資格

申込枚数

場　所

場　所

場　所

区分・料金

区分・料金

区分・料金

ホテル レストランチケット ※いずれも消費税・サービス料込み

［注意事項］● 必ず事前に利用日をご予約のうえ、ご利用ください。
 ● 締切日後のキャンセルはお受けできません。
 ● 有効期間は4月1日～9月30日となります。必ず期間内にご利用ください。
 ● 郵送受取で、お届け先の不在等によりセラ・サービスまでチケットが
   戻った場合は、ご依頼主に再発送分の送料をご負担いただきます。

ANAインターコンチネンタルホテル東京 
カスケイドカフェ　ディナーブッフェ（ワンドリンク付き）

4月1日（月）～9月30日（月）　
※ランチ：日・祝、ディナー：金土日祝および特別催事期間を除く
新宿区西新宿6－6－2  ヒルトン東京１階　　

JRほか「新宿駅」、東京メトロ丸の内線「西新宿駅」

11：30～14：00 18：00～21：00
区分⑤：月～土限定 ランチブッフェ １枚　4,000円（一般利用 6,225円）　　　　　
区分⑥：月～木限定 ディナーブッフェ　１枚　4,000円（一般利用 6,102円）　

利用期間

利用時間

場　所

区分・料金

ヒルトン東京マーブルラウンジ　
月～土限定ランチブッフェ+カクテル付き
月～木限定ディナーブッフェ

ホテルニューオータニ ベッラ・ヴィスタ　
ランチコース（ワンドリンク付き）

ザ・ペニンシュラ東京
中国料理「ヘイフンテラス」ランチコース
広東料理5品コース＋ウェルカムドリンク＋選べる中国茶

ラ ン チ ディナー

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

イメージ

イメージ

イメージ
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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

事前相談承ります。グループ葬儀 16,000件

お申し込みはこちらお申し込みはこちら
お電話お待ちしておりますお電話お待ちしております

http://memolead.tokyo/世田谷営業所
経済産業大臣許可／（互）第3049号 一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 加盟

石田 純一

メモリード
イメージキャラクター

検索メモリードのお葬式

セレモニー
サポートセンターの

ご案内

0120 -1-365-24
1年 365日 24時間

〒183-8790東京都世田谷区砧2-4-27 M2ビル4F

東京都世田谷区成城 6-12-6 東京都世田谷区桜丘 2-25-10 東京都世田谷区南烏山6-2-1 駅前ビル1F
●千歳烏山店●成城店●成城店 ●千歳船橋店●千歳船橋店 ●千歳烏山店

38万円（税別）
セラ・サービス会員価格

38万円（税別）
セラ・サービス会員価格60万円（税別）通常価格 60万円（税別）通常価格葬儀基本費用葬儀基本費用
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i n f o rma t i on
●会社または個人の退会届提出について

　2019年3月31日（日）までに退会される事業所は、退会届と会員証を４月４日（木）必着までにご
提出ください。提出されない場合は、2名以上で加入されている会社につきましては3カ月分、1名で
加入されている方は1年分の会費を、4月26日（金）に引き落しさせていただきます。なお、一旦引き
落とされますとご返金できません。予めご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

●2019年度『利用ガイド』補助券のお申し込みについて
　2019年度の補助券（2019年4月以降ご利用分）については、3月15日（金）から受け付けを開始
します。2019年度の事業コードにつきましては、HPにてご確認または、セラ・サービスへお問い合
わせください。
※2019年3月31日付で退会される場合は、2019年4月以降ご利用分の補助券のお申し込みはできません

●お届け事項の変更について
　登録されている事業所や会員のご住所・電話番号等の変更は、平成29・30年度版『利用ガイド』P.112
に掲載の「変更届」の提出が必要です。
　なお、変更届はセラ・サービスの HPからダウンロードもできます。　

●会報誌『せら』のお届けについて
  会報誌『せら』は、ご登録いただいている事業所のご住所に、事業所名あてで宅配便によるポストイン
でお届けしています。
　ポストに事業所名の表示がない場合やポスト自体がない場合は、お届けすることができませんので、
事業所名の掲示やポスト設置のご協力をお願いいたします。

