
～会報誌『せら』12・1月号について～
新型コロナウイルスの影響により、イベントや
公演が中止・変更となる場合がございます。
ご了承のうえ、お申し込みください。

2021年4月より会報誌『せら』の申込書が新
しくなりました。郵送・FAXでお申し込みの
際はP.16　会報誌『せら』申込書をご利用く
ださい。

●年末年始営業日のお知らせ●
年末は12月28日(火)まで、年始は1月4日(火)
から営業します。
補助券のお申し込みをする場合は、余裕をもっ
てお申し込みください。
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公益財団法人 世田谷区産業振興公社
検索セラ・サービス

セラ・サービス
HPは
こちらから

セラ・サービス
facebookは
こちらから
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。
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事　業
コード 218301 締　切　日 2月4日（金）

会員・登録家族 1会員、期間内8枚まで

（1）�Web申込で「会員本人」を選択後、締め切り日（令和4年2月4日）までに必要枚数を入力してください。
（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。

立体駐車場1,000台。トップシーズン（12月18日～3月21日）の土日・祝日、
年末年始（12月29日～1月3日）は1台につき1,000円。

平日無料、土日・祝日1,000円

全日無料

12月18日（土）～3月21日（月・祝）

12月1日（水）～3月31日（木）

12月11日（土）～3月27日（日）

関越自動車道�沼田ICから約25分

関越自動車道�沼田ICから一般道19km・30分

中央自動車道�諏訪南ICから5km・7分

天候状況により、利用期間が変更に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

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

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！

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。

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。

券　種 補助券利用時料金
一般料金

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

券　種
補助券利用時料金

一般料金
平　日 土日・祝日

大人（中学生～50歳未満） 2,100円 2,800円 4,700円
シニア（50歳以上要証明書） 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
大人 3,200円 4,800円
こども（小学生） 1,400円 2,000円

アクセス

アクセス

アクセス

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

たんばらスキーパーク

富士見パノラマリゾート

※�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4,500円、ジュニア3,200円、シニア3,900円�（いずれも同伴者4名まで）

※�年末年始期間（12月29日～1月3日）は土日・祝日の料金になります
※�未就学児（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

※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）

Web郵送・FAX・窓口



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。
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全日無料

①平日無料　②全日無料

12月1日（水）～3月31日（木）

①12月18日（土）～3月21日（月・祝）　
②12月25日（土）～3月27日（日）

関越自動車道�
①塩沢石打ICから6km・7分　②湯沢ICから3km・5分

駐車場

駐車場

12月18日（土）～3月13日（日）リフト券利用期間

リフト券利用期間

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！

①4つのエリアからなる日本屈指のビッグゲレンデは初級者から上級者まで楽しめます。
②安心のワイド＆ロングなゲレンデと景観は初級者から上級者までを魅了します。
①②とも、雪遊びを楽しめるキッズエリアもあり、ファミリーにもお勧めです！

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

シニア（60歳以上） 2,000円 2,500円
キッズ（小学生未満） 1,500円 2,000円

券　種 補助券利用時料金 一般料金
大人（中学生以上） 3,200円 4,500円
マスター（55歳以上） 2,700円 3,300円
こども（3歳～小学生） 1,900円 2,500円

アクセス

料　金

料　金

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

①上越国際スキー場　②岩原スキー場

※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・スノーボードのレンタルもセラ会員証提示で500円割引き！
※小海リエックス・スキーバレーのキッズの一般料金は平日500円、土日・祝日1,000円です

①

①

②

②

平日無料

12月25日（土）～3月27日（日）

関越自動車道�塩沢石打ICから3km・5分

駐車場

リフト券利用期間

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!!

券　種 補助券利用時料金 一般料金
大　人 4,000円 5,400円
ジュニア（小学生） 2,500円 3,600円
シニア（60歳以上要身分証） 3,500円 4,600円

アクセス

料　金

石打丸山スキー場

※�4歳未満は、大人1名につき1名のみ無料（要同乗）
※�4歳～未就学児はキッズ券1,500円



申込方法は、P.17・18をご覧ください。

※ P.17・18もご覧ください （必ずご一読ください）

申込資格 会員本人

特 産 品
【抽　選】

Web

郵送・FAX・窓口

電話でのお申し込みは
できません。

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申込の場合は、郵送・FAX・公社窓口でのお申
し込み金額より割引きいたします。

［郵送・FAXでのお申し込み］
郵送の場合、P.16の会報誌『せら』申込書に必要事項を
ご記入のうえ、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です。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んだ金額です。その他の地域
に送付する場合は、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、配送に遅

れが生じる場合があります。
○お届け先の電話番号を正確に記入して

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。締め切り日以降
のキャンセルはできません。

○「のし」はつけられません。
○配送先変更、配達日指定等は、抽選公

開日から2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。

事　業
コード

業　者

賞味期限

締　切　日
抽選公開日

1月4日（火）
1月7日（金）から

内容・料金

218201 申込数 1会員3箱まで（200箱）

かたい信用やわらかい肉「肉のいとう」

冷凍で製造日から180日

おとりよせネット金賞受賞の本格的な仙台名物肉厚牛たん塩味。
職人が美味しさを第一に考え、肉質を見極めながら、一切れ一切れ丁寧に、分厚く手切り。
店主が創業以来50余年以上蓄積した技術の結晶とも言うべき「秘伝の味付け」で仕込んだ
紛れもなく当店人気No.1の逸品です！

杜の都 仙台名物 肉厚牛たん 塩味 500g

品　名 内　容 会員料金 一般料金

杜の都 仙台名物 
肉厚牛たん 塩味 500g 500g×1パック 3,500円

3,700円 5,980円

関東近県までの送料含む

発送時期 1月中旬から冷凍便で順次配送予定

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

1月7日（金）　
1月14日（金）から

内容・料金

218202 申込数 1会員2個まで（200個）

お米の一大産地「大潟村」は、有機質が豊富な肥沃土壌です。秋田県の厳しい基準に
沿って農薬と化学肥料を半分以下に抑えた特別栽培米は、生籾のまま貯蔵サイロで
低温保管し、出荷する分だけを籾摺り・精米する「今摺り」により、通年新米の風味
が味わえます。均一で高品質の“大潟村産あきたこまち”を産地直送でお届けします。

秋田県大潟村産 あきたこまち 特別栽培米

品　名 内　容 会員料金 一般料金

あきたこまち特別栽培米
10kg／個

普通精米
5kg袋×2つ入り

2,800円
3,000円 5,454円

関東近県までの送料含む

イメージ

イメージ

業　者

発送時期

株式会社大潟村カントリーエレベーター公社

今号限定の特別料金です!!

