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事　業
コード 198301 締　切　日 2月7日（金）

会員・登録家族 1会員、期間内6枚まで

（1）�締め切り日（令和2年2月7日）までに、必要枚
数をお申し込みください。

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

全日無料の立体駐車場を1,000台完備！

平日無料

スキー場周辺に約1,500台分の駐車場があります（無料駐車場）

スキー場隣接1,000台の無料駐車場完備！

12月21日（土）～
3月22日（日）

12月21日（土）～3月22日（日）

12月1日（日）～
3月31日（火）

12月13日（金）～3月29日（日）

関越自動車場�沼田ICより約25分

関越自動車道�塩沢石打ICから3km・5分

北陸新幹線で東京駅から長野駅経由で最短約3時間

安曇野IC、長野IC、糸魚川ICからは一般道で60分。北陸新幹線で東京駅から長野駅経由で最短約3時間

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

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

スキー場リフト券購入補助券

申込数利用資格

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

申込方法

リフト券利用期間

リフト券利用期間

リフト券利用期間

リフト券利用期間

その他

受取方法

首都圏から約2時間の絶好パウダースノー！

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

国内屈指の幅1.2kmの超ワイドな、誰にも邪魔されない緩斜面は初心者や家族連れにピッタリ。

白馬最多のコースはどんなレベルの方でも満足！山頂からの抜群の眺望も人気です。

券　種 補助券利用時料金
一般料金

平　日 土日・祝日
大　人 3,600円 4,900円 5,200円
ジュニア（小・中学生要身分証） 2,300円 3,600円 3,900円
シニア（50歳以上要身分証） 3,000円 4,100円 4,400円

券　種 補助券利用時料金 一般料金
大　人 3,800円 5,100円
ジュニア（小学生） 2,300円 3,400円
シニア（60歳以上要身分証） 3,300円 4,400円

券　種
補助券利用時料金 一般料金

12/21～3/13 12/1～12/20    　
3/14～3/31 12/21～3/13 12/1～12/20

3/14～3/31
大　人 3,800円 4,000円★ 5,400円 4,900円★
小児（小学生） 2,100円 2,400円★ 3,200円 3,400円★

券　種
補助券利用時料金 一般料金

12/13～12/20
3/16～3/29 12/21～3/15 12/13～12/20

3/16～3/29 12/21～3/15

大　人 2,200円 3,200円 3,400円 4,600円
小児（小学生） 900円 1,700円 1,800円 2,800円

アクセス

アクセス

アクセス

アクセス

料　金

料　金

料　金

料　金

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

川場スキー場

石打丸山スキー場

栂池高原スキー場

白馬岩岳スノーフィールド

※�3歳～未就学児2,000円。
2歳以下無料

※�セラ会員証提示で大人
4,200円、ジュニア2,900
円、シニア3,600円�（いず
れも同伴者4名まで）

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

※�未就学児大人同伴で1名のみ無料。2名以降小児料金
★ランチ券付き料金：ランチ券はリフト券とともに現地でのお渡しとなります

※�特典：温泉・レンタル割引券付き　※未就学児は無料

Web郵送・FAX・窓口

申込方法は、P.17・18をご覧ください。
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平日無料、土日・祝日1,000円

ホテルの前に広がる1,200台収容の
毎日無料駐車場完備！

全日無料

全日無料

12月1日（日）～3月31日（火）

12月21日（土）～
3月31日（火）

12月7日（土）～3月29日（日）

12月21日（土）～3月15日（日）

関越自動車道�沼田ICから一般道19km・30分

▶関越自動車道�塩沢石打ICから国道353号～117号経由で約45分
▶上越新幹線で越後湯沢駅より「宿泊者専用バス」で約50分（要予約）

中央自動車道�諏訪南ICから5km・7分

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

リフト券利用期間

リフト券利用期間

リフト券利用期間

リフト券利用期間

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

ホテルの目の前に広がる「５面のプライベートゲレンデ」で、初級から上級までお好み
のコースでレベルを問わず楽しめます。お子様に大人気の「スノーアクティビティ」
や冬の大自然を満喫する「スノーシュートレキング」もお楽しみいただけます。

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

お菓子屋さん「シャトレーゼ」のスキー場です。
中央自動車道・長坂ICから①約21km・約25分②約42km・
約50分の好アクセス！
補助券利用と早割リフト券の2種類をご用意。85％の高い晴
天率と人工降雪のコンディションが最高！

券　種
補助券利用時料金

一般料金
平　日 土日・祝日

大人
2,100円

2,800円 4,700円
シニア（50歳以上） 2,600円 3,900円
こども（小学生） 2,000円 2,000円 3,200円

券　種
補助券利用時料金 一般料金

12/21～12/24 12/25～3/31 12/21～3/31
大人・中学生 2,400円 2,900円 4,000円
シニア（60才～）・小人（3才～） 900円 900円 2,000円

券　種 補助券利用時料金 一般料金
大人 3,200円 4,800円
こども（小学生） 1,400円 2,000円

券　種
補助券利用時料金 一般料金

平　日 土日・祝日 平　日 土日・祝日
大人（高校生～50歳未満） 1,900円 2,400円 3,500円 4,000円
こども（小・中学生）・マスター（50～59歳） 900円 1,400円 2,500円 3,000円
キッズ（小学生未満）・シニア（60歳以上） 900円 1,400円 1,500円 2,000円

