
～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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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。

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

中央区銀座4−1�西銀座デパート2階　☎03（3538）5775
JRほか「有楽町駅」銀座口徒歩3分

　�東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」C5・C7出口直結

8月27日（金）～10月31日（日）　※不定休（館内に準ずる）　

平日　　　　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）
土日・祝日　　　　　　�11：30～23：00（ラストオーダー22：00）

キムチ3種盛り合わせ／チョレギサラダ／オードブル2種（煮込み、タンソルト）／
厚切りタン塩（US）／黒毛和牛カルビ／はらみ（US）／お口直し（ナムル3種盛り、本日のスープ）／
本日の稀少部位3種（黒毛和牛）／カルビクッパorビビンバ／デザート

焼肉 銀座炎蔵

場　所

期　間

営業時間

料　理

料　金

216101

イメージ

締　切　日
抽選公開日

8月19日（木）
8月24日（火）から

内　容 会員・登録家族 契約料金 一般料金

炎コース 3,000円 4,500円 4,800円

http://enzo.createdining.com/

募集人数 200人（ランチ＋ディナー）

数量限定の「友三角」「いちぼ」「みすじ」などの稀少部位をお楽しみいただけるほか、綺麗なサシが食欲をそそる
焼肉の王道「カルビ」や、新鮮なホルモンもご用意。
熟練した職人の手によって、それぞれの部位に適した切り方で切り分けることで、肉本来の旨味を引き出し、サッ
パリとした味わいの秘蔵のタレが肉の甘みを一層深めます。
豊富に取りそろえた自慢のお酒と共に美味しい肉を存分にお楽しみください。
※ご利用は2名様から
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください

※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

（必ずご一読ください）
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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。

※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　　　　※未就学児は利用不可　
※消費税・サービス料込み イメージ

新しい生活様式に合わせて衛生面に於いても安心してご利用いただけるよう、
おひとり様からグループ利用のお客様まで対応できるお料理を準備しました。
また、レストラン併設のテラスでは羽田空港の滑走路の離着陸をご覧いただけます。

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。
※�新型コロナウイルス感染拡大の影響により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。
　ご利用の際は必ず事前にご予約の上ご来店ください

事　業
コード

事　業
コード

川崎市川崎区殿町3−25−11　予約☎044（280）1090（10：00～19：00）
京急大師線「小島新田駅」徒歩15分

　�JR「川崎駅」、「蒲田駅」、京急本線「京急蒲田駅」からホテルの無料シャトルバスで20分

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

8月28日（土）～10月31日（日）

8月28日（土）～10月31日（日）

ランチ　　11：30～／13：15～（90分�二部制）�
ディナー　17：30～22：00（ラストオーダー21：00）

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）

ランチ　　ランチブッフェ（小鉢スタイル）：25種類の料理をご用意しております
ディナー　グランシェフディナー（フリードリンク付）：前菜盛り合わせ／シーフードサラダ／
　　　　　フィッシュプレート／ミートプレート／デザートプレート／コーヒー

ランチ　乾杯グラススパーリングワイン／ブッフェ（サラダ＋パン）／メインディッシュ（魚料理または肉料理）／
　　　　本日のアイスクリーム／ドリンクバー（コーヒー・紅茶など）
ディナー　乾杯グラススパーリングワイン／アペタイザー／本日のサラダ／鶏肉のメインディッシュ／
　　　　　気まぐれパスタ／本日のアイスクリーム／コーヒーまたは紅茶＋ドリンク飲み放題（アルコール含む）

川崎キングスカイフロント東急REIホテル
Captain's Grill and Bar

渋谷ストリームエクセルホテル東急
Bar & Dining TORRENT

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

216102

216103

200人（ランチ＋ディナー）

300人（ランチ＋ディナー）

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

8月19日（木）
8月24日（火）から

8月19日（木）
8月24日（火）から

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金
①ランチ（大人：平日） 1,300円 1,900円 2,200円
②ランチ（大人：土日・祝日） 1,600円 2,200円 2,530円
③ランチ（小学生：全日）    800円 1,200円 1,320円
④ランチ（4歳以上未就学児：全日）    400円 ���600円 ���660円
⑤ディナー（全日） 4,000円 6,500円 7,700円

区　分 会員・登録家族 契約料金 一般料金

①ランチ 2,300円 3,300円 4,200円
②ディナー 4,000円 6,000円 7,600円

区分・料金

区分・料金

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

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

店内

ランチブッフェイメージ

ディナーイメージ
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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）

