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事　業
コード

会員・登録家族　
※補助券に記載している方以外はご利用になれませんので、ご注意ください

プール利用補助券で次の施設を割引料金でご利用いただけます。

400円

遊園地施設受付で会員証を提示のうえ、補助券を１人につき１枚提出してください。

各施設により利用期間が異なりますので、ご確認のうえご利用ください。

4回まで　
※�回数のカウントは、会員１人で利用しても１回、会員と登録家族３人で
利用しても１回となります（お申し込みごとに１人１枚の発行）

夏のプール利用補助券
利用資格

利用補助

利用方法

そ の 他

利用回数

195301 締　切　日 8月30日（金）

利用期間／所在地／電話 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金

6/29（土）～9/16（月・祝）
稲城市矢野口
4015－1
☎044（966）1111

プール付
ワンデーパス

大人（18歳～65歳未満）5,100円 400円 5,500円 6,000円

中学・高校生 4,000円 400円 4,400円 4,800円

3歳～小学生 3,700円 400円 4,100円 4,400円

プールWAI入場券

大人（18歳～65歳未満）2,500円 400円 2,900円 3,200円

中学・高校生 1,900円 400円 2,300円 2,500円

3歳～小学生 1,500円 400円 1,900円 2,100円

利用期間／所在地／電話 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金

7/6（土）～9/16（月・祝）
神奈川県大磯町
国府本郷546
☎0463（61）7726

１日券料金
※7月のみ幼児無料

おとな 2,600円 400円 3,000円 4,000円

シニア（65歳以上） 1,200円 400円 1,600円 2,200円

中学・高校生 1,600円 400円 2,000円 2,800円

小学生 1,200円 400円 1,600円 2,200円

幼児（3歳～未就学児）� 400円 400円 800円 1,000円

利用期間／所在地／電話 種　別 補助券利用料金 補助額 契約料金 一般料金

6/29（土）～9/30（月）
あきる野市上代継600
☎042（558）6511

入園料＋プール料金
※DEKASLAは別料金

大人（中学生以上） 2,400円 400円 2,800円 3,500円

シニア（61歳以上） 1,000円 400円 1,400円 1,800円

小学生 1,900円 400円 2,300円 2,500円

幼児（2歳～未就学児）1,000円 400円 1,400円 1,800円

フリーパス
※�入園・屋内外プール・
屋外遊園地のりもの
乗り放題付き。ただ
し、コインゲーム・別
料金のりものは除く

大人（中学生以上） 3,500円 400円 3,900円 4,500円

シニア（61歳以上） 1,100円 400円 1,500円 2,000円

小学生 2,400円 400円 2,800円 3,000円

幼児（2歳～未就学児）1,100円 400円 1,500円 2,000円

区分① よみうりランドウォーターアミューズメントアイランド「ＷＡＩ」

区分② 大磯ロングビーチ

区分③ 東京サマーランド

申込方法は、P.21・22をご覧ください。

Web 郵送・FAX・窓口
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事　業
コード

7月26日（金）　※雨天実施
【スタート】8：00から　OUT･IN同時スタート

今年もセラ・サービスが主催するゴルフ大会を実施します。
太平洋クラブ御殿場ウエストに流れる時間は、くつろぎとやすらぎです。
リラックスすることの喜びをお楽しみください。

会員･登録家族・関係者

5,000円（懇親会・賞品代）

40人（抽選）　※最少催行人数24人

会員・登録家族　12,590円
関係者� 15,590円
※�プレー費には、カート代、キャディフィ、
昼食代、１ドリンク代、諸税、ジュニア
育成協力金（50円）が含まれます

18ホールストロークプレー
（新ぺリア方式）

優勝者ほか、多数賞品あり

◦スタート時間などの詳細は、別途お知らせいたします。
◦�宿泊をご希望の場合は、クラブハウスに隣接する「ヴィラ・ザ・クラブ御殿場ウエスト」
　�（『利用ガイド』P.66参照）がございます（指定宿泊施設補助券利用可能）。
◦プレー終了後、現地にて「懇親会・表彰式」を行います。

太平洋クラブ御殿場ウエスト　
静岡県御殿場市印野1044－1
東名高速「御殿場I.C.」より約9km・約18分　
☎0550（89）0330

セラ・サービスゴルフ大会

日　時

参加資格

参 加 費

募集人数

プレー費

競技方法

賞　品

そ の 他

会　場

195001 締　切　日
抽選公開日

6月21日（金）
6月28日(金)からWeb 郵送・FAX・窓口

事　業
コード

羽田�かめだや��☎03（3741）1258
京浜急行羽田空港線｢大鳥居駅｣から徒歩10分

※JR｢蒲田駅｣より送迎あり（事前申し込み制｡ 詳細は当選者に別途お知らせします）

会員・登録家族（小学生以上／小･中学生は保護者同伴）

8月15日（木）　出船予定時間18：30

屋形船と花火の祭典

区　分 会員・登録家族 一　般

①大　人 7,500円 10,800円
②小 ･中学生 4,000円 5,500円

場　所

参加資格

期　間

料　理

募集人数

注意事項

区分・料金

195002

御弁当／刺身／おつまみ／みそ汁／おしんこ／デザート　※ビール､日本酒､サワー､ジュース飲み放題

60人（抽選）

●雨天により花火が中止の場合でも屋形船として出船します（荒天を除く）｡
● �当選者に別途お知らせする催行人数確定日後のキャンセルは､ 全額当選者のご負担と
なりますので､あらかじめご承知おきください｡