アクセス

アクセス

アクセス

料　金

料　金

料　金

料　金

たんばらスキーパーク

ニュー・グリーンピア津南スキー場

富士見パノラマリゾート

①シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
②小海リエックス・スキーバレー

※�特定日は土日・祝日、年末
年始期間（12/29～1/3）

※�シニアは50歳以上（要証
明書）。小学生未満（4歳以
上）は現地にてキッズ1日
券（2,200円）を販売

※3歳以下リフト無料

※�スキー・スノボレンタルもセラ会員証提示で400円割引き！

※キッズ（未就学児）は無料
※�セラ会員証の提示で、同伴者5名まで一般料金より
1,000円引き（50歳以上は500円引き、キッズを除く）

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

① ②
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事　業
コード

新宿区歌舞伎町1−30−1　予約☎03（3205）1124（受付時間�9：00～19：00）
西武鉄道「西武新宿駅」直結、JRほか「新宿駅」東口徒歩5分

1月6日（月）～2月29日（土）

平日� 昼　11：30～15：00　
� 夜　17：00～21：00
土・休日　昼　11：30～13：00／13：30～15：00　
� 夜　17：00～19：00／19：30～21：30

平日� 昼　11：30～14：45（ラストオーダー14：15）　
土・休日　昼　11：30～13：00／13：15～14：45　

新宿プリンスホテル

ブッフェダイニング プリンスマルシェ  地下 2 階
四季折々の食材や香りなど五感を刺激する要素が集う場所～マルシェ～

和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）  25階

場　所

期　間

営業時間

営業時間

申込資格

注意事項

会員・登録家族
※�子ども設定のない場合、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。
○ご利用の際は、必ず「セラ・サービス会員」と伝え、店舗への
ご予約をお願いいたします。

○ご利用当日は、会員証、利用補助券をお持ちになり、補助券は
店舗に提出し会計時に利用料金をお支払いください。

○契約料金が記載された店舗では、登録対象外の家族や友人な
ど同伴の方は、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

198101

イメージ

イメージ

締　切　日
抽選公開日

12月20日（金）
12月24日（火）から

バラエティー豊かな料理、ライブキッチンから放たれる臨場感、それは誰もが
心躍る至福の時間。そんな食の空間をブッフェダイニング�プリンスマルシェ
よりお届けします。

選べるメインディッシュと前菜、サラダ、デザート、お飲みもの等を
ブッフェ形式で召しあがっていただくハーフブッフェスタイルです。

申込方法は、P.17・18をご覧ください。

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

ランチ ①大　人 2,000円 3,000円 3,300円

②小学生 1,600円 2,600円 2,860円

③幼　児 900円 1,600円 1,760円

ディナー ④大　人 2,800円 4,200円 5,500円

⑤小学生 2,200円 3,500円 4,180円

⑥幼　児 1,500円 2,500円 3,080円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

⑦ザ スカイハーフブッフェ 2,000円 3,100円 3,520円

※消費税・サービス料込み

※小学生以上（同料金で利用可）　
※消費税・サービス料込み

https://www.princehotels.co.jp/

募集人数 各150人

3



事　業
コード

事　業
コード

シーライン東京�日の出ふ頭営業所　港区海岸2−7−104　
☎03（3798）8101
JRほか「浜松町駅」徒歩12分　

　�新都市交通ゆりかもめ「日の出駅」徒歩1分

世田谷区梅丘1−20−13�第六日向ビル2階　☎03（3428）1415
小田急小田原線「梅ヶ丘駅」徒歩2分

12月25日（水）～2月29日（土）
※定休日および1月1日（水・祝）～1月3日（金）は除く

12月21日（土）～1月31日（金）

18：00～21：00（ラストオーダー20：00）　※木曜定休（不定休あり）　

15：00～15：50　※15分前までに乗船手続きをお済ませください

▶ティータイムプラン　ケーキセット
　本日のケーキ／コーヒーまたは紅茶　※小学生も大人と同一の料理です
▶寿司ダイニング�海音Kanon　八つ時
　�和スイーツ／コーヒーまたは紅茶／小どんぶり　※小学生以下のお子様はご利用いた
だけません　※前日16：00までのご予約をお願いします

前菜／ふかひれスープ／魚介料理／肉料理／お食事／デザートなど全8品

小学生以下のお子様はご利用いただけません。

中国料理 瑞
ず い  せ つ

雪

東京ベイクルージングレストラン
シンフォニー　アフタヌーンクルーズ

場　所

場　所

期　間

期　間

営業時間

営業時間

料　理

料　理

その他

募集人数

募集人数

198102

198103

※消費税・サービス料込み

※消費税・サービス料込み

100人

100人

イメージ

イメージ

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

12月13日（金）
12月17日（火）から

12月16日（月）
12月18日（水）から

世田谷区内では数少ないあのミシュラン1つ星を獲得したお店です！
梅ヶ丘の閑静な住宅街に居を構える広東料理店。島根県益田市から届く新鮮な魚介類を中心としたメニューが
好評です。店主が目指すのは「日本独自の中華」で、あっさりした風味の広東料理をベースに、日本の食材や調
味料にこだわった個性的な料理です。店内はお靴を脱いでくつろいでいただけるスタイルです。ミシュランガ
イド東京2015～2019に5年連続で掲載されました。