 

 

●〈ろうきん〉は、労働組合や生活協
同組合など働く仲間が、お互いを助
け合うために資金を出しあって設立
した金融機関です。

●働く人の立場に立って、親身になっ
て相談にのり、安心して利用できる
商品を取り揃えています。

●〈ろうきん〉のキャッシュカードは、
全国の 加盟金融機関、ゆうち
ょ銀行、コンビニの 他で使え、
手数料負担がありません。

 

 

リフォーム
資金

住宅の新築・
購入資金

お子様の
教育資金

マイカー
購入資金

各種ローン
ご相談

〈ろうきん〉に
相談してみよう！

東京都中小企業
従業員生活資金
融資制度
購入

●お問い合わせ・ご相談は

中央労働金庫世田谷支店
℡ （融資担当）
世田谷区上馬 明治安田生命世田谷ビル内

※審査の結果、ローン利用のご希望に沿えない場合があります。
詳しくは中央ろうきんのホームページ（ ）
をご覧いただくか、直接右記までお問い合わせください。 
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セラ・サービスの会員増強に
ご協力ください !!

　セラ・サービスでは、会員数10,000人を目指しています。
　現在の会員数は、約8,600人です。
　目標数値に、1,400人足りません。
　従業員数5人の事業所なら280社、従業員数10人の事業所なら140社の入会が必要です。
　スケールメリットを有効活用した事業展開をするためにも、セラ・サービスにご入会いただける
事業所をご紹介ください。
　ご紹介によりご入会いただいた場合は、入会者数に応じたギフトカードをプレゼントします。

　平成29年度に加盟しました「全国中小企業勤労者サービスセンター」（略称：全福センター）は、平成
31年3月31日をもって退会することになりました。
　今後も引き続き、会員の皆様に喜ばれるようセラ・サービス事業の充実に取り組んでまいります。
　つきましては、会員の皆様からの忌憚のないご意見・ご要望をお寄せいただければ幸いに存じます。

●全福センターの退会について（平成29・30年度版『利用ガイド』P.12）

入会者数 ギフトカード

  2～   4人 5,000円分
  5～19人 10,000円分
20～29人 20,000円分
30～39人 30,000円分
40～49人 40,000円分
50人以上 50,000円分

事 業 所 名  従業員数　　　　　人

所 在 地 　世田谷区

代 表 者 名 担 当 部 署

担 当 者 名 連 絡 先 ℡

　　　　　　　年　　　月　　　日　
セラ・サービスに入会する事業所（上記）を紹介します。

紹 介 者 会 員 番 号

勤 務 先 連 絡 先 ℡

【問い合わせ先】
セラ・サービス　
☎03（3411）6655

新規入会事業所紹介カード

【入会できる事業所】
世田谷区内にある中小企業（原則
として従業員数300人以下）

【入会条件】
ご入会は、従業員と事業主の皆様
全員でご入会いただきます。

【プレゼント】

※ご紹介いただける場合は、紹介カードを郵送または FAX：03（3412）2340へお送りください。
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Web申込方法

WEB会員登録方法 受付時間　24時間（土日・祝日も受け付けます）

※ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。なお、パスワードがご不明な
場合は、ｅメールかお電話でセラ・サービスまでお問い合わせください。　
selasv@setagaya-icl.or.jp