1月下旬から順次発送予定

3



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。

事　業
コード

業　者

発送時期

賞味期限

賞味期限

締　切　日
抽選公開日

12月13日（月）
12月16日（木）から

内容・料金

218204

イメージ

イメージ

申込数 1会員2セットまで（50セット）

カフェバープチプラム

12月下旬から順次配送予定

製造日から60日

製造日から60日

豪徳寺様の招き猫をデザインに使わせて頂いている缶、中身は国産バターを使用することに
こだわり、一粒一粒を丁寧に手作りしたクッキーとなります。
口に入れるとサクサク、ホロリとした食感で、香ばしいクルミの香りが広がるクッキーはこの
10年間豪徳寺に参拝される観光客の方だけでなく地元の方々にも愛されてまいりました。

豪徳寺くるみクッキー 招き猫缶3缶セット

品　名 内　容 会員料金 一般料金

豪徳寺くるみクッキー　　
招き猫缶3缶セット クッキー10個×3缶 2,000円

2,200円 3,780円

関東近県までの送料含む

イメージ

業　者

発送時期

有限会社ドリーム・ファクトリー

12月下旬から順次配送予定

内容・料金

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月9日（木）
12月14日（火）から218205 申込数 1会員2袋まで（100袋）

おいしさの秘密は美しい棚田で育った「こがねもち」100%の杵つき餅。
お正月はやっぱりお餅ですね。

新潟県十日町市 棚田の切り餅 1kg

品　名 内　容 会員料金 一般料金

棚田の切り餅
1kg 500g（8枚入り）×2パック

1,400円
1,600円 2,300円

関東近県までの送料含む

業　者

発送時期

内容・料金

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月13日（月）
12月16日（木）から218203 申込数 1会員3箱まで（150箱）

果樹園�志ゝど

12月下旬～1月下旬にかけて順次配送予定

賞味期限 常温で約30日

ゼリーのような食感と自然の甘みのあんぽ柿、澄んだ空気の下、自然乾燥させました。
栄養価も高く、健康果実としてご賞味ください。

※個包装ではありません

福島県 あんぽ柿

品　名 内　容 会員料金 一般料金

あんぽ柿 蜂屋柿 4パック入り（約1kg）
（1パック4～5個入り）

2,800円
3,000円 �4,850円

関東近県までの送料含む

※税込み価格

イメージ

指定商品
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

事　業
コード

賞味期限

その他

締　切　日
抽選公開日

1月6日（木）
1月12日（水）から218207

イメージ

イメージ

申込数 1会員2箱まで（100箱）

冷凍90日（解凍後、冷蔵5日）

沖縄・郡部離島は別途1,500円の差額送料がかかります

氷温熟成で旨みを引き出した西京漬けのセットです。個包装の真空パックで保存にも
便利な逸品です。氷温熟成とは山陰で生まれた製法です。0℃以下で素材が凍るまで
の温度帯で加工や熟成を行う事で、素材の旨みを引き出す製法です。

鳥取「山陰大松」 氷温熟成 西京漬けセット

業　者

発送時期

北海道アンソロポロジー株式会社

12月下旬から冷凍便で順次配送予定

内容・料金

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月13日（月）
12月16日（木）から218208 申込数 1会員2箱まで（200箱）

皮が薄く、きめ細かい噴火湾産たらこ。天然ものならではのなめらかな口あたり、原卵自体
の旨味を存分に味わえる、大容量800g入り。大きなものを食べやすくカットしています。

道場水産 噴火湾産たらこ

品　名 内　容 会員料金 一般料金

道場水産 噴火湾産たらこ 太物カット 800g 3,200円
3,400円 4,500円

関東近県までの送料含む

業　者

業　者

発送時期

発送時期

内容・料金

内容・料金

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

1月6日（木）
1月12日（水）から218206 申込数 1会員2箱まで（100箱）

株式会社リロクラブ

株式会社リロクラブ

1月下旬から冷凍便で順次配送予定

1月下旬から冷凍便で順次配送予定

賞味期限 冷凍90日

賞味期限 冷凍60日

下関の職人が1枚1枚丁寧に菊の花のように盛り付けたとらふく刺身と、まふくたたき刺身のセットです。
とらふくとまふくを食べ比べてお楽しみください。

ふく薄造り詰合せ

品　名 内　容 会員料金 一般料金

ふく薄造り
詰合せ

とらふぐ刺身（プラ皿）　　　15g×2
真ふぐたたき刺身（プラ皿）　20g×1
とらふぐ皮　　　　　　　　30g×3
ふくポン酢　　　　　　　　10g×3
もみじおろし　　　　　　　10g×3

3,300円
3,500円 5,400円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

氷温熟成 
西京漬けセット

金目鯛西京漬け　 60g×2　　　
鰆西京漬け　　　 70g×2
銀鮭西京漬け　　 70g×2
銀ひらす西京漬け 70g×2
真鱈西京漬け　　 70g×2

3,400円
3,600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

イメージ
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チケットを郵送受取の場合は、別途送料（320円）がかかります。

申込資格

注意事項

会員・登録家族

○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。

○新型コロナウイルス感染症に対する対策を実施している店舗
をご紹介しています。

グルメイベント
【抽　選】

Web 郵送・FAX・窓口

（必ずご一読ください）

事　業
コード

新宿区新宿3－1－26�新宿マルイ�アネックス�8階　☎03（5367）3705　
都営新宿線ほか「新宿三丁目駅」徒歩1分、�JRほか「新宿駅」徒歩8分　

豊島区東池袋1－5－7�ヤマダ電機LABI1�日本総本店�池袋�7階　☎03（5953）2881
JRほか「池袋駅」東口すぐ　

港区六本木6－1－8�六本木グリーンビル�B1階　☎03（5413）7224　
東京メトロ日比谷線ほか「六本木駅」徒歩1分　

台東区上野公園1－54�上野の森さくらテラス2階　☎03（5816）3260
JRほか「上野駅」不忍口すぐ／東京メトロ上野口・7番出口徒歩1分

1月8日（土）～3月14日（月）

ランチ� 11：00～17：00
ディナー　　平日・土曜　17：00～23：00（最終入店21：30／ラストオーダー22：15）
　　　　　　日曜・祝日　17：00～22：30（最終入店21：00／ラストオーダー21：45）

ランチ　11：00～16：30／ディナー　16：30～23：00（最終入店21：45／ラストオーダー22：15）

ランチ　　11：30～15：00（ラストオーダー14：30）　　
ディナー　17：00～23：00（ラストオーダー22：00）

11：00～23：00（ラストオーダー22：30）

雛鮨

場　所

場　所

場　所

場　所

期　間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

218101 締　切　日
抽選公開日

12月20日（月）
12月22日（水）から

区分・料金 区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

①大人 3,000円 4,257円 4,389円
②小人（6歳～小学生） 1,400円 2,057円 2,189円
③幼児（4～5歳） 600円 957円 1,089円

https://hina-sushi.com/

募集人数 各店150人

旬の食材を充分に吟味し、技と真心で真味を求め続ける職人が握る約60種類の高級寿司が食べ放題です。
120分間（ラストオーダー30分前）お好みのネタをお好きなだけご注文いただけます。　　　　　　　　