アフタヌーンクルーズは、日の出桟橋出航後、レインボーブリッジの下を通過し、お台場、大井ふ頭へと進みます。
東京タワーや東京スカイツリーなど、東京の名所を船上からゆっくりとお楽しみください。

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

ティータイムプラン
①大　人 1,600円 2,520円 2,800円
②小学生 1,200円 2,016円 2,240円

寿司ダイニング ③大　人 1,800円 2,790円 3,100円

内　容 会員・登録家族 契約料金 一般料金

瑞雪定番 夜のコース 4,800円 7,150円 7,700円

料　金

区分・料金

※3歳以下無料　※消費税・サービス料込み

https://www.symphony-cruise.co.jp/cruising_plan/
afternoon/index.html
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事　業
コード

事　業
コード

申込資格 会員本人

申込方法　
［Webでのお申し込み］
○ �スマートフォンやパソコン、タブレットから24時間
いつでもお申し込みいただけます。

○ �Webでのお申し込みの場合は、郵送・FAX・公社窓
口でのお申し込み金額より割引いたします。

［郵送・FAXでのお申し込み］
郵送の場合、『利用ガイド』2019・2020年度版P.110
の「特産品申込書」に必要事項をご記入しお送りくださ
い。受け付けは締め切り日必着です。
FAXの受付時間は平日9：00～17：30で、送信後に
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む金額です。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・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記入してく
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、期日までのお支払い
をお願いいたします。締め切り後の
キャンセルはできません。

○ �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。

○ �お届け先の長期不在等により、発送業
者まで品物が戻った場合は、ご依頼主
様に再発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

12月10日（火）　
12月12日（木）から

12月11日（水）　
12月13日（金）から

内容・料金

内容・料金

特 産 品
【抽　選】

Web

郵送・FAX・窓口

198201

198202

申込数

申込数

1会員4箱まで（販売総数200箱）

1会員3セットまで（合計150セット）

レンジで温めるだけですぐに食べられる本格海鮮鍋の詰め合わせです。
北海道の郷土料理を代表する濃厚な味噌味が特徴の石狩鍋と、紅ずわいがにを使用
した醤油味のかに鍋、秋鮭とトラウトサーモンを使用したダシの風味を味わえる塩
味仕立ての鮭うしお汁。お一人分なのでいつでも手軽にお楽しみいただけます。

小樽の小鍋６個入り（3種）

　越後十日町
杵つき手のし餅  《越路餅３種セット》

品　名 内　容 会員料金 一般料金

小樽の小鍋　
1箱6個入り

（3種）

鮭うしお汁280g
かに鍋280g
石狩鍋280g × 各2個

2,800円
3,000円 5,000円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

越後十日町�
杵つき手のし餅

《越路餅3種セット》

越路餅白餅、越路餅草餅、越路餅豆餅
各500gの3点セット

2,000円
2,200円 3,600円

関東近県までの送料含む

関東近県までの送料含む

電話でのお申し込みは
できません。

※ P.17・18もご覧ください

魚沼産こがねもち米を使用しています。
この最上級の「こがねもち米」を熟練した職人が一臼一臼に気持ちを込めて丁寧に仕
上げたこのお餅は、手のしならではの「腰の強さ」と「なめらかさ」が際立つ昔ながら
の逸品です。

イメージ

イメージ

業　者

業　者

発送時期

発送時期

賞味期限

賞味期限

その他

その他

北海道アンソロポロジー株式会社

（一財）十日町地域地場産業振興センター

12月下旬より順次発送
※沖縄・離島等別途1,500円

12月下旬より順次発送

冷凍30日

3ヵ月（未開封時）

のし対応可

のし対応可

※�合成保存料等は使用しておりません。生ものですので、開封後は賞味期限に関わらずお早めにお召上が
りください
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  《越路餅３種セット》

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月９日（月）　
12月11日（水）から

内容・料金

198203 申込数 1会員3セットまで（販売総数200セット）

四日市畜産公社推奨の三重県産「さくらポーク」。独自の飼育方法にこだわり、加熱し
た植物性飼料と養老山麓の湧水で育ちました。その名の通り美しいさくら色をした肉
質は、とてもジューシーで甘味があるのが特徴です。今回は、そのさくらポークのモモ
肉と国産大根おろしがたっぷり入ったポン酢醤油「おろぽん」をセットに致しました。
さっぱりとしたポン酢醤油でお召し上がりください。

三重 さくらポークしゃぶしゃぶ＆ポン酢セット

区分・品名 内　容 会員料金 一般料金

三重 さくらポークしゃぶしゃぶ＆
ポン酢セット

さくらポークモモしゃぶしゃぶ用600g、
国産大根おろし入りポン酢醤油300ml

2,600円
2,800円 5,400円

送料含む

事　業
コード

業　者

業　者

業　者

発送時期

発送時期

発送時期

賞味期限

賞味期限

賞味期限

その他

その他

その他

締　切　日
抽選公開日

12月10日（火）　
12月12日（木）から

内容・料金

内容・料金

198204

イメージ

イメージ

イメージ

申込数 1会員4箱まで（販売総数200箱）

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月10日（火）　
12月12日（木）から198205 申込数 1会員3セットまで（販売総数200セット）

