
●会報誌「せら」10･11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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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

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　

10月23日（金）～11月30日（月）

ランチ　　11：00～17：00
ディナー　17：00～22：00（ラストオーダー21：30）

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

ランチ　　11：30～15：00（ラストオーダー14：30）　　
ディナー　17：00～22：00（ラストオーダー21：00）

雛鮨

場　所

場　所

場　所

期　間

営業時間

営業時間

営業時間

207101 締　切　日
抽選公開日

10月13日(火)
10月16日(金)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（丸井新宿店）
3,000円 4,257円 4,389円②大人（池袋店）

③大人（六本木店）
④小人（6歳～小学生） 3店舗

共通
1,400円 2,057円 2,189円

⑤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

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

丸井新宿店

池袋店

六本木店

イメージ

※消費税・サービス料込み

平日 11：00～13：30、17：00～20：00の間で予約可
 （平日のみ15：30～17：00中締めあり）
土日・祝日　11：00～、11：30～、16：00～、17：00～で予約可

平日　終日（15：00～17：00は中締めあり）　土日・祝日　11：00～17：00

全日　終日（15：00～17：00は中締めあり）

予約時間

予約時間

予約時間
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事　業
コード

事　業
コード

渋谷区道玄坂2－24－1 Bunkamura 1階／B1階　☎03（3477）9124　
JRほか「渋谷駅」A2出口より徒歩5分　

10月23日（金）～12月13日（日）

ディナー　18：00～21：00（ラストオーダー19：00）　
※営業時間は変更になる場合がございます。詳細は公式HPをご覧ください

前菜2種／パスタ／本日の魚料理／本日の肉料理／デザート／
パン、コーヒーまたは紅茶

ドゥ マゴ パリ

場　所

期　間

営業時間

料　理

区分・料金

207102

207103

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

10月15日(木)
10月19日(月)から

10月15日(木)
10月19日(月)から

イメージ

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

ディナーコース 4,400円 6,200円 6,500円

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

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

募集人数 150人

パリで最も有名なカフェの一つ「ドゥ マゴ」は、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。その伝統を受け継ぐ「ドゥ マゴ パリ」は、古き良き伝統とモダンフレンチを融合し、さ
まざまなシーンに合わせたメニューをご用意しております。

※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

渋谷区道玄坂1－12－2 渋谷エクセルホテル東急25階
【ア ビエント】☎03（5457）0132  【旬彩】☎03（5457）0131（受付時間 10：00～21：00）

10月23日(金)～11月30日（月）

ランチ　11：30～14：00（ラストオーダー）　ディナー　17：30～20：00（ラストオーダー）
※ディナータイムは未就学児のお子様はご利用いただけません
※お子様の料理についての詳細は各店へお問い合わせください

①前菜／プチスープ／メイン料理／デザート／食後のお飲みもの／サラダプレート／ワンドリンク付き
② 前菜／魚料理／肉料理／デザート／食後のお飲みもの／ワンドリンク付き

③ 小鉢／造里／揚物／焼物／煮物／蒸物／食事／香物／留椀／デザート／食後のお飲みもの
④ 前菜／吸物／造里／焼物／煮物／揚物／食事／香物／留椀／デザート／ワンドリンク付き

場　所

期　間

営業時間

料　理

料　理

募集人数 各店100人

イメージ

イメージ

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

①プリフィックスランチ 2,600円 3,600円 5,150円
②プリフィックスディナー 5,000円 7,000円 8,550円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

③ランチ　旬彩弁当 2,800円 3,900円 4,870円
④ディナー　旬彩会席 6,500円 9,000円 11,200円

区分・料金

区分・料金

※消費税・サービス料込み

※消費税・サービス料込み

レストラン「ア ビエント」

日本料理「旬彩」

渋谷エクセルホテル東急
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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

