
●会報誌「せら」12･1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。

●年末年始営業日のお知らせ●
年末は12月28日（月）まで、年始は1月4日（月）
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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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

事　業
コード 208301 締　切　日 2月5日（金）

会員・登録家族 1会員、期間内6枚まで

（1）�Web申込で「会員本人」を選択後、締め切り日（令和３年2月5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19日〜3月21日）の土日・祝日、
年末年始（12月28日〜1月4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19日（土）〜3月21日（日）

12月1日（火）〜3月31日（水）

12月12日（土）〜3月28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28日〜1月5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
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全日無料

平日無料、
土日・祝日�1,200円（普通車）

全日無料

①平日無料　
②全日無料

12月1日（火）〜3月31日（水）
12月12日（土）〜
3月28日（日）

12月1日（火）〜
3月28日（日）

12月26日（土）〜3月12日（金）

①12月19日（土）〜3月21日（日）　
②12月24日（木）〜3月28日（日）

中央自動車道�諏訪IC・諏訪南ICから40分

東名自動車道�
裾野ICから20分

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

駐車場

駐車場

リフト券利用期間

リフト券利用期間

リフト券利用期間

リフト券利用期間

東京から3時間で行けるスノーリゾート。晴天率80％、標高1925mの山頂からは360度の大パノラマ。
ワイドで開放感のあるゲレンデは、初心者から上級者まで全ての滑りをカバー。

富士山２合目に位置するイエティは入場券制の“冬の遊び場”です。
ゲレンデは、センターハウスを頂上に下っていくというユニークなコースレイアウト
のため、準備運動を終えたら、リフトに乗らずにそのままコースへGO!もちろん全
コース、スキー、スノーボード滑走OKです。

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

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
大人 2,900円 4,800円
中高生・シニア（55歳以上） 4,200円
小学生 1,400円 2,800円

券　種
補助券利用時料金 一般料金

平　日 土日・祝日 ナイター
（15：30 ～） 平　日 土日・祝日 ナイター

（15：30 ～）
大人（中学生以上） 2,200円 2,700円 1,500円 3,500円 4,000円 2,500円
小人（3歳～小学生以下） 1,200円 1,700円 1,000円 2,500円 3,000円 2,000円
シニア（60歳以上要証明書）

券　種
補助券利用時料金 一般料金

平　日 土日・祝日 平　日 土日・祝日
大人（高校生～50歳未満） 1,900円 2,400円 3,500円 4,000円
こども（小・中学生）・マスター（50～59歳） 900円 1,400円 2,500円 3,000円
キッズ（小学生未満）・シニア（60歳以上） 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） 2,600円 4,300円
マスター（55歳以上） 3,300円
こども（3歳～小学生） 1,400円 2,500円

アクセス

アクセス

アクセス

料　金

料　金

料　金

料　金

車山高原 SKYPARK スキー場

スノーパーク イエティ

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！

①

①

②

②

※12月28日〜1月3日は土日・祝日の料金になります
※ナイター営業を実施しない日があります。詳しくは、施設のホームページをご確認ください。
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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

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。

○ 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

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

1月13日（水）〜2月28日（日）

1月13日（水）〜2月28日（日）

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、または炒飯、または中華粥／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

区分・料金

区分・料金

208101

イメージ

イメージ

締　切　日
抽選公開日

12月21日（月）
12月24日（木）から

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、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名様から