北海道アンソロポロジー株式会社

リロクラブ

北海道アンソロポロジー株式会社

12月下旬より順次発送
※沖縄・離島等別途1,500円

冷凍便で12月下旬より順次発送
※�12月28日（土）～1月6日（月）の期間は配送できません

12月下旬より順次発送
※�沖縄・離島等別途1,500円

常温1年6ヵ月

常温90日

冷凍30日

のし対応可

のし対応可

のし対応可（御歳暮、無地のみ）
沖縄・離島不可

塩茹でした貝柱の中からさらに粒よりの貝柱のみを選りすぐり、北海道産素
材のチップで燻製をかけた後、こだわりの植物油にじっくり漬け込みました。
クセのないしっとりとした帆立の旨味が口全体に広がり、お酒が進みます。
また、炒飯やサラダなどの具材にもおすすめです。自分へのごほうびはもち
ろん、ギフトにも喜ばれること間違いなしです。

高知県のブランド生姜「黄金生姜」を粉末にし発酵させ、まろやかな辛味と温
め成分「ショウガオール」の含有量を高めた「発酵生姜」、そして温め効果を高
める「和漢エキス」を配合しました。北海道産のてんさいオリゴ糖を配合する
ことで、毎日美味しく飲める味わいはもちろん、生姜の食物繊維とオリゴ糖
の組み合わせによる美腸にも繋がります。

ほたて燻油漬 12粒入り

和漢発酵生姜シロップ 2本セット

品　名 内　容 会員料金 一般料金

ほたて燻油漬 1箱12粒入り ほたて燻油漬 12粒 2,000円
2,200円 3,500円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

和漢発酵生姜シロップ 2本セット 280ml×2本 2,000円
2,200円 5,400円

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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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（320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。

○車いすでのご来場は事前に各主催者までお
問い合わせください。

○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。
○チケット不正転売禁止法の施行により、営
利目的でのチケットの転売は禁止です（罰
則あり）。

注意事項　

チケット
【抽　選】

↑開演時間等↑公演日（曜日）�

●月▲日（土） 11：00開演

Web

郵送・FAX・窓口

東京宝塚劇場　 JRほか「有楽町駅」ほか

1会員2枚まで（50枚限定）

S席　7,200円（一般�9,500円）

申込数

料　金

場　所

ミュージカル「サンセット大通り２０２０」

東京国際フォーラム�ホールC　
JRほか「有楽町駅」

1会員2枚まで（各日10枚限定）

Ｓ席　9,800円
（一般�13,500円）

濱田めぐみ・平方元基（3月17日）／
安蘭けい・松下優也（3月21日）／
山路和弘／平野綾　ほか

アンドリュー・ロイド＝ウェバーの超大作ミュージカルが待望の上演!!

真風涼帆／星風まどか　ほか

料　金

出　演

出　演

場　所

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

1月8日（水）
1月14日（火）から198402 3月17日（火）

18：30開演
3月21日（土）
17：00開演

区分
①

区分
②

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月13日（金）
12月18日（水）から198401 1月11日（土） 15：30開演　

申込方法は、P.17・18をご覧ください。

ⓒ宝塚歌劇団

宝塚歌劇 宙組公演
宝塚ミュージカル・ロマン

「E
エ ル

ｌ J
ハ ポ ン

apón –イスパニアのサムライ–」
ショー・トゥー・クール

「アクアヴィーテ（ａｑｕａｖｉｔａｅ）!！ 」
〜生命の水〜
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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（320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 舞台「お勢、断行」

舞台「ヘンリー八世」

舞台「ねじまき鳥クロニクル」

劇団EXILE「勇者のために鐘は鳴る」

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」

彩の国さいたま芸術劇場�大ホール　
JR埼京線「与野本町駅」徒歩7分

� JR京浜東北線「北浦和駅西口」よりバス「彩の国さいたま芸術劇場入口」

東京芸術劇場�プレイハウス　
JRほか「池袋駅」

TBS赤坂ACTシアター　
東京メトロ「赤坂駅」・「赤坂見附駅」

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）

１会員２枚まで（各日10枚限定）

1会員2枚まで（6枚限定）

S席（1・2階）　5,200円（一般�7,500円）

Ｓ席　6,800円（一般�9,500円）

S席　8,800円（一般�11,000円）

S席　9,500円（一般�9,500円）

阿部寛／吉田鋼太郎／金子大地／宮本裕子／山谷花純／谷田歩　ほか

ウィリアム・シェイクスピア

吉田鋼太郎

倉科カナ／上白石萌歌／
江口のりこ／大空ゆうひ／正名僕蔵／梶原善　ほか

江戸川乱歩 倉持裕 斎藤ネコ

成河／渡辺大知／門脇麦／吹越満／銀粉蝶　ほか

劇団EXILE　青柳翔／秋山真太郎／小澤雄太／鈴木伸之／
町田啓太／小野塚勇人／SWAY／八木将康／佐藤寛太

料　金

料　金

料　金

料　金

出　演

作

演　出

出　演

原　案 作・演出 音　楽

出　演

出　演

場　所

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月19日（木）
12月25日（水）から198403

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

1月8日（水）
1月14日（火）から

12月19日（木）
12月25日（水）から

198405

198406

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月13日（金）
12月19日（木）から198404 2月15日（土）

13：00開演

2月15日（土）
18：00開演

３月4日（水）
19：00開演

2月23日（日・祝）
13：00開演

2月20日（木）
18：30開演

３月7日（土）
14：00開演

区分
①

区分
①

区分
①

区分
②

区分
②

区分
②

チケットを郵送受取の場合は、別途送料（320円）がかかります。

1月30日（木） 19：00開演

乱歩の美意識や世界観と、魅力的なキャラクターをモチーフにして
立ち上げる新作現代劇
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

