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事　業
コード

世田谷区赤堤2−11−14　☎03（5376）0141
東急世田谷線「松原駅」徒歩5分・「山下駅」徒歩7分、

　 小田急線「豪徳寺駅」徒歩7分

港区赤坂9−7−4 東京ミッドタウン ガレリアガーデンテラス 2F　☎03（5413）0088
都営大江戸線ほか「六本木駅」直結、東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩3分

2月17日（月）～3月16日（月）

2月17日（月）～3月16日（月）

11：30～15：00（ラストオーダー14：30）
17：00～21：30（ラストオーダー21：00）　※火曜定休（祝日は営業）

平日 11：00～15：00（ラストオーダー14：30）
土日・祝日 11：00～16：00（ラストオーダー15：00）　
※第１・3火曜定休

三種前菜盛り合わせ／スープ／五種点心／炒め物／汁そばまたは飯／デザート

活さいまき海老の湯引き、または真鯛のお刺身サラダ／三種前菜の盛り合わせ／本日のスープ／
プリプリ海老のマヨネーズソース和え／本日の海鮮料理／炒飯または汁そば／デザート

中華広東料理店 火龍園

世田谷 火龍園

SILIN 火龍園

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、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

199101

イメージ

イメージ

締　切　日
抽選公開日

2月12日（水）
2月14日（金）から

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

①点心コース 2,700円 3,800円 4,180円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

②ランチ（平日） 3,400円 4,880円 5,368円
③ランチ（土日・祝日） 3,700円 5,368円 5,904円

https://www.fuanlongyuen.jp/

募集人数

募集人数

150人

150人

日本の広東料理の先駆者周富徳の愛弟子 唐朱興の店。オーナーシェフの
唐朱興は周富徳氏に師事し、2001年に世田谷赤堤に「火龍園」を開店。
ミッドタウン開業とともに「SILIN火龍園」を開店。厳選された食材を使
い、広東料理の技法をもとに現代的な中国広東料理を提供しています。
※お申し込みは1会員につき1店舗のみ　※両店ともご利用は2名様～

18年目を迎える広東料理店。店内はリゾートホテルのようなモダンでアジアンテイストの漂う雰囲気です。

洗練されたダイニングでミッドタウンのガーデンテラスの見事な借景、
ワイン、紹興酒などの様々なドリンクとともにお楽しみください。

※小学生以下のお子様も同料金でご利用いただけます　※消費税・サービス料込み

※小学生以下のお子様も同料金でご利用いただけます　※消費税・サービス料込み
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事　業
コード

事　業
コード

世田谷区玉川1−14−1 二子玉川エクセルホテル東急 30階　☎03（3707）7200（レストラン予約直通）
東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」徒歩5分程

港区六本木6−1−8 六本木グリーンビル B1F　☎ 03（5413）7224
東京メトロ日比谷線ほか「六本木駅」徒歩1分

2月20日（木）～3月31日（火）

2月20日（木）～3月31日（火）

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）
※２時間制

11：30～14：30（ラストオーダー13：30）／18：00～21：30（ラストオーダー20：00）
※貸切り予約等によりご案内できない場合もございます

ランチ　　前菜／魚料理／肉料理／デザート／コーヒー
ディナー　アミューズ／前菜／温前菜／魚料理／肉料理／デザート／コーヒー

とろ、うに、いくら、サーモン、ヒラメなどの高級寿司が食べ放題（味噌汁・茶碗蒸し付き）。
※1,430円の追加で飲み放題もご利用いただけます（ご利用当日のお申し込み・ご精算）

未就学児のお子様はご利用いただけません。

雛鮨 六本木店

The 30th Restaurant
～「日本海ガストロノミック」を味わう～

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

199102

199103

※ワンドリンク付き　
※小学生以上（同料金で利用可）　
※消費税・サービス料込み

※消費税・サービス料込み

400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

2月13日（木）
2月17日（月）から

2月13日（木）
2月17日（月）から

2019年5月に新たにオープンした雛鮨六本木。
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。
また、季節替わりで鮮度抜群な旬のネタも登場します。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。
握りたてのお寿司を思う存分お楽しみください。

北陸では気候風土が適している為、古くから発酵食品の生産が盛んです。
東急ホテルズで日本海側に位置する富山・金沢・松江、それぞれの食文化を取入れ、健康に良いとされる
発酵食品に着想を得て、料理長 田島秀樹による独自の視点でフレンチコースに仕立てました。
個々のホテルを紹介すると同時に、食の幅を広げ新しい切り口でご案内いたします。

