
●会報誌「せら」8･9月号の
お申し込みについて●

新型コロナウイルスの影響により、イベント
が中止・変更となる場合がございますので、
ご了承のうえ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
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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

事　業
コード

事　業
コード

渋谷区渋谷3－21－3　渋谷ストリーム4F　☎03（6427）1358　 JRほか「渋谷駅」徒歩1分　

横浜市西区みなとみらい4－3－6　☎045（663）0138　
みなとみらい線「新高島駅」徒歩約2分　

8月22日（土）～10月31日（土）

8月21日（金）～10月31日（土）

ランチ　　11：30～15：00（ラストオーダー14：00） 
ディナー　17：00～23：00（ラストオーダー21：00）

17：30～22：00（ラストオーダー21：30）
※本プランでの最終入店は20時となります

ランチ　　 パスタランチセット（乾杯グラスシャンパン／シェフのおすすめサラダ／焼きたてパン／
　　　　　本日のパスタ／薔薇のデザート／コーヒーまたは紅茶）
ディナー　 グラスシャンパン付き全5品のディナーコース（乾杯グラスシャンパン／自家製オリーブマリネ

＆フリット／生ハムサラダ／オーストラリア産サーロイングリエ 仁淀川山椒風味のフライドポテ
ト／トリュフ風味パスタ／薔薇のデザート／パン／コーヒーまたは紅茶）

本日のタパス3点アソート／アンコール焼売／海老と茄子のチリソース カレー風味／
牛肉グリエ レタス、トマトのオイスター炒め／ハマーボー豆腐のラスパデューラチーズ&ライス／
本日のデザート　※オリジナルドリンク含め2杯付

渋谷ストリームエクセルホテル東急 Bar&Dining TORRENT

横浜東急REIホテル ENCORE（アンコール）

場　所

場　所

期　間

期　間

営業時間

営業時間

料　理

料　理

区分・料金

区分・料金

206101

206102

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

8月13日（木）
8月18日（火）から

8月13日（木）
8月18日（火）から

イメージ

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金
①ランチ 1,800円 2,500円 4,400円
②ディナー 3,500円 5,000円 6,800円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金
ディナー 3,000円 4,400円 5,500円

https://www.tokyuhotels.co.jp/stream-e/
bar_dining/index.html

https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r/
restaurant/index.html

募集人数

募集人数

300人（ランチ＋ディナー）

200人

音楽と料理が楽しめる、スタイリッシュなレストランTORRENT（トレント）。ライブ感あふれるオープンキッ
チンを舞台に、厳選した食材を使った「ネオビストロ料理」をご堪能いただける内容です。

食の東急ホテルズの洋食と横浜の特色である中華をアレンジした新感覚のカジュアルレストラン、
ビストロチャイナ「ENCORE」。「もう一皿！もう一杯！」と食事とお酒がすすむ、楽しいひとときを。

※小学生以上のお子様も同料金でご利用いただけます
※未就学児は利用不可　※消費税・サービス料込み

※小学生以下の方には1,210円でキッズプレートもご用意可能です　
※消費税・サービス料込み

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。

グルメイベント
【抽　選】

Web 郵送・FAX・窓口
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すべてのコースでワンドリンクのサービスが付きます。お子様も同額でご利用いただけます。
※食材の仕入れ状況により、メニューは変わる場合があります

墨田区押上1－1－2　東京スカイツリータウン ソラマチ31F　☎03（5610）3056　
東武スカイツリーライン 「とうきょうスカイツリー駅」、東京メトロほか「押上駅」B3出口すぐ

渋谷区渋谷2－24－12　渋谷スクランブルスクエア12F　☎03（6419）7696　
JRほか「渋谷駅」徒歩1分

世田谷区三軒茶屋1－39－7　ベルアージュ2F　 ☎03（3418）3421　
東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩1分

