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The Art is t's  Cafe
東京ドームホテル
サウンドステージ＆ダイニング

●GW中の補助券のお申し込みについて●
4月26日（金）午後4時までにWeb、FAXで
郵送受取によるお申し込みをされた場合、
補助券は5月2日（木）までに郵送される予定
です。それ以降のお申し込み分は、5月7日
（火）に投函します。



締　切　日
抽選公開日

5月6日（月・祝）
5月10日（金）から

事　業
コード 194101　

5月15日（水）～7月7日（日） ※除外日：催事期間中

千代田区内幸町１－１－１
東京メトロ千代田線・日比谷線、都営三田線「日比谷駅」徒歩３分

　JR「有楽町駅」徒歩５分、東京メトロ有楽町線「有楽町駅」徒歩７分

ランチブッフェ	 11：30～13：00または13：30～15：00
ディナーブッフェ	17：30～19：30（土日・祝日17：00～19：00）
	 18：00～20：00、19：00～21：00、20：00～22：00のいずれか

帝国ホテル伝統のポテトサラダ／本日のスープ／本日のパスタ／
野菜たっぷりの伝統のビーフカレーなど40種類

本日のスープ／ビーフサラダ／ステーキ／ご飯／味噌椀／香の物／デザート／コーヒー

11：30～14：30（ラストオーダー)

各150人　※お申し込みは、1会員につきいずれか１店舗のみ

帝国ホテル 東京

「インペリアルバイキング　サール」(本館17階 )

鉄板焼「嘉門」（本館17階）

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金
①ランチブッフェ
　（平日） 4,200円 5,700円 6,380円

②ランチブッフェ
　（土日・祝日） 5,300円 6,800円 7,150円

③ディナーブッフェ
　（平日） 5,900円 7,900円 9,020円

④ディナーブッフェ
　（土日・祝日） 7,300円 9,300円 9,570円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

⑤嘉門ランチ
　USステーキ140g
　（平日）

3,500円 5,500円 6,380円

⑥嘉門ランチ
　USステーキ140g
　（土日・祝日）

4,200円 6,200円 6,380円

⑦嘉門ランチ
　和牛ロース140g
　（平日）

7,500円 9,500円 10,780円

⑧嘉門ランチ
　和牛ロース140g
　（土日・祝日）

8,000円 10,000円 10,780円

営業時間

営業時間

募集人数

区分・料金

メニュー

メニュー

区分・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

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。

○契約料金設定のある店舗では、会員または登録家族と
同伴で利用する登録対象外の家族や友人などは、契約
料金でご利用いただけます。

https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/
restaurant/

※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

イメージ

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

　☎03（3539）8187

　☎03（3539）8116
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事　業
コード 194201

株式会社三洋堂

北海道・沖縄・離島不可、名入れ・のし対応不可

５月下旬

樹上で熟成させて糖度が増したりんごを一個一個丹念に捥ぎました。
林檎ジュース１本の中に、りんご5個分（ふじ、王林、ジョナゴールドをブレンド）の果汁をそのまま搾って
あります。
濃縮還元ではない、ストレート天然果汁100％。糖分は一切加えず、スキッとした甘さに仕上げました。

津軽　熟成完熟りんごジュース

品　名 内　容 会員料金 一般料金

津軽　熟成完熟りんごジュース 720ml×6本入り 2,800円
3,000円 4,860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３ケまで（販売総数150ケ） 5月6日（月・祝）

5月9日（木）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　
[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。
[郵送・FAXでの申込 ]
『利用ガイド』2019・2020年度版P.110に掲載の
「特産品申込書」に必要事項を明記のうえ、ご郵送くだ
さい。受け付けは締切日必着です。
FAXの場合、送付対応時間は平日9：00～17：30
の間で、送付後、必ず到着確認のお電話をお願いいた
します。

  料　金　
関東近県までの送料を含んだ金額です。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3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

常温240日賞味期限

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

　☎03（3539）8187

　☎03（3539）8116
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イメージ

イメージ

イメージ

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

申込数

申込数

申込数

１会員３ケまで（販売総数50ケ）

１会員３ケまで（販売総数100ケ）

１会員合計３ケまで（販売総数150ケ）

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

194202

194203

194204

株式会社坂本園

株式会社津南高原開発

株式会社津南高原開発

未開封１年間

人参ジュース：未開封１年間

５月中旬～下旬

5月下旬

４月下旬

沖縄・離島不可

沖縄・離島不可

沖縄・離島不可

昨秋収穫の人参を雪下で越冬させて掘り起こした瑞々しい人参と、その人参の
ジュースの詰め合わせです。人参はカロテン（ビタミンＡ）が豊富で、乾燥予
防や病原菌からのバリアーの役目を果たします