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

①ランチ 3,500円 5,000円 5,000円
②ディナー 7,000円 10,000円 10,000円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

①大人 2,500円 3,600円 4,389円
②小人（6～9歳） 1,400円 2,057円 2,189円
③幼児（4～5歳）    600円 957円 1,089円

区分・料金

区分・料金

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/
index.html

https://hina-sushi.com/
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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、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。

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

2月13日（木）　
2月17日（月）から

2月13日（木）
2月17日（月）から

内容・料金

内容・料金

特 産 品
【抽　選】

Web

郵送・FAX・窓口

199201

199202

申込数

申込数

１会員２個まで（販売総数200個）

１会員3箱まで（販売総数400箱）

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に
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

今治市 露地せとか（家庭用）

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入り

3,200円
3,400円 5,454円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

露地せとか（家庭用） 3kg（約11～31個
／2L～M玉中心）

2,400円
2,600円 4,500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

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

イメージ

イメージ

業　者

業　者

発送時期

発送時期

その他

その他

株式会社大潟村カントリーエレベーター公社

のま果樹園

2月下旬より順次発送

3月中旬より順次発送

のし対応不可

離島配送不可
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事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月12日（水）
2月14日（金）から

内容・料金

199203 申込数 １会員3箱まで（販売総数100箱）

紀州南高梅の種を取り、中に甘酢みそで味付けした紀州産真鯛のほぐ
し身を詰めております。紀州の海と山の恵みを合わせた食欲わき立つ
ご飯のお供です。お茶漬け、お酒の肴、パスタなど幅広くお召し上がり
いただけます。おめで鯛を梅で包んだ「梅で鯛」縁起の良いお品は、ご
贈答のお品にお勧めです。

紀州 梅真鯛梅　六個入り

品　名 内　容 会員料金 一般料金

紀州 梅真鯛梅　六個入り 真鯛梅　6個 2,500円
2,700円 3,900円

業　者

発送時期

賞味期限

その他
イメージ

イメージ

株式会社岩谷

2月下旬より順次発送
※沖縄・北海道別途660円

製造日より6ヵ月（常温）

のし対応可

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

２月12日（水）　
２月14日（金）から

内容・料金

199205 申込数 1会員4箱まで（販売総数200箱）

冷凍ほたて貝柱（刺身用）

品　名 内　容 会員料金 一般料金

冷凍ほたて貝柱
（刺身用） ほたて貝柱　250g×2袋 2,800円

3,000円 5,000円

関東近県までの送料含む

北海道の豊かな海で育った旨味も栄養もたっぷりのほたて。その貝柱を急速冷
凍し、旨味を閉じ込めました。お刺身はもちろん、バター焼きや炒め物、カレー
やシチューなどに加えれば、料理全体に味わいが広がります。

イメージ

業　者

発送時期

賞味期限

その他

北海道アンソロポロジー株式会社

2月下旬より順次発送　
※沖縄・離島等別途1,500円

冷凍180日

のし対応不可、冷凍便で配送

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

２月12日（水）　
２月14日（金）から

内容・料金

199204 申込数 1会員4箱まで（販売総数200箱）

北海道 噴火湾産 昆布味明太子

品　名 内　容 会員料金 一般料金

北海道 噴火湾産　
昆布味明太子 昆布味明太子　200g 1,600円

1,800円 3,000円

関東近県までの送料含む

北海道噴火湾で水揚げされた新鮮な『助
すけ

宗
そう

鱈
だら

』から取り出した成熟卵を、羅臼昆
布をトロトロになるまで煮詰めた濃厚昆布ダシと秘伝の明太調味で漬け込み、
熟成させた明太子です。噴火湾産たらこの口の中をサラサラ流れるようなキメ
細やかな粒子間と、昆布ダシの効いた風味豊かで味わい深い明太子です。

業　者

発送時期

賞味期限

その他

北海道アンソロポロジー株式会社

2月下旬より順次発送　
※沖縄・離島等別途1,500円

冷凍90日、解凍後冷蔵5日

のし対応可、冷凍便で配送

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　6,700円（一般 9,500円）

申込数

料　金

場　所

劇団四季　ミュージカル『キャッツ』
キャッツ・シアター　

JRほか「大井町駅」

1会員2枚まで（100枚限定）

Ｓ席　大人 8,500円（一般 12,100円）
　　　３歳～小学生 4,500円（一般 6,050円）

望海風斗／真彩希帆ほか

料　金

出　演

場　所

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月16日（日）
2月18日（火）から199302

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月16日（日）
2月19日（水）から199301 ３月14日（土） 11：00開演　