絢爛豪華 祝祭音楽劇
「天保十二年のシェイクスピア」

読響第九

東京フィルハーモニー交響楽団  
ニューイヤーコンサート２０２０
〜どこかで出会った、あのメロディ〜

デスノート THE MUSICAL

日生劇場　 JRほか「有楽町駅」

サントリーホール　
東京メトロ「溜池山王駅」・「六本木一丁目駅」

Bunkamura�オーチャードホール　 JRほか「渋谷駅」

東京建物Brilliaホール(豊島区立芸術文化劇場)　
JRほか「池袋駅」

1会員2枚まで（16枚限定）

1会員2枚まで
（20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　10,500円（一般�13,500円）

Ｓ席　6,500円
（一般�9,700円）

Ｓ席　4,700円（一般�6,600円）

Ｓ席　9,000円（一般�13,500円）

清塚信也（ピアノ）　円光寺雅彦（指揮）　朝岡聡（司会）　
東京フィルハーモニー交響楽団

村井良大(22日)　甲斐翔真(25日)／吉柳咲良／西田ひらり／
パク・ヘナ／横田栄司／今井清隆　ほか

高橋一生／浦井健治／唯月ふうか／辻萬長／梅沢昌代／木場勝己　ほか

シルヴィア・シュヴァルツ（ソプラノ）　池田香織（メゾ・ソプラノ）　小堀勇介（テノール）　トーマス・オリーマンス
（バリトン）　福本茉莉（オルガン）　アイヴァー・ボルトン指揮　読売日本交響楽団、新国立劇場合唱団

井上ひさし 宮川彬良 藤田俊太郎

第１部　〈オルガン独奏〉　
J.S.バッハ：コラール「目覚めよ、と呼ぶ声あり」BWV645、
ブルーンス：前奏曲　ト長調
第２部　ベートーヴェン：交響曲第９番「合唱つき」

ヨハン・シュトラウスⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」、古関裕而：東京オリンピック・マーチ、
ガーシュウイン：ラプソディ・イン・ブルー、エルガー：行進曲「威風堂々」第１番、
ラヴェル：ボレロ、当日会場にて決定！お楽しみ福袋プログラム　ほか

料　金

料　金

料　金

料　金

出　演

出　演

出　演

出　演

作 音楽・音楽監督 演　出

曲　目

曲　目

場　所

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

申込数

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

12月13日（金）
12月19日（木）から

12月5日（木）
12月9日（月）から

12月13日（金）
12月19日（木）から

198408

198409

198407

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月９日（月）
12月12日（木）から198410 １月２日（木）

15：00開演

１月22日（水）
18：00開演

2月11日（火・祝） 17：30開演

１月３日（金）
15：00開演

１月25日（土）
12：30開演

区分
①

区分
①

区分
②

区分
②

12月18日（水） 19：00開演

ⓒ Ben Wright 
　 Photography

ⓒ読響

ⓒ Gisela Schenker
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Ｎ響オーチャード定期  第107回

松山バレエ団  こども「くるみ割り人形」
スペシャルハイライト

Bunkamura�オーチャードホール　 JRほか「渋谷駅」

東京文化会館�大ホール　 JR「上野駅」公園口

チャイコフスキー：
バレエ音楽「くるみ割り人形」

※乳幼児（0歳～）より入場可。ただしチケット必要

１会員２枚まで（10枚限定）

１会員４枚まで
（20枚限定）

Ｓ席　6,000円（一般�8,800円）

Ｓ席　大人� 4,200円（一般�6,000円）
　　　0歳～中学生　2,500円（一般�4,000円）

クリスティーネ・オポライス（ソプラノ）　
ファビオ・ルイージ指揮NHK交響楽団

岡村由美子・太細七保／本多裕貴　ほか　
松山バレエ団

料　金

料　金

出　演

出　演

場　所

場　所

曲　目

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月13日（金）
12月19日（木）から198413

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月5日（木）　
12月9日（月）から198414

チケットを郵送受取の場合は、別途送料（320円）がかかります。

森山良子コンサートツアー2019〜2020
〜Prime Songs〜

PGF生命 presents ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2020

Bunkamura�オーチャードホール　
JRほか「渋谷駅」

東急シアターオーブ　渋谷ヒカリエ11階　
JRほか「渋谷駅」

1会員2枚まで（6枚限定）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

Ｓ席　5,000円（一般�7,000円）

S席　8,500円（一般�10,000円）

ウェーバー：歌劇「オイリアンテ」序曲、
リヒヤルト・シュトラウス：4つの最後の歌、交響詩「英雄の生涯」Op.40

「雨に唄えば」、「王様と私」、「ウェストサイド・ストーリー」、「オペラ座の怪人」、「アラジン」、
「サウンド・オブ・ミュージック」、「レ・ミゼラブル」　ほか
（写真左から）ディーン・ジョン＝ウィルソン、リチャード・H・ブレイク、　
エマ・キングストン　ほか

料　金

料　金

曲　目

曲　目

出　演

場　所

場　所

申込数

申込数

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

12月9日（月）
12月12日（木）から

12月9日（月）
12月12日（木）から

198411

198412 1月12日（日）
13：00開演

１月13日（月・祝）
13：00開演

区分
①

区分
②

1月16日（木） 17：00開演

1月25日（土） 15：30開演

12月21日（土） 14：00開演

※出演者、曲目は変更になる場合がございます

※14：45よりN響メンバーによるロビーコンサート開催 ⓒ Barbara-Luisi_BALU
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