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

（必ずご一読ください）
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事　業
コード

事　業
コード

世田谷区梅丘1−19−6　☎03（3425）2460
小田急小田原線「梅ヶ丘駅」徒歩2分

千代田区内幸町１−１−１　本館17階　予約☎03（3539）8186　
※ご利用日前日の15：00までのご予約が必要です

東京メトロ千代田線ほか「日比谷駅」A13出口から徒歩3分

１月6日（水）〜2月28日（日）��
※月曜定休、1月12日（火）〜14日（木）休み

1月8日（金）〜2月28日（日）��
※除外日：催事期間中

ランチ　　11：30〜14：00（ラストオーダー13：30）
ディナー　17：30〜21：00（ラストオーダー20：00）

17：00〜19：00（最終入店時間）　※2時間制

天ぷら（活車海老2／旬の魚4／野菜4／海老かき揚げ）／
和風サラダ／赤だし／お新香／御飯／デザート

【メニュー例】スモークサーモン�ディール香るマスタードソース／モッツァレラチーズとサラミのピンチョス／
帝国ホテル伝統のポテトサラダ／シーフードマリネ／シーザーサラダ／メカジキのオーブン焼き�サフランのリ
ゾットとバジルソース／ボロネーズのショーソン／梅肉とチキンサラダのココア�フォカッチャのサンドイッチ
【フリードリンクの内容】スパークリングワイン／ジントニック／モスコミュール／カシスオレンジ／カンパ
リソーダ／スプモーニ／チャイナブルー／カルーアミルク／ヴァージンブリーズ（ノンアルコール）／
サラトガクーラー（ノンアルコール）／生ビール／ウイスキー／白ワイン／赤ワイン／
焼酎／ソフトドリンク（オレンジジュース・グレープフルーツジュース・ウーロン茶）

天冨良かんの

帝国ホテル 東京 インペリアルラウンジ アクア
開業130周年記念  フリードリンク＆シェフズプレート

場　所

場　所

期　間

期　間

営業時間

営業時間

料　理

料　理

募集人数

募集人数

208102

208103

※消費税・サービス料込み

※消費税・サービス料込み

100人

100人

イメージ

イメージ

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

12月17日（木）
12月22日（火）から

12月21日（月）
12月23日（水）から

気取らずに普段着で天ぷらを楽しめるお店をと、この道
約30年の店主が梅ヶ丘に開店いたしました。魚介は毎
朝、豊洲で厳選し仕入れてきた旬のネタを並べており、
野菜は産地直送で仕入れています。揚げたての熱々の
天ぷらをお楽しみください。

帝国ホテル本館最上階にある格調高い雰囲気のラウンジです。
モダンで落ち着いた店内で、フリードリンク付きプランをお楽しみください。

内　容 会員・登録家族 契約料金 一般料金

桜 3,800円 5,500円 6,000円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

フリードリンク＆シェフズプレート 5,000円 6,500円 7,200円

料　金

料　金

https://www.tenpurakanno.com/

https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/
restaurant/imperial_aqua/
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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

産　地 業　者

業　者

業　者

加工地

賞味期限

賞味期限

賞味期限

発送時期

発送時期

発送時期

その他

その他

その他

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

12月14日（月）
12月16日（水）から

12月11日（金）
12月15日（火）から

12月11日（金）
12月15日（火）から

内容・料金

内容・料金

内容・料金

208201

208202

208203

申込数

申込数

申込数

1会員3箱まで（100箱）

１会員３箱まで（200箱）

１会員３セットまで（200セット）

ロシア ノース物産株式会社

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

北海道

冷凍30日

冷凍180日

冷凍90日

12月下旬から冷凍便で順次配送

12月下旬から
冷凍便で順次配送予定

12月下旬から
冷凍便で順次配送予定

のし対応不可

のし対応不可、
沖縄・離島不可

のし対応不可、
沖縄・離島不可

今回お届けするのは、ズワイガニの種類の中でも、甘みが一番あると言われている「本ズワイガニ」です。
「松葉ガニ」や「越前ガニ」に負けない美味しさ、その中でも800g前後もある大型サイズをお届けします。