３月8日（日） 13：30開演　

申込方法は、P.17・18をご覧ください。

ⓒ宝塚歌劇団
Photographer LESLIE KEE（SIGNO)

望海風斗（上）、真彩希帆

宝塚歌劇 雪組公演
ミュージカル「ONCE UPON A TIME IN AMERICA

（ワンス アポン ア タイム イン アメリカ）」

※3歳以上有料（ひざ上観劇不可）、2歳以下入場不可
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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 ミュージカル

「ホイッスル・ダウン・ザ・ウィンド」
〜汚れなき瞳〜

ミュージカル「アナスタシア」

ミュージカル「ボディガード」

日生劇場　
JRほか「有楽町駅」・東京メトロ「日比谷駅」

東急シアターオーブ　 JRほか「渋谷駅」

東急シアターオーブ　
JRほか「渋谷駅」

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（各日10枚限定）

S席　9,500円（一般 13,500円）

Ｓ席　9,000円（一般 13,500円）

Ｓ席　9,500円（一般 13,500円）

葵わかな（13日・20日）・木下晴香（21日）／
内海啓貴（20日）・相葉裕樹（13日・21日）／
山本耕史（20日）・堂珍嘉邦（13日・21日）／
石川禅（13日）・大澄賢也（20日・21日）／
マルシア（13日）・堀内敬子（20日）・朝海ひかる（21日）／麻美れい　
ほか

三浦春馬／生田絵梨花／平間壮一・MARIA-E（22日）・
東啓介・鈴木瑛美子（27日）／福井晶一　ほか

柚希礼音（4日）・新妻聖子（3日）／大谷亮平　ほか

料　金

料　金

料　金

出　演

出　演

出　演

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月20日（木）
2月26日（水）から199303

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月19日（水）
2月25日（火）から204701

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月13日（木）
2月18日（火）から199304

4月3日（金）
18：30開演

３月22日（日）
17：00開演

4月4日（土）
17：30開演

３月27日（金）
18：00開演

区分
①

区分
①

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。

３月13日（金）
18：15開演

３月20日（金・祝）
17：30開演

３月21日（土）
17：30開演

区分
①

区分
②

区分
③

※チケットのお受け取り・郵送は、3月下旬になります

※4歳以上入場可（ひざ上鑑賞不可）
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

PARCO劇場オープニング・シリーズ 第1弾「ピサロ」

舞台「脳内ポイズンベリー」

ダイワハウスSpecial 地球ゴージャス二十五周年祝祭公演
「星の大地に降る涙 THE MUSICAL」

PARCO劇場（渋谷PARCO 8階）　 JRほか「渋谷駅」

新国立劇場 中劇場　 京王新線「初台駅」

舞浜アンフィシアター　 JR京葉線「舞浜駅」

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）

全席指定　9,000円（一般 13,000円）

S席　6,500円（一般 9,500円）

Ｓ席　8,500円（一般 12,500円）

新田真剣佑 笹本玲奈／松本利夫（EXILE） 湖月わたる 愛加あゆ 島ゆいか 森公美子／岸谷五朗・寺脇康文 ほか

渡辺謙／宮沢氷魚／栗原英雄／和田正人／大鶴佐助／首藤康之／
小柳友／長谷川初範　ほか

市原隼人／蓮佛美沙子／早霧せいな／本髙克樹（7 MEN 侍）／斉藤優里　ほか

「ああ、どうしよう。頭の中が大騒ぎだ」頭の中の思考が擬人化！脳内会議を繰り広
げる!!「失恋ショコラティエ」の水城せとなによる新感覚ラブコメディ「脳内ポイズ
ンベリー」が待望の舞台化!2015年には映画化され、好評を得た作品。

料　金

料　金

料　金

出　演

出　演

出　演

場　所

場　所

場　所

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

2月9日（日）
2月14日（金）から

2月13日（木）
2月17日（月）から

2月13日（木）
2月19日（水）から

199306

199307

199305 3月28日（土）
13：00開演

3月22日（日）
13：30開演

3月18日（水）
18：30開演

3月29日（日）
14：00開演

3月25日（水）
18：30開演

3月19日（木）
14：00開演

区分
①

区分
①

区分
①

区分
②

区分
②

区分
②

岸谷五朗

ピーター・シェーファー 伊丹十三 ウィル・タケット

作・演出

作 翻　訳 演　出

タクフェス春のコメディ祭!「仏の顔も笑うまで」

渋谷区文化総合センター 大和田さくらホール　 JRほか「渋谷駅」

1会員2枚まで（各日10枚限定）

全席指定　5,500円（一般 8,000円）

宅間孝行／モト冬樹／水夏希／樋口日奈（乃木坂46）／八木将康（劇団EXILE）／
鈴木裕樹／越村友一／外岡えりか／横山涼／秋本奈緒美／
肥後克広（ダチョウ倶楽部）