※各店の営業時間は新型コロナウイルスの影響により変更になる場合がございます。
　詳しい営業時間については各店にお問い合わせください

丸井新宿店

池袋店

六本木店

上野店

イメージ※消費税・サービス料込み

平日　終日予約可／土日・祝日　11：00～、11：30～、16：00～、17：00～で予約可

平日、土日・祝日ともに終日予約可

平日、土日・祝日ともに終日予約可（六本木店は中締めがございます。ご注意ください）

平日　終日予約可／土日・祝日　11：00～、11：30～、16：00～、17：00～で予約可

予約時間

予約時間

予約時間

予約時間
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。※ホームページには、ここに載せきれない公演情報を掲載しています

松本白鸚、魂を揺さぶる渾身のファイナル公演

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月16日（木） 
12月21日（火）から218402

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

注意事項（必ずご一読ください）
①キャンセルおよび変更は、申し込み締め切り日までにお申し出ください。締め切り日以降はお受
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。
②特別な記載のある場合（例：3歳以上有料）を除き、未就学児（6歳未満）は入場できません。
③座席位置の指定はできません。
④他のイベントと日時が重なっている場合があります。
⑤やむを得ない事情により出演者や曲目等が変更になる場合があります。
⑥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。
⑦抽選結果は、抽選公開日以降にWeb 等でご確認ください。
⑧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。
⑨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があります。
⑩チケットの再発行はできません。
⑪チケット不正転売法の施行により、営利目的でのチケット転売は禁止されています（罰則あり）。
新型コロナウイルス感染症に伴う注意事項
⑫会場内ではマスクを着用し、咳エチケットにご協力ください。また、来場者間の接触はご遠慮ください。
⑬座席の左右に間隔を空けて配席し、公演を実施する可能性があります。
⑭公演により、座席の間隔を空けずに販売する場合があります。
�⑮お客様同士の間隔を空けるため、当日座席の移動をお願いする場合があります。
⑯当日は検温のうえ、ご入場いただきます。発熱のある方はご来場をご遠慮ください。
⑰必ず主催者による最新情報をホームページなどでご確認のうえ、ご来場ください。
⑱主催者による公演中止やキャンセルの言及がない限り、申し込み後のキャンセルはできません。
以上をご了承のうえ、お申し込みください。

ミュージカル「ラ・マンチャの男」
※上記注意事項を必ずお読みください

申込資格 会員本人

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

日生劇場　 東京メトロ「日比谷駅」ほか

1会員2枚まで（各日6枚限定）

S席　10,000円（一般�14,500円）料　金

場　所

申込数

松本白鸚

松本白鸚／松たか子／
駒田一／実咲凜音／石鍋多加史／荒井洸子／祖父江進／大塚雅夫／
白木美貴子／吉原光夫／上條恒彦　ほか

デール・ワッサーマン ジョオ・ダリオン

ミッチ・リー 演　出

出　演

脚　本 作　詞

音　楽

2月10日（木）
18：00開演　

2月23日（水・祝）
18：00開演

区分
①

区分
②

マーキュリー・ファー  Mercury Fur

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218401 1月5日（水）

1月7日（金）から
※上記注意事項を必ずお読みください

世田谷パブリックシアター　
東急田園都市線・東急世田谷線「三軒茶屋駅」

1会員2枚まで（各日10枚限定）

吉沢亮／北村匠海
加治将樹／宮崎秋人／小日向星一／山﨑光
水橋研二／大空ゆうひ

フィリップ・リドリー

白井晃 小宮山智津子

S席　6,000円（一般�8,500円）料　金

場　所

申込数

出　演

作

演　出 翻　訳

1 月29日（土）
13：00開演

2月3日（木）
13：00開演

区分
①

区分
②

生きること、愛することを渇望する兄弟を描いた衝撃作

撮影：設楽光徳
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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。

作曲・作詞

劇団四季ディズニーミュージカル
『ライオンキング』

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

218404

218403

12月19日（日）
12月20日（月）夕刻から

12月16日（木）
12月21日（火）から

ミュージカル「ボディガード」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218405 12月20日（月）

12月24日（金）から

PGF生命 presents ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2022

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218406 12月14日（火）　

12月17日（金）から

※P.7注意事項を必ずお読みください　

※P.7注意事項を必ずお読みください　

※P.7注意事項を必ずお読みください　

※P.7注意事項を必ずお読みください　

1 月8日（土） 13：00開演

有明四季劇場�　 りんかい線「国際展示場駅」、ゆりかもめ「有明駅」

エルトン・ジョン＆ティム・ライス
レボ・M、マーク・マンチナ、ジェイ・リフキン、ハンス・ジマー

1会員4枚まで（各区分30枚限定）

区分①：中学生以上S席　　9,500円（一般�13,200円）
区分②：3歳～小学生S席　4,500円（一般�6,600円）

料　金

場　所

申込数

2月9日（水）
18：00開演　

2月13日（日）
12：00開演　

区分
①

区分
②

1 月9日（日）13：00開演

作詞・作曲補

東京国際フォーラム�ホールC�　 JRほか「有楽町駅」

アレクサンダー・ディネラリス 森雪之丞 ジョシュア・ベルガッセ

東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）�　 JRほか「渋谷駅」

「オペラ座の怪人」「レ・ミゼラブル」「王様と私」「ミス・サイゴン」「レント」「ウエスト・サイド・ストーリー」
「サウンド・オブ・ミュージック」「アイーダ」「ウィキッド」　ほか
※出演者及び演奏曲目は変更になる場合があります