北海道近海で漁獲した活力ある鮭から取り出したいくらの醤油漬けです。濃厚な旨味、
まろやかな口あたり、豊かな香りと三拍子そろった逸品に仕上がっています。

プリプリの歯ごたえ、ねっとりした食感とともに濃厚な旨味が広がるぼたんえび
と、旨味も甘みもたっぷりで、食べごたえのあるほたてのセットです。

北海道 本ズワイガニ姿

北海道ぎょれん いくら醤油漬

北海道ぎょれん ぼたんえび・ほたてセット

品　名 内　容 会員料金 一般料金

本ズワイガニ姿 本ズワイガニ姿 1尾
（ボイル冷凍／800g前後）

4,200円
4,400円 6,260円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

いくら醤油漬 100g×３ 4,500円
4,700円 6,000円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

ぼたんえび・ほたてセット ぼたんえび160g　
ほたて貝柱200g

3,400円　
3,600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

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

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、『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。

○ 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 （必ずご一読ください）
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その他 のし対応可

事　業
コード

業　者

発送時期

賞味期限

締　切　日
抽選公開日

1月4日（月）
1月7日（木）から

内容・料金

208204 申込数 １会員３セットまで（各100セット）

株式会社かどや

1月下旬から冷凍便で順次配送予定

冷凍90日

愛媛県南予地方の代表的な郷土料理「宇和島鯛めし」。
本場の味をご家庭でお手軽にお召し上がりいただけます。

愛媛県 宇和島鯛めし

区分・品名 内　容 会員料金 一般料金

①宇和島鯛めしの素
　3食セット 宇和島鯛めしの素×3個 2,800円

3,000円 4,200円

②宇和島鯛めしの素
　6食セット 宇和島鯛めしの素×6個 4,600円

4,800円 6,840円

③宇和島鯛めし・
　ぶり照り焼き・
　煮昆布セット

宇和島鯛めしの素×4個
ぶり照り焼き・煮昆布×各２個

4,800円
5,000円 7,230円

関東近県までの送料含む

※税込み価格

※税込み価格

イメージ

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月11日（金）　
12月15日（火）から

内容・料金

208205 申込数 1会員3セットまで（150セット）

　越後十日町
杵つき手のし餅  《越路餅３種セット》

品　名 内　容 会員料金 一般料金

越路餅3種セット
越路餅白餅、越路餅草餅、
越路餅豆餅
各500gの3点セット

2,000円
2,200円 3,600円

関東近県までの送料含む

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

業　者

発送時期

賞味期限

その他

（一財）十日町地域地場産業振興センター

12月下旬から順次発送

3ヵ月（未開封時）

のし対応可

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

その他 のし（無地・歳暮・年賀）対応可

業　者

発送時期

賞味期限

内容・料金

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月14日（月）
12月17日（木）から208206 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

常温で約1ヵ月

澄んだ空気の下で自然乾燥させることで少しずつ水分が抜け、ゼリーの
ような食感と自然の甘みが特徴のあんぽ柿になります。

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（はちやがき）15個前後 2,800円
3,000円 �4,650円

関東近県までの送料含む

※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。

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

フェードル

シアターコクーン　 JRほか「渋谷駅」

東京芸術劇場�プレイハウス　 JRほか「池袋駅」

ジェイソン・ロバート・ブラウン

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員２枚まで（区分①：８枚・区分②：６枚限定）

S席　12,000円

S席　10,000円（一般�13,500円）

大竹しのぶ／林遣都／瀬戸さおり／谷田歩　ほか

石丸幹二／堀内敬子／武田真治／今井清隆／石川禅／岡本健一　ほか

ジャン・ラシーヌ

料　金

料　金

出　演

出　演

作

場　所

場　所

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月10日（木） 　
12月16日（水）から208402 1月20日（水）

18：30開演
1月22日（金）
13：00開演

区分
①

区分
②

藤原竜也と柄本明が舞台の上で火花を散らす!
確かな演技力を持つ4人の役者が織り成す､濃密な会話劇

てにあまる

東京芸術劇場�プレイハウス　 JRほか｢池袋駅｣

1会員2枚まで（区分①：8枚･区分②：6枚限定）�

S席　7,000円（一般�9,800円）

藤原竜也／高杉真宙／佐久間由衣／柄本明松井周 柄本明

料　金

出　演脚　本 演　出

演　出

脚　本

演　出

場　所

申込数

栗山民也

アルフレッド・ウーリー

森新太郎

20世紀初頭のアメリカで実際にあった冤罪を題材にした究極の人間ドラマ
ミュージカル「パレード」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月9日（水）　
12月11日（金）から208401 12月26日（土）