初春新派公演「明日の幸福」・「神田祭」
事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月9日（月）
12月13日（金）から198416

三越劇場　 東京メトロ「三越前駅」

１会員２枚まで（10枚限定）

全席指定　6,000円（一般�9,000円）

水谷八重子／波乃久里子／春本由香／瀬戸摩純／田口守／栗山航／
河合雪之丞／喜多村緑郎　ほか

料　金

出　演

場　所

申込数

※4歳より入場可。ただしチケット必要

1月16日（木）
15：00開演

１月19日（日）
11：00開演

区分
①

区分
②

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月9日（月）　
12月13日（金）から198415 1月18日（土）

11：00開演
１月24日（金）
15：00開演

区分
①

区分
②

新春浅草歌舞伎

浅草公会堂　
東京メトロほか「浅草駅」

1会員2枚まで
（各日10枚限定）

第1部
一、花の蘭平　
二、菅原伝授手習鑑�寺子屋　　
三、茶壺

※4歳より入場可。ただしチケット必要

一等席　6,800円
（一般�9,500円）

尾上松也／中村歌昇／坂東巳之助／
坂東新悟／中村米吉／中村隼人／中村橋之助　中村錦之助

料　金

出　演

場　所

演　目

申込数

第2部　
一、絵本太功記�尼ヶ崎閑居の場　
二、�仮名手本忠臣蔵�祇園一力茶屋の場�
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芸歴５０周年記念 
桂文珍 国立劇場２０日間独演会

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月19日（木）
12月25日（水）から198417

DRUM TAO「ザ・ドラマーズ〜FINAL」

Bunkamura�オーチャードホール　
JRほか「渋谷駅」

府中の森芸術劇場�ふるさとホール　
京王線「東府中駅」

場　所

場　所

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月13日（金）
12月19日（木）から198418

能・狂言 ～解説・字幕付き～

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月９日（月）
12月12日（木）から198419

チケットを郵送受取の場合は、別途送料（320円）がかかります。

３月１日（日）
14：00開演

３月19日（木）
14：00開演

３月２４日（火）
14：00開演（千穐楽）

区分
①

区分
②

区分
③

国立劇場�大劇場　 東京メトロ「半蔵門駅」

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）

1会員2枚まで（各回10枚限定）

前売全席指定　4,000円（一般�5,500円）

Ｓ席　5,800円（一般�8,700円）

全席指定　2,800円（一般�4,500円）

桂文珍、ゲスト：林家木久扇（3月1日）、林家たい平（3月19日）、
三遊亭円楽（3月24日）
※ゲストは変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください

料　金

料　金

料　金

出　演

場　所

申込数

申込数

申込数

1月23日（木）
19：00開演

1月11日（土）
10：00開演

１月24日（金）
13：00開演

1月11日（土）
14：00開演

区分
①

区分
①

区分
②

区分
②

2019年、国内外に1250本を予定しているこの作品が、
最終章FINAL公演として東京に戻ってくる！
このオーチャード公演だけのスペシャル演出として、東京
常設「K組」も特別参加が決定！他では決して観ることの
できないTAO総力を結集した「ザ・ドラマーズFINAL」ス
ペシャル公演は必見!!

芸歴50周年を迎えた上方落語の大看板である桂文珍の独演会。
この記念すべき、そして過去に類を見ない規模の独演会に華を添えるゲストは、
日本を代表する落語家、講談師。落語ファン垂涎の豪華独演会が、2020年春
の東京をおおいに盛り上げます。

解説　覇者への道～天狗の五輪書～　葛西聖司
狂言　樋の酒　　朝の部　野村萬斎
� 　昼の部　野村万作（人間国宝）　ほか　
能　　鞍馬天狗　朝の部　観世喜正
� 昼の部　中森貫太

演　目
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事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月19日（木）
12月23日（月）から198701

ラフィネ ギフトカード

会員本人� 1セット　11,880円（2,200円券×6枚）
※1セットご購入の方に、ギフトカード1枚プレゼントいたします

販売料金 有効期限

利用例

申込資格 発行日から153日
（約5ヵ月）

ギフトカード3枚で60分のコースが受けられます。（例：ボディケア60分）
お好きなコースを組み合わせていただくことも可能です。

熱海・湯河原温泉 
万葉倶楽部  横浜みなとみらい

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

場　所

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月23日（月）
12月25日（水）から198601

※お客様のご入館時に、入湯税100円を別途お預かりいたします
※有効期限は、発行より6ヵ月とさせて頂きます
※1枚につき大人1名様が1日1回限りで利用可です
※�料金にはバスタオル・フェイスタオル・館内着等の貸し出し料金を含みます
※�本チケットは、10：00～3：00利用可。3：00以降は別途深夜料金がかかります

「熱海温泉」と「湯河原温泉」の名湯が楽しめます。日々の疲れを忘れ、心と身体を
解きほぐす至福のひとときを、存分に味わっていただけます

リフレクソロジー、ボディケア、フェイスセラピーなどのサービスを通じてココロ
とカラダを解放させ、贅沢なリラクゼーションのひと時をお過ごしいただけます。
フランス語で「洗練された」という意味のあるRaffine（ラフィネ）。
日常生活のなかでスローライフな時間に身を任せるのは、まさに洗練されたライフスタイルです。
ラフィネで、ココロとカラダを解放させるストレスフリーの旅にでませんか。
大切な人へのプレゼントや、自分へのご褒美にいかがでしょうか。