その他

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

10月15日(木)
10月21日(水)から

10月15日（木）
10月20日（火）から

内容・料金

207201

207202

申込数

申込数

1会員2袋まで（200袋）

1会員合計3箱まで（計150箱）

中尾かささぎ会、星峠農産

棚田米の種類はご希望に添えませんので、ご了承ください

美しい棚田で黄金色に実った魅惑の魚沼産コシヒカリ一等級。おいしさの秘密はきれい
な雪解け水と昼夜の寒暖差、そして農家のひと手間。ふっくらとして、艶やかで、甘みが
あって、冷めてもおいしい極上のコシヒカリを御堪能ください。

新潟県十日町市 棚田米（魚沼産コシヒカリ）

群馬県川場村 りんご

品　名 内　容 会員料金 一般料金

中尾棚田米（松之山）
星峠棚田米（松代） 10kg／袋 5,200円

5,400円 7,800円

関東近県までの送料含む

※税込み価格

農家さんが丹精込めて作ったりんごは逸品です。
今年も真っ赤に実った美味しいりんごを是非ご賞味ください。

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

中尾の生産者（松之山）

星峠の棚田（松代）

業　者

内容・料金

株式会社世田谷川場ふるさと公社

区分・品名 内　容 発送時期 会員料金 一般料金

①陽光 5kg（14～18個／箱） 10月下旬から順次
2,800円
3,000円 3,899円

②ふじ 5kg（18～20個／箱） 11月下旬から順次

関東近県までの送料含む

イメージ
※収穫前の台風等天災により、ご提供できなくなる場合があります

※税込み価格

発送時期 10月下旬から順次配送予定
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イメージ

事　業
コード

業　者 発送時期

締　切　日
抽選公開日

10月19日(月)
10月22日(木)から

内容・料金

207205 申込数 1会員合計4セットまで（計100セット）

世田谷ファーム ①11月下旬～12月上旬　②11月中旬～下旬

ポインセチアやシクラメンの冬の鉢花セットでクリスマスやお正月を飾りませんか。
冬のガーデニングセットは、寒さに強く春まで咲く草花を中心に揃えました。
お好みの寄せ植えをお作りいただけます。

世田谷産 季節の花

区分・品名 内　容 会員料金 一般料金
①冬の
　鉢花セット

シクラメン（ピンク系）5号鉢、
ポインセチア（赤系）4号鉢　計2鉢

3,200円
3,400円 5,200円②冬の

　ガーデニング
　セット

ノースポール、アリッサム、パンジー、ビオラ、
ミニハボタンの中から計20個（ポット入り）
※鉢はつきません
※ 品種については、栽培農家が厳選して発送し

ますので、ご希望に添えない場合があります

関東近県までの送料含む

事　業
コード

業　者

業　者

発送時期

発送時期

賞味期限

その他

その他

締　切　日
抽選公開日

10月19日（月）　
10月22日（木）から

内容・料金

207204

イメージ

申込数 1会員3セットまで（200セット）

北海道アンソロポロジー株式会社

JAさくらんぼひがしね　よってけポポラ

11月中旬から冷凍便で順次配送予定

11月上旬から順次配送予定

冷凍90日

のし対応不可
※沖縄・離島不可

短冊のし（無地）のみの対応

漁獲後、船ですぐに冷凍した北海道産の肉厚のスルメイカを使用。
沖縄の塩を使用することでまろやかな味わいに仕上げた、やみつきになる
塩辛です。

社長の塩辛 極 2個セット

品　名 内　容 会員料金 一般料金

社長の塩辛 極 2個セット 200g×2個 2,500円
2,700円 3,500円

関東近県までの送料含む

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月12日（月）
10月15日（木）から

内容・料金

207203 申込数 1会員3箱まで（100箱）

芳醇な甘い香り・クリーミーで緻密な果肉で、果物の女王と呼ばれています。

山形県東根市 ラ・フランス

品　名 内　容 会員料金 一般料金

ラ・フランス 5kg（18玉） 2,700円
2,900円 4,100円

関東近県までの送料含む

※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格

イメージ
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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