● �席数が限られているため､お申し込みいただいた以外の未就学児 ･乳児の乗船や､当日
の人数変更はお受けできませんので、ご了承ください｡

屋形船でおいしい料理を食べながら､間近で花火をご覧いただけます｡

イメージ

屋形船船内（イメージ）

締　切　日
抽選公開日

6月30日（日）
7月5日（金）から

※税込み価格

Web 郵送・FAX・窓口
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事　業
コード

事　業
コード

世田谷区池尻１－８－８�グランサンク１階　☎03（5486）1568
田園都市線「池尻大橋駅」徒歩10分、東急バス「自衛隊中央病院入口」徒歩３分

世田谷区経堂1－11－13　ウエダビル1階　☎０3（5799）6458　※P.20参照
小田急線「経堂駅」南口徒歩３分

7月6日（土）～9月1日（日）　※月曜・第3火曜定休

7月6日（土）～9月1日（日）　※月曜・第3火曜定休

フランス料理「シーブリーズ」ディナーコース

洋風食堂「はしぐち亭」ディナーコース

世田谷区商店街連合会主催 第3回キラリ輝く個店グランプリ（2018年度）
飲食部門グランプリ受賞店舗

区　分 会員・登録家族 同伴者（４名まで） 一　般
ディナーコース

（小学生以上） 2,200円 3,600円 3,900円

区　分 会員・登録家族 一　般

①サーロインステーキディナーコース（小学生以上） 2,200円 3,900円
②宴会コース（120分飲み放題付き／大人４名以上～） 2,800円 4,500円

場　所

場　所

期　間

期　間

営業時間

営業時間

料　理

料　理

申込資格

注意事項

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

○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。

区分・料金

区分・料金

グルメイベント
【抽　選】

Web 郵送・FAX・窓口

195101

195102

ディナー　18：00～21：00（ラストオーダー）

ディナー　18：00～22：00（ラストオーダー21：30）　※月曜・第3火曜定休

おまかせ前菜盛り合わせ／本日のスープ／メインディッシュ（※1）／
デザート（※2）／コーヒー
※1　�牛ハラミ肉のステーキ、牛バラとポークほほ肉のハンバーグフォアグラ添え

など、全８種より１品お選びください
※2　クレームブリュレ、フォンダンショコラなど、全５種より１品お選びください

◦サーロインステーキディナーコース
おまかせオードブル／スープ／自家製ドレッシングの大根サラダ／サーロインステーキ（150ｇ）／
ライスまたはパン／デザート・フルーツ盛り／コーヒーまたは紅茶

◦宴会コース（４名以上でお申し込みください）
オードブル２種盛り合わせ／スモークサーモンカルパッチョ／ポテトフライ＆イカリングフライ／
じゃんぼハンバーグステーキ／牛ロースのたたき和風ドレッシング／真っ赤なトマトのじゅうたんサラダ／
本日のお楽しみパスタ料理／ピクルス盛り合わせ／当店名物！ミニちとかライス／ミニデザート
　飲み物：ビール・ワイン（赤・白）・ハイボール・酎ハイ・レモンサワー・ウーロンハイ・ソフトドリンク各種

イメージ

イメージ

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月23日（日）
6月26日（水）から

6月23日（日）
6月27日（木）から

申込方法は、P.21・22をご覧ください。

3



事　業
コード

豊島区東池袋3－１－５�サンシャインシティプリンスホテルB1　☎03（5954）2257（10：30～21：30）
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」徒歩３分、JRほか「池袋駅」東口徒歩10分

７月６日（土）～９月１日（日）

サンシャインシティプリンスホテル

区　分 会員・登録家族（土・日・祝） 一　般（土・日・祝）

①ランチブッフェ（中学生～) 1,700円（1,900円） 3,080円（3,300円）
②ランチブッフェ（小学生） 1,000円 2,640円（2,860円）
③ディナーブッフェ（中学生～）　 3,100円（3,300円） 4,950円（5,170円）
④ディナーブッフェ（65歳～） 2,900円 4,400円（4,620円）
⑤ディナーブッフェ（小学生） 1,400円 2,530円

区　分 会員・登録家族 一　般

⑥ランチ共通券（小学生以上） 1,800円 3,000円

場　所

期　間

営業時間

料　理

料　理

営業時間

募集人数

区分・料金

区分・料金

195103

各150人　※お申し込みは、1会員につきどちらか1店舗

レストラン「B
バ イ エ ル ン

ayern」

中国料理「古稀殿」・和食「むさし野」ランチ共通券

ランチブッフェ� 11：30～14：30
� （土・日・祝・8月13日～15日は15：00まで。ただし90分制。11：30～13：00、13：30～15：00）
ディナーブッフェ� 17：30～21：00（土・日・祝・8月13日～15日は90分制。17：30～19：00、19：30～21：00）

約25種類の和洋中メニュー

◦中国料理「古稀殿」おすすめランチコース
二種前菜盛り合わせ／蟹・フカヒレ入りコーンスープ／鶏肉と野菜の炒め／大海老のマヨネーズ炒め／
本日のおすすめ炒飯／コラーゲン入り杏仁豆腐