代謝を促進するビタミンＢ群を豊富に含み、美肌を育てるビタミンＡ・
Ｃ・Ｅを全て含むほか、疲労回復に役立つアスパラギン酸やアンチエ
イジングに効果のあるルチンも含んでいます

静岡県の大井川流域は、古くからのお茶の産地です。その中でも上・中流域の川
根本町と島田市川根町で生産されたお茶が「川根茶」です。
寒暖の差・霧の発生など、お茶の栽培に適した自然環境と、歴史ある高い製茶技
術から生まれた銘茶です。
新茶の季節に摘みたてのさわやかな香り高いお茶を、産地より直送します。
旬の味と香りをお楽しみください。

新潟県中魚沼郡津南町 
「雪下人参と人参ジュース」

新潟県中魚沼郡津南町
「アスパラガス」

静岡県榛原郡 「川根の新茶」

品　名 内　容 会員料金 一般料金

津南産雪下人参と
人参ジュースセット

雪下人参500ｇ袋詰め
×４（2L・L・M・S）
雪下人参ジュース350ml
×6本／１ケース

3,200円
3,400円 4,694円

※税込み価格

品　名 内　容 会員料金 一般料金

津南産
アスパラガス アスパラガス２kg箱詰め 2,800円

3,000円 4,472円

※税込み価格

品　名 内　容 会員料金 一般料金

①新茶　高級川根茶300g
　（化粧箱入り）

八十八夜摘み煎茶100g×2本
特　深蒸し茶100g×1本

2,200円
2,400円 3,888円

②新茶　特選川根茶600g 特選煎茶200g×2本
上　深蒸し茶200g×1本

2,900円
3,100円 4,644円

業　者

業　者

業　者

賞味期限

賞味期限

発送時期

発送日

発送日

その他

その他

その他

4月10日（水）
4月12日（金）から

5月6日（月・祝）
5月10日（金）から

4月21日（日）
4月24日（水）から

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

内容・料金

内容・料金

内容・料金

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

※税込み価格
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締　切　日
抽選公開日申込数 1会員合計4セットまで（販売総数各100ケ）事　業

コード

世田谷ファーム

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。

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。
※	受取希望日を下記区分の日にちでご指定ください。特産品申込書での
お申し込みの場合は、備考欄に受取希望日をご記入ください

春から秋まで長くお楽しいただけます。
※園主が花色（品種）を厳選するため、花の種類指定はできません
※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

世田谷産 「季節の花」

品　名 内　容 区分 受取日 販売総数 会員料金 一般料金

カーネーション
セット

カーネーション
（かご付き）

① 5月10日（金）
100ケ 3,100円

3,300円 5,100円② 5月11日（土） 
③ 5月12日（日） 

※税込み価格

品　名 内　容 区分 発送日 販売総数 会員料金 一般料金

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）

④ ４月下旬から
順次発送 100ケ 3,100円

3,300円 5,100円

※税込み価格
栽培農家

4月14日（日）
4月17日（水）から

イメージ

イメージ

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

イメージ

株式会社ヤバケイ

5月下旬からクール便（冷凍）で発送します。

沖縄・離島不可、名入れ・のし対応不可
※	パッケージは予告なく変更する場合がございます

沖縄・離島不可

業　者

発送時期

その他

内容・料金等

内容・料金等

内容・料金

194205

カーネーションセット

春のガーデニングセット

締　切　日
抽選公開日申込数 １会員合計３ケまで（販売総数150ケ）事　業

コード 194206

甘酸っぱいいちごを十字にカットし、練乳入りアイスをたっぷりと絞った上に
ドライストロベリーを散りばめました。まるで花が咲いたように華やかで気
品あふれるアイスです。一粒ずつ宝石箱のような小箱に入れてお届けします。

花いちごのアイス

品　名 内　容 会員料金 一般料金

花いちごのアイス 花いちごのアイス10個入り 2,400円
2,600円 3,780円

※税込み価格

5月6日（月・祝）
5月9日（木）から

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
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解説　歌舞伎のみかた／神
しん