8月29日（土）～10月31日（土）

11：00～15：00（ラストオーダー14：00）

ランチ　　11：00～15：00（ラストオーダー14：00）
ディナー　17：00～23：00（ラストオーダー21：30）

11：30～15：00（ラストオーダー15：00）

① 前菜／牛肉と彩りビーンズの強火炒めまたは大海老と白身魚のスイートチリソース煮／ずわい蟹と
ほうれん草のポタージュ／北京ダックの北京風味噌炒め チャイナクレープ包み／ご飯またはお粥
／本日のデザート

② 前菜／海の幸と干し貝柱のとろみスープ／匠大山鶏の広東風クリスピー揚げ 梅醤ソース／帆立貝
と白身魚のピリ辛炒め／牛肉の香り焼き マントウ添え／食事／本日のデザート

①タパス／点心／ふかひれの粥ベジスープ／
　Gu-o特製酢豚または和中華海老チリまたは調理長のおすすめ料理／食事／デザート
② 翡翠色のよだれ鶏／神楽南蛮の辛味パクチーサラダ／くるみのキャラメリゼ／生姜の香りの根菜の和パテ、

セサミパン添え／天使の海老の和中華フリット／七味オリエンタルスパイス／和風大根もち／ラペサラダ
／三元豚の一本揚げ／三元豚の魯肉飯／杏仁豆腐

前菜／ふかのひれと冬瓜のスープ／鱧と野菜の揚げ物 青山椒の香り／
メインディッシュ／食事／デザート

その他

場　所

場　所

場　所

期　間

営業時間

営業時間

営業時間

料　理

料　理

料　理

募集人数 各店舗150人

イメージ

締　切　日
抽選公開日

8月20日（木）
8月25日（火）から

イメージ

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金
①平日限定ランチ すぴか 2,400円 3,300円 4,015円
②ランチ　おりおん 3,200円  4,400円 5,115円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金
①ランチ 
　ふかひれGu-Oセット 2,700円 3,850円 4,150円

②ディナー
　 三元豚と和中華タパスセット
（ご利用は2名様～）

3,500円  5,000円 5,714円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金
ランチ　牡丹 2,700円 3,630円 4,416円

区分・料金

区分・料金

区分・料金

※消費税込み

※消費税込み

※消費税・サービス料込み

昴 SUBARU 

Gu-O グーオ

三軒茶屋賓館 

事　業
コード 206103

事　業
コード 206104

事　業
コード 206105

中国名菜 銀座アスター https://www.ginza-aster.
co.jp/shop/index.html
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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

事　業
コード

事　業
コード

業　者

賞味期限

業　者

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

8月14日（金）
8月19日（水）から

8月17日（月）
8月20日（木）から

内容・料金

内容・料金

206201

206202

申込数

申込数

1会員3セットまで（①～③計350セット）

1会員3セットまで（100セット）

株式会社世田谷川場ふるさと公社

株式会社世田谷川場ふるさと公社
製造日から22日　※製造日から1週間以内に出荷いたします

9月上旬から冷凍便で順次配送

9月上旬～下旬にかけて冷蔵便で順次配送
のし対応可

のし対応可

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。

群馬県川場村 のむヨーグルトセット

群馬県川場村 かわばジェラート

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　 粗挽きソーセージ 150g×1袋
フランクフルト 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 150ml×16本 2,200円

2,400円 3,000円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

かわばジェラート
ミルク／チョコ／
ラズベリーミルク
3種×各2個

2,700円
2,900円 3,858円

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

かわばジェラートが作るジェラートは川場産の新鮮な生乳を使い、ひとつ
ひとつ丁寧に手づくりされています。いつでも作りたてでフレッシュなの
で素材本来の美味しさとなめらかな舌触りをお楽しみください。

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。締切日以降の
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。