◦日本料理「むさし野」松花御膳
小鉢二種／お造り五種盛り／焼き物／茶碗蒸し／蟹と海老・野菜の天ぷら／いくらご飯・香の物・止椀／水物
※メニューは仕入れ状況により変更となる場合があります

11：00～15：00（ラストオーダー）

※4～6歳は、ランチブッフェ500円、ディナーブッフェ700円を利用時に現金払い

※消費税・
　サービス料込み

※消費税・サービス料込み

締　切　日
抽選公開日

6月23日（日）
6月27日（木）からhttps://www.princehotels.co.jp/sunshine/
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事　業
コード

事　業
コード

業　者

業　者

発送時期

発送時期 その他

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。
受け付けは締め切り日必着です。
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。

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月11日（火）
6月14日（金）から

6月23日（日）
6月27日（木）から

内容・料金

内容・料金

特 産 品
【抽　選】

Web

郵送・FAX・窓口

195201

195202

イメージ

イメージ

申込数

申込数

１会員合計３ケまで（①～③計150ケ限定）

１会員４ケまで（販売総数200ケ）

三枝農園・古屋農園・早川農園

（株）世田谷川場ふるさと公社

７月下旬～８月上旬

6月下旬～７月中旬 クール便で発送いたします。

川場村から、毎年恒例・人気商品のお届けです。濃厚でクリーミーな味わいの「のむヨーグルト」。ドイツで
修業した職人が作る「ソーセージ・ベーコン」。どちらも地元の素材とその持ち味を活かした逸品です。

山梨県は、ももの生産量が日本一です。ジューシーで上品な
甘みをもつ塩山のももをお楽しみください。

※収穫前の台風等天災により、ご提供できなくなる場合があります

群馬県川場村「のむヨーグルトセット」

山梨県甲州市  「塩山のもも」

区分・品名 内　容 会員料金 一般料金

①のむヨーグルト
　900mlセット 900ml×４本 2,300円

2,500円 3,200円

②のむヨーグルト・
　ソーセージセット

のむヨーグルト　　150ml×12本
フランクフルト　　150g×1袋
粗挽きソーセージ　150g×1袋
ベーコン　　　　　120g×1袋

2,800円
3,000円 3,840円

③のむヨーグルト
　150mlセット のむヨーグルト150ml×16本 2,200円

2,400円 3,000円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

浅間白桃または白鳳 5kg 4,800円
5,000円 6,500円

関東エリア（１都６県）までの送料含む

関東近県までの送料含む

※税込み価格

※税込み価格

電話でのお申し込みは
できません。

※ P.21・22もご覧ください
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事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

業　者

業　者

業　者

発送時期

発送時期

発送時期

その他

その他

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月23日（日）
6月26日（水）から

6月23日（日）
6月26日（水）から

6月30日（日）
7月4日（木）から

内容・料金

内容・料金

内容・料金

195203

195205

195204

イメージ

イメージ

イメージ

申込数

申込数

申込数

１会員４ケまで（販売総数200ケ）

１会員３ケまで（販売総数150ケ）

１会員３ケまで（販売総数100ケ）

渥美観光○武園

芦屋シェフ・アサヤマ洋菓子工房

株式会社津南高原開発

7月25日（木）～8月10日（土）

７月上旬から順次冷凍で発送いたします。

８月中旬～下旬

沖縄・離島不可

離島不可、二重包装不可、短冊のしのみ対応可、8月10日～17日着日指定不可

冬でも暖かい渥美半島の太陽の恵みと太平洋の潮風をいっぱいうけて
育った甘くておいしいメロン。とれたての贅沢な味をご賞味ください。

津南高原の豊富な雪溶け水で育った瑞々しいとうもろこしです。夏は昼と夜の
温度差で甘みが増します。新潟名物の茶豆とセットでお届けします。

昨年300セット以上のお申し込みのあったマンゴーパフェを再びあっせんします。
どこまでもマンゴーを楽しめる豪華なパフェ。マンゴージェラートの上にはごろごろ
果肉がたっぷり。「第10回日経レストランメニューグランプリ」を受賞した、芦屋で人
気のパティシェ朝山末男氏がプロデュースしています。

愛知県渥美半島
「マスクメロン」

芦屋シェフ・アサヤマ洋菓子工房
「芦屋マンゴーパフェ」

新潟県中魚沼郡津南町
「スイートコーンと茶豆のセット」

品　名 内　容 会員料金 一般料金

マスクメロン　１箱 約2.0kg×2個 3,500円
3,700円 4,700円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

芦屋マンゴーパフェ　１箱 87ml×12個入り 3,300円
3,500円 5,400円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

スイートコーンと
茶豆のセット

スイートコーン2L×10本
茶豆250ｇ×２袋

1,900円
2,100円 3,200円

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

※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格
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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】