霊
れい

矢
やぐちの

口渡
わたし

中村鴈治郎／中村壱太郎　ほか

演　目

出　演

締　切　日
抽選公開日

4月24日（水）
4月26日（金）から

事　業
コード

事　業
コード

194402

194401

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

六月花形新派公演 『夜の蝶』
―2人の女方、美の競演―

国立劇場　６月歌舞伎鑑賞教室
「神

し ん

霊
れ い

矢
や ぐ ち の

口渡
わたし

」

喜多村緑郎／河合雪之丞／瀬戸摩純／山村紅葉／篠井英介　ほか

三越劇場　
東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前駅」ほか

国立劇場大劇場　
東京メトロ「半蔵門駅」ほか

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員4枚まで（各日20枚限定）

全席指定　6‚500円（一般	9,000円）

1等席指定　3,000円（一般	4,000円）

出　演

場　所

場　所

申込数

申込数

料　金

料　金

河合雪之丞と篠井英介、２人の女方が夜の銀座を舞台に華麗に舞い競う !!

初めての歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き！
演目は江戸の鬼才・平賀源内が描いた傑作を上演します。
多摩川にあった矢口の渡しを舞台に、強情非情な渡し守・頓兵衛
から恋する人を守ろうと命を懸ける娘・お舟の悲恋を描きます。

郵送・FAX・窓口

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

6月15日（土）　
11：00開演　　

6月21日（金）　
11：00開演

区分
①

区分
②

6月2日（日）
14：30開演

6月7日（金）
19：00開演

6月15日（土）
11：00開演

区分
①

区分
②

区分
③

締　切　日
抽選公開日

4月22日（月）
4月25日（木）から
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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。

脚本・作詞

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

4月19日（金）
4月24日（水）から

4月11日（木）
4月15日（月）から

4月22日（月）
4月25日（木）から

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

194404

194405

194403

5月21日（火）　
18：30開演　　

7月31日（水）　
17：45開演　　

5月25日（土）　
12：30開演　　

8月3日（土）　
17：00開演　　

区分
①

区分
①

区分
②

区分
②

リンカーン・センターシアタープロダクション
ミュージカル『王様と私』

舞台『海辺のカフカ』

『ピカソとアインシュタイン』
～星降る夜の奇跡～

ケリー・オハラ（アンナ役）／渡辺謙（王様役）／イギリスカンパニー

リチャード・ロジャース

寺島しのぶ／岡本健一／古畑新之／柿澤勇人／
木南晴夏／木場勝己　ほか

蜷川幸雄

ランダル・アーニー

フランク・ギャラティ村上春樹

東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）　 JR「渋谷駅」ほか

TBS赤坂ACTシアター　
東京メトロ千代田線「赤坂駅」ほか

よみうり大手町ホール　 東京メトロ半蔵門線「大手町駅」ほか

スティーヴ・マーティン

(配役 )　ピカソ=岡本健一／アインシュタイン=川平慈英　
　　　　シュメンディマン=村井良大／訪問者=三浦翔平
　　　　水上京香／香寿たつき／松澤一之　ほか

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員2枚まで（10枚限定）

S席指定　11,000円（一般15,000円）
1会員2枚まで（各日10枚限定）

S席指定　7,500円（一般10,800円）

S席指定　6,500円（一般	8,800円）

出　演

作　曲

作

出　演

出　演

演　出

演　出

脚　本原　作

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　※生演奏／英語上演／日本語字幕あり

※未就学児入場不可

※来場者全員に特製グッズプレゼントあり
※未就学児入場不可

ミュージカルの本場ブロードウェイ・ウエストエンドの2都市で大成功を収めた本作が、クオリティそのままに
千載一遇の来日を果たします。ケリー・オハラ×渡辺謙、夢の競演。
日本ではもう二度と実現しないと言っても過言ではない、特別な限定公演です！

村上春樹×蜷川幸雄　世界を震わせた奇跡のコラボレーション。
豪華キャストを迎えパリ公演を経て、5月東京に凱旋 !!