1会員2枚まで
（各日10枚限定）

1会員2枚まで
（区分①10枚限定／区分②8枚限定）

区分①　S席　8,500円（一般�13,500円）
区分②　S席　9,500円（一般�13,500円）

区分①　S席　8,500円（一般�12,800円）
区分②　A席　5,500円（一般�8,800円）

料　金

料　金

場　所

脚　本 訳　詞

場　所

曲　目

申込数

申込数

新妻聖子（9日）・柚希礼音（13日）／大谷亮平　ほか

ローレンス・カスダン作�ワーナー・ブラザース映画「ボディガード」

森崎ウィン、チョン・ナヨン　ほか

出　演

原　作

出　演

ミュージカル
「笑う男 The Eternal Love -永遠の愛-」

帝国劇場　 JRほか「有楽町駅」

1会員2枚まで（各日6枚限定）S席　10,000円（一般�14,500円）料　金

場　所

申込数

浦井健治／熊谷彩春／大塚千弘／吉野圭吾／石川禅／山口祐一郎　ほか

ロバート・ヨハンソン フランク・ワイルドホーン

ジャック・マーフィー

出　演

脚　本 音　楽

歌　詞

2月12日（土）
13：00開演

2月16日（水）
18：00開演

区分
①

区分
②

演出・振付

世界的大ヒットを遂げた映画「ボディガード」をミュージカル化！
あの名曲と共に、命をかけたラブストーリーが華やかにショーアップされた舞台で蘇る！

お正月恒例！名曲と共に新年の幕開けを祝う、3日間だけのスペシャルな新春ガラ・コンサート！

上田一豪翻訳・訳詞・演出
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。※ホームページには、ここに載せきれない公演情報を掲載しています

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2022
～どこかで出会った、あのメロディ～

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー 2021～2022

サンダーバード55周年シネマコンサート
〜世界の人の命を守る科学と勇気の物語〜

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218408 12月13日（月）

12月16日（木）から
※P.7注意事項を必ずお読みください

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

218409　

218410

12月13日（月）
12月16日（木）から

12月13日（月）
12月16日（木）から

※P.7注意事項を必ずお読みください

※P.7注意事項を必ずお読みください

1 月2日（日）
15：00開演

1 月3日（月）
15：00開演

区分
①

区分
①

区分
②

区分
②

Ｎ響オーチャード定期 第117回〈コンサートホールで世界旅行！〉

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218407 12月19日（日）

12月20日（月）夕刻から
※P.7注意事項を必ずお読みください

1 月8日（土） 15：30開演　

1 月26日（水） 18：30開演　

1 月9日（日） 
15：00開演　

1 月9日（日） 
19：00開演　

Bunkamura�オーチャードホール�　 JRほか「渋谷駅」

府中の森芸術劇場�どりーむホール�　 京王線「東府中駅」

東京オペラシティ�コンサートホール�　 京王新線「初台駅」

Bunkamura�オーチャードホール�　 JRほか「渋谷駅」

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員2枚まで（10枚限定）

1会員2枚まで（各区分10枚限定）

1会員2枚まで（10枚限定）

S席　4,500円（一般�6,600円）

全席指定　5,000円（一般�6,800円）

S席　5,500円（一般�8,000円）

S席　6,500円（一般�8,800円）

料　金

料　金

料　金

料　金

場　所

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

申込数

角田鋼亮（指揮）東京フィルハーモニー交響楽団、　
角野隼斗（ピアノ・2日出演）、岡本誠司（ヴァイオリン・3日出演）、朝岡聡（司会）

高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト（ヴァイオリン）、近藤亜紀（ピアノ）

西村友（指揮）東京佼成ウインドオーケストラ、
松永貴志（ピアノ）、フォレスタ（歌唱）

ケリｰリン・ウィルソン（指揮）NHK交響楽団、森麻季（ソプラノ）

エルガー：行進曲「威風堂々」第一番、
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番より（2日）・ヴァイオリン協奏曲より（3日）、
ラヴェル：ボレロ、J.シュトラウス2世：喜歌劇『こうもり』序曲、
お楽しみ福袋プログラム　ほか

パガニーニ：カプリス第24番、モンティ：チャルダーシュ、ピアソラ：リベルタンゴ、
エルガー：威風堂々、クラシック・メドレー、プリンセス・メドレー　ほか

バリー・グレイ：サンダーバード�メイン・タイトル、危険な賭け、
� サンダーバード6号のテーマ

J.シュトラウス2世：ワルツ「皇帝円舞曲」、ポルカ「雷鳴と稲妻」、トリッチ・トラッチ・ポルカ、
� ワルツ「美しく青きドナウ」
マーラー：交響曲第4番

出　演

出　演

出　演

出　演

曲　目

曲　目

曲　目

曲　目

角田鋼亮

岡本誠司角野隼斗

朝岡聡

ケリｰリン・ウィルソン 森麻季
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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。

トロピカル～ジュ  プリキュア  
ドリームステージ

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218411 12月9日（木）

12月14日（火）から
※P.7注意事項を必ずお読みください　

LINE�CUBE�SHIBUYA（渋谷公会堂）　 JRほか「渋谷駅」

1会員4枚まで（各区分20枚限定）

全席指定　2,500円（一般�3,800円）料　金

場　所

申込数

1月3日（月）
10：30開演

1月3日（月）
14：00開演

区分
①

区分
②

第18回 ショパン国際ピアノ・コンクール2021
入賞者ガラ・コンサート

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218413 12月14日(火）

12月17日（金）から
※P.7注意事項を必ずお読みください

※3歳以上有料
※2歳以下は大人1名につき1名まで膝上観賞無料。ただしお席が必要な場合は有料

ⒸABC-A／東映アニメーション

2月1日（火）
18：00開演

2月2日（水）
18：00開演

区分
①

区分
②

東京芸術劇場�コンサートホール　 JRほか「池袋駅」

1会員2枚まで（各日10枚限定）申込数

S席　8,000円（一般�12,000円）料　金

場　所

1日：〈第一部〉リサイタル：曲目未定　レオノーラ・アルメリーニ（第5位）、ヤクブ・クシリック（第4位）、
マルティン・ガルシア・ガルシア（第3位）、ブルース・リウ（第1位）