↑開演時間等

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月12日（水）
6月14日（金）から

6月17日（月）
6月21日（金）から

195401

195402

望海風斗／真彩希帆／彩風咲奈　ほか

劇団四季ミュージカル『アラジン』

大同生命ミュージカルシアター��電通四季劇場 [海 ]　
JR「新橋駅」ほか

東京宝塚劇場　 JR「有楽町駅」ほか

1会員4枚まで（150枚限定）

1会員4枚まで（50枚限定）

S席指定　
区分①　大人　　8,500円（一般�11,880円）
区分②　子ども　4,000円（一般�5,940円）

S席指定　6,500円（一般�8,800円）

※子どもは、ご観劇当日3歳以上から小学6年生まで
※2歳以下のお子様入場不可

7月13日（土） 13：00開演　　

8月3日（土） 11：00開演　　

出　演

料　金

料　金

場　所

場　所

申込数

申込数

↑公演日（曜日）�

●月▲日（土） 11：00開演

Web

郵送・FAX・窓口

魔法の絨毯に乗って、果てしない彼方へ。超一流クリエイターの手で
蘇った伝説のファンタジー、ロングラン上演中！

Ⓒ宝塚歌劇団

かんぽ生命 ドリームシアター 
幕末ロマン 『壬生義士伝』
〜原作 浅田次郎「壬生義士伝」（文春文庫刊）〜

かんぽ生命 ドリームシアター
ダイナミック・ショー『Music Revolution!』

宝塚歌劇雪組公演

撮影：荒井健　©Disney

申込方法は、P.21・22をご覧ください。
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事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月16日（日）
6月19日（水）から

6月16日（日）
6月20日（木）から

6月16日（日）
6月20日（木）から

195403

195404

195405

シアターコクーン・オンレパートリー2019
「美しく青く」

ブロードウェイミュージカル
『ＣＨＩＣＡＧＯ』

舞台「銀牙 -流れ星 銀-」～絆編～

Bunkamuraシアターコクーン　 JR「渋谷駅」ほか

赤堀雅秋

東急シアターオーブ　渋谷ヒカリエ11階　
JR「渋谷駅」ほか

天王洲 銀河劇場　 りんかい線「天王洲アイル駅」ほか

佐奈宏紀／郷本直也／荒木宏文／坂元健児　ほか

高橋よしひろ「銀牙 –流れ星 銀–」（集英社文庫コミック版）

1会員2枚まで（区分①10枚・区分②6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）

S席指定　7,000円（一般10,000円）

向井理／田中麗奈／大倉孝二／銀粉蝶／秋山菜津子／平田満　ほか

米倉涼子／アムラ＝フェイ・ライト　ほか

S席指定　10,000円（一般 14,000円）

全席指定　6,500円（一般 8,800円）

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可
※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合がございます
※生演奏、英語上演、日本語字幕あり

7月20日（土）
13：00開演

8月17日（土）
18：00開演

7月7日（日）
13：00開演

7月24日（水）
19：00開演

8月18日（日） 
12：30開演

7月12日（金）
19：00開演

区分
①

区分
①

区分
①

区分
②

区分
②

区分
②

料　金

出　演

出　演

料　金

料　金

場　所

作・演出

場　所

場　所

出　演

原　作

申込数

申込数

申込数

一度は日常を失いながらも懸命に新たな日常を生きつづけていく
人々に、一縷の光明を投げかける赤堀流ネオヒューマンドラマ。

米倉涼子、史上初の快挙！
3度目のブロードウェイ主演抜擢、そして来日公演で女優20周年を彩る！

Photo by Junji Ishiguro

Ⓒ高橋よしひろ／集英社・
　舞台「銀牙 –流れ星 銀–」　Ⓒ高橋よしひろ／集英社

最強の熊犬リキの息子として生まれた秋田犬の銀。
人間ですら歯が立たない凶暴な殺人熊・赤カブトに敗れた祖父シロと父リキの
仇を討つため、銀は同じく赤カブト打倒を目指す奥羽軍の一員となり、仲間達
と共に真の“男”を求め、日本全土を駆ける。

かんぽ生命 ドリームシアター 
幕末ロマン 『壬生義士伝』
〜原作 浅田次郎「壬生義士伝」（文春文庫刊）〜

かんぽ生命 ドリームシアター
ダイナミック・ショー『Music Revolution!』

Bunkamura 30周年記念

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。
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事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月16日（日）
6月20日（木）から

6月16日（日）
6月20日（木）から

6月16日（日）
6月19日（水）から

195406

195407

195408

ブロードウェイミュージカル
ピーターパン

神の子どもたちはみな踊る  
after the quake

マシュー・ボーンの『白鳥の湖〜スワン・レイク〜』

カルッツ川崎　 JR「川崎駅」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

Bunkamura�オーチャードホール　 JR「渋谷駅」ほか

ニュー・アドベンチャーズ

ピョートル・チャイコフスキー

マシュー・ボーン

1会員4枚まで（各日10枚限定）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

S席指定�区分①③　おとな　5,000円（一般�7,500円）　
　　　　�区分②④　こども　3,000円（一般�4,500円）

吉柳咲良／EXILE�NESMITH／河西智美／宮澤佐江／
入絵加奈子／久保田磨希　ほか

古川雄輝／松井玲奈／川口�覚／木場勝己　ほか

村上春樹

全席指定　7,000円（一般�9,800円）　

S席指定　9,000円（一般�13,000円）

※こどもは3歳～小学生。3歳未満のお子様はひざ上無料

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

8月3日（土）
16：30開演

8月1日（木）
19：00開演

7月11日（木）
18：30開演

8月4日（日）
16：30開演

8月3日（土）
18：00開演

7月15日（月・祝）
12：30開演

区分
①②

区分
①

区分
①

区分
③④

区分
②

区分
②

料　金

出　演

出　演

原　作

料　金

料　金

場　所

場　所

場　所

出　演

音　楽

演出・振付

申込数

申込数

申込数

美しい音楽と、夢と冒険がつまった感動のストーリー、
今年の夏も大切な人と一緒に観に行こう

“ぼくのことは「かえるくん」と呼んでください。”
3日後に東京を襲う地震を食い止めようとしているらしい――。
村上春樹の名作が、待望の日本上陸 !!