オスカー・ハマースタインⅡ バートレット・シャー演　出

5月4日（土） 17：30開演
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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

4月16日（火）
4月19日（金）から

4月16日（火）
4月19日（金）から

4月16日（火）
4月19日（金）から

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

194406

194407

194408

5月18日（土） 14：00開演

5月30日（木） 14：00開演

5月31日（金） 19：00開演

岸惠子 ひとり語り 『輝ける夕暮れ』

ディズニー・オン・クラシック ～春の音楽祭 2019

ブラッド・メルドー in Japan 2019 トリオコンサート

毎年恒例となった岸惠子トークショー。
前半に一人芝居「わりなき恋」を上演。後半は稀代の話し手
でもある岸惠子のフリートークです。
お見逃しなく。

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽よりセレクトした、名曲の魅力あふれるディズニー音
楽の“フェスティバル”。
これまでのディズニー・オン・クラシックのステージで活躍したニューヨークのヴォーカリストたちも再来日！
メイン演目『ノートルダムの鐘』をはじめ、多彩なプログラムをフルオーケストラの演奏でお贈りします。

人気・実力ともに21世紀No.1のジャズ・ピアニスト
ブラッド・メルドー来日決定！

リチャード・カーシー（指揮）	
ディズニー・オン・クラシック・スターズ（ヴォーカル )
オーケストラ・ジャパン（オーケストラ）　麻生かほ里（ナビゲーター）
※プログラムＢの公演になります

岸惠子

ブラッド ･メルドー（Piano）／ラリー･グレナディア (Bass)
ジェフ ･バラード (Drums)　
※出演者は変更になる場合がございます

新宿文化センター	大ホール　 JR「新宿駅」ほか

東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）　 JR「渋谷駅」ほか

サントリーホール	大ホール　
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（10枚限定）

1会員2枚まで（10枚限定）

全席指定　4,500円（一般	6,500円）

Ｓ席指定　6,500円（一般	8,700円）

Ｓ席指定　6,000円（一般	7,500円）

出　演

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

※未就学児入場不可　
※出演者、曲目等は変更になる場合がございます

※未就学児入場不可　
※出演者は変更になる場合がございます

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

主演・企画

Presentation licensed by Disney Concerts. ⒸDisney
※写真は過去の公演です

Photo Credit Michael Wilson
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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

5月8日（水）
5月13日（月）から

5月8日（水）
5月13日（月）から

事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

194410

194411

194409

坂本冬美  特別公演　 泉ピン子  友情出演

至高の名門歌劇場8年ぶり6度目の来日

ボローニャ歌劇場「セヴィリアの理髪師」

プログラムA	 オルフ：おお、運命の女神よ　
	 ピアソラ：リベルタンゴ
	 皇后陛下御作詞　山本正美作曲：ねむの木の子守歌
	 ロジャーズ：エーデルワイス　ほか
プログラムB	 〈ピエ・カンツィオーネス〉より「喜びたまえ」
	 天皇陛下御作詞　皇后陛下御作曲：歌声の響
	 ウエルナー：野ばら　　水野良樹（いきものがかり）：YELL　ほか

「セヴィリアの理髪師」

坂本冬美　泉ピン子／三田村邦彦　ほか

ブルックナー組（カペルマイスター：マノン・カニン）

フェデリコ・サンティ

ボローニャ歌劇場管弦楽団／合唱団

明治座　
都営新宿線「浜町駅」、東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」ほか

東京オペラシティ	コンサートホール　 京王新線（都営新宿線乗り入れ）「初台駅」ほか

神奈川県民ホール	大ホール　
みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口徒歩8分ほか

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員2枚まで（10枚限定）

Ｓ席指定　9,000円（一般	13,000円）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

Ｓ席指定　5,500円（一般	7,500円）

S席指定　21,000円（一般	31,000円）

曲　目

曲　目

出　演

出　演

指　揮

演　奏

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

料　金

料　金

料　金

※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

※4歳以下の乳幼児の同伴はご遠慮ください。また、5歳以上の方もご入場には1人1枚チケットが必要です

艶のあるお芝居と数々のヒット曲でお贈りする珠玉のステージ。
あなたの心に迫る “冬実”の世界、いまここにはじまる―
第一部：恋桜　　恋に喧嘩に笑いと涙　ふたりの芸者の心の旅路
第二部：坂本冬美オンステージ2019　艶歌の桜道