17：30開演
1月4日（月）
19：00開演 

区分
①

区分
②

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月17日（木） 
12月23日（水）から208403 1月23日（土）

18：00開演
1月26日（火）
18：30開演

区分
①

区分
②

作詞・作曲

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）
○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があります。
○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。
○�今後、規制緩和の状況によっては空席を追加で販売する場合があります。
○�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。
○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。

セラ・サービスHPで、誌面掲載できなかった事業の申込受付中。
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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。

切磋琢磨する四派の芸をお楽しみください。

独自の路線で人生の喜びと悲哀を豊かに表現してきた文枝の創作落語。
ますます磨きのかかるその話芸は今や新年の有楽町の風物詩といえる。

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」

第一部：田中美佐子／宅間孝行�ほか
第二部日替わりゲスト：清水ミチコ（2月6日）、
� 神田伯山（2月10日）

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

1会員2枚まで（各日10枚限定）

S席　9,000円（一般�12,500円）

申込数

料　金

場　所

出　演

出　演

よみがえる明治座 東京喜劇
第一部 こちとら大奥様だぜぃ！  
第二部 ラジオビバリー昼ズ寄席

第262回府中の森笑劇場｢東京落語四派の今｣

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（各区分１０枚限定）

全席指定　2,500円（一般�3,800円）料　金

場　所

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208404 2月6日（土）

11：00開演
2月10日（水）
16：30開演

区分
①

区分
②

12月17日（木）
12月23日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208405 1月29日（金）

14：00開演
1月29日（金）
18：00開演

区分
①

区分
②

12月14日（月）
12月18日（金）から

ⓒ小川峻毅

桂文枝 新春特撰落語会2021

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２０２１
～どこかで出会った、あのメロディ～

有楽町朝日ホール　
JRほか「有楽町駅」

Bunkamura�オーチャードホール　
JRほか「渋谷駅」

J.シュトラウスⅡ：ワルツ『春の声』
パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲第1番第1楽章より（1月2日のみ）
シャミナード：フルートとオーケストラのためのコンチェルティーノOp.107（1月3日のみ）
ラヴェル：ボレロ�ほか

1会員２枚まで（6枚限定）

１会員２枚まで
（各日10枚限定）

前売全席指定　3,800円（一般�5,500円）

S席　4,700円
（一般�6,600円）

指揮：三ツ橋敬子／東京フィルハーモニー交響楽団／司会：朝岡聡
ヴァイオリン：吉村妃鞠（1月2日）・フルート：Cocomi（1月3日）

料　金

料　金

出　演

場　所

場　所

曲　目

申込数

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208406 1月10日（日） 18：00開演

12月10日（木）
12月16日（水）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208407 12月14日（月）

12月18日（金）から
1月２日（土）
15：00開演

1月３日（日）
15：00開演

区分
①

区分
②

清水ミチコ 神田伯山

Ⓒ大杉隼平
三ツ橋敬子 Cocomi吉村妃鞠 朝岡聡
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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

坂本冬美芸能生活35周年記念公演　
泉ピン子友情出演

森山良子コンサートツアー 
2020～2021

創立40周年ツアー 第一弾
鼓童ワン・アース・ツアー２０２０～鼓

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」

文京シビックホール�大ホール
東京メトロ「後楽園駅」、都営地下鉄「春日駅」

Bunkamura�オーチャードホール　 JRほか「渋谷駅」

「この広い野原いっぱい」でデビューし、「涙そうそう」「さとうきび畑」でレコード大賞を
受賞するなど、数々のヒット曲を生み出した森山良子。2016年に50周年を迎え、ます
ます活躍の場を広げる彼女による毎年大好評のオーチャードホール公演を今年も開催。