申込数 1会員合計10枚まで（合計200枚限定）

利用券

申込方法は、P.17・18をご覧ください。

▶�郵送でのお受け取り希望の場合、簡易書留料金（320円～）をご負担いただきます。
▶受取時期は、１月中旬以降の予定です。

▶�郵送でのお受け取り希望の場合、簡易書留料金（320円～）をご負担いただきます。
▶受取時期は、１月中旬以降の予定です。

区分・内容 会員料金 一般料金

①セット入館料 1,500円 2,750円
②セット入館料＋セルフワンドリンク 1,600円 3,399円
③セット入館料＋セルフワンドリンク＋岩盤浴 2,100円 4,389円

申込数 1会員3セットまで（100セット限定）

※�1セルフドリンクは、616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）

※2020年3月10日（火）・9月8日（火）は休館日です

※消費税10％を含む

内容・料金
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（320円）がかかります。

ニューヨークが生んだ伝説の写真家 
永遠のソ－ル・ライター

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月19日（木）
12月25日（水）から198501

特別展 天空ノ鉄道物語
森アーツセンターギャラリー＆スカイギャラリー　
東京メトロ「六本木駅」ほか

会　場

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月8日（日）
12月10日（火）から198502

ブダペスト国立西洋美術館＆ハンガリー・ナショナル・ギャラリー所蔵
「ブダペスト–ヨーロッパとハンガリーの美術４００年」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月8日（日）
12月10日（火）から198503

１月９日（木）～３月8日（日）

12月3日（火）～3月22日（日）　会期中無休

12月4日（水）～3月16日（月）

Bunkamura�ザ・ミュージアム　 JRほか「渋谷駅」

1会員4枚まで（100枚限定）

10：00～18：00（毎週金曜・土曜は21：00まで）　
※入館は開館時間の30分前まで

10：00～20：00（火曜は17：00まで）　
※入館は閉館の45分前まで
※�混雑状況により、チケット引換・入場までに待ち時間が生
じたり、入場規制を行う場合があります

1会員4枚まで（100枚限定）

区分①　一般� 700円（当日�1,500円）
区分②　大学・高校生　400円（当日�1,000円）
区分③　中学・小学生　200円（当日�700円）

区分①　一般� 1,300円 （当日�2,500円）
区分②　高校生・大学生� 700円 （当日�1,500円）
区分③　4歳～中学生� 500円 （当日�1,000円）
※3歳以下無料

1月21日（火）・2月18日（火）

料　金

料　金

休館日

会　場

申込数

開館時間

開館時間

申込数

国立新美術館�企画展示室1E　 東京メトロ「乃木坂駅」

1会員4枚まで（100枚限定）

10：00～18：00
※金・土曜は20：00まで　※入場は閉館30分前まで

※1月11日（土）～13日（月・祝）は高校生無料観覧日（要学生証提示）　
※中学生以下・障害者手帳をご持参の方（付添の方1名含む）は無料

区分①　一般　1,200円（当日�1,700円）
区分②　大学生　700円（当日�1,100円）
区分③　高校生　400円（当日�700円）

毎週火曜日、12月24日（火）～1月7日（火）
※ただし2月11日（火・祝）は開館、2月12日（水）は休館

料　金

休館日

会　場

申込数

開館時間

©Saul Leiter Foundation

❶ソール・ライター 「Harper's BAZAAR」1970年代、発色現像方式印画
❷ソール・ライター 「薄紅色の傘」1950年代、発色現像方式印画
❸ソール・ライター 「セルフ・ポートレート」1950年代、ゼラチン・シルバー・プリント
❹ソール・ライター 「無題」撮影年不詳、ゼラチン・シルバー・プリント

❶

❸ ❹

❷

シニェイ・メルシェ・パール
《紫のドレスの婦人》1874年、　
油彩／カンヴァス、ブダペスト、

ハンガリー・ナショナル・ギャラリー 
©Museum of Fine Arts, Budapest－

Hungarian National Gallery, 2019
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東京ドームシティ　冬のイベントチケット