全２幕・原語上演日本語字幕付き。選りすぐりの歌手が解き明かす《セヴィリアの理髪師》の人間ドラマ。

※特典：開演前の「はじめてのオペラ入門講座」付きでご案内！
※未就学児入場不可

ウィーン少年合唱団
6月15日（土）　
14：00開演 プログラム A　　

6月16日（日）　
14：00開演 プログラム B　　　

区分
①

区分
②

～ウィーンの象徴・音楽大使として、
　世界中の人々の心を癒す天使たち～

6月22日（土） 15：00開演
締　切　日
抽選公開日

5月8日（水）
5月13日（月）から

Ⓒwww.lukasbeck.com

6月23日（日）　
12：00開演　　

6月25日（火）　
12：00開演　　

区分
①

区分
②
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締　切　日
抽選公開日

4月10日（水）
4月12日（金）から

事　業
コード 194412

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

世田谷パブリックシアター＋KERA・MAP#009
『キネマと恋人』

グランステージ
『夢現無双―吉川英治原作「宮本武蔵」よりー』
レビュー・エキゾチカ
『クルンテープ　天使の都』

「印象派への旅　海運王の夢
  バレル・コレクション」

映画に恋する一人の女性をめぐる心温まるロマンチック・コメディ。
ケラリーノ・サンドロヴィッチとオリジナル・キャストが再び集結し
世田谷パブリックシアターにて待望の再演決定！

6月11日（火）　
18：30開演　　

6月16日（日）　
13：00開演

区分
①

区分
②

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

5月7日（火）
5月10日（金）から

4月15日（月）
4月18日（木）から

事　業
コード

事　業
コード

194413

194501

6月1日（土） 11：00開演

4月27日（土）〜 6月30日（日）

妻夫木聡／緒川たまき／ともさかりえ　ほか

珠城りょう／美園さくら／美弥るりか　ほか

世田谷パブリックシアター　
東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」直結

東京宝塚劇場　 JR「有楽町駅」ほか

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員4枚まで（50枚限定）

S席指定　5,500円（一般	7,800円）

S席指定　6,500円（一般	8,800円）

出　演

出　演

場　所

場　所

申込数

申込数

料　金

料　金

※未就学児入場不可

宝塚歌劇
月組公演

Bunkamura
30周年記念

ドガ、ゴッホ、クールベ、ブーダン・・・門外不出の名画、英国から日本へ初航海！

5月7日（火）・21日（火）、6月4日（火）

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

Bunkamura	ザ・ミュージアム　 JR「渋谷駅」ほか

1会員合計6枚まで（200枚限定）

区分①　一般	 800円（当日	1,500円）
区分②　大学・高校生	 500円（当日	1,000円）
区分③　中学・小学生	 200円（当日	700円）

休	館	日

開館時間

会　場

申込数

料　金

エドガー・ドガ《リハーサル》1874年頃、油彩・カンヴァス　Ⓒ CSG CIC Glasgow Museums Collection

© 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。

締　切　日
抽選公開日

4月11日（木）
4月15日（月）から

事　業
コード 194503

木更津市江川海岸　
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。
無料の大駐車場・更衣室・砂ぬき用海水あり。

締　切　日
抽選公開日

5月7日（火）
5月10日（金）から

事　業
コード 194502

8,000匹のマイワシの大群が銀色に輝きながらうねり泳ぐ「相模湾大水槽」や幻想的なクラゲの癒し空間
「クラゲファンタジーホール」、イルカやアシカのパフォーマンスなど見所満載！
時季により演出が変わる世界初の３Dプロジェクションマッピングクラゲショー「海月の宇宙」は必見です !!

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

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5枚まで（400枚限定）

1会員合計10枚まで（300枚限定）

場　所

場　所

申込数

申込数

※高校生は入場口で生徒手帳等の提示が必要です
※入場券の受取時期は、5月下旬の予定です

※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）にて貸し出し
※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
（1kg900円）
※潮干狩券の受取時期は、4月下旬の予定です

区分・料金

区分・料金

新江ノ島水族館 入場券

潮干狩券

区分①　大人	 1,000円（当日	2,400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）

区分①　大人２kg券　1,000円（一般	1,800円）
区分②　小人1kg券　　	500円（一般	900円）

11月30日（土）

7月21日（日）

有効期限

有効期限

http://www.enosui.com/

イメージ
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締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

5月7日（火）
5月10日（金）から

5月6日（月・祝）
5月10日（金）から

事　業
コード

事　業
コード

194601

194301

サミットストア商品券1,000円券

１会員につき10枚	

※	郵送でのお受け取りは、別途簡易書留料金 (310円）がかかります。お届け先の不在等により、
発送業者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
※	商品券の受取時期は、6月の予定です

http://www.yunessun.com/

箱根小涌園ユネッサン
神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297　☎0460（82）4126	