１会員２枚まで（各日10枚限定）

1会員２枚まで（各区分10枚限定）

船橋裕一郎

1会員2枚まで（30枚限定）

S席　10,000円（一般�13,500円）

全席指定　5,000円（一般�7,000円）

入破（じゅは）、モノクローム、大太鼓、屋台囃子、族、新曲�ほか

全席指定　5,500円（一般�7,500円）

料　金

料　金

予定演目

料　金

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

太鼓芸能集団�鼓童出　演 演　出

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208411 12月19日（土）

11：00開演
12月19日（土）
16：00開演 

区分
①

区分
②

12月6日（日） 
12月7日（月）夕刻から

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」

玉野和紀（構成･演出･振付）／大野拓朗／新納慎也／
咲妃みゆ／平野綾／北翔海莉／吉野圭吾／渡辺大輔

1会員2枚まで（各日10枚限定）

S席　7,000円（一般�10,000円）

申込数

料　金

場　所

出　演

NEW YEAR'S Dream
事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208408 1月7日（木）

18：30開演
1月9日（土）
13：00開演

区分
①

区分
②

12月14日（月）
12月18日（金）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208409 1月15日（金） 17：00開演 12月14日（月）

12月18日（金）から

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208410 2月27日（土）

11：00開演（予定）
3月13日（土）
16：30開演（予定） 

区分
①

区分
②

12月23日（水）
12月28日（月）から

写真：岡本隆史

セラ・サービスHPで、誌面掲載できなかった事業の申込受付中。
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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。

DRUM TAO THE BEST LIVE 
–祭響Saikyo–

Bunkamura�オーチャードホール
JRほか「渋谷駅」

1会員２枚まで（各回10枚限定）

S席　6,000円（一般�8,700円）　
（割引額については、セラ・サービスの補填あり）

料　金

場　所

申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208412 1月12日（火）

19：00開演 
1月13日（水）
19：00開演 

区分
①

区分
②

12月11日（金）
12月16日（水）から

購入期限

500円

必ず以下をお読みいただいたうえでご利用ください。
◦小田急線各駅での補助券によるフリーパス購入はできません。
◦�当選者に補助券を郵送⇒補助券を小田急トラベル各営業所（伊勢原店、湘南台駅店は取り扱いなし）に持参
し、小田急線最寄駅からの小田急箱根フリーパス購入の際、補助券を提出してフリーパス代金の差額をお支
払いください（補助券の使用はフリーパス１枚の購入につき１枚厳守です）。

◦利用可能な小田急トラベル店舗については、https://www.odakyu-travel.co.jp/departure/をご覧ください。
※小田急箱根フリーパスの詳細は、https://www.odakyu-freepass.jp/hakone/をご覧ください
※補助券は、小田急箱根フリーパス購入以外の用途には利用できません
※ご購入は、利用開始日の1ヵ月前からになります

◦�会員ご本人様のご自宅に限ります。
◦�キャンペーン価格15,000円のご利用は、会員1名につき1
回限りです（同一世帯内で複数の会員がいる場合、登録住所
１ヵ所につき1日限りのご利用となります）。

2021年3月10日（水）（フリーパスの利用期限は、2021年4月10日（土）出発分まで）

補助金額

小田急箱根フリーパス　購入補助券

購入方法

注意事項

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208501 12月14日（月）

12月17日（木）から申込数 1会員4枚まで（300枚限定）

12月1日（火）〜31日（木）
※お申し込みは24日（木）まで

日常清掃をはじめとする
家事全般を代行します

東京都・神奈川県・愛知県・
兵庫県・大阪府（一部地域）

スポットプラン1回2時間
15,000円（一般19,800円）

①下記連絡先へお問い合わせいただき、優待ID【0089】および
　お申し込みの旨をお伝えください。
　　　⇩
②�ニチイ学館担当者からお伺い日時のご連絡を差し上げます。　
　　　⇩
③�当日、マネージャー1名、スタッフ2名でお掃除に伺います。
　　　⇩
④サービス後、会員様に代金をお支払いいただきます。　　