10月16日（金）
10月20日（火）から

内容・料金

207206 申込数 １会員３箱まで（100箱）

株式会社リロクラブ

株式会社乃万青果

株式会社リロクラブ

11月中旬から順次配送予定

11月下旬から冷凍便で順次配送予定

11月下旬から冷凍便で順次配送予定

製造から1年

冷凍60日

冷凍30日

愛媛のみかん山で採れたおいしい6種類のみかんをひたすら搾って詰めただけ。
添加物などの混ぜ物を一切行っていないので、みかんの風味がそのまま生きている
100％ストレートジュースです。

愛媛 しまなみ太陽だより12本入り

品　名 内　容 会員料金 一般料金

しまなみ
太陽だより
12本入り

みかんジュース、甘夏ジュース、
河内晩柑ジュース、デコタンゴールジュース、
清見タンゴールジュース、いよかんジュース
各500ml×２本

3,000円
3,200円 5,300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

10月20日（火）
10月23日（金）から

内容・料金

内容・料金

207207 申込数 １会員３箱まで（100箱）

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月20日（火）
10月23日（金）から207208 申込数 １会員３箱まで（100箱）

愛知県産の「活うなぎ」を１尾ずつ手にとって上質の鰻だけを丁寧に焼き上げ
ました。
うなぎ割烹「一愼」の自慢の味を是非ご家庭でご賞味ください。

松阪牛ブランドを扱う専門店瀬古食品の運営する徹底した衛生管理の自家牧場で育てた「オーシャンファーム」
より厳選品をお届けします。

愛知 うなぎ割烹「一愼」特製蒲焼

三重 霜ふり本舗 松阪牛網焼・焼肉

品　名 内　容 会員料金 一般料金

うなぎ 特製蒲焼
蒲焼60g×6袋
山椒×6袋
特製蒲焼のたれ50ml×２本

6,300円
6,500円 10,000円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

松阪牛網焼・焼肉 約500g（モモ・バラ） 牛脂付 6,300円
6,500円 10,000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

短冊のしのみ対応可

短冊のしのみ対応可

イメージ

イメージ
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業　者

発送時期

発送時期

発送時期

発送時期

発送時期

賞味期限

賞味期限

賞味期限

賞味期限

内容・料金

内容・料金

内容・料金

内容・料金

内容・料金

株式会社KASSE JAPAN
※お届け先は、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨に限ります

11月下旬から冷凍便で順次配送予定

11月下旬から順次配送予定

11月下旬から冷凍便で順次配送予定

11月下旬から冷凍便で順次配送予定

熊本県産和牛「あか牛」と鹿児島県産「黒豚」で手作りしたハンバーグです。

11月下旬から順次配送予定

冷凍90日

精米日付表示

冷凍6ヵ月

冷凍6ヵ月

愛媛 しまなみ太陽だより12本入り

内　容 会員料金 一般料金

冷凍からし蓮根　15個入り 2,000円
2,200円 3,240円

内　容 会員料金 一般料金

人吉・球磨産米 
森のくまさん　5kg
2019年産（予定）

2,000円
2,200円 3,120円

内　容 会員料金 一般料金

栗まんじゅう　 12個
びっ栗だんご　6個

2,000円
2,200円 3,250円

内　容 会員料金 一般料金

あか牛ハンバーグ　6個入り 4,200円
4,400円 6,206円

内　容 会員料金 一般料金

華吟・彩葉（復興限定ラベル Reborn）・繊月
各720ml

3,800円
4,000円 5,589円

締　切　日
抽選公開日

10月16日（金）
10月21日（水）から

熊本県 豪雨復興支援キャンペーン

冷凍からし蓮根 15個入り

人吉・球磨産米 森のくまさん 5kg

栗まんじゅう&びっ栗だんご詰め合わせ

あか牛ハンバーグ 6個入り

球磨焼酎 吟醸香3本セット

事　業
コード 207001

事　業
コード 207002

事　業
コード 207003

事　業
コード 207004

事　業
コード 207005

申込数 各商品1会員３個まで（各100個） ※全商品のし対応不可

食べて応援しよう!!