日本有数の観光地である箱根にある、全天候型温泉テーマパークです。
小さなお子さまからお年寄りまで、１日中お楽しみいただけます。

会員本人

１会員合計5枚まで（400枚限定）

2020年1月31日（金）

区分①　大人（中学生以上）	 1,500円（一般	3,500円）
区分②　こども（3歳～小学生）	 1,000円（一般	1,800円）

申込枚数

場　所

申込資格

申込数

有効期限

区分・料金

※3歳未満無料
※前売券の受取時期は、5月下旬の予定です

区内に17店舗、都内及び神奈川・千葉・埼玉に全115店舗を擁する
サミットストアでのお買物にご利用いただけます。　

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

箱根小涌園ユネッサン　
パスポート前売券

品　名 内　容 会　員

サミットストア商品券 商品券1,000円券×10枚 9,400円

料　金
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締　切　日
抽選公開日

5月7日（火）
5月10日（金）から

事　業
コード 194302

申込方法は、17・18頁をご覧ください。

締　切　日
抽選公開日

5月10日（金）
5月15日（水）から

事　業
コード 194303

東京ドームシティ　黄色いビル6F　 JR「水道橋駅」ほか

東京ドーム　
東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」、JR・都営三田線「水道橋駅」、都営大江戸線「春日駅」

平日	 11：00～21：00　
土日祝 ･特定日	 10：00～21：00（特定日は春夏冬休みなど）
※最終入館20：00まで。年中無休（整備休館や営業変更あり）
※休館日：6月24日（月）～27日（木）

「宇宙を感動する」をコンセプトにした、東京ドームシティのエンタテインメントミュージアム。
心打つ星空、圧倒的な宇宙空間、最先端のサイエンス、宇宙からインスピレーションを受けたカル
チャーなど、これまでとは違った視点で宇宙を楽しめます。

1会員合計4枚まで（200枚限定）

１会員４枚まで（各日40枚限定）

発行日から6か月

区分①　一般／学生
	 1,300円（当日	1,800円／1,500円）
区分②　4歳～中学生／シニア（65歳以上）
	 900円（当日	1,200円）

指定席A　4,500円（一般	6,400円）
※	料金には、東京ドーム内の飲食売店・飲食移動販売、
東京ドームシティ内のレストランで利用できる、TDC
グルメチケット1,000円分（お釣りはでません。有
効期限がございます）が含まれています

区分①　対	阪神戦　7月27日（土）	14：00
区分②　対	阪神戦　7月28日（日）	14：00
区分③　対	広島戦　7月30日（火）	18：00

場　所

場　所

営業時間

申込数

申込数

有効期限

区分・料金

料　金

区　分

※ご利用当日にTeNQチケットカウンターにて当日入場券（時間指定券）への引き換えが必要です
※混雑時はご案内可能な時間までお待ちいただく場合がございます
※4歳未満のお子様の入館不可（ファミリーデー除く）。また、10歳未満のお子様の入館には中学生以上の同伴が必要です

※日程により、区分が異なりますのでご注意ください
※一塁側、三塁側の指定はできません
※チケットの受取時期は、7月上旬の予定です

〜見る、触れる、想像する、9つの宇宙体感！
　宇宙を楽しむエンタテインメントミュージアム〜
宇宙ミュージアム TeNQ 入館券

東京ドーム　読売ジャイアンツ公式戦
観戦チケット 
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会員本人

１会員につき区分①～④合計４枚まで（400枚限定）

※お子様の利用について：①②は、お子様料金（4～12歳）あり（現金払い）

１枚　1,900円 (3,000円相当）　※消費税・サービス料込み

申込資格

申込枚数

料　金

注意事項

東京ドームホテル直営　レストランランチ券

●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、5月18日（土）～11月17日（日）です。
● 	郵送でのお受け取りは、別途簡易書留料金 (310円）がかかります。お届け先の不在等により、
発送業者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。

事　業
コード 194304 締　切　日

抽選公開日
5月6日（月・祝）
5月10日（金）から

文京区後楽1－3－61　　
JRほか「水道橋駅」、東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」、都営三田線・大江戸線「春日駅」