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23日（月）
8月26日（木）から

8月18日（水）
8月23日（月）から

216202

216201

申込数

申込数

1会員2個まで（白70個／黒30個）

1会員合計4箱まで（各200箱）

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。

内容・料金

サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材を使用した観葉植物です。土を使わないため、軽量で清潔、
取り扱いも簡単です。絵画や写真のように壁に飾ることができ、また、棚に置くこともできるため、ディスプ
レイも思いのままに楽しんでいただけます。空気をキレイにし、心に潤いをもたらすグリーン。ご自身に、ま
た大切な方への贈り物に造花ではなく、生きている植物はいかがでしょうか。

壁に掛けられる観葉植物 「ミドリエデザイン フレーム」

区分・品名 内　容 会員料金 一般料金

①ミドリエデザイン
　白フレーム 5苗（5種類の観葉植物）　

サイズ：H19.2×W18.7×D4.8cm　
重さ：約0.9kg～1.0kg　

3,300円
3,500円 5,280円

②ミドリエデザイン
　黒フレーム

関東近県までの送料含む

イメージ

業　者 発送時期株式会社ダイアン・サービス 9月中旬から順次配送予定

賞味期限

その他

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日間です

北海道・沖縄は別途330円の差額送料がかかります

内容・料金

さつまあげの本場、鹿児島県から産地直送します。
姿かたちに色香を添えて、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
4種×各8枚 2,000円

2,200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
5種×各6枚

関東近県までの送料含む

業　者

発送時期

有限会社中馬かまぼこ店

9月上旬から順次クール便で発送予定

※季節に合った苗を厳選してお届けいたします。苗種の指定はできません。

その他 沖縄・離島不可
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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。

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月18日（水）　
8月23日（月）から216203 申込数 1会員3セットまで（200セット）

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月20日（金）　
8月25日（水）から

内容・料金

216204 申込数 １会員合計4個まで（各200個）

中村家 黄金海宝漬・三陸海宝漬

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

②三陸海宝漬 三陸海宝漬　350g 3,000円
3,200円 5,100円

関東近県までの送料含む

「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。
「三陸海宝漬」は柔らかく煮たあわび、濃厚でとろけるような食感のいくら醤油漬を、香りと歯ごたえの良い、
めかぶ醤油漬にトッピングしました。温かなご飯にかけて豪華な海鮮丼としてお召し上がりください。

業　者

発送時期

賞味期限

その他

有限会社中村家

9月中旬から冷凍便で順次配送予定

冷凍90日

沖縄・離島不可

内容・料金

抹茶クリーム大福

品　名 内　容 会員料金 一般料金

抹茶クリーム大福
抹茶クリーム大福／小豆クリーム大福／
栗クリーム大福／胡麻クリーム大福／
プリンクリーム大福　5種×各2個

1,500円
1,700円 2,608円

関東近県までの送料含む

ひんやり、とろ～りおいしい抹茶クリーム大福。普通の大福とはちょっと違い、マシュマロ
のようなやわらかな食感で、お口の中では餡とクリームが溶け合う洋菓子のような大福です。
人気の抹茶クリーム大福と小豆、栗、胡麻、プリンクリーム大福の5種類が楽しめます。

業　者

発送時期

株式会社松田園世田谷

9月中旬から冷凍便で順次配送予定

賞味期限 冷凍30日

指定商品

※�商品はすべて冷凍販売となっております。解凍は自然解凍でお願いいたします。
条件により多少前後いたしますが、夏は15分、冬は30分くらいが目安です

※�食べ頃の目安として、周りの餅生地が柔らかくなり、中の餡とクリームが冷たい
うちがおすすめです

※�解凍後は冷蔵庫にて3日以内にお召し上りください。解凍後の再冷凍はしないで
ください

イメージ

①黄金海宝漬 ②三陸海宝漬
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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

8月16日（月）
8月19日（木）から216205 申込数 1会員2セットまで（100セット）

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16日（月）　
8月19日（木）から

8月18日(水)　
8月24日(火)から

内容・料金

内容・料金

216206

216207

申込数

申込数

1会員合計3セットまで（①～③計350セット）

１会員2セットまで（200セット）

群馬県川場村 のむヨーグルトセット

北海道十勝 カウベルアイスクリーム

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 のむヨーグルト 900ml×4本 2,300円

2,500円 3,300円

②のむヨーグルト・
　地ビールセット

のむヨーグルト 900ml×2本
ヴァイツェン    330ml×3本 2,200円

2,400円

3,140円

③のむヨーグルト
　150mlセット のむヨーグルト150ml×16本 3,100円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