〈第二部〉ショパン：ピアノ協奏曲第1番　小林愛実（第4位）
〈第三部〉ショパン：ピアノ協奏曲第2番　アレクサンダー・ガジェヴ（第2位）

2日：〈第一部〉リサイタル：曲目未定　J.J.ジュン・リ・ブイ（第6位）、小林愛実�（第4位）、
アレクサンダー・ガジェヴ（第2位）

〈第二部〉ショパン：ピアノ協奏曲第2番　マルティン・ガルシア・ガルシア（第3位）
〈第三部〉ショパン：ピアノ協奏曲第1番　ブルース・リウ（第1位）

1日・2日とも　アンドレイ・ボレイコ（指揮）
� 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

出演・曲目

hana-1970、コザが燃えた日-

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218412 12月13日(月） 

12月16日（木）から
※P.7注意事項を必ずお読みください

東京芸術劇場�プレイハウス　 JRほか「池袋駅」

松山ケンイチ／岡山天音／余貴美子　ほか

畑澤聖悟

栗山民也

1会員2枚まで（各日10枚限定）

S席　6,500円（一般�9,800円）

返還直前の沖縄で、激動の時代を必死に生きたひとつの家族。
沖縄・本土・米国。それぞれの想いがぶつかり合う中、葛藤を抱え迷いながらも生きる道をみつめていく－

料　金

場　所

出　演

作

演　出

申込数

1 月22日（土）
13：00開演

1 月26日（水）
19：00開演

区分
①

区分
②
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218414 12月9日（木）

12月14日（火）から
※P.7注意事項を必ずお読みください

全席指定　2,500円（一般�3,800円）料　金

府中の森芸術劇場�ふるさとホール　
京王線「東府中駅」

区分①　三遊亭好楽、桂�竹丸、桂�文治、古今亭菊之丞、瀧川鯉斗
区分②　三遊亭円楽、立川談幸、古今亭菊之丞、桃月庵白酒、瀧川鯉斗　

場　所

出　演

1月8日（土）
14：00開演

1月8日（土）
18：00開演

区分
①

区分
②

1会員2枚まで（各区分10枚限定）　申込数

御大典記念　特別展
よみがえる正倉院宝物 ―再現模造にみる天平の技―

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218501 1月16日（日）

1月21日（金）から
※P.7注意事項を必ずお読みください

区分①：一般　　　��　900円（当日1,500円）
区分②：大学・高校生　500円（当日1,000円）

料　金

サントリー美術館（東京ミッドタウン�ガレリア3階）　
東京メトロ・都営地下鉄「六本木駅」

正倉院宝物とは、奈良・東大寺の倉であった正倉院正倉に伝えられた約9,000件に及ぶ宝物です。
多くが奈良時代の作で、調度品、楽器、遊戯具、武器・武具、文房具、仏具、文書、染織品など多彩な内容で、中に
は西域や唐代の中国からもたらされた国際色豊かな品々も含まれます。
正倉院宝物の模造製作は、明治時代に奈良で開催された博覧会を機に始まりました。宝物の修理も手掛けた名工た
ちによる模造製作は、その後材料や技法、構造の忠実な再現を目指し、宮内庁正倉院事務所の下で、熟練の技と最
新の調査・研究成果との融合により、高い芸術性と学術性を兼ね備えた再現模造が数多く生み出されてきました。
本展では、天平の美と技に挑戦した再現模造の逸品を集めてご紹介します。蘇った正倉院宝物の姿を通じて伝統
技術を継承することの意義を感じてください。

場　所

1会員4枚まで（100枚限定）

※中学生以下無料、障害者手帳をお持ちの方とその介護者の方1名様は無料

申込数

模造　螺鈿紫檀五絃琵琶
正倉院事務所蔵

1月26日（水）～3月27日（日） ※会期中展示替えあり
※毎週火曜日休館（ただし3月22日は18：00まで開館）

10：00～18：00　　
※金曜・土曜及び2月10日（木）・3月20日（日）は20：00まで開館
※いずれも入館は閉館30分前まで
※�開館時間は変更となる場合があります。最新情報は美術館Webサイトで
ご確認ください。

開館時間

第270回府中の森笑劇場 新春寄席

三遊亭円楽三遊亭好楽

トイカード（こども商品券）
1,000円券5枚セット

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218701　 12月15日（水）

12月16日（木）夕刻から
※P.7注意事項を必ずお読みください

申込数 1会員6セットまで（200セット限定）

2026年12月31日（木）

1セット　4,000円（一般�5,000円）
※受取時期はクリスマス前になります

料　金

有効期限
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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。

※P.7注意事項を必ずお読みください

ミロ展　–日本を夢みて

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

1月17日（月）
1月20日（木）から218502

10：00～18：00（入館は17：30まで）　
毎週金・土曜日は21：00まで（入館は20：30まで）　
※状況により会期・開館時間等変更の可能性あり　
※一部日程では事前に〈オンラインによる入場日時予約〉が必要な場合あり。
　ご来館前にBunkamuraザ・ミュージアムHPをご確認ください

開館時間

1会員4枚まで
（100枚限定）

申込数

2 月11日（金・祝）～4 月17日（日）
※2月15日（火）、3月22日（火）は休館

一般　800円
（当日券一般�1,800円）

料　金

Bunkamura�ザ・ミュージアム　 JRほか「渋谷駅」場　所

上村松園・松篁 ―美人画と花鳥画の世界―
※P.7注意事項を必ずお読みください

美人画の名手として知られる女性画家・上村松園、松園の長男で花鳥画の名手だった上村松篁の作品をご紹介
します。美人画と花鳥画が織りなす、華やかで優美な絵画の世界をご堪能ください。

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218503 1月14日（金）

1月18日（火）から
2月5日（土）～4月17日（日）
※月曜日（3月21日は開館、22日（火）は休館）

平日：10：00～16：00　土日･祝日：10：00～17：00
（入館はいずれも閉館時間の30分前まで）
※�今後の状況により会期･開館時間等は変更する場合がございます。

開館時間

1会員4枚まで（50枚限定）申込数

一般�800円（当日券一般�1,300円）料　金

山種美術館（渋谷区広尾3－12－36）　
JR･東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩約10分

場　所

上村松園《新蛍》
1929（昭和4）年　山種美術館

模造　螺鈿紫檀五絃琵琶
正倉院事務所蔵

上村松園《春芳》
1940（昭和15）年　山種美術館

Bunkamura ドゥ マゴ パリ ランチ食事券

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218601 12月23日（木）

12月27日（月）から
※P.7注意事項を必ずお読みください

1枚　2,000円（一般�3,200円）

季節のサラダ／スープ／メイン（肉または魚）／パン／ランチデザート／コーヒーまたは紅茶

料　金

料　理
※消費税・サービス料込み　※チケットの受取時期は、1月上旬の予定です

パリでもっとも有名なカフェの一つ「ドゥ�マゴ」。ピカソやヘミングウェイなど多くの
芸術家が集い、文学や芸術が育まれた老舗カフェの伝統を受け継ぐ「ドゥ�マゴ�パリ」。
19世紀のパリの雰囲気を感じられる空間で、季節の食材を使用したメニューやフラン
ス定番料理をお楽しみいただけます。

1会員4枚まで（150枚限定）申込数

ランチ　11：30～14：00（最終入店�13：00）※要事前予約

1月11日（火）～3月31日（木） 150人

営業時間

有効期間 募集人数

渋谷区道玄坂2－24－1�Bunkamura�B1階　☎03（3477）9124
JRほか「渋谷駅」

https://www.bunkamura.co.jp/magots/

場　所

スペイン、バルセロナ生まれの芸術家ミロ（1893-1983）。
シュルレアリスムを足掛かりに唯一無二の作品世界を築いたこの芸術家は現在も世界的な人気を誇り、近年パ
リでは大回顧展が開催されるなど、その活動に改めて注目が集まっています。
彼の独自の創作活動の裏側には日本文化への深い造詣がありました。本展では、若き日の日本への憧れを象徴
する初期作品から代表作、そして日本で初めて紹介されたミロ作品などを紹介します。
さらに、本人のアトリエにあった日本の民芸品、批評家の瀧口修造との交流を示す
多彩な資料を通して、意外なほどに深いミロと日本のつながりを紐解きます。