※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格

※税込み価格
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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

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

注意事項（必ずご一読ください）

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

○ 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。

○ 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。
○ 座席位置の指定はできません。
○ 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や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

○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。
○ 座席は左右に間隔を空けて配席し、公演を実施する予定です。座席が連番にならない場合もあ

ります。
○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。
○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。
○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。

作曲・編曲

脚本・歌詞

演　出

ミュージカル「生きる」

日生劇場　 東京メトロ「日比谷駅」、JRほか「有楽町駅」

1会員2枚まで（22日4枚・24日8枚限定）

S席　9,800円（一般 13,500円）

申込数

料　金

場　所

市村正親（22日）・鹿賀丈史（24日）／村井良大／新納慎也／
May’n・唯月ふうか／山西惇　ほか

ジェイソン・ハウランド

高橋知伽江

宮本亞門

出　演

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月6日（火）
10月8日（木）から207302 10月22日（木）

18：30開演
10月24日（土）
13：00開演

区分
①

区分
②

黒澤明生誕110年記念作品

「女の一生」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月14日（水）
10月20日（火）から207301 11月7日（土）

17：00開演
11月15日（日）
12：00開演

区分
①

区分
②

新橋演舞場　
東京メトロ・都営地下鉄「東銀座駅」、

　都営地下鉄「築地市場駅」

１会員２枚まで（各日１０枚限定）

一等席　7,800円（一般 13,000円）

大竹しのぶ
高橋克実／段田安則／宮澤エマ／服部容子
多岐川華子／林翔太／銀粉蝶／風間杜夫　ほか

森本薫 段田安則

料　金

出　演

原　作 演　出

場　所

申込数

大竹しのぶ

風間杜夫段田安則 銀粉蝶高橋克実
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事　業
コード

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

10月14日（水）
10月16日（金）から207305

ベネッセの英語コンサート
クリスマス公演 2020 WELCOME TO SNOW PARADISE!

11月9日（月） 17：15開演

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。

Bunkamura オーチャードホール　
JRほか「渋谷駅」

新宿文化センター 大ホール
東京メトロ・都営地下鉄「東新宿駅」、「新宿三丁目駅」

１会員２枚まで（10枚限定）

１会員4枚まで（20枚限定）
※ ３歳以上有料。３歳未満は保護者１名につきお子様１名まで保護者の膝上での鑑賞無料
（ただしお席が必要な場合は有料）

※３歳以下入場不可。4歳以上チケット必要

※曲目は予定のため､ 変更になる場合もございます

全席指定　5,000円
（一般 6,800円）

全席指定　2,000円（一般 3,230円）

しまじろう／Mimi／Beepy／Nancy／Andy

この冬はしまじろうと一緒に特別な英語体験をしよう！
大人気番組「チャギントン」から「ウィルソン」が特別ダンスステージに
登場します！

料　金

料　金

出　演

場　所

場　所

申込数

申込数

JAバンクpresents
松下奈緒コンサートツアー２０２０“PLAYLIST”

10月12日（月）
10月16日（金）から207304 11月21日（土） 17：30開演 

休憩含め約75分。
通常のステージに加え、

最後に歌を追加でお届けする
スペシャルアンコールあり

ⒸBenesse corporation/しまじろう

2020 クミコ コンサート

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月19日（月）　
10月23日（金）から207303 11月27日（金） 16：00開演

EXシアター六本木　 東京メトロ・都営地下鉄「六本木駅」より都営バス
（都01 グリーンシャトル［渋谷駅～新橋駅系統］）「EXシアター六本木前」

１会員２枚まで（10枚限定）　

全席指定　6,200円（一般 8,500円）　※ドリンク代込み

クミコ

コーラスエンターテインメント集団 ベイビー・ブー／桑原あい(ジャズ･ピアニスト)

わが麗しき歌物語Vol.3　～シャンソンとクミコの歌たち～
｢愛の讃歌｣､ ｢黒い鷲｣､ ｢マイ･ウェイ｣､ ｢枯葉｣､ ｢広い河の岸辺｣､ ｢妻が願った最後
の『7日間』｣､｢世情｣､｢フローズン･ダイキリ｣などシャンソン､スタンダードナンバー
からオリジナルソングまで､“クミコ”になって20年の集大成をお届けいたします！