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。

※ P.13・14もご覧ください
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その他

その他

のし対応不可、沖縄・離島不可

のし対応不可、沖縄・離島不可

事　業
コード

業　者

業　者

発送時期

発送時期

賞味期限

賞味期限

締　切　日
抽選公開日

8月17日（月）
8月20日（木）ら

内容・料金

206203 申込数 1会員4個まで（各200個）

有限会社中村家

北海道アンソロポロジー株式会社

9月上旬から冷凍便で順次配送

9月中旬から冷凍便で順次配送

冷凍90日

フレーク：発送日から30日
燻製：製造日から730日

「黄金海宝漬」は、あわび・うにの海宝漬、ほたて数の子わさび漬、黄金のうに
が入った人気商品の詰合せです。酒蒸しほたて、いくらをめかぶ醤油漬にトッ
ピングした「ほたて黄金漬」は、バラ数の子が混ぜ込んであり、食感もお楽しみ
いただくことができます。

中村家 黄金海宝漬・ほたて黄金漬

区分・品名 内　容 会員料金 一般料金

①黄金海宝漬

あわび海宝漬　　　　　100g
うに海宝漬　　　　　　100g
ほたて数の子わさび漬　100g
黄金のうに　　　　　　  60g

3,500円
3,700円 5,900円

②ほたて黄金漬 ほたて黄金漬　　　　　700g 3,600円
3,800円 6,100円

関東近県までの送料含む

※税込み価格

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月21日（金）
8月26日（水）から

内容・料金

206204 申込数 1会員4セットまで（200セット）

「牛とろフレーク」と「牛の燻製」のセットです。原料はどちらも、十勝清水のボーン
フリーファームで育てた、機能性の高い脂肪酸を持つ低コレステロールの牛肉です。

十勝スロウフード 牛とろフレークと牛の燻製セット

品　名 内　容 会員料金 一般料金

牛とろフレークと
牛の燻製セット

牛とろフレーク　 140g
牛の燻製（ビーフ）　50g

2,800円
3,000円 4,000円

関東近県までの送料含む

※税込み価格

イメージ

4



申込方法は、P.13・14をご覧ください。

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

締　切　日
抽選公開日

8月14日（金）
8月19日（水）から

内容・料金

206205 申込数 1会員4箱まで（各200箱）

有限会社中馬かまぼこ店

北海道アンソロポロジー株式会社

北海道アンソロポロジー株式会社

9月上旬から順次冷蔵便で発送いたします。

9月中旬から冷蔵便で順次配送

9月中旬から冷凍便で順次配送

生タイプは冷蔵保存で7日間。真空タイプは未開封冷蔵で約3週間、開封後2日間。

冷蔵180日

冷凍60日

さつまあげの本場、鹿児島県から産地直送します。
姿かたちにいろ香を添えて、今も昔も変わらぬ味をご賞味ください。

鹿児島県鹿屋市 中馬かまぼこ本舗さつまあげ詰合せ

区分・品名 内　容 会員料金 一般料金

①生タイプさつまあげ詰合せ
　（32枚）

じゃこ天・特上棒天・やさい天・
いわし天　各8枚

2,300円
2,500円 3,560円

②真空タイプさつまあげ詰合せ
　（30枚）

じゃこ天・ごぼう天・特上棒天・
いわし天・からいも天　各6枚

2,300円
2,500円 3,560円

関東近県までの送料含む

※税込み価格

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月21日（金）
8月26日（水）から

内容・料金

内容・料金

206206 申込数 1会員4セットまで（200セット）

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月21日（金）
8月26日（水）から206207 申込数 1会員4セットまで（200セット）

自然流にこだわる山中牧場から。赤缶はヨーロッパで主流の発酵バター。
芳醇な香りとコク、ほんのり酸味がクセになる味わいです。青缶は日本で
もお馴染のタイプのバターです。

「ザンギ」は塩味と醤油味の2種類。テレビで話題の「もちぷり餃子」と「とうきびまんじゅう」もセットで！
いずれもレンジで簡単調理できます。

山中牧場 プレミアムバターセット

共栄水産 北海道ザンギ・点心セット

品　名 内　容 会員料金 一般料金

プレミアム
バターセット

（青缶＆赤缶）

プレミアムバター（青缶）・
プレミアム発酵バター（赤缶）
各200g×1缶

2,800円
3,000円 4,000円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

北海道
ザンギ・点心セット

北海道ザンギ  
　醤油味：180g・塩味：180g
もち・ぷり餃子 25g×8個
とうきびまん 6個

2,500円
2,700円 3,500円

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

その他

その他

その他

短冊のしのみ対応可

のし対応不可、沖縄・離島不可

のし対応不可、沖縄・離島不可

イメージ

イメージ
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鹿児島県鹿屋市 中馬かまぼこ本舗さつまあげ詰合せ