宅間孝行

料　金

出　演

作・演出

場　所

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月25日（火）
2月28日（金）から204702 4月23日（木）

14：00開演
4月25日（土）
17：00開演

区分
①

区分
②

※お申込は、2月1日（日）から。チケットのお受け取り・郵送は、3月末になります

岸谷五朗・寺脇康文が主宰する演劇ユニット「地球ゴージャス」。結成25周年
を記念して、2009年に上演された本作が岸谷・寺脇以外はキャストを一新。
新演出版として上演決定！

山崎努主演で1985年PARCO劇場にて上演された伝説の舞台が再び！
渡辺謙、宮沢氷魚ほか総勢約30名の出演陣が新たな息吹をもたらす！
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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。

半沢直樹・真田丸・HERO ～服部隆之コンサート

三月花形歌舞伎

SRP Presents ＥＡＳＴ ＭＥＥＴＳ ＷＥＳＴ 2020

Bunkamura オーチャードホール　 JRほか「渋谷駅」

明治座　 東京メトロ日比谷線ほか「人形町駅」、東京メトロ半蔵門線
「水天宮前駅」、都営地下鉄新宿線「浜町駅」

Bunkamura オーチャードホール　 JRほか「渋谷駅」

1会員2枚まで（10枚限定）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

１会員２枚まで（各日10枚限定）

Ｓ席　7,000円（一般 9,900円）

一等席　10,500円（一般 15,000円）

Ｓ席　6,000円（一般 8,800円）

服部隆之指揮 東京フィルハーモニー交響楽団   服部百音（ヴァイオリン）

中村勘九郎／中村七之助／坂東彦三郎／坂東巳之助／中村壱太郎
中村橋之助／中村歌女之丞／澤村由次郎／片岡亀蔵／坂東秀調　ほか

華麗なる一族、半沢直樹、ルーズヴェルト・ゲーム、下町ロケット、陸王、
ノーサイド・ゲーム、王様のレストラン、新選組！、真田丸、HERO

区分①②　一、通し狂言「桜姫東文章」
区分③　　一、菅原伝授手習鑑　車引
　　　　　二、一本刀土俵入
　　　　　三、上、芝翫奴
 　下、近江のお兼

3月28日　
細野晴臣／夏川りみ／イヴァン・リンス／
EAST MEETS WEST SUPER BAND：ウィル・リー／スティーヴ・ガッド／ジェフ・ヤング／アーロン・ヘイク／
ダニエラ・デ・アンドレア／養父 貴／村田陽一／西村浩二／桑原あい／みどりん／MARU and more

3月29日　
細野晴臣／エドガー・ウィンター／
EAST MEETS WEST SUPER BAND

海も時代もジャンルも超えた夢のスーパーセッション

料　金

料　金

料　金

出　演

出　演

曲　目

演　目

出　演

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月13日（木）
2月18日（火）から199310

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

2月9日（日）
2月11日（火・祝）から

2月13日（木）
2月18日（火）から

199309

199308

3月28日（土）
17：30開演

3月13日（金）
16：00開演

3月8日（日）
16：00開演

3月29日（日）
18：00開演

3月16日（月）
11：00開演

区分
①

区分
②

区分
①

区分
②

区分
③

2月24日（月・祝） 15：00開演

前代未聞！大ヒットドラマを彩った服部隆之の代表曲を作曲者自身の指揮する
大編成オーケストラの大迫力で楽しめる一期一会のコンサートがついに実現！
あの名場面の感動が蘇る名曲の数々が次から次へと演奏されるベスト・オブ・
服部隆之コンサートです

※ドラマ等の映像は流れません

※3歳以上有料。3歳未満入場不可
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます Photo By Sandrine Lee
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