料　金

出　演

ゲスト

場　所

申込数
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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

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

10月12日(月)
10月15日(木)から

10月12日（月）
10月16日（金）から

207307

207308
第２５９回府中の森笑劇場

「時は今 華の賑わい」

第１１１回  Ｎ響オーチャード定期
10月12日(月)
10月15日(木)から207306

小山実稚恵
ピアノシリーズ

「ベートーヴェン、そして…」 
第4回「本能と熟成」

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」

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（各区分１０枚限定）

1会員2枚まで（10枚限定）

S席　5,500円（一般 8,800円）

全席指定　2,700円（一般 3,800円）

A席　4,500円（一般 7,500円）

アラベラ・美歩・シュタインバッハー（ヴァイオリン）　
広上淳一指揮NHK交響楽団

小山実稚恵（ピアノ）／山田和樹指揮横浜シンフォニエッタ

林家正蔵／柳家花緑／林家彦いち／隅田川馬石／林家たま平

モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」
ショスタコーヴィチ：交響曲第5番

ベートーヴェン：ドレスラーの行進曲による9つの変奏曲、
 ピアノ協奏曲第０番、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」

料　金

料　金

料　金

出　演

出　演

出　演

曲　目

曲　目

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

11月1日（日） 15：30開演 

11月３日（火・祝） 15：00開演 

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

11月6日（金）
11月13日（金）から207401

こども商品券（トイカード）
会員本人

1セット　9,000円（1,000円券10枚）

2025年12月31日

1会員3セットまで（500セット限定）

料　金

有効期限

申込数

申込資格

※利用可能店舗は、http://www.toycard.co.jp/shopsearch/trade/でご確認ください

ⒸYoshinori Tsuru

ⒸMasaaki Tomitari

ⒸHideki Otsuka

ⒸPeter Riquad

隅田川馬石林家彦いち 林家たま平

柳家花緑林家正蔵

11月14日（土）
14：00開演

11月14日（土）
18：00開演

区分
①

区分
②
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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。

ANAインターコンチネンタルホテル東京 中国料理「花梨」
平日限定厳選飲茶ランチプラン 利用券（２名分）
広東料理を中心に、上海･四川・北京・潮州など中国各地の
特徴ある料理や香港式本格飲茶をお楽しみください。
ゆったりとした空間は、緩やかな曲線が大胆に展開され、
花梨ならではの贅を美しく演出いたします。

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月21日(水)
10月27日(火)から207402 申込数 1会員2枚まで（60枚限定）

11：30～14：00（ラストオーダー 13：30）
※月曜定休　　
※ 土日祝、クリスマス期間、年末年始、特別催事期間利用不可。

その他貸し切り・イベント等により利用できない場合あり

1枚　6,500円（一般 8,420円）

2021年3月31日

港区赤坂1－12－33　
東京メトロ｢溜池山王駅｣・「六本木一丁目駅」

時　間

料　金

有効期限

場　所

※ 店内の混雑を抑制し、ソーシャルディスタンスを確保するため、席数を
130席に減少し、 ご入店の人数に制限を設けて営業しております

※季節・仕入れ状況によりメニュー内容は変更になる場合がございます
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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

施　設
所在地

電話番号

総合運動場温水プール
世田谷区大蔵４－６－１

03（3417）0017

千歳温水プール
世田谷区船橋７－９－１

03（3789）3911
利用内容 プール プール、トレーニングルーム
区　分 ① ② ③ ④
券　種 1,100円券 3,300円券 1,650円券 4,400円券
料　金

（一　般）
800円

（1,000円）
2,400円

（3,000円）
1,200円

（1,500円）
3,200円

（4,000円）

横濱中華街 旅グルメきっぷ

総合運動場温水プール／千歳温水プール 回数券

東急線・横浜高速みなとみらい線が１日乗り降り自由！
異国情緒あふれる港町や近代的なみなとみらいエリアに加え、自由が丘や
二子玉川など東急線沿線で人気のスポットを満喫！
さらに、横浜中華街のお店などでご利用できるお食事券付きのおトクな
きっぷです。