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 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。

○ 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）。

〈コロナウイルス対応〉
○ 会場内ではマスクをご着用ください。
○ 座席は左右に間隔を空けて配席し、公演を

行います。
○ 公演当日37.5℃以上の発熱のある場合

は、ご来場をご遠慮ください。

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

今の世に改めて問う、禁断の恋と真実の愛。
おさんと茂兵衛、許されない二人の物語。

恋、燃ゆる。～秋元松代作『おさんの恋』より～

明治座　 東京メトロ「人形町駅」・「水天宮前駅」、都営地下鉄「浜町駅」

1会員2枚まで（各日10枚限定）

S席　8,000円（一般 12,000円）

檀れい／中村橋之助／東啓介／石倉三郎／西村まさ彦／高畑淳子　ほか

秋元松代「おさんの恋」

料　金

出　演

原　作

場　所

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月21日（金）　
8月27日（木）から206302 10月21日（水）

12：00開演
10月24日（土）
17：00開演

区分
①

区分
②

一人の少年の命を懸けた、12人の陪審員たちによる緊迫の法廷劇。
十二人の怒れる男

Bunkamura 
シアターコクーン　

JRほか「渋谷駅」

１会員２枚まで
（1日あたり６枚限定）

S席　7,500円
（一般 10,800円）

ベンガル（1番）／堀文明（2番）／山崎一（3番）／石丸幹二（4番）／少路勇介（5番）／
梶原善（6番）／永山絢斗（7番）／堤真一（8番）／青山達三（9番）／吉見一豊（10番）／
三上市朗（11番）／溝端淳平（12番）　〈陪審員番号順〉

レジナルド・ローズ リンゼイ・ポズナー

料　金

出　演

原　作 演　出

場　所 申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月10日（月・祝）　
8月13日（木）から206301

石丸さち子上演台本・演出

原
作：

秋
元
松
代
『
お
さ
ん
の
恋
』

上
演
台
本
・
演
出：

石
丸
さ
ち
子

恋
、燃
ゆ
る
。〜秋
元
松
代
作『
お
さ
ん
の
恋
』よ
り
〜

今秋、明治座が贈る魂の恋物語
大経師彩玉堂のおさんは「美人で気立てのよいお内儀」と噂に高い。手代の茂兵衛はおさんに秘かな恋心を抱いてきた。ある日、
茂兵衛は往来で店の金をすられるが、主人の永心からは横領を疑われる。更に茂兵衛の部屋からおさんの櫛が見つかり―。
実際に起きた事件を元とした近松門左衛門作の浄瑠璃『大経師昔暦』を原作とし、秋元松代が書いたテレビドラマシナリオ
『おさんの恋』を舞台化。今の世に改めて問う禁断の恋と真実の愛。おさんと茂兵衛、許されない二人の物語。

開演時間：12：00／17：00（予定）
料金（税込）：S席（1・2階席）12,000円  A席（3階席）6,000円

主催：明治座・読売新聞社

10名様以上のグループ観劇予約受付中： 03-3660-3941（明治座営業部）
その他のお問い合わせ：明治座チケットセンター（10：00～17：00） 03-3666-6666

2020年10月19日（月）～11月15日（日）

〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町2-31-1
地下鉄　浜町駅（都営新宿線）
　　　　人形町駅（日比谷線・都営浅草線）
　　　　水天宮前駅（半蔵門線）