ⓒ Hiromichi NOZAWA

ⓒAnton Zavjyalov

ⓒTAKAKI KUMADAⓒTony Hitchcock

国際音楽祭NIPPON　
諏訪内 晶子（ヴァイオリン） 　ジャナンドレア・ノセダ指揮
ワシントン・ナショナル交響楽団

荘村清志 スペシャル・プロジェクト Vol.4　
デビュー50周年特別公演

テオドール・クルレンツィス指揮ムジカエテルナ
パトリツィア・コパチンスカヤ（ヴァイオリン）

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」

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」

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」

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）

A席　11,500円（一般 16,000円）

S席　4,200円（一般 8,000円）

A席　12,500円（一般 18,000円）

荘村清志（ギター）　大友直人（指揮）　東京都交響楽団

バーバー：管弦楽のためのエッセイ第1番
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」

coba：ギター協奏曲（委嘱新作／世界初演）
ロドリーゴ：ある貴紳のための幻想曲　
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲　ほか

ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲ニ長調op.61
 交響曲第7番イ長調op.92

2020年ベートーヴェン生誕250年の最大の衝撃！いま欧米で最も注目され、
発売したCDが賞を総ナメにし、昨年初来日時のチケットは完売！エキセント
リックな演奏がセンセーションを巻き起こしたコンビが早くも再来日。

料　金

料　金

料　金

出　演

曲　目

曲　目

曲　目

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月13日（木）
2月18日（火）から199311

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月13日（木）
2月18日（火）から204703

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月18日（火）
2月21日（金）から199312 3月29日（日） 14：00開演

4月14日（火） 19：00開演

※チケットのお受け取り・郵送は、3月末になります

3月10日（火） 19：00開演

チャイコフスキー国際コンクール優勝から30年。円熱した諏訪内と巨匠ノセダが放つ鮮鋭の響き。
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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。

オーチャード・バレエ・ガラ　
世界名門バレエ学校の饗宴2020

Caída del Cielo   カイダ・デル・シエロ

第254回 府中の森笑劇場 東京落語四派の今

Bunkamura オーチャードホール　
JRほか「渋谷駅」

日本青年館ホール　
東京メトロ「外苑前駅」、都営地下鉄「国立競技場駅」、JR「千駄ケ谷駅」

府中の森芸術劇場 ふるさとホール　
京王線「東府中駅」

1会員2枚まで（10枚限定）

1会員2枚まで（15枚限定）

１会員２枚まで（各回10枚限定）

S席　7,500円（一般 10,800円）

S席　6,500円（一般 9,300円）

全席指定　2,500円（一般 3,800円）

ロシオ・モリーナ舞踊団  

ロイヤル・バレエ・スクール（イギリス）
ワガノワ・バレエ・アカデミー（ロシア）
ハンブルク・バレエ学校（ドイツ）　ほか

伝統的なフラメンコを踏襲しつつ、常に新しい表現を続けるロシオ・モリーナ。
白いドレスから「闘牛士」まで、華麗に着こなし、自在に踊るロシオから目が離
せない。本作は、2016年パリで初演され、翌年にはセビリアでのフラメンコ
ビエンナーレにて、ダンサー及び振付師として最優秀賞を受賞した作品。1日
限りの奇跡をお見逃しなく。

世界各国から伝統と実力を誇るバレエ学校が集結。若き精鋭たちが
お見せするバレエの伝統と未来を、ぜひ劇場でお楽しみください。

立川志らく（落語立川流）／三遊亭白鳥（落語協会）／
三遊亭圓馬（落語芸術協会）／三遊亭萬橘（五代目円楽一門会）　ほか

切磋琢磨する四派の芸をお楽しみください。

料　金

料　金

料　金

出　演

出　演

出　演

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月9日（日）
2月13日（木）から199313

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月13日（木）
2月19日（水）から204704

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月13日（木）
2月18日（火）から199314

4月4日（土）
14：00開演

3月7日（土） 15：00開演

4月4日（土）
18：00開演

区分
①

区分
②

3月1日（日） 13：00開演

※５歳以上入場可

ⓒPablo Guidali

ⓒ小川峻毅
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

写実絵画は1年に数点しか描くことができないほど作家
が時間をかけて向き合い、丁寧に描かれた作品には、そ
れぞれの作家が表現したい想いが込められ、ただ細密に
描かれているだけでなく、写真や映像とは違った存在感
を醸し出します。
本展では、“写実主義絵画の殿堂”と呼ばれるホキ美術館
が所蔵する、現在の写実絵画を代表する作家たちの作品
約70点をご紹介します。

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月25日（火）　
2月28日（金）から199401

超写実絵画の襲来
ホキ美術館所蔵

Bunkamura ザ・ミュージアム　
JRほか「渋谷駅」

10：00～18：00（金・土曜は21：00まで）
※入館は閉館30分前まで

1会員4枚まで（200枚限定）

※3月18日（水）～4月5日（日）は小学生入館料無料

区分①　一般 700円（当日 1,600円）
区分②　大学・高校生　400円（当日 900円）
区分③　中学・小学生　200円（当日 600円）

料　金

場　所

時　間

申込数

3月18日（水）～5月11日（月）

生島浩《5:55》
2007～2010年　

油彩・キャンバス

五味文彦《いにしえの王は語る》
2018年　

油彩・キャンバス

※4月14日（火 ）休館
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事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月20日（木）
2月25日（火）から199402