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月13日(火)
10月15日(木)から207403

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月26日(月)
10月29日(木)から207501

申込数

申込数

１会員４セットまで（合計200セット）

１会員合計８枚まで（各100枚）

10月１日（木）～2021年3月31日（水）

なし

区分①　おとな　2,000円（一般 3,000円）
区分②　こども　1,000円（一般 2,000円）

有効期間

区分・料金

有効期限

区分・料金

※ 「横濱中華街 旅グルメきっぷ」の受取時期は、10月下旬の
予定です

※ 緊急事態宣言等の発表により、販売を中止させていただく
可能性がございます イメージ

※購入後、各施設などでの返金はできません
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う利用制限を行っています。詳細は各施設へお問い合わせください
※ 東京五輪の期間中や各施設の休館日は利用できません。利用できない期間は、ホームページ等でご確認ください
※回数券の受取時期は、11月中旬の予定です

シネマチケット
11月下旬（予定）900円（一般 1,900円）12月1日（火）～2021年5月31日（月）

※ 今回のシネマチケットは、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う有効期限延長の対応
はございませんので予めご了承のうえ、お申し込みください

料　金有効期間 発送時期

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

10月30日(金)
11月５日(木)から207601 申込数 1会員合計4枚まで(各400枚合計800枚限定)

区分① 109シネマズ
◦ 109シネマズのホームページ https://109

cinemas.net/・劇場設置の自動券売機・劇場
窓口にて座席指定券をご購入いただけます。

※ インターネットでの座席指定券購入方法はこちら
　→ https://109cinemas.net/tickets/howto/
※ 3D・IMAX・4DX・ScreenXは、追加料金にて
　ご鑑賞いただけます

※一部特別興行には、ご利用いただけない場合がございます
※ 109シネマズ各劇場に設置の「エグゼクティブシート」は、「109シネ

マズシネマポイントカード」会員様に限り、シネマチケットをご利用い
ただけます。詳しくは各劇場までお問い合わせください

※ 109シネマズ二子玉川　シアター7に設置の「グランド・エグゼク
ティブシート」はご利用いただけません

区分② TOHOシネマズ　
◦  TOHOシネマズHP http://www.

tohotheater.jp・劇場設置の自
動券売機・劇場窓口にて座席指定
券とのお引き替えが必要です。
※ 特別上映（3D・MX4D・ドルビーア

トモス・IMAXなど）や特別席では、
追加料金のお支払いが必要です

※ チケット券面にも記載されていると
おり、転売行為は固くお断りしてお
ります

※ 一部特別興行には、ご利用いただけ
ない場合がございます

総合運動場温水プール

千歳温水プール
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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
10月   2日（金）10：00～15：00 京 橋 支 店（中央区新富2－4－2） ☎03（3552）4091／9：00～15：00

10月   6日（火）10：00～15：00 経 堂 支 店（世田谷区経堂2－3－2） ☎03（3420）4121／9：00～15：00

10月   9日（金）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

10月13日（火）10：00～15：00 代 田 橋 支 店（世田谷区大原2－27－31） ☎03（3328）0151／9：00～15：00

10月17日（土）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

11月   4日（水）10：00～15：00 八 幡 山 支 店（杉並区上高井戸1－1－11） ☎03（3329）1021／9：00～15：00

11月   7日（土）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

11月11日（水）10：00～15：00 烏 山 支 店（世田谷区南烏山4－12－7） ☎03（3300）1361／9：00～15：00

11月14日（土）10：00～15：00 本 店（世田谷区北沢1－38－14） ☎03（3422）6181／9：00～15：00
11月19日（木）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

《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

11月下旬（予定）

世田谷区と世田谷区産業振興公社は、新型コロナウイルス感染症の拡大により区内産業に大きな影響が生じている中、
新たな商品・製品・サービス開発などにより状況打破に取り組む事業者が実施する購入型のクラウドファンディング
を支援しています。支援内容は、クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」内に、世田谷区の特設応援
ページを作成し、各プロジェクトをPRするとともに、クラウドファンディング実施手数料を公社が負担しています。