斬新な手法で古典作品を新解釈する英国バレエ界の奇才マシュー・ボーン。
その名を轟かせた本作が新演出でさらなる進化 !!

申込方法は、P.21・22をご覧ください。
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事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月16日（日）
6月19日（水）から

6月23日（日）
6月27日（木）から

195409

195410

親子で楽しむ夏休みバレエまつり  
〜ロシア４大バレエ劇場の競演〜

マシュー・ボーンの『白鳥の湖〜スワン・レイク〜』

Bunkamura�オーチャードホール　
JR「渋谷駅」ほか

東京文化会館�大ホール　 JR「上野駅」ほか

1会員2枚まで（10枚限定）

1会員2枚まで（各部10枚限定）

S席指定　7,500円（一般�10,800円）

全席指定　5,500円（一般�7,500円）

近藤亜香／中野吉章／飯島望未／佐々晴香／菅井円加／
金原里奈／二山治雄／前田紗江　ほか

イリーナ・ぺレン、オクサーナ・ボンダレワ、
アンナ・ムロムツェワ　ほか

「くるみ割り人形」より／「眠りの森の美女」より／
「白鳥の湖」より／「ドン・キホーテ」より　ほか

次世代のバレエ界を担う若き日本人ダンサーがオーチャードホール芸術監督�
熊川哲也のもと世界中から集結。熊川の磨き抜かれた審美眼で選ばれたいま観
るべき注目の若手ダンサーたちがカンパニーの枠を超え美技を競います。その
実力をぜひ劇場でお確かめください！

名作バレエの名場面ばかりをハイライトで上演！
司会のお姉さんの解説つきで、お子さまと一緒に楽しめる大人気の公演！
ミハイロフスキー、ボリショイ、マリインスキー、モスクワ音楽劇場。
ロシアを代表する4大バレエ劇場とキエフ・バレエのソリストが集結！
４歳以上のお子さまからご入場いただけます。

※熊川哲也は総合監修となり作品には出演いたしません
※5歳以上入場可。ただしお席が必要です
※特別録音音源を使用します
※�やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合がございます

※3歳以下入場不可
※演奏は特別録音音源を使用いたします
※演目・出演者は変更になる場合がございます

7月28日（日） 13：00開演

8月3日（土）
11：30開演

8月3日（土）
15：00開演

区分
①

区分
②

料　金

料　金

出　演

出　演

演　目

場　所

場　所

申込数

申込数

熊川哲也オーチャードホール芸術監督　特別企画

オーチャード・バレエ・ガラ
〜JAPANESE DANCERS〜

Bunkamura�30周年記念

©Kate Longley

©Toru Hiraiwa

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。
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事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月16日（日）
6月20日（木）から

6月16日（日）
6月20日（木）から

6月23日（日）
6月28日（金）から

195411

195412

195413

ブラッケン・ムーア
～荒地の亡霊～

ＫＥＲＡ ＣＲＯＳＳ 第一弾

『フローズン・ビーチ』

劇団飛行船ミュージカルショー
スター☆トゥインクル
プリキュアドリームステージ  

シアタークリエ　 JR「有楽町駅」ほか

シアタークリエ　 JR「有楽町駅」ほか

アレクシ・ケイ・キャンベル

ケラリーノ・サンドロヴィッチ

文京シビックホール　 東京メトロ丸の内線ほか「後楽園駅」直結

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4枚まで（各部20枚限定）

全席指定　6,500円（一般�9,500円）

全席指定　6,500円（一般�9,000円）

岡田将生／木村多江／峯村リエ／相島一之／立川三貴／
前田亜季／益岡徹　ほか

鈴木杏／ブルゾンちえみ／朝倉あき／シルビア・グラブ

S席指定　1,800円（一般�2,800円）

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※3歳以上有料。2歳以下はひざ上無料

8月26日（月） 18：15開演　　

8月8日（木） 18：30開演　　

8月31日（土）
11：00開演

8月31日（土）
14：00開演

区分
①

区分
②

料　金

料　金

出　演

出　演

料　金

場　所

場　所

原　作

作

場　所

申込数

申込数

申込数

ローレンス・オリヴィエ賞に輝く劇作家アレクシ・ケイ・キャンベルが
手掛けるサスペンスドラマ、豪華キャストにより日本初演！

1998年、ナイロン100℃によりKERA自身の演出で新宿紀伊國屋
ホールにて初演。女優4人で紡ぐミステリー･コメディ。
世相を鋭く映し出しながら、16年にわたる女性同士の心の機微を描
く、密室劇の傑作。

子どもたちに大人気の「スター☆トゥインクルプリキュア！」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！

©ABC-A 東映アニメーション

申込方法は、P.21・22をご覧ください。
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事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月12日（水）
6月14日（金）から