北海道十勝カウベル
アイスクリーム

80ml×15個
（バニラ×3、赤肉メロン×3、
ストロベリー×3、クリームチーズ×2、
抹茶×2、チョコレート×2）

2,500円
2,700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

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」。
地元の素材とその持ち味を活かした逸品です。

十勝産の高品質な生乳を使用し、重厚感ある味わいに仕上げました。北海道を
代表するバニラ・赤肉メロン・ストロベリーをはじめ、計6種類の味を詰め合わ
せました。

業　者

業　者

発送時期

発送時期

賞味期限

株式会社世田谷川場ふるさと公社

株式会社リロクラブ

9月上旬～下旬にかけてクール便で順次配送予定

9月中旬から冷凍便で順次配送予定

冷凍90日

内容・料金

料亭吟月は、地元・徳島で獲れた新鮮な天然魚介類
を中心に、あわび、伊勢海老など、四季折々の魚料理
を提供。祝い事には欠かせない伊勢海老とあわびを
セットにし、解凍するだけで召し上がれる、調理不
要のセットです。

徳島「吟月」 天然伊勢海老ステーキとあわび旨煮詰合せ

品　名 内　容 会員料金 一般料金

天然伊勢海老ステーキと
あわび旨煮詰合せ

伊勢海老ステーキ2切（原料120g）、
殻付あわび旨煮160g（だし込み、原料80g～100g前後）

6,600円
6,800円 10,800円

関東近県までの送料含む

イメージ

イメージ

業　者 発送時期株式会社リロクラブ 9月中旬から冷凍便で順次配送予定

賞味期限 製造日から22日
※製造日から1週間以内に出荷したします
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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。

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

8月16日（月）
8月20日（金）から216301

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

９月６日(水）
９月９日（木）から216302

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。
�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。

蜷川幸雄七回忌追悼公演「ムサシ」

ミュージカル「October Sky −遠い空の向こうに−」
（お申し込みは８月２３日（月）から）

※上記注意事項を必ずお読みください

※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

9月１９日（日）　13：30開演

Bunkamuraシアターコクーン�　
JRほか「渋谷駅」

Bunkamuraシアターコクーン　 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）

特別価格�S席　6,500円（一般�11,000円）

S席　9,000円（一般�12,000円）

料　金

料　金

場　所

場　所

申込数

申込数

藤原竜也�　溝端淳平　鈴木杏　吉田鋼太郎　ほか

甲斐翔真�　阿部顕嵐（7ORDER）／夢咲ねね／栗原英雄　朴璐美　
中村麗乃（乃木坂46）　井澤巧麻　福崎那由他　ほか

出　演

出　演

ムサシ、見参!!
蜷川作品には欠かせない超豪華キャストが氏の七回忌を前に、
追悼記念公演として再集結！

アメリカの小さな炭鉱を舞台に、厳しい現実に直面しながらも
ロケットに夢を賭ける高校生の姿を描いた青春映画の決定版がミュージカル化。
豪華キャストを迎え、10月日本初演決定！

日時についてはセラ・サービスホームページをご覧ください
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

「Home, I’m Darling 〜愛しのマイホーム〜」

柚希礼音ソロコンサート「REON JACK ４」

ミュージカル「ジャック・ザ・リッパー」

令和千本桜〜義経と弁慶／コロッケものまねオンステージ2021
第一部：令和千本桜　義経と弁慶
第二部：コロッケものまねオンステージ2021 〜40周年鉄板ネタ大放出！〜
 七海ひろきスペシャルステージ

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

216304

216303

216305

216306

８月30日（月）
９月3日(金)から

8月25日(水）
8月27日（金）から

8月23日（月）
8月27日(金)から

8月30日（月）
9月3日（金）から

10月11日（月）
12：00開演（予定）

10月17日（日）
12：00開演（予定）

区分
①

区分
②

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

※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

10月30日（土）　13：00開演

シアタークリエ　 JRほか「有楽町駅」

TOKYO�DOME�CITY�HALL　 JRほか「水道橋駅」、東京メトロ「後楽園駅」

日生劇場　 東京メトロ「日比谷駅」、JRほか「有楽町駅」

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（６枚限定）

1会員2枚まで（各区分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　8,000円（一般�11,000円）