クラウドファンディングのご紹介公益財団法人
世田谷区産業振興公社　

❶株式会社弥栄
（豪徳寺1–21–5 ヴィラ・ゴートク３–I）
https://iyasaka.tokyo/
☎03（6432）6805　
ねこかぞくオリジナルグッズ（トートバック、
Tシャツ、フードポット）と出張撮影によりオ
リジナル商品を作成

❷株式会社イッスイ
（用賀4–5–21–501）
https://www.issui-jp.com 
☎080（4155）6528　　
充電は不要な無電源製品で環境の明るさに
よって0.1秒でレンズの色の濃淡が変わるセ
ンサー付き調光サングラス。メガネユーザー
に向けたクリップオン式サングラスを作成

❸株式会社三恵
（太子堂2–16–6）
http://sangendyaya.co.jp
☎03（3413）6119　
日本の伝統である金襴緞子の技術を用いて銀
の極細針金をジャガード生地に織り込み、抗
菌効果を高めたマスクを作成（予定）

応募事業の一部をご紹介します。詳細は、https://www.setagaya-icl.or.jp/topics/info/project-supporter.htmlをご確認ください。

セラ入会事業所！
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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

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
●新規契約施設のお知らせ

◆会員制葬祭サービス
◦株式会社セレモア（新宿区四谷4－19－7　☎0120-56-1121）

セラ・サービスライフクラブ（入会金割引き50,000円⇒45,000円〈消費税込み〉）への事前入会により、葬儀基
本価格・仏具・生花・花輪などを5～50%割引き。　
そのほかにも、生活のさまざまな場面で必要な物品やサービスが割引になる特典がいっぱいです。

●セラ・サービス窓口の縮小について
　公益財団法人世田谷区産業振興公社では、コロナウイルス感染拡大に伴い、接触機会を減らす取り組みを行っております。
　会員の皆様の感染防止のため、できるだけ窓口へのお越しは避けていただきますようお願いいたします。 
　補助券はご利用日までの余裕をもってWEBやFAXでお申し込みください。ご郵送いたします。 
　特産品やチケット代金は、なるべくコンビニでのお支払いや銀行振込をご利用ください。 
　皆様のご協力よろしくお願いいたします。

●ゴルフ練習場補助券について
ゴルフ練習場利用補助券は、3,000円以上のプリペイドカードを1枚購入するごとに1枚の利用（ゴルフレッスンの契約

のある施設については、レッスン1回につき1枚の利用）がルールです。
一部に不適正とみられる利用が見受けられます。
適正なご利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

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「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、11月末に発送する予定です。
14



〒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） 
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事前相談承ります。

1名からのセレモニー

■ 会報誌『せら』掲載広告 _W:180mm×H:128mm

東京メモリードホール

□セレモニーサポートセンター千歳船橋店
☎03-6413-7316 ☎03-6909-0556 7/1  NEW OPEN7/1  NEW OPEN

□セレモニーサポートセンター千歳烏山店 □セレモニーサポートセンター祖師谷大蔵店

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。

メモリードが推奨する 家族葬

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 検索メモリード東京
http://memolead.tokyo/

〒157-0073　東京都世田谷区砧 2-4-27 M2ビル 4F

お く や み

0120-32-0983

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。

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、次回12・1月号では、12月初頭ま
でに届いていない場合
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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

180No.

2019-2020
January

December12-1

舞台「お勢、断行」

世田谷パブリックシアター

●会報誌「せら」6･7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。

セラ・サービスの窓口は当面の間、
休止しております。
再開時期はホームページ、誌面等
でお知らせいたします。
お申し込みいただいたチケット類
は、すべてセラ・サービスからの
郵送対応とし、窓口休止中は簡易
書留料金はいただきません。
感染防止のため、窓口へのお越し
はご遠慮いただきますよう、ご協
力をお願いいたします。
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