場　所

区分 レストラン メニュー

①

スーパーダイニング
「R

リ ラ ッ サ

ILASSA」
東京ドームホテル３階

11：30〜15：00　90分制（ラストイン14：30)
☎︎03（5805）2277

和洋中ブッフェ〈ドリンクバー付き〉
※季節によりメニュー変更あり

②

サウンドステージ＆
ダイニング
The  A

ア ー テ ィ ス ト

rtist’s  C
カ フ ェ

afe
東京ドームホテル43階

平日　11：30〜14：30（ラストイン14:00)
土日・祝日　11：00〜15：00(ラストイン14：30)
90分制
☎︎03（5805）2243

メインディッシュ（１品）
ブッフェ（前菜・サラダ・ドルチェ）
〈コーヒー・紅茶付き〉

③

中国料理　後楽園飯店
後楽園ホールビル ２階

11：30〜14：00（ラストオーダー)
☎︎03（3817）6134

セットメニュー
前菜・料理２品・点心・ご飯・スープ・デザート・コーヒー

④

スパニッシュ・イタリアン
「B

バ ル コ

arco」
ミーツポート ２階

11：00〜15：00（ラストオーダー14:30）
☎︎03（5805）3167

セットメニュー
前菜・サラダ・スープ・メイン・デザート・コーヒー
または紅茶

区分・内容

※料理の写真はいずれもイメージです
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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

□セレモニーサポートセンター 千歳船橋店
☎03-6413-7316

□セレモニーサポートセンター 成城店
☎03-5429-5940

メモリードは、もしもの時をしっかりサポートいたします。メモリードは、もしもの時をしっかりサポートいたします。

□区民葬儀相談センター 世田谷店
☎03-3749-0984

■ 会報誌『せら』掲載広告 _W:180mm×H:128mm

グループ葬儀 16,000件
送る方にやさしく、送られる方にあたたかい。送る方にやさしく、送られる方にあたたかい。

1名からのセレモニー1名からのセレモニー
メモリードが推奨する 家族葬

石田 純一

メモリード
イメージキャラクター

http://memolead.tokyo/
検索メモリードのお葬式

0120 -1-365-24
1年 365日 24時間

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 〒183-8790　東京都世田谷区砧2-4-27 M2ビル4F

事前相談承ります。事前相談承ります。 東京メモリードホール東京メモリードホール

385,000円（税別）～385,000円（税別）～一日お別れ葬
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i n f o rma t i on
●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、2019・2020年度版『利用ガイド』P.102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。

●2019・2020年度版『利用ガイド』　
　新規事業・新規契約施設・廃止事業・契約解除施設のお知らせ

●全福センター　●オープンカレッジ受講料補助

	グルメ指定店
●和Shoku。の水
●四季膳ほしや
●酒肴 omborato（おんぼらあと）
●割烹きよみず
●中国料理旬遊紀
●中国料理翡翠宮
●チャイニーズレストラン欣喜
●せたがやキッチン
●レストランスカイキャロットBar&Café

新規事業

新規契約施設

廃止事業

利用内容を変更する事業

契約解除施設

	給　	付　	金 利用ガイド	 8頁　●要介護認定見舞金

	グルメ指定店

	定期健康診断

	人間ドック

	指定宿泊施設

利用ガイド	 38頁　	●二子玉川エクセルホテル東急　The	30’s	Restaurant
	 39頁　●リストランテ	カノビアーノ

利用ガイド	 45頁　●世田谷区保健センター

利用ガイド	 50頁　●シグマクリニック　

利用ガイド	 56頁　●湯河原温泉ちとせ
	 58頁　●ニューウェルシティ湯河原
	 60頁　●ホテルやまなみ
	 65頁　●ひなの宿ちとせ
	 70頁　●HMIホテルグループ
	 71頁　	●藤田観光リゾート施設（箱根小涌園天悠、伊東小涌園、伊東緑涌、由布院緑涌、
	 	 	 美山風林、十和田ホテル、ホテル椿山荘東京）

利用ガイド　●23頁	渓流釣場　●24頁	船宿	 ‥‥‥‥‥‥ 会員と登録家族	各２回	➡	合わせて4回
　　　　　　●25頁	ゴルフ場　●35頁	ゴルフ練習場	 ‥‥ 会員本人	4回・２回	　➡	合わせて4回
　　　　　　●36頁	グルメ指定店	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 会員と登録家族それぞれ3回	➡	会員と登録家族・
	 	 同伴者で6枚まで
　　　　　　●45頁	人間ドック	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ◉特定年齢の廃止

◉	契約医療機関以外で受診した場合は、10,000円
分のプリペイドカードを進呈します。

	パソコンサービス　
●日本PCサービス

	百貨店　　　　　　
●三越日本橋本店
●伊勢丹新宿店

	土木・住宅リフォーム　
●トップコートプランニング

	住宅メーカー　　　
●旭化成ホームズ

	指定宿泊施設
●湯本富士屋ホテル
●四季の宿箱根路開雲
●赤ちゃんペンションめーぷる
●広谷ペンション
●那須高原ホテルビューパレス
●神湯温泉倶楽部
●玉城屋旅館