開館55周年
記念特別展【 】

ジュアン・ミロ
《絵画（カタツムリ、女、花、星）》
1934年　油彩、キャンバス　
国立ソフィア王妃芸術センター
Photograph ic  Arch ives 
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia, Madrid 
©Successió Miró / ADAGP, 
Paris & JASPAR, Tokyo, 
2021 E4304
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。※ホームページには、ここに載せきれない公演情報を掲載しています

※P.7注意事項を必ずお読みください

2022年3月31日（木） 2,500円（一般�3,800円） 12月下旬料　金 受取時期有効期限

対象施設と昼食メニュー

ユッタリート（温泉＋食事がセットのチケット）

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月16日（木）
12月20日（月）から218602 申込数 1会員5枚まで（200枚限定）

※�必ず事前に予約してご利用ください。日にちによっては当日のご利用人数枠に空きがない等の理由でご希望に沿えない場合もありますの
で、ご希望日を複数ご用意のうえ、ご予約ください

温泉名 利用施設名 昼食・サービス内容

赤沢温泉 DHC赤沢日帰り温泉館 金目鯛のひつまぶし
伊豆高原 ヴィラージュ伊豆高原 萬望亭にて伊豆名物桜エビ石焼丼＋室内温水プール
有明 泉天空の湯　有明ガーデン ランチメニュー数種から選択＋ソフトドリンク＋館内着
奥多摩 かんぽの宿　青梅 青梅御膳＋デザート付
箱根蛸川温泉 絶景日帰り温泉　龍宮殿本館 箱根姫の水たま肌もめん湯豆腐御膳
箱根湯本温泉 天成園 ランチメニュー数種から選択
湯河原温泉 ニューウェルシティ湯河原 竹籠膳
万座温泉 万座プリンスホテル 選べるランチ＋ソフトドリンクバー
犬吠埼温泉 絶景の宿　犬吠埼ホテル 和定食（旬のお魚お造り付）

河口湖 たかの友梨　スパ＆ホテル　桜庵 彩り野菜の薬膳しゃぶしゃぶセット＋ソフトドリンク＋
岩盤浴（館内着＋タオルセット）

セルリアンタワー能楽堂
開場二十周年記念 定期能二月 ‒金剛流‒

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218416 1月7日（金） 

1月13日（木）から
※P.7注意事項を必ずお読みください

セルリアンタワー能楽堂　 JRほか「渋谷駅」

1会員2枚まで（各区分6枚限定）

区分①③：S席（正面）　　7,000円（一般�10,000円）
区分②④：A席（脇正面）　6,000円（一般�8,000円）

区分①②　第一部：狂言「因幡堂」　　茂山七五三　
� 能「巴」　　　　　豊嶋彌左衞門　　　　
区分③④　第二部：狂言「舟船」　　　茂山あきら　
� 能「天鼓　盤渉」　金剛永謹
解説：金子直樹（両部とも）

料　金

演目・出演者

場　所

申込数

2 月13日（日）
13：00開演

2 月13日（日）
16：30開演

区分
①②

区分
③④

能「天鼓　盤渉」能「巴」

DINO-A-LIVE PREMIUM  TIME DIVER
2021 MESOZOIC ODYSSEY 中生代への旅

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日218415 12月9日（木）

12月10日（金）夕刻から
※P.7注意事項を必ずお読みください

区分①③　中学生以上� S席　7,000円（大人�10,000円）
区分②④　3歳～小学生　S席　5,000円（子供�7,000円）

料　金

IHI�ステージアラウンド東京　 新交通ゆりかもめ「市場前駅」場　所

12月29日（水）
14：30開演

1月8日（土）
10：30開演

区分
①②

区分
③④

1会員4枚まで（各区分10枚限定）申込数
※解説付きアカデミックバージョン
　（ナレーションを多くし、お子様にも分かりやすく恐竜時代を解説！　ナレーション：小栗旬（俳優））

360°回転劇場で恐竜の時代へタイムトリップ！恐竜に遭おう！
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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。

※P.7注意事項を必ずお読みください

※P.7注意事項を必ずお読みください

自己啓発セミナー タイアップ講座　
簿記3級合格コース（全14回）
【Web通信】

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

1月11日（火）
1月13日（木）から218801

会員本人

13,000円（一般�24,500円）
※教材費・消費税等込み

10名

◦PCで本試験仕様の模擬試験にTRY!　
◦自身の弱点把握と補強ができる
◦効果的な解き直しができる！　　　　
◦実力向上を実感できる

申込資格

受講料

申込数
※受講開始（教材発送）時期は、2月上旬予定です

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22日（水）
12月24日（金）から218603

※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
※�緊急事態宣言など行政からの要請があった際には、営業内容を変更させていただく場合がございます
※�セルフドリンクは、650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）
※�年2回、メンテナンスのため臨時休館日がございます。ご来館の前に、公式ホームページでご確認ください

「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。

充実のアウトプットで確実に合格を目指す方にオススメ！

申込数 1会員合計10枚まで（合計200枚限定）

利用券

▶�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 1,800円 3,400円
③セット入館料＋岩盤浴 2,200円 3,850円

※消費税10％を含む

内容・料金

COURSE GUIDECOURSE GUIDE

まずは3級。手軽に学習スタートできる安心の価格設定！

※一部、Web上で問題解答・採点を行う場合もあります。

日商簿記検定3級合格目標

3級合格コース（全14回）

初学者対象

カリキュラム

験
受
級
3 合

　格

問題集解説動画
Web視聴

Web講義

解答用紙
ダウンロードサービス

受講料・開講日等

受講形態
受講料

教材発送開始日・開講日等 標準装備
一般価格 大学生協等割引価格

通信講座

Web通信 

Web通信 +
DVDフォロー

（基本講義DVD付）

通学講座

映像通学

教室通学 

消費税10％込

2021年12月21日（火）より
順次視聴開始
視聴開始日の詳細は、開講スケジュール（HP）
または受講校にてご確認ください。

毎月開講
右ページの開講日一覧をご覧ください。

問題集解説動画
Web視聴

解答用紙
ダウンロードサービス

3級基本講義
（10回）

3級直前
模擬試験
（3回）

+
3級全国統一
公開模擬試験

（1回）

OUTPUTINPUT

24,500円 23,270円

31,500円 29,920円

29,800円 28,310円

）照参75.P（。すまけだたいみ込申おり限に策対験受一同、が方のみ込申おを」義講本基「」スーコ格合「の級当該＊ 　【申込期限】お申込みの受験月の翌月まで

（注）2021年12月21日（火）より順次視聴。詳しくはP.56をご覧ください。

2021年12月21日（火）より
順次教材発送
詳細は、P.56の教材発送開始日等をご覧ください。

2022年6月目標

● 割引（P.25参照） ※ 大原受講生割引（3%OFF）および再受講割引（30％OFF）は、他の割引や大学生協等代理店割引・特典との併用はできません。再受講割引30％OFF大原受講生割引3％OFF