6月23日（日）
6月27日（木）から

195414

195416

国立劇場　７月歌舞伎鑑賞教室

オペラ夏の祭典2019－20  Japan⇔Tokyo⇔ World
オペラ「トゥーランドット」

〈全３幕 イタリア語上演／日本語字幕付き〉

2019 国立ボリショイサーカス

国立劇場�大劇場　 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」ほか

解説　歌舞伎のみかた
菅原伝授手習鑑―車引―
棒しばり

東京文化会館�大ホール　 JR「上野駅」ほか

横浜文化体育館　 JR「関内駅」ほか

空中ブランコ／犬のサーカス／猫のサーカス／ジギト（馬のサーカス）
／ボールアクト／イリュージョン／デュオ・アクロバット／
空中アクロバット／ジャグラー／熊のサーカス／ピエロ

1会員4枚まで（各日10枚限定）

1会員2枚まで（20枚限定）

1会員4枚まで（各日20枚限定）

1等席指定　3,000円（一般�4,000円）

尾上松緑／坂東亀蔵／坂東新悟／中村松江　ほか

ジェニファー・ウィルソン／デヴィッド・ポメロイ／砂川涼子　ほか

大野和士

アレックス・オリエ

S席指定　18,000円（一般�27,000円）

S席指定　4,000円（一般�5,800円）

※未就学児入場不可

※3歳以上有料。大人・子供同一料金
※2歳以下のお子様は、大人1名につき1人までひざ上無料
※公演時間　約2時間（休憩15分含む）

7月6日（土）
11：00開演

7月15日（月・祝）
14：30開演

7月15日（月・祝）
11：00開演

7月19日（金）
18：30開演

8月3日（土）
10：30開演

8月4日（日）
10：30開演

区分
①

区分
③

区分
②

区分
④

区分
①

区分
②

料　金

出　演

出　演

総合プロデュース・指揮

演　出

料　金

料　金

場　所

演　目

場　所

場　所

予定演目

申込数

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

6月16日（日）
6月20日（木）から195415 7月13日（土） 14：00開演

初めての歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き！
仕える主人の対立により、図らずも敵味方に分かれることになった三つ子の兄弟の争いを
描いた「菅原伝授手習鑑－車引－」は、歌舞伎の様式美をご堪能いただける名作です。
軽やかで可笑しみ溢れる人気舞踊「棒しばり」と、豪華二本立てでお楽しみください。

何故、人は謎に挑むのか…衝撃の新制作！
史上初、東京文化会館と新国立劇場が共同制作するスペクタクルオペラ！

夏休みの大人気公演、会場は驚きと興奮に包まれた新たなサーカス。

尾上松緑

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。
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事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月23日（日）
6月27日（木）から

6月23日（日）
6月27日（木）から

6月10日（月）
6月13日（木）から

195501

195502

195601

恐竜博2019

日中文化交流協定締結
40周年記念 特別展「三国志」

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

国立科学博物館　 JR「上野駅」ほか

東京国立博物館�平成館　 JR「上野駅」ほか

7月16日（火）、9月2日（月）・9日（月）・17日（火）・24日（火）・30日（月）

月曜、7月16日（火）　
※ただし、7月15日（月・祝）、8月12日（月・休）、9月16日（月・祝）は開館

1会員合計6枚まで（200枚限定）

1会員合計6枚まで（200枚限定）

◦締め切り日以降のキャンセル・変更はお受けできません。
◦�受取方法は郵送のみとなります。簡易書留料金（310円）
をご負担いただきます。

区分①　一般・大学生　　700円（当日�1,600円）�　　　　
区分②　小・中・高校生　200円（当日�600円）

区分①　一般　　700円（当日�1,600円）
区分②　大学生　500円（当日�1,200円）�������������
区分③　高校生　300円（当日�900円）

9：00～17：00
※金・土曜は20：00まで
※8月11日（日）～15日（木）・18日（日）は18：00まで
※入場は各閉館時刻の30分前まで
※諸事情により、開館日、開館時間等について変更する場合がございますので、
　公式サイト等でご確認ください

9：30～17：00　※金・土曜は21：00まで　※入館は閉館の30分前まで

大人（18歳以上）　4,000円（一般�7,400円）

※未就学児無料　　※障害者手帳をご持参の方とその介護者1名様は無料　　
※公式HP　https://dino2019.jp/

※中学生以下無料　　
※障がい者とその介護者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://sangokushi2019.exhibit.jp/

※チケットの受取時期は、7月下旬の予定です

7月13日（土）～10月14日（月・祝）

7月9日（火）～ 9月16日（月・祝）

料　金

料　金

開館時間

開館時間

料　金

会　場

会　場

休 館 日

休 館 日

申込数

申 込 数

申 込 数

その他

“恐ろしい手”の謎の恐竜、全貌を世界初公開！

いざ、リアル三国志へ参らん！

1会員4枚まで (3,000枚限定 )

発行から１年間有効期限

申込方法は、P.21・22をご覧ください。
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事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