特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」

ロンドン・ナショナル・ギャラリー展

東京国立博物館 本館特別4室・特別5室
JRほか「上野駅」

※4月14日（火）から展示内容変更あり

月曜（ただし3月30日・5月4日は開館）

月曜（ただし3月30日、5月4日は開館）

月曜（ただし2月24日は開館）、2月25日（火）

江戸東京博物館　 JRほか「両国駅」

場　所

休館日

休館日

休館日

場　所

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月25日（火）
2月28日（金）から199403

特別展  「江戸ものづくり列伝
 –ニッポンの美は職人の技と心に宿る–」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月7日（金）
2月12日（水）から199404

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。

国立西洋美術館　 JRほか「上野駅」

1会員4枚まで（400枚限定）

1会員4枚まで（100枚限定）

一般　600円（当日 1,200円）

1会員4枚まで（60枚限定）

区分①　一般　　800円（当日 1,700円）
区分②　大学生　500円（当日 1,100円）
区分③　高校生　300円（当日 700円）

9：30～17：30（金・土曜は20：00まで）　※入館は閉館30分前まで

9：30～17：00（金・土曜は21：00まで）
※入館は閉館30分前まで

9：30～17：30（土曜は19：30まで）
※入館は閉館30分前まで

一般　500円（当日 1,100円）

料　金

時　間

時　間

時　間

料　金

場　所

申込数

申込数

料　金

申込数

これまで英国外では所蔵作品展が開かれたことがなかったロンドン・ナショナル・
ギャラリー所蔵のルネサンスから19世紀ポスト印象派に至る、ゴッホ《ひまわり》、
レンブラント《34歳の自画像》、フェルメール《ヴァージナルの前に座る若い女性》
を含む選りすぐりの傑作61点。全作初来日の歴史的展覧会です。

3月3日（火）～6月14日（日）

3月13日（金）～5月10日（日）

2月8日（土）～4月5日（日）

※中学生以下、心身に障害のある方とその付添者1名は無料（入館の際に障害者手帳の提示が必要）

※中学生以下無料
※障がい者とその介護者１名は無料（入館時障害者手帳の提示必要）

※ 未就学児無料
※ 身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添者（2名まで）は無料
※シルバーデー（2月19日・3月18日）は65歳以上の方は特別展観覧料が無料（年齢を証明できる書類持参）

フィンセント・ファン・ゴッホ  《ひまわり》 
1888年　油彩・カンヴァス　92.1×73cm　
ⓒThe National Gallery, London. Bought, 

Courtauld Fund, 1924
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レゴランド・ディスカバリー・センター東京 入場券

ファンタジーキッズリゾート 入場券

月島名物もんじゃ だるま 月島本店  利用券

港区台場1−6−1　デックス東京ビーチ アイランドモール 3階
ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」・りんかい線「東京テレポート駅」

12歳までのお子様とそのご家族を対象とした全天候型室内遊園地

中央区月島3−17−9　 都営地下鉄・東京メトロ「月島駅」徒歩約3分

場　所

場　所

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月19日（水）
2月25日（火）から199501

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月19日（水）
2月25日（火）から199502

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月19日（水）
2月25日（火）から199503

申込数

申込数

申込数

1会員4枚まで（100枚限定）

1会員4セットまで（100セット限定）

1会員2セットまで（100セット限定）

申込方法は、P.17・18をご覧ください。

●ハイランドリゾートホテル＆スパ
  （『利用ガイド』2019・2020年度版P.60）　　

スタンダードフロアリニューアル記念特別プランのご案内
通常料金18,200円～20,700円のところ
1泊2食付き 大人１名14,800円（休前日は4,000円増)
※夕食はディナーブッフェとなります。小人料金はお問い合わせください。