開講スケジュールはコチラ
全日程はホームページをご覧ください！

体験入学受付中！
実際に講義を体験してください！

インターネット申込はコチラ
手続きカンタン！ 24時間いつでも受付！

無料
https://www.o-hara.jp/https://www.o-hara.jp/eventhttps://www.o-hara.jp/course/boki_03/bo3_schedule

NEW

3級模擬試験プログラム

3級模擬試験プログラム

当コースは、ネット試験版 模擬試験の

「3級模擬試験プログラム」付き
標準
装備

（注）
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基本講義をDVDでお届け！

DVDフォロー
● 3級基本講義（全10回）受講料 消費税10％込オプション

Web通信生・通学生の方ヘ 7,000円 大学生協等割引価格 6,650円

COURSE GUIDECOURSE GUIDE

まずは3級。手軽に学習スタートできる安心の価格設定！

※一部、Web上で問題解答・採点を行う場合もあります。

日商簿記検定3級合格目標

3級合格コース（全14回）

初学者対象

カリキュラム

験
受
級
3 合

　格

問題集解説動画
Web視聴

Web講義

解答用紙
ダウンロードサービス

受講料・開講日等

受講形態
受講料

教材発送開始日・開講日等 標準装備
一般価格 大学生協等割引価格

通信講座

Web通信 

Web通信 +
DVDフォロー

（基本講義DVD付）

通学講座

映像通学

教室通学 

消費税10％込

2021年12月21日（火）より
順次視聴開始
視聴開始日の詳細は、開講スケジュール（HP）
または受講校にてご確認ください。

毎月開講
右ページの開講日一覧をご覧ください。

問題集解説動画
Web視聴

解答用紙
ダウンロードサービス

3級基本講義
（10回）

3級直前
模擬試験
（3回）

+
3級全国統一
公開模擬試験

（1回）

OUTPUTINPUT

24,500円 23,270円

31,500円 29,920円

29,800円 28,310円

）照参75.P（。すまけだたいみ込申おり限に策対験受一同、が方のみ込申おを」義講本基「」スーコ格合「の級当該＊ 　【申込期限】お申込みの受験月の翌月まで

（注）2021年12月21日（火）より順次視聴。詳しくはP.56をご覧ください。

2021年12月21日（火）より
順次教材発送
詳細は、P.56の教材発送開始日等をご覧ください。

2022年6月目標

● 割引（P.25参照） ※ 大原受講生割引（3%OFF）および再受講割引（30％OFF）は、他の割引や大学生協等代理店割引・特典との併用はできません。再受講割引30％OFF大原受講生割引3％OFF

開講スケジュールはコチラ
全日程はホームページをご覧ください！

体験入学受付中！
実際に講義を体験してください！

インターネット申込はコチラ
手続きカンタン！ 24時間いつでも受付！

無料
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DVDフォロー
● 3級基本講義（全10回）受講料 消費税10％込オプション

Web通信生・通学生の方ヘ 7,000円 大学生協等割引価格 6,650円

大原の特長

4
Web通信 教室通学 映像通学

資格の大原では、「問題を読み解く力」が身につく講義を、一人ひとりのライフスタイルに

あわせて提供します。

Web通信は、いつでもどこでも、ご自身のペースで学習できます。

「勉強はやっぱり学校で！」という方は、通学講座（教室通学・映像通学）。

いつでもどこでも視聴できるインターネット学習ツールが、予習・復習をサポートします！

大原は Web講義が標準装備

● 0.7～2.0倍速 ご自身に適した速度で視聴できる
● 繰り返し何度でも視聴できる
● スマホやタブレットなどで時間や場所を選ばず視聴できる

● 予習・復習で実力ＵＰ！

※Web通信講座やWebフォロー（Web講義標準装備を含む）など動画が視聴可能なコースを受講している方がご利用いただけます。
※Web講義のダウンロードには、Android・iOSの［合格Webアプリ］が必要です（無料）。パソコンにはダウンロードできません。　
※ダウンロードした動画は2週間視聴可能となります。受講期間内であれば何度でもダウンロード可能です。

Web講義のメリット

講義動画をアプリにダウンロードできます！
大好評

OHARA METHOD

自分のライフスタイルに合わせて選択できる

選べる受講スタイル

19
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※�Web講義をご利用いただくにあたり、事前に以下の大原ホームページにて「学習に必要
なコンピュータの動作確認」をご確認ください

　URL　https://goukakuweb3.o-hara.ac.jp/check
※�Web講義はスマートフォンやタブレットでAndroid・iOSの専用アプリにダウンロード
することができます。パソコンにはダウンロードできません

※�ダウンロードした動画は2週間視聴可能となります。映像視聴期間内であれば何度でも
ダウンロード可能です

14



申込方法は、P.17・18をご覧ください。

ページ 施設名 内　容

P.9 東京サマーランド 10月1日（金）～3月24日（木）まで冬季休園

P.10 京急油壺マリンパーク 9月30日（木）閉園

P.11 ぐりんぱ 10月25日（月）～2022年春まで冬季休園

i n f o rma t i on
●令和3・4年度版『利用ガイド』　掲載施設について

15

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���2日（木）10：00～15：00 下高井戸支店（世田谷区松原3－30－8） ☎03（3321）4155／9：00～17：00

12月���8日（水）10：00～15：00 新 宿 支 店（新宿区西新宿1－3－7） ☎03（3342）3821／9：00～17：00

12月11日（土）10：00～15：00 三 鷹 支 店（三鷹市上連雀8－4－8） ☎0422（47）3131／9：00～17：00

12月14日（火）10：00～15：00 大 橋 支 店（目黒区大橋2－22－5） ☎03（3469）0315／9：00～17：00

12月17日（金）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）0211／9：00～17：00

��1月���7日（金）10：00～15：00 池 の 上 支 店（世田谷区代沢2－44－14） ☎03（3422）3141／9：00～17：00

��1月12日（水）10：00～15：00 三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋1－41－10） ☎03（3421）6101／9：00～17：00