※なお、「セラ・サービス窓口」および「ご郵送」でのお申し込みも引き続きご利用いただけます。

トップページ右上の WEB会員ログイン を押す

表示された画面で「ログインID（会員番号９桁）」と
「パスワード」を入力➡ ログイン を押す

表示された画面で「メールアドレス」を入力➡確認
用にもう一度入力（パスワードの変更もこの画面か
ら行えます）➡ 次へ を押す

1

4

利用要綱をご確認いただき、同意のうえ次にお進み
ください。

3

2

セラ サービス

登録完了

WEB会員サイトへログイン
（ID・パスワード入力）

事業一覧からご希望の事業を選択
➡ 申込 ボタンを押す

1

3

申込入力確認画面で申込内容を確認
➡ 買い物かごへ入れる を押す

5

買い物かご画面で事業名・申込数・
金額等を確認➡ ご注文手続へ を押す

6

送付先／連絡先入力画面でチケット
や請求書の送付先と連絡先を選択➡
 確認画面へ進む を押す

7

申込最終確認画面で申込内容を最終
確認➡ この内容で申し込む を押す

8

申込完了…ご登録のメールアドレスに
受付番号が通知されます

9

〈チケット類〉
申込入力画面で利用日を選択し、枚数等を入力
➡支払／受取方法選択画面で郵送か窓口かを選択➡ 次へ を押す

〈グルメイベント〉
参加者申込入力画面で 会員・登録家族選択 を押す➡家族一覧照
会画面で参加者を選択し、区分を選んで、枚数「１」を入力〈他の参加
者も同様に入力〉➡登録修了後、 次へ を押す➡参加者入力確認画
面で内容を確認➡ 次へ を押す

〈特産品〉
特産品送付先入力画面で送付先を選択〈事業所・自宅・指定送付先
（住所を入力）〉➡氏名・電話番号を入力➡商品を選択し個数を入力

特産品送付先入力確認画面で送付先情報・利用区分・申込数を確認
➡ 次へ をクリック

4

5

「せら」掲載事業はコチラ を押す2

他の送付先も申し込みたい
　➡ さらに、別の送付先に送る商品の追加 を押す
（別の送付先にも送付希望の場合は、同じ作業を繰り返します）
入力した送付先を登録する
　➡ 上記送付先を登録して送付先確認画面へ を押す

➡ ➡

WEB会員登録・申込方法

★次号の会報誌『せら』は、3月末に発送する予定です。
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社会保険労務士による年金無料相談（予約制）
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／所在地） 予約先電話番号／受付時間
２月  ６日（水）１０：００～１５：００ え び す 支 店（渋谷区恵比寿１－５－９） ☎０３（３４４４）４２１１／９：００～１５：００
２月  ８日（金）１０：００～１５：００ 多 摩 川 支 店（調布市多摩川５－５－１） ☎０４２（４８１）６２１１／９：００～１５：００
２月１４日（木）１０：００～１５：００ 本 店（世田谷区北沢１－３８－１４） ☎０３（３４２２）６１８１／９：００～１５：００
２月１６日（土）１０：００～１５：００ 八 幡 山 支 店（杉並区上高井戸１－１－１１） ☎０３（３３２９）１０２１／９：００～１５：００
２月２１日（木）１０：００～１５：００ 上 北 沢 支 店（世田谷区上北沢３－３２－１３） ☎０３（３３０２）８１１１／９：００～１５：００

《お問い合わせ先》　昭和信用金庫営業推進部営業推進課　 R0120－872－315

昭和信金

本誌『せら』掲載事業のお申し込みは、
Web（P.17参照）または郵送・FAXで。

 イベントのお申し込み

※締切日必着　
※１つのお申し込みにつき、申込書１枚が
必要です

※FAXの場合、平日9：00～17：30
の間で、送信後到着確認のお電話をお
願いいたします（FAX：03-3412-

　2340）

平成29・30年度版『利用ガイド』
P.124に掲載の会報誌「せら」イベン
ト申込書（特産品はP.120特産品申
込書）をコピーしてご利用ください（セ
ラ・サービスHPからダウンロードも
できます）。

郵送・FAXでの申込方法

Web

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

抽選結果の確認

チケットの受け取り／代金支払い方法

抽選公開日以降、以下の方法で確認ができます。

…ログイン後、　「利用履歴」をクリック

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。

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

窓口受け取りの方 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。

郵送・FAX・窓口でのお申し込みの場合…
セラ・サービスまでお問い合わせください。
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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

スーパー

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

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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2019・2020年度版『利用ガイド』および
会報誌『せら』第176号（4・5月号）について

　2019・2020年度版セラ・サービス『利用ガイド』は、次号の会報誌『せら』
第176号（4・5月号）と同梱で3月末にお届けする予定です。
　なお、お受け取りに際し、事業所様の受領印をいただきますので、ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。