昭和初期の古民家を改装したレトロな空間で、おいしいもんじゃを

3月17日（火）～8月16日（日）

発行日より約6ヵ月

黒だるまコース（鉄板焼き〈内容おまかせ〉、ベビースターもんじゃ、
もち明太子チーズもんじゃまたはだるまくんもんじゃ／あんこ巻き）

10：00～20：00（土日・祝日は21：00まで）
※入館は閉館2時間前まで

10：00～18：00（土日・祝日は20：00まで）
※営業時間が異なる場合あり

【 多 摩 店 】多摩市落合2−33 クロスガーデン多摩 2階／☎042（400）7717 　　
【武蔵村山店】武蔵村山市伊奈平3−36−1 ダイエー武蔵村山店 2階／☎042（520）6230　
【 船 橋 店 】船橋市浜町2−2−7 vivit南船橋 4階／☎047（402）4700
【 港 北 店 】横浜市都筑区茅ケ崎中央53−1 ホームセンターコーナン港北センター南店 3階／☎045（482）4455
【海老名店】海老名市中央3−2−5 ショッパーズプラザ海老名 3階／☎046（400）7788

月～金曜・祝前日　11：30～17：00
土日・祝日 　11：00～17：00
※月島本店および海鮮処でご利用いただけます

全日券　1,200円（一般 2,500円）

1日遊び放題入場券2枚　1,500円
（一般 3,000円）
※初回のご利用の場合、当年度会費も無料

1セット2名　2,000円（一般 3,500円） 発行日から約5ヵ月

料　金

料　金

料　金 有効期間

有効期間

有効期間

内　容

時　間

時　間

対象店舗

時　間

※大人（16歳以上）のみ、お子様（15歳以下）のみの入場不可
※大人のレゴナイトには利用不可

指定宿泊施設（宿泊利用補助が使えます）

※熱海シーサイドスパ&リゾート、ホテルマウント富士(『利用ガイド』P.58・60)の特別プランもございます。
　詳細は各施設にお問い合わせください。

3月19日(木)
まで

☎0555（22）1000ご予約

イメージ

イメージ

イメージ
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レゴランド・ディスカバリー・センター東京 入場券

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。

ク　　オ

QUOカード5,000円券
事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月12日(水)
2月17日(月)から199701

フィットネスクラブ  ティップネス 利用券

施設1回利用券　1,500円（一般 3,300円）2021年2月28日 料　金有効期限

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月17日（月）
2月19日（水）から199601

THE SPA成城 利用券

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月14日（金）
2月18日（火）から199602

地下1,200メートルから湧き出す炭酸水素塩温泉の特長は、ミネラル分を
豊富に含む黒湯です。ご家族・ご友人で一緒にどうぞ。

1枚　4,400円（一般 5,000円）

※利用可能店舗は、https://www.quocard.com/member/ でご確認ください
※受取時期は、2月下旬の予定です

料　金

世田谷区千歳台3−20−2 セントラルウェルネスタウン ２階　
小田急線「千歳船橋駅」徒歩15分　

※千歳船橋・千歳烏山・成城学園前駅等より無料送迎バスあり

227台　※THE SPA成城をご利用の方は2時間無料です。

※平日・土日利用可能。ただし、朝風呂は除く　※チケットの受取時期は、2月下旬の予定です

1枚　1,000円（一般　平日1,320円、土日・祝日1,740円）料　金

会　場

駐車場

【 多 摩 店 】多摩市落合2−33 クロスガーデン多摩 2階／☎042（400）7717 　　
【武蔵村山店】武蔵村山市伊奈平3−36−1 ダイエー武蔵村山店 2階／☎042（520）6230　
【 船 橋 店 】船橋市浜町2−2−7 vivit南船橋 4階／☎047（402）4700
【 港 北 店 】横浜市都筑区茅ケ崎中央53−1 ホームセンターコーナン港北センター南店 3階／☎045（482）4455
【海老名店】海老名市中央3−2−5 ショッパーズプラザ海老名 3階／☎046（400）7788

申込数

申込数

申込数

1会員6枚まで（500枚限定）

１会員10枚まで（200枚限定）

１会員10枚まで（200枚限定）

※チケットの受取時期は、3月上旬頃の予定です

利用店舗 世田谷区内含めた関東エリアのティップネス、および ティップ・クロス TOKYO44店舗　
※丸の内スタイル・日本橋スタイルを除く

世田谷区内

三軒茶屋店　太子堂2−15−4　☎03（5433）1171
下北沢店　　北沢2−5−2　　  ☎03（3487）3531
明大前店　　松原2−46−1　　☎03（5355）3671
喜多見店　　喜多見9−25−8　☎03（5761）3371