西村まさ彦

高畑淳子

石倉三郎

檀れい

東啓介 中村橋之助

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月11日（火）
8月14日（金）から206303

ディズニー音楽のエキスパート、 ブラッド・ケリーが率いるビッグバンド・プロジェクト！
2020年8月、 東京・名古屋・大阪。待望の第二弾開催決定!!
ウォルト・ディズニーの愛したジャズ音楽。ディズニー珠玉の名曲を、 ビッグバンド・サウンドでお贈りします。
今年のテーマは、「JAZZ ANIMALS ～夢を奏でる動物たち」 と題して、「わんわん物語」、「ライオン・キング」、

「おしゃれキャット」、「ダンボ」 といった素敵な動物のヒーロー／ヒロインに光を当てます。彼らの奏でるジャ
ズのリズムにのせて、 夢見る姿を映像と音楽で描きます。

ディズニー・ワールド・ビート 
JAZZ ANIMALS ～夢を奏でる動物たち

東京芸術劇場 コンサートホール　
JRほか「池袋駅」

場　所 1会員2枚まで
（10枚限定）

S席　7,500円
（一般 10,000円）　

料　金 申込数

8月28日（金） 19：00開演

Presentation licensed 
by Disney Concerts. 

©Disney

9月13日（日）
13：30開演

9月14日（月）
18：30開演

区分
①

区分
②
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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

Daiwa HouseRPRESENTS
熊川哲也 Ｋバレエ カンパニー「海賊」

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）

S席　9,000円（一般 13,500円）

熊川哲也

区分①：中村祥子／遅沢佑介／伊坂文月　ほか
区分②：毛利実沙子／杉野慧／関野海斗　ほか
指揮：井田勝大　管弦楽：シアター オーケストラ トーキョー　

料　金

出　演

場　所

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

8月10日（月・祝）　
8月13日（木）から

8月15日（土）
8月22日（土）から

206305

206304

Ｋバレエ カンパニーが世界に誇る看板レパートリー、その壮大にして唯一無比
の「海賊」ワールドが、今また幕を開ける！
芸術監督・演出・再振付

10月16日（金）
18：30開演

10月17日（土）
12：30開演

区分
①

区分
②

ⒸShunki Ogawa

10月3日（土） 15：00開演　

第3回〈知情意の奇跡〉

Bunkamura オーチャードホール　 JRほか「渋谷駅」

1会員各区分2枚まで（各区分10枚限定）

区分①　S席　4,000円（一般 6,000円）
区分②　A席　2,000円（一般 4,500円）

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第30番ホ長調Op.109
バッハ：ゴルトベルク変奏曲ト長調BWV988

料　金

曲　目

場　所

申込数

ⓒ内田紘倫（The Voice）

小山実稚恵ピアノシリーズ「ベートーヴェン、そして・・・」

※本公演は、「せら」4・5月号掲載の5月29日（金）・30日（土）に予定していた公演の振替公演です
※熊川哲也は出演しません　※4歳以下入場不可

※本公演は、「せら」4・5月号掲載の6月20日（土）に予定していた演奏会の振替公演です

ららら♪クラシックコンサートＶｏｌ.9「躍動するバロック音楽」
～大編成アンサンブルの絢爛なる響き～

東京文化会館 大ホール
JR「上野駅」公園口ほか

1会員2枚まで
（10枚限定）

Ｓ席　6,000円
（一般 7,900円）

石田泰尚（ヴァイオリン）／工藤重典（フルート）／　
コハーン（クラリネット）／石田組（弦楽アンサンブル）　
司会：高橋克典、金子奈緒

バッハ：Ｇ線上のアリア／ヴィヴァルディ：「四季」より／
パッヘルベル：カノン／C.P.E.バッハ：フルート協奏曲　ほか
※曲目は変更になる場合がございます

料　金

出　演

曲　目

場　所 申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月10日（月・祝）
8月13日（木）から206306 10月14日（水） 18：30開演 