��1月15日（土）10：00～15：00 経 堂 支 店（世田谷区経堂2－3－2） ☎03（3420）4121／9：00～17：00

��1月19日（水）10：00～15：00 桜 上 水 支 店（世田谷区桜上水4－17－2） ☎03（3329）3241／9：00～17：00

��1月22日（土）10：00～15：00 東小金井支店（小金井市東町4－42－21） ☎042（384）1521／9：00～17：00

昭和信金

《お問い合わせ先》　昭和信用金庫�営業支援部　 R0120－872－315

各種専門業者と連携し
て、昭和信用金庫がお客
様の課題解決のお手伝い
をいたします。普段はご相談する機会のない専門家をお客様のお悩みに合わ
せて個別にご紹介いたします。ぜひお気軽にご相談ください。専門家のご紹介

課題解決
しょうわ

不動産・建築 相続・信託 人材
○土地の有効活用っ
てどうしたらいい
んだろう

○賃貸経営に興味が
ある

○耐震補強やリ
フォームを考
えている

○生前に相続のこと
を決めておきたい

○贈与税について相
談したい

○遺言信託に興
味 が あ る の
で、詳しく知
りたい

○人材採用がうまくい
かなくて相談したい
○正社員以外（契約社
員等）の雇用方法
を知りたい
○自社に採用する
適切な人材がわ
からない

住宅やマン
ションをはじ
め商業施設や
アパート経営
もお任せくだ
　 さい。

データを活用
した組織体質
診断や、豊富
な人材からご
希望の人材サ
ポートも！

お客様に最適
な信託商品や
相続手続きの
お手伝いをさ
せていただき
　ます。

相談無料

0120-872-315Ⓡ

（平日9：00～17：00）



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。

16

会報誌「せら」申込書

【グルメイベント・チケット類】

イベント名

受取方法
※グルメイベントは郵送受取りのみ

窓口�・�郵送（�自宅�・�事業所�） 連絡先電話 � 　（　　　　　）�

区分 区分内容 申込数 № 参加者氏名 会員番号 続柄

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

受付日 発券番号 担当者

/

※グルメイベント等にお申し込みの際は、参加者名をご記入ください

※この申込書は、コピーしてご利用ください。
《この用紙に記入された個人情報は、当公社の個人情報
保護方針に基づき適正な取り扱いをいたします》

※1イベントにつき1枚ご記入ください。

会員番号 ― 会員氏名

【特産品】�※特産品をこの用紙で申し込むと、 郵送・FAX・窓口の料金となります。

特産品名 申込総数

依頼主氏名
※依頼主は会員または登録家族に限ります

依頼主電話 　　　　（　　　）

依頼主住所

〒　　　－

※自宅または登録の事業所に限ります

※ご自宅へ送る場合は＜自宅＞とご記入ください　　※「のし」は付けられません。

お届け先①
住所 〒���　�－��　　　����TEL����　　　　�（　　　）

氏名 区分 数量

お届け先②
住所 〒��　��－����　　　��TEL����　　　　�（　　　）

氏名 区分 数量

お届け先③
住所 〒��　��－�����　　　�TEL����　　　　�（　　　）

氏名 区分 数量



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

P.16の会報誌「せら」申込書に必要事項をご記入のうえお送りください。（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

※既にご契約されている貸金庫を解約して、新たに契約される
場合は、対象外とさせていただきます。
※ご契約には一定の条件がありますので、窓口にお問い合わせ
下さい。

ご契約月の翌月から
最大4か月間使用料無料！

新規ご契約
キャンペーン

貸 金 庫

ご契約者全員プレゼント！
ご契約のお客様に

「湯めぐり七点揃え」を
プレゼントいたします！

詳しくは店頭の商品チラシをご覧ください。

百周年記念
定期積金

※契約条件により契約月から無料となる場合がございます
（その場合、契約月を含む4か月無料）。

令和3年  4  月     　　1 日
令和3年12月30日

［お取扱期間］
令和3年4月12日（月）～令和4年3月31日（木）

［お取扱期間］
令和3年4月12日（月）～令和4年3月31日（木）

100周年記念100周年記念
定期預金定期預金

詳しくは店頭の商品チラシをご覧ください。

ご契約のお客様に「今治
ハンドタオル」をプレゼン
トいたします！

ご契約者様全員プレゼントご契約者様全員プレゼント

※契約額100億円に達し次第終了させて
いただきます。

※毎月10,000円以上かつ2年以上のご契約　

特別記念金利特別記念金利

定期積金ご契約で定期積金ご契約で
（税引後 0.039％）

（税引後 0.079％）

0.05%年

0.10%年
定期預金のご契約
と同時に定期積金
をご契約いただい
たお客様は

キャンペーン期間

17
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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「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
ログインID入力例  ※ハイフン（-）は入力しません
12345-0001 ⇒ 123450001

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
➡各注意事項を確認し 　 を入れる
➡ 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。
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平日／ 9:00～17:30（土日・祝日休み）
お問い合わせ先

各種サービス申込先

窓口カウンター

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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会報誌の配送について

　会報誌『せら』は2ヵ月ごとに発行しており、
奇数月（1月・3月・5月・7月・9月・11月）の月
末までに、ご登録いただいた事業所、またはご自
宅にお送りしています。
　翌月（偶数月）初頭までに届いていない場合（※）
は、セラ・サービスまでご連絡くださいますよう
お願いいたします。

※�例えば、次号の2・3月号では、2月初頭までに届
いていない場合

～会報誌『せら』6・7月号について～
新型コロナウイルスの影響により、イベントや

公演が中止・変更となる場合がございます。

ご了承のうえ、お申し込みください。

2021年4月より会報誌『せら』の申込書が新しくなりました。郵送・FAXでお申し込みの際は

P.16　会報誌『せら』申込書をご利用ください。
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公益財団法人 世田谷区産業振興公社
検索

セラ・サービス
セラ・サービスHPは
こちらから セラ・サービスfacebookはこちらから

189No.

2021
July

June6-7

～会報誌『せら』8・9月号について～
新型コロナウイルスの影響により、イベントや
公演が中止・変更となる場合がございます。
ご了承のうえ、お申し込みください。

2021年4月より会報誌『せら』の申込書が新しくなりました。郵送・FAXでお申し込みの際は
P.16　会報誌『せら』申込書をご利用ください。
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■ 会報誌『せら』掲載広告 _W:180mm×H:128mm

TEL :03-5429-5940／ FAX :03-5429-5941
E-mail : tomorrow.studio@memolead.co.jp〒157-0066　東京都世田谷区成城 6-12-6-1F

URL : https : //photostudio -to.jp/営業時間／11：00～18：00　定休日／火曜日（祝日除く）

B A B Y  &  K I D S    P H O T O , A L B U M , G O O D S  a n d  m o r e . . . .

TOMORROW
STUDIO

OPEN
TOMORROW STUDIO 成城学園前店

Instagram Facebook LINE

写真はいつまでも、

あなたへ話しかけています。

「ほら　こんなときがあったんだよ」