株式会社ニチイ学館ニチイお客様センター　
R0120（32）2017（年中無休・24時間対応・日本語のみ）

フィリピン政府公認の国家資格保有スタッフが2名1組で効率的かつスピーディーにサービスを提供いたします。

世界観客動員数800万人超！圧倒的な音表現を持つ和太鼓を驚異のパフォー
マンスで表現するDRUM�TAO。地球上のコロナ感染の収束を願い、TAO27
年間の集大成とした「原点回帰」の作品。人間TAOと楽器だけの漆黒の世界。

利用期間

料　金

申し込みの流れ

担当業者

お掃除対応

対応エリア

【サニーメイドサービス】年末お掃除キャンペーン

2 42 42 4

2 4

まで

まで

2 42 42 4

2 4

まで

まで
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申込方法は、P.13・14をご覧ください。

熱海日帰り温泉 オーシャンスパ F
フ ー ア

uua

静岡県熱海市和田浜南町10−1　
熱海ベイリゾート後楽園　
熱海駅からシャトルバスで約10分

10：00〜22：00（最終入館21：00）

入館券（中学生以上）　1,300円（一般�2,750円）
※入湯税別。割増料金330円にて土日祝・特定日利用可

2021年7月31日（土）

料　金

有効期限

場　所

営業時間

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月21日（月）
12月24日（木）から208602

※�18歳未満のお客様は20歳以上の保護者（4歳〜小学生の方
は同性の保護者）の同伴が必要です

※0〜3歳入館不可
※�4歳〜小学生までは一部施設に利用制限があります（立ち湯
は身長135cm未満の方は利用できません）

※館内が満員の際は入館をお待ちいただく場合がございます
※�定期整備のため休館日がありますので、ご利用の際はホーム
ページなどで事前に日程をご確認ください

※チケットの受取時期は、1月中旬以降の予定です
※公式HP　https://atamibayresort.com/fuua/

熱海後楽園ホテルを中心とする複合型リゾート施設「ATAMI�BAY�RESORT�KORAKUEN」
内にある熱海最大級の日帰り温泉施設「オーシャンスパFuua（フーア）」。
海に浮かんでいるような浮遊感を味わえる、全長約25ｍの「露天立ち湯」をはじめ“海
辺のリゾート”をテーマにしたリラックスラウンジ「アタミリビング」、溜まった疲れを
リフレッシュできる岩盤浴やエステ、併設のブッフェレストランなどで、思い思いの熱
海の休日をお過ごしいただけます。

申込数 1会員5枚まで（200枚限定）

入館券

イメージ

１会員合計5枚まで（200枚限定）申込数

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

12月21日（月）
12月24日（木）から208601

東京ドーム天然温泉  スパ ラクーア
文京区春日1−1−1　東京ドームシティLaQua�5〜9F（フロント6F）　
JR中央線ほか「水道橋駅」、東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」、都営地下鉄三田線・大江戸線「春日駅」������

区分①　平日券　大人（18歳以上）　1,500円（一般�2,900円）
区分②　休日券＊�大人（18歳以上）　1,800円（一般�3,250円）
＊土日・祝日・特定日

料　金

場　所

※営業時間は11：00〜翌朝9：00（深夜1：00〜早朝6：00在館は別途割増料金1,980円）
※ヒーリング�バーデのご利用は別途880円（18歳未満利用不可）
※�6〜17歳のお客様のご利用は保護者（6〜11歳の方は同性の保護者）同伴のもと18：00まで（最終入館受付15：00）
※0〜5歳入館不可
※チケットの受取時期は、1月中旬以降の予定です