NHK Eテレの人気音楽番組「ららら♪クラシック」のコンサートシリーズ
番組で紹介した名曲を、豪華キャストの生演奏でお届け　

石田泰尚 高橋克典
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事　業
コード

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

締　切　日
抽選公開日

8月17日（月）
8月20日（木）から

8月17日（月）
8月20日（木）から

8月17日（月）
8月20日（木）から

8月17日（月）
8月20日（木）から

206404

206401

206402

206403

綱島源泉  湯けむりの庄

天然温泉  すすき野  湯けむりの里

天然温泉  仙川  湯けむりの里

宮前平源泉  湯けむりの庄

横浜市港北区樽町3－7－61　☎045（545）4126　
東急東横線「綱島駅」無料シャトル10分

横浜市青葉区すすき野3－2－7　☎045（905）2641　
東急田園都市線「あざみ野駅」無料シャトル10分

調布市若葉町2－11－2　☎03（3309）4126　
京王線「仙川駅」徒歩5分

川崎市宮前区宮前平2－13－3　☎044（860）2641　
東急田園都市線「宮前平駅」徒歩4分

区分①　平日入浴券　700円（一般 1,320円）
区分②　全日入浴券　850円（一般 1,540円）
区分③　岩盤浴券　　400円（一般 990円）

区分①　全日入浴券　350円（一般 850円）
区分②　岩盤浴券　　250円（一般 500円）

区分①　全日入浴券　400円（一般 850円）
区分②　岩盤浴券　　350円（一般 700円）

区分①　平日入浴券　700円（一般 1,320円）
区分②　全日入浴券　850円（一般 1,540円）
区分③　岩盤浴券　　400円（一般 825円）

料　金

料　金

料　金

料　金

場　所

場　所

場　所

場　所

※平日入浴券は、月～金曜日（祝日を除く）のご利用となります
※料金にはフェイスタオル、バスタオル、館内着のレンタル料を含みます
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり

※タオル、バスタオル等はご持参ください（有料レンタルあり）
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です
※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり

※平日入浴券は、月～金曜日（祝日を除く）のご利用となります
※料金にはフェイスタオル、バスタオル、館内着のレンタル料を含みます
※岩盤浴をご利用の場合は、別途入浴券が必要です

利用券

利用券

利用券

利用券

人気の高級日帰り温泉施設が横浜綱島に。

高濃度炭酸泉を含む15種類のお風呂やサウナ、岩盤浴で
ごゆっくりお過ごしください。無料駐車場あり。

12種類のお風呂、岩盤浴のほか、豊富なリラクゼーション
メニューなど、充実した設備。

和モダン＆シックな空間で、源泉かけ流しに関東最大級の岩盤浴がお楽しみいただけます。

申込数

申込数

申込数

申込数

1会員合計30枚まで（合計1,500枚限定）

1会員合計20枚まで（合計1,500枚限定）

1会員合計20枚まで（合計1,500枚限定）

1会員合計30枚まで（合計1,500枚限定）

※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり
※有効期限は2021年9月30日
※チケットの受取時期は、9月中旬の予定です

※有効期限は2021年9月30日　
※チケットの受取時期は、9月中旬の予定です

※チケットは中学生以上が対象。小学生は別途料金設定あり
※有効期限は2021年9月30日　
※チケットの受取時期は、9月中旬の予定です

※有効期限は2021年9月30日　
※チケットの受取時期は、9月中旬の予定です

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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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月21日（金）　
8月26日（水）から206501

Q
ク オ

UOカード5,000円券
1枚　4,500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、9月中旬の予定です

料　金 見 本

1会員6枚まで（600枚限定）申込数

サミットストア商品券 1,000円券10枚セット
事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月21日（金）
8月26日（水）から206502

1会員2セットまで（300セット限定）

1会員6セットまで（500セット限定）

9,400円（一般 10,000円）

2,200円（一般 2,500円）

料　金

料　金

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月18日（火）
8月21日（金）から206503

サーティワン アイスクリーム
ギフト券500円券5枚セット

区内に17店舗、都内および神奈川・千葉・埼玉に全119店舗を有す
るサミットストアでのお買い物にご利用いただけます。

全国のサーティワン・アイスクリームでご利用いただけるギフト券です。

※受取時期は、9月中旬の予定です

※一部使用できない店舗がございます。詳しくは、サーティワンHP https://31ice.mapion.co.jp/b/store31ice/でご確認ください
※受取時期は、9月上旬の予定です