利用内容 ◆ジム　◆プール　◆スタジオ（エアロビクス、ステップ、ヨガ、ストレッチ　など）

発行日から1年間有効期限

府中市郷土の森博物館梅まつり特別優待
2月1日(土)～3月8日(日)
府中市南町6−32　☎042（368）7921　

京王線「分倍河原駅」より京王バス「郷土の森正門前」下車

大人　300円⇒240円
（プラネタリウム観覧付き 900円⇒720円）

子供（4歳～中学生）　150円⇒120円
（プラネタリウム観覧付き 450円⇒360円）

1会員あたり5名まで
入場券売場での会員証提示による割引き

場　所

料　金

見 本
見 本

14



申込方法は、P.17・18をご覧ください。

社会保険労務士による年金無料相談（予約制）
この相談会はセラ・サービス会員事業所である昭和信用金庫が実施するもので、同信用金庫のご協力により
セラ・サービスの会員（家族を含む）もご利用いただけます。
年金相談を希望される方は、『セラ・サービス』の会員である旨お申し出のうえ、各店舗でご予約ください。

相談日時 相談会場（昭和信用金庫／所在地） 予約先電話番号／受付時間
2月  4日（火）10：00～15：00 え び す 支 店（渋谷区恵比寿1−5−9） ☎03（3444）4211／9：00～15：00
2月  6日（木）10：00～15：00 多 摩 川 支 店（調布市多摩川5−5−1） ☎042（481）6211／9：00～15：00
2月  8日（土）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
2月13日（木）10：00～15：00 本 店（世田谷区北沢1−38−14） ☎03（3422）6181／9：00～15：00
2月15日（土）10：00～15：00 八 幡 山 支 店（杉並区上高井戸1−1−11） ☎03（3329）1021／9：00～15：00
2月21日（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  / 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Ⓡ

会員本人

1冊10ポイント綴り　2,000円
（最大6,000円相当）　

9月30日

申込資格

料　金

有効期限

東京ドームシティ「得
と く

１
て ん

０チケット」
〜一般のお客様には販売していない特別なチケット〜

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月14日（金）
2月18日（火）から199504

１冊10ポイント綴りのお得なレジャーチケットです。東京ドームシティ内の
各施設ごとに必要ポイント数が設定されており、お手持ちのポイントに応じて、
お好きな施設をお楽しみいただけます。
１冊を複数名で利用することも可能です。（切り離し無効）
使いきれなかったポイントは、有効期限内なら後日利用もOKです。

得10チケット情報サイト
https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/

※施設・イベントによって営業日、開催期間は異なります
※チケットの受取時期は、2月下旬の予定です

得10ポイント
一覧はこちら

1会員5冊まで申込数
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i n f o rma t i on

●補助額改定のお知らせ
　2020年4月1日から、以下の補助額を改定します。

●2019･2020年度版『利用ガイド』掲載内容の変更等のお知らせ
　横浜ランドマークタワー（P.18）は、2020年2月29日（土）をもって契約解除になります。

●グルメ利用補助券について
　グルメ利用補助券のご利用資格は以下のとおりとなっておりますので、適正なご利用をお願いいた
します。なお、「グルメ指定店」と「グルメイベント」の補助券を同時に使用することはできません。

●会社または個人の退会届提出について
　2020年3月31日（火）までに退会される事業所は、退会届と会員証を４月6日（月）までにご提出
ください。提出されない場合は、2名以上で加入されている会社につきましては3ヵ月分、1名で加入
されている方は1年分の会費を、4月27日（月）に引き落しさせていただきます。なお、一旦引き落と
されますとご返金できません。予めご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

●2020年度『利用ガイド』補助券のお申し込みについて
　2020年度の補助券（2020年4月以降ご利用分）については、3月16日（月）から受け付けを開始
します。2020年度の事業コードにつきましては、HPにてご確認または、セラ・サービスへお問い合
わせください。
※2020年3月31日付で退会される場合は、2020年4月以降ご利用分の補助券のお申し込みはできません

●お届け事項の変更について
　登録されている事業所や会員のご住所・電話番号等の変更は、『利用ガイド』2019・2020年度版
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。

人間ドック受診料 プリペイドカード

10,000円以上20,000円未満 5,000円
20,000円以上 10,000円

※受診料10,000円未満は対象外

『利用ガイド』2019･2020年度版
P.36～43「グルメ指定店」 

会報誌「せら」（2ヵ月に1回発行）
「グルメイベント」

会　員 登録家族 同伴者 会　員 登録家族 同伴者
補助券を利用できる人 〇 〇 〇 〇 〇 ×

指定医療機関以外の人間ドック　補助額改定（『利用ガイド』2019・2020年度版P.46）
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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
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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、3月末に発送する予定です。
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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.181     　

2020年
2・
3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 〒157-0073　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