入館券
キレイがさめない。都心でリゾート気分。

2021年7月31日（土）有効期限

https://www.laqua.jp/spa/

10：00〜18：00（最終入館17：30）　
※毎週金・土曜は21：00まで開館予定（最終入館20：30）

１会員４枚まで（200枚限定）

Bunkamura�ザ・ミュージアム　 JRほか「渋谷駅」

一般�1,000円（一般�1,500円）

※土日・祝日はオンラインによる入場日時の予約が必要になります
※障がい者手帳のご提示でご本人と付き添いの方1名は当日券料金の半額でご入場いただけます
　（一般750円、大学・高校生350円、中学・小学生200円）当日券窓口でご購入ください
※未就学児は入館無料

パリを愛し、パリに愛された写真家ロベール・ドアノー
音楽をテーマにした約200点を紹介　
開館時間

申込数

場　所

料　金

注意事項

写真家 ドアノー／音楽／パリ 

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日208502 1月12日（火）

1月15日（金）から2月5日（金）～3月31日（水）　会期中無休

ロベール・ドアノー《流しのピエレット・ドリオン》
　1953年　ゼラチン・シルバー・プリント

©Atelier Robert Doisneau/Contact

セラ・サービスHPで、誌面掲載できなかった事業の申込受付中。
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12

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
12月���2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

12月���4日（金）10：00〜15：00 新 宿 支 店（新宿区西新宿1−3−7） ☎03（3342）3821／9：00〜15：00

12月10日（木）10：00〜15：00 大 橋 支 店（目黒区大橋2−22−5） ☎03（3469）0315／9：00〜15：00

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

12月16日（水）10：00〜15：00 つつじが丘支店（調布市西つつじヶ丘3−31−2） ☎042（482）0211／9：00〜15：00

��1月���6日（水）10：00〜15：00 池 の 上 支 店（世田谷区代沢2−44−14） ☎03（3422）3141／9：00〜15：00

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

��1月14日（木）10：00〜15：00 三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋1−41−10） ☎03（3421）6101／9：00〜15：00

��1月16日（土）10：00〜15：00 経 堂 支 店（世田谷区経堂2−3−2） ☎03（3420）4121／9：00〜15：00
��1月20日（水）10：00〜15：00 桜 上 水 支 店（世田谷区桜上水4−17−2） ☎03（3329）3241／9：00〜15：00

《お問い合わせ先》　昭和信用金庫営業推進部営業推進課　 R0120−872−315

昭和信金

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　

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。

株式会社太陽（〒157-0073　東京都世田谷区砧6-9-3�ハーモニーハイツ201号室）
https://www.33taiyo.co.jp　☎03（6876）9392
２秒で寝落ち!?ぽにょんと頭が包み込まれる枕！４段階の高さが調節できる新モデルの枕！
クラウドファンディング枕部門、歴代最高6,000万円の資金調達に成功した『ヒツジのいらない枕』の最新モデルが登場！
数々の研究の末にたどり着いた、究極のぷにょんぽにょんな寝心地をぜひお試しください。



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

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、1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

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.186     　

2020年
12・
2021年

1月
号
　
Setagaya  Labor  Service 〈

せ
 ら
〉
 　
　
　
発
行
 （
公
財
）世
田
谷
区
産
業
振
興
公
社
   セ
ラ
・
サ
ー
ビ
ス
    TEL 03-3411-6655    FA

X 03-3412-2340

　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」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。

せせら
Setagaya Lab

or

Se
rv
ic
e

あ
な
た
の

暮ら
しにプラスワ

ン
。

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

184No.

2020
SeptemberAugust8-9

●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。

せせら
Setagaya Lab

or

Se
rv
ic
e

あ
な
た
の

暮ら
しにプラスワ

ン
。

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

183No.

2020
JulyJune6-7

せせら
Setagaya Lab

or

Se
rv
ic
e

あ
な
た
の

暮ら
しにプラスワ

ン
。

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
JanuaryDecember12-1

舞台「お勢、断行」
世田谷パブリックシアター

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。