三重テラス 伊勢海老ランチコース（ワンドリンク＆カフェ付）

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月18日（火）
8月21日（金）から206601

三重県のアンテナショップ　三重テラスの前菜３種と看板メニュー　
伊勢海老パスタが楽しめるコースです。

中央区日本橋室町2－4－1　浮世小路千疋屋ビル「YUITO ANNEX」１階　
東京メトロ「三越前駅」A9番出口直結、JR「新日本橋駅」A6番出口直結

〈食前酒〉ワインもしくはソフトドリンク　〈前菜三種〉本日のスープ・三重サラダ・三重のセレクト小鉢
〈メイン〉伊勢海老とチェリートマトのリングイネ バジリコの香り　〈食後のお飲物〉コーヒーもしくは紅茶

1会員2枚まで（100枚限定）

利用券1枚（2名分）　6,500円（一般 10,000円）

2021年1月31日(日)　※年末年始・その他不定休あり

11：00～14：30（ラストオーダー14：30）　※必ず２名以上でご利用ください

料　金

有効期限

営業時間

場　所

料　理

申込数
※利用券の受付時期は、9月上旬の予定です

https://mieterrace.jp/restaurant/

利用券

イメージ
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三重テラス 伊勢海老ランチコース（ワンドリンク＆カフェ付）

月曜～土曜日【完全予約制】9：30～ 17：00　（一回60分）開催日

シモキタフロント１階  世田谷区北沢2-24-5（下北沢駅東口徒歩1分）場所

ご融資のことから、年金・保険のことまで何でもご相談ください。

サポートプラザ

ご相談のお申し込みは、

相談料無料0120-872-315Ⓡ

シモキタ
フロント

［イメージ］

ライフプラン／ローン／老後／相続／資産形成／保険／創業／事業資金／補助金

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
9月　3日（木）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

9月　5日（土）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

9月　9日（水）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

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

9月18日（金）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

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。

入場券新江ノ島水族館

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月14日（金）
8月18日（火）から206602

江の島と富士山をバックに繰り広げられるイルカショーなど見どころ
満載の水族館。相模湾を再現した迫力の大水槽や、クラゲの癒し空間、
人気動物「コツメカワウソ」や「カピバラ」たちを間近で観察できます！

神奈川県藤沢市片瀬海岸2－19－1　
小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」ほか

1会員合計6枚まで（400枚限定）

区分①　大人 1,200円（一般 2,500円）
区分②　高校生 800円（一般 1,700円）
区分③　小・中学生 500円（一般 1,200円）
区分④　幼児（3歳以上） 200円（一般　800円）

2021年2月28日（日）

区分・料金

有効期限

場　所

申込数

※高校生は入場口で生徒手帳等の提示が必要です
※入場券の受取時期は、9月上旬の予定です

※各ショーにつきましては、状況により変更になる場合がございます

10



2 42 42 4

2 4

まで

まで

ニチイ学館  サニーメイドサービス（新規指定）
スタッフ2名１組でスピーディーにご提供する家事代行サービスです。
お客様のご希望にあわせて、朝6時から夜22時まで週末もサービス提供いたします。

日常清掃／お洗濯／お片付け／調理／お手伝い・その他

【通年】定期プラン（契約期間3ヵ月以上）のご利用　一般料金の5％割引
【期間限定】「セラ・サービス会員様向け　特別優待のご案内」下記参照
※ただし、早朝・夜間は時間帯別加算が発生いたします

東京都・神奈川県・愛知県・兵庫県・大阪府（大阪市・箕面市・豊中市・池田市）

お客様センター　☎0120（32）2017　年中無休・24時間対応
※優待ID【0089】をお申し付けください

年中無休　6：00～22：00　

料　金

対応エリア

問合せ

対応時間

対応業務

業務プラン 会員料金 一般料金

月１時間パック 7,816円 8,228円
月4時間パック 30,827円 32,450円
月8時間パック 61,655円 64,900円
月12時間パック 92,482円 97,350円