	旅行代理店　　　　
●読売旅行
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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。

詳しくは昭和信用金庫各店窓口またはフリーダイヤルまでお問い合わせください

人生の「ライフイベント」では
さまざまな費用が必要になります。

 わくわくポイント定期 / ATM定期預金

定期積金「あらたな一歩」

 わくわくシニア定期

しょうわカードローン / しょうわカードローン「きゃっする」 / 教育カードローン しょうわカードローン 「シルバーきゃっする」

住宅ローン / リフォームローン / エコリフォームローン / 耐震プラン /マイカーローン / 教育ローン / 個人ローン / フリーローン / じぶん設計　

「医療保険・がん保険」 アフラック
「定期保険・一時払終身保険」 フコクしんらい生命

める
貯

りる
借

える
備

結婚 お子様
誕生

住宅
購入

教育
資金 リフォーム 老後

資金 相続退職

40代 50代 60代 70代30代20代

お気軽に昭和信用金庫にご相
談ください！

（平日9：00～17：00）0120-872-315Ⓡ

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
４月		５日（金）１０：００～１５：００ 大 橋 支 店（目黒区大橋２－２２－５） ☎０３（３４６９）０３１５／９：００～１５：００
４月		９日（火）１０：００～１５：００ 新 宿 支 店（新宿区西新宿１－３－７） ☎０３（３３４２）３８２１／９：００～１５：００
４月１３日（土）１０：００～１５：００ 代 田 橋 支 店（世田谷区大原２－２７－３１） ☎０３（３３２８）０１５１／９：００～１５：００
４月１８日（木）１０：００～１５：００ 烏 山 支 店（世田谷区南烏山４－１２－７） ☎０３（３３００）１３６1／９：００～１５：００
４月２０日（土）１０：００～１５：００ 下高井戸支店（世田谷区松原３－３０－８） ☎０３（３３２１）４１５５／９：００～１５：００
４月２４日（水）１０：００～１５：００ 東小金井支店（小金井市東町４－４２－２１） ☎０４２（３８４）１５２１／９：００～１５：００
５月１０日（金）１０：００～１５：００ 経 堂 支 店（世田谷区経堂２－３－２） ☎０３（３４２０）４１２１／９：００～１５：００
５月１５日（水）１０：００～１５：００ 代 田 橋 支 店（世田谷区大原２－２７－３１） ☎０３（３３２８）０１５１／９：００～１５：００
５月１８日（土）１０：００～１５：００ 桜 上 水 支 店（世田谷区桜上水４－１７－２） ☎０３（３３２９）３２４１／９：００～１５：００
５月２１日（火）１０：００～１５：００ 三 鷹 支 店（三鷹市上連雀８－４－８） ☎０４２２（４７）３１３１／９：００～１５：００
５月２４日（金）１０：００～１５：００ 京 橋 支 店（中央区新富２－４－２） ☎０３（３５５２）４０９１／９：００～１５：００

《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

	パソコンサービス　
●日本PCサービス

	百貨店　　　　　　
●三越日本橋本店
●伊勢丹新宿店

	土木・住宅リフォーム　
●トップコートプランニング

	住宅メーカー　　　
●旭化成ホームズ
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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（P.18）。

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
や請求書の送り先と連絡先を選択➡
 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〉
特産品送り先入力画面で送り先を選択〈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

特産品送り先入力確認画面で送り先情報・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

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

➡ ➡

WEB会員登録・申込方法

★次号の会報誌『せら』は、5月末に発送する予定です。
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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）

2019・2020年度版『利用ガイド』
P.112に掲載の会報誌「せら」イベン
ト申込書（特産品はP.110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。

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 ℡

新規入会事業所紹介カード

※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。

　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。

セラ・サービスの会員増強にご協力ください !!

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

【問い合わせ先】
セラ・サービス　
☎03（3411）6655

【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】
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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
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世田谷区商店街連合会が主催する
第３回世田谷キラリ輝く個店グラン
プリ（２０１８年度）において、セラ・
サービスグルメ指定店の「シーブ
リーズ」が飲食部門でグランプリを
受賞されました。

セラ・サービスグルメ指定店がグランプリ受賞