S席　7,500円（一般�11,000円）

S席　9,000円（一般�13,500円）

S席　9,000円（一般�12,500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

鈴木京香／高橋克実／江口のりこ／青木さやか／袴田吉彦／銀粉蝶

ローラ・ウェイド 白井晃

すてきな夫婦になる方法、教えます。

「REON�JACK」が超実力派メンバーとともに帰ってくる！
今回は日替わりゲストを迎え、新たな演出でよりパワーアップしてお贈りします。

柚希礼音、上野水香、大村俊介（SHUN）、YOSHIE、クリスティアン・ロペス　ほか

甲斐翔真（11日）　夢咲ねね（12日）

区分①　木村達成／加藤和樹／堂珍嘉邦／May’n／エリアンナ／田代万里生
区分②　小野賢章／松下優也／加藤和樹／May’n／エリアンナ／田代万里生

韓国で大ヒット！
多彩で力強い魅惑的な音楽に、スリルとロマンスが重なりあうストーリーが魅せる、
衝撃のミステリーミュージカル。待望の日本版初上演！

コロッケ　七海ひろき

出　演

作 演　出

出　演

スペシャルゲスト

出　演

出　演

9月20日（月・祝）
12：30開演　

9月27日（月）
18：30開演　

区分
①

区分
②

9月11日（土）
17：00開演　

9月12日（日）
12：00開演　

区分
①

区分
②

※本公演のチケットは主催者の同意のない有償譲渡が禁止されています。
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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。

トリビュート トゥ チック・コリア スペシャル

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日216308 9月7日（火）

9月10日(金)から

辻井伸行  音楽と絵画コンサート《印象派》

新国立劇場オペラ「チェネレントラ」

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

216309

216307

9月6日(水） 
9月9日（木）から

8月16日（月）
8月22日（日）以降

10月6日（水）
19：00開演　

10月9日（土）
14：00開演　

区分
①

区分
②

Pianos' Conversation 2021

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日216310 8月23日（月）　

8月27日（金）から

ⒸAkihiko_Sonoda ⒸZIGEN

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください　

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

10月22日（金） 19：00開演

10月19日（火） 14：00開演

10月30日（土） 15：00開演

甲斐翔真（11日）　夢咲ねね（12日）
新国立劇場�オペラパレス�　 京王新線「初台駅」

東京芸術劇場�コンサートホール�　 JRほか「池袋駅」

Bunkamuraオーチャードホール�　
JRほか「渋谷駅」

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（10枚限定）

1会員2枚まで（8枚限定）

S席　20,000円（一般�27,500円）

S席　8,640円（一般�9,600円）

S席　6,000円（一般�8,500円）

S席　4,000円（一般�6,000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

ルネ・バルベラ、脇園�彩　ほか 東京フィルハーモニー交響楽団
マウリツィオ・ベニーニ 粟國淳

ガーシュウィン：「ラプソディ・イン・ブルー」（2台ピアノ）　ほか

辻井伸行（ピアノ）

小曽根真featuring�No�Name�Horses
スペシャルゲスト　須川展也（サックス）、小柳美奈子（ピアノ）

山下洋輔／横山幸雄

ジャズとクラシックを代表する名手二人によるピアノ・デュオが実現！

出　演 管弦楽

指　揮 演　出

曲　目

出　演

出　演

出　演

急逝したチック・コリアへの感謝を込めてお届けするトリビュート・コンサート

おなじみのシンデレラの物語が極上のオペラとなった、ロッシーニの傑作です。

※イタリア語上演（日本語及び英語字幕付）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、公演内容や招聘スタッフ・キャストに変更が生じる場合があります。

ルネ・バルベラ 脇園 彩

photo Kazuyoshi Shimomura
（AGENCE HIRATA)

（お申し込みは８月２３日（月）から）印象派の音楽×印象派の絵画
辻井伸行の美しい生演奏とともに著名な絵画がステージ上の大型スクリーンに
投影される人気コンサート！

ⒸYuji Hori
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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

「Ballet Muses −バレエの美神2021−」

擾
じ ょ う

乱
ら ん

 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ～陽いづる雪