0089

11



会報誌でご購入いただきました各種チケットの有効期限については下記のとおりです。
新型コロナウイルスの感染状況により、延長期限および対応がさらに変更される場合もあります。
詳しくは、各施設にお問い合わせください。

※湯けむり4施設、万葉倶楽部 横浜みなとみらいは有効期限の延長はありません

各種チケットの有効期限について（2020年6月30日現在）

◦東京ディズニーランド 1デーパスポート
➡有効期限の終了日が2020年2月29日（土）から

2021年4月30日（金）までのチケットは、手持
ちのチケットのまま2022年3月31日（木）まで
ご入園いただけますが、当面の間はあらかじめオ
ンラインにて日付指定券を購入された方のみご
入園いただけます。

　払い戻しをご希望の場合は、東京ディズニーリ
ゾートのホームページ上で各自お手続きをお願
いします。

　（コーポレートプログラム利用券は当面の間、現
地での入場券購入にはご利用いただけません）

◦シネマチケット
　▶109シネマズ ➡2020年10月31日（土）まで延長
　▶TOHOシネマズ➡2020年9月30日（水）まで延長

◦熱海日帰り温泉オーシャンスパ Fuua
　➡2020年9月30日（水）まで延長

◦東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア
　➡2020年10月31日（土）まで延長

◦東京ドームシティ 得10チケット
　➡2020年12月31日（木）まで延長

◦レゴランド・ディスカバリー・センター東京
　➡2020年12月31日（木）まで延長

◦月島名物もんじゃ だるま 月島本店
　➡印字された有効期限から3ヵ月延長

◦ファンタジーキッズリゾート
　➡2020年10月31日（土）まで延長

12



本誌『せら』掲載事業のお申し込みは、Web（P.14参照）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

i n f o rma t i on
●新規契約のお知らせ　☎︎0120（32）2017
 ◦ニチイ学館サニーメイドサービス（P.11参照）
 　　定期プラン（契約期間3ヵ月以上）のご利用　一般料金の5％割引き。

●2019・2020年度版『利用ガイド』掲載施設の契約内容変更のお知らせ
 ◦JCHO東京山手メディカルセンター（P.48）　
 　　1泊2日の人間ドックは廃止になりました。

●2019・2020年度版『利用ガイド』掲載施設の契約解除のお知らせ
◆グルメ

 ◦和処 喜庄（P.40）　　◦ヴァンテアン（P.42）

●セラ・サービス窓口再開のお知らせ
　休止しておりましたセラ・サービスの窓口は再開いたしました。感染防止のため、窓口へお越しの際はマスク
の着用をお願いいたします。

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。
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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.13参照）。

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、9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.184     　

2020年
8・
9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祖師ケ谷大蔵店

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。

□セレモニーサポートセンター千歳烏山店
☎03-6909-0556

■ 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

http://memolead.tokyo/
検索メモリード東京経済産業大臣許可／（互）第3049号 一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 加盟

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

〒157-0073　東京都世田谷区砧2-4-27 M2ビル4F

0120-32-0983
お く や み

近日OPEN!!近日OPEN!!

令和２年国勢調査にご協力ください
　10月1日現在で、日本に住む全ての人を対象として5年に一度の国勢調査を
実施します。
　9月から、調査員証・腕章を身に着けた調査員が、皆様のお宅へ調査書類の配布
に伺います。調査への回答はスマートフォン等でご利用可能な「インターネット」
または「郵送」でお願いします。便利なインターネットでの回答をぜひご利用くだ
さい。国勢調査は今回で100年の節目を迎え、皆さんのご理解とご支援のもと、
様々な統計データを社会に提供してきました。調査へのご協力をお願いします。

国勢調査コールセンター（9月7日～10月31日） 世田谷区統計調査担当課

  03-3425-61250570-07-2020
 ナビダイヤル

03-6636-9607
 一 般 回 線