区分① ふるさと祭り東京2020 
 ‒日本のまつり・故郷の味‒

区分② 第19回 東京国際
 キルトフェスティバル 
 ‒布と針と糸の祭典‒

区分③ テーブルウェア・
 フェスティバル2020
 〜暮らしを彩る器展〜

区分④ 世界らん展2020  
 ‒花と緑の祭典‒

事　業
コード 198602

申込方法は、P.17・18をご覧ください。

締　切　日
抽選公開日

12月19日（木）
12月24日（火）から申込数 1会員合計8枚まで（各100枚限定）

東京ドーム　 JRほか「水道橋駅」、東京メトロ「後楽園駅」

日　時

日　時

日　時

日　時

料　金

料　金

料　金

料　金

会　場

1月10日（金）～19日（日）
10：00～21：00
※19日は18：00閉場
※入場は閉場30分前まで

1月23日（木）～29日（水）
9：30～18：00
※�初日は11：00開場
　最終日は17：30閉場　
※入場は閉場30分前まで

２月2日（日）～10日（月）　
10：00～19：00
※�初日は11：00開場
　最終日は18：00閉場　
※入場は閉場60分前まで

2月14日（金）～21日（金）　
10：00～21：00
※�初日は12：00開場、16・
17・21日は17：30閉場　
※入場は閉場30分前まで

※�小学生以下は大人1名の付添に
つき4名まで無料

※小学生以下無料（大人の付添が必要）

※小学生以下は大人の付添が必要
※�中学生以下無料（中学生は要学生証
提示。小学生以下は要保護者同伴）

一般　1,000円
（当日一般�1,800円）

一般　1,300円
（当日一般�2,200円）

一般　1,200円
（当日一般�2,200円）

一般　1,300円
（当日一般�2,300円）

https://www.tokyo-dome.co.jp/furusato/
https://www.tokyo-dome.co.jp/quilt/

https://www.tokyo-dome.co.jp/tableware/

https://www.tokyo-dome.co.jp/orchid/

ご利用1名あたりニュー・グリーンピア津南宿泊補助券（1泊分:会員4,000円、登録家族2,000円）＋
エンジョイチケット（1,000円分：金券ではないためお釣りは出ません）

利用内容

新潟県魚沼郡津南町　ニュー・グリーンピア津南
特別宿泊プラン＋エンジョイチケット

事　業
コード

締　切　日 3月10日（火）198001

①�当選の方に期間指定の補助券をお送りしますので、上記期間内の利用でニュー・グリーンピア津南に宿泊
予約してください。その際「特別宿泊補助券利用」とお申し出ください（☎025-765-4611）。
②�チェックイン時に特別宿泊補助券をフロントに提出してください。エンジョイチケットをお渡しします。
③�エンジョイチケットは、館内売店・レストランまたは津南観光物産館（物産館・食彩館・とんかつつまり／
中魚沼郡津南町芦ヶ崎乙203〈☎025-783-6788〉、塩沢石打インター近くのドライブイン魚野の里〈物
産館・鮮魚センター、ナトゥーラ〉南魚沼市姥沼新田699　☎025-783-6788）での100円以上の飲食・
お買物時にご利用ください（端数は現金精算）。

利用方法

会員と登録家族 1月14日（火）～3月22日（日）

ニュー・グリーンピア津南での宿泊補助券（年間3泊補助とは別枠）
と館内売店、レストラン、津南町のドライブイン津南観光物産館（売
店・食堂）、塩沢石打インター近くのドライブイン魚野の里（物産館・
鮮魚センター、魚沼スイーツガーデンナトゥーラ）でのお買物・飲
食にご利用いただける利用券がセットのお得なプランです。
利用資格 利用期間

募集人数 100名

ポスターキルト制作　
上田葉子

イメージ

募集人数に達した場合は、締切日前に
申し込みを締め切ります。
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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
12月��3日（火）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
12月��6日（金）10：00～15：00 新 宿 支 店（新宿区西新宿１−３−７） ☎03（3342）3821／9：00～15：00
12月11日（水）10：00～15：00 大 橋 支 店（目黒区大橋２−２２−５） ☎03（3469）0315／9：00～15：00
12月14日（土）10：00～15：00 三 鷹 支 店（三鷹市上連雀８−４−８） ☎0422（47）3131／9：00～15：00
12月19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
��1月��9日（木）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
��1月11日（土）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
��1月16日（木）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
��1月18日（土）10：00～15：00 経 堂 支 店（世田谷区経堂２−３−２） ☎03（3420）4121／9：00～15：00
��1月22日（水）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

《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  / 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Ⓡ

i n f o rma t i on

券　種 一般料金 補助券使用
大人（高校生以上） 1,700円→1,800円 650円→750円
中学生 1,300円（変更なし） 400円（変更なし）
小学生 850円→���900円 120円→150円
幼児（3歳以上） 450円→���500円 （280円）→ 　 0円

●京急油壺マリンパーク（P.14）

2019・2020年度版『利用ガイド』掲載内容の変更等のお知らせ
10月1日（火）から以下の施設の料金が改定されました（赤字は改定後の料金）。

券　種 一般料金 会員証提示 補助券使用
大人（中学生以上） 3,500円→3,570円 3,150円→3,220円 2,750円→2,820円
小学生 2,200円→2,250円 1,980円→2,030円 1,580円→1,630円
幼児（3歳～） 1,600円→1,640円 1,440円→1,480円 1,040円→1,080円

券　種 一般料金
大　人 7,400円→7,500円
中　人 6,400円→6,500円
小　人 4,800円→4,900円

●スパリゾートハワイアンズ（P.16）

●東京ディズニーランドⓇ・
　東京ディズニーシーⓇ（P.11）
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本誌『せら』掲載事業のお申し込みは、Web（P.18参照）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）

※電話でのお申し込みは終了しました

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

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。

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

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。
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.17参照）。

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

★次号の会報誌『せら』は、1月末に発送する予定です。
18



〒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.180     　

2019年
12・
2020年

1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 17,276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

0120-32-0983
お く や み

『利用ガイド』2019・2020年度版

掲載ページ 事業者名 変更内容
P.74 JTB経堂農大通り店 閉店

P.76 東急トラベルサロン
WANDER�COMPASS�SHIBUYA

旅行業務取扱終了
※今後は訪日外国人旅行者向け施設となります

〜契約旅行代理店　閉店・業態変更のお知らせ〜