6月10日（月）
6月12日（水）から195503

千葉県木更津市：江川海岸潮干狩場　 JR内房線「岩根駅」

7月21日（日）

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）

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。

※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）
※チケットの受取時期は、6月下旬頃の予定です

区分・料金

場　所

有効期限

木更津市江川海岸  潮干狩券　
申込数 1会員合計10枚まで（300枚限定）

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

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。

イメージ
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事　業
コード

事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

6月23日（日）
6月27日（木）から

6月23日（日）
6月27日（木）から

6月15日（土）
6月19日（水）から

195504

195505

195506

サンシャイン水族館 入館券

すみだ水族館 入館券

東京湾納涼船 利用券

時期により異なるため、公式HPをご確認ください。

9：00～21：00

東海汽船�竹芝客船ターミナル　☎03（3437）6119（お客様センター）
ゆりかもめ「竹芝駅」徒歩約１分、JRほか「浜松町駅」徒歩約7分

出航　19：15（乗船開始18：45）　
帰航　21：00

6月30日（日）～9月23日（月・祝）

豊島区東池袋3－1－3�
サンシャインシティ�ワールドインポートマートビル�屋上
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」徒歩5分　

　JRほか「池袋駅」東口徒歩約10分

墨田区押上１－１－２�東京スカイツリータウン・ソラマチ5・6階
東京メトロ半蔵門線ほか「押上駅」徒歩５分　

大人（高校生～）１枚　1,000円（一般�2,200円）

�大人１枚　1,000円（一般�2,050円 )

9月30日（月）

2020年1月31日

※小学生は500円（利用時現金払い）
※浴衣割との併用不可

料　金

料　金

料　金

有効期限

有効期限

営業時間

営業時間

場　所

営業時間

利用期間

場　所

場　所

区　分 会員・登録家族 一般料金

①大　人 1,300円 2,600円
②中学・高校生 600円 1,050円

地上40階のビルのうえにある水族館
ペンギンが都会の空を飛ぶように泳ぐ姿をみることができる「天空のペンギン」水槽、
各種パフォーマンスなど見どころが満載 !!!

※特別営業時はご利用いただけません　※営業時間が変更となる場合がございます
※最終入場は終了1時間前です　※他の割引との併用不可

※入場受付は閉館の1時間前まで　
※他の割引との併用不可　
※季節による営業時間の変動あり

東京スカイツリー内の都市型水族館。
ペンギンやクラゲ、チンアナゴなどのお馴染みの仲間たちに加え、日本最大級の
金魚展示ゾーン「江戸リウム」は、すみだ水族館ならではの注目スポット !!!

申込数

申込数

申込数

１会員につき４枚まで

１会員につき４枚まで

１会員につき４枚まで

イメージ

イメージ

イメージ

申込方法は、P.21・22をご覧ください。
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収入の部 予算額 前年度予算額 内　　　容
事業運営収益
受取会費
雑収益
受取区補助金
共済システム更新積立金取崩
　　　　合　　計

69,868,000
62,370,000
4,634,000
15,850,000
24,000,000
176,722,000

72,305,000
62,996,000
2,690,000
14,810,000

0
152,801,000

イベント参加費やチケット代金等 
会費及び入会金 
会報誌『せら』の広告料収入等

共済システム更新費  

支出の部 予算額 前年度予算額 内　　　容
会報誌『せら』の発行及び配送等  

宿泊施設やグルメ店等の利用に対する補助
観覧観劇チケットや特産品等の購入に対する補助等

人間ドックや健康診断等の利用に対する補助
運動施設の利用や温泉チケットの購入に対する補助等

調査研究・情報提供事業費

健康維持増進事業費

自己啓発・余暇活動事業費

勤労者福祉・給付事業費

ソフトウェア購入費
共済システム更新
　　　　合　　計

16,239,000

33,956,000

92,802,000

9,576,000

0
24,149,000
176,722,000

12,070,000

31,815,000

95,722,000

9,894,000

3,300,000
0

152,801,000

加入促進のための経費  
結婚・出産・入院などの慶弔に関する給付金の支給等
共済システム開発経費
共済システム更新費

勤労者福祉事業の2019年度事業計画及び予算額をお知らせいたします。    単位：円

2019年度勤労者福祉事業（セラ・サービス）について

　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】

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。
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 エースビジネスサービス株式会社
 〒136-0074 江東区東砂 7-19-31

 お問い合わせ先：0120-188-192　月～土　9：00 ～ 17：30
 〒163-0456　東京都新宿区西新宿 2-1-1　新宿三井ビル 19Ｆ
 TEL：03-3344-1429　FAX：03-3344-4036

ＡＦ広宣課 -2017-5036-1903016　1 月 12 日

 東京第二法人営業部

★２親等以内の方であれば割安な集団料率が適用できます。

18



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
６月��６日（木）１０：００～１５：００ つつじが丘支店（調布市西つつじヶ丘３－３１－２） ☎０４２（４８２）０２１１／９：００～１５：００
６月��８日（土）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
６月１２日（水）１０：００～１５：００ 池 の 上 支 店（世田谷区代沢２－４４－１４） ☎０３（３４２２）３１４１／９：００～１５：００
６月１５日（土）１０：００～１５：００ 大 橋 支 店（目黒区大橋２－２２－５） ☎０３（３４６９）０３１５／９：００～１５：００
６月２１日（金）１０：００～１５：００ 明 大 前 支 店（世田谷区松原２－４４－２） ☎０３（３３２３）０５１１／９：００～１５：００
６月２６日（水）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
７月��３日（水）１０：００～１５：００ 本 店（世田谷区北沢１－３８－１４） ☎０３（３４２２）６１８１／９：００～１５：００
７月��６日（土）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
７月１０日（水）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
７月１２日（金）１０：００～１５：００ 三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋１－４１－１０） ☎０３（３４２１）６１０１／９：００～１５：００
７月１９日（金）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

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Ⓡ
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i n f o rma t i on
● 2019・2020年度版セラ・サービス『利用ガイド』記載事項について
　2019・2020年度版セラ・サービス『利用ガイド』の記載事項について、下記のとおり誤りがございました
ので、お詫びして訂正いたします。

掲載頁 施設名・記載事項 （正） （誤）

15 東武ワールドスクウェア 日光・宇都宮道路 宮有料道路

16 富士すばるランド 入園料�
大人（12/1～3/31）��
補助券使用700円

入園料�
大人（12/1～3/31）��
補助券使用3,900円

スパリゾートハワイアンズ ※�遊園地利用補助券と指定宿泊施
設利用補助券（P.64）は併用で
きません。

※�遊園地利用補助券と指定宿泊施
設利用補助券（P.68）は併用で
きません。

29 都ゴルフ倶楽部 会員証提示料金・補助券利用
9月～12月　土・日・祝

会員証提示料金・補助券利用
9～12月　日・祝

37 ラ・ロシェル山王店 ランチ　�� 5,000円～
ディナー10,000円～

ランチ　�5,200円～
ディナー�8,500円～

42 シンフォニー アフターヌーンクルーズ
15：00～15：50

ディナークルーズ
15：00～15：50

サンセットクルーズ
16：20～18：20

アフターヌーンクルーズ
16：20～18：20

ディナークルーズ
19：00～21：30

サンセットクルーズ
19：00～21：30

洋風食堂はしぐち亭 電話番号03（5799）6458 電話番号03（5799）5458

46 駒沢診療所
駒沢健康管理センター

会員料金　44,280円
利用料金（消費税8％込み）

会員料金　45,360円
記載なし

49 芙蓉診療所・成人病医学
センター

一般料金
1泊2日人間ドック
85,320円
日帰り人間ドック
52,920円

一般料
1泊2日人間ドック
40,470円
日帰り人間ドック
68,570円

55 吉池旅館 掲載画像は吉池旅館ではありません

58 ホテル伊東ガーデン 平日・休日
3名1室9,000円～

平日・休日
3名1室7,000円～

63 和心の宿オーモリ 会員証提示料金　表　区分 会員証提示料金　表　あいうえ

磯原シーサイドホテル 屋上天空風呂 天空天空風呂

64 スパリゾートハワイアンズ ※�遊園地利用補助券（P.16） ※�遊園地利用補助券（P.25）

68 東急ホテルズ 中国　広島東急REIホテルを追加
☎︎082（244）0109

記載なし

91 株式会社ヤマダホームズ 下記に移転しました
新宿区四谷4－34－2　YSビル7階

裏表紙 セラ・サービス FAX番号 03（3412）2340 03（3421）2340
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本誌『せら』掲載事業のお申し込みは、Web（P.22参照）または郵送（送付先は裏表紙参照）・FAX（03-3412-2340）で。

 イベントのお申し込み

※締め切り日必着　
※１つのお申し込みにつき、申込書が１枚必要です
※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（☎03-3411-6655）

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

★次号の会報誌『せら』は、7月末に発送する予定です。

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。

会報誌『せら』のお届けについて
会報誌『せら』は、奇数月の月末に宅配便によるポストインでお届けしています。
万一、お引越し等で郵便局に転居届を出されていても、郵便ではお送りしておりませんので、
届かないことがありましたら、次の事項をご確認ください。

◦転居（区内）したが、セラ・サービスに変更届を出していない　
　　　➡変更届を提出してください
◦ポストに事業所名が出ていない　　
　　　➡ポストに事業所名を出してください
◦ポストがない
　　　➡ポストを設置してください

円滑な会報誌配送のため、ご協力をよろしくお願いいたします。
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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
※返信メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに入っていないかなど、ご自分のパソコンの
設定をご確認ください。

※なお、セラ・サービスの「窓口」および「郵送」でのお申し込みも引き続きご利用いただけます（P.21参照）。

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

➡ ➡

※返信メールが届かない場合、上記WEB
会員登録方法の※（注意書き）のほか、
利用履歴をご確認ください。

WEB会員登録・申込方法
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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） 

N
o.177     　

2019年
6・
7月
号
　
Setagaya  Labor  Service 〈

せ
 ら
〉
 　
　
　
発
行
 （
公
財
）世
田
谷
区
産
業
振
興
公
社
   セ
ラ
・
サ
ー
ビ
ス
    TEL 03-3411-6655    FA

X 03-3412-2340

　セラ・サービスでは、広告掲載および
折込広告を募集しています。会員への
有益な情報や格安なサービスをPRし
ませんか。詳しくはセラ･サービスまで
お問い合わせください。
会報誌『せら』…2カ月に1回発行
 発行部数：約8,800部

広告を掲載しませんか

サイズ 掲載料金

120,000円

40,000円

40,000円　  〃　  １／４

80,000円裏 表 紙 １／２

30,000円　  〃　  １／４

３頁以降 全　面

60,000円　  〃　  １／２

　  〃　  １／３

※会報誌はA4判です

広告掲載料金
広告主の種類 折込単価

6円

10円

第１号

8円第２号

第３号

折込広告料金

※第１号はセラ・サービス会員
　第２号はセラ・サービス契約事業所
　第３号は上記以外
※折込広告の大きさはいずれも最大
A4判以内

□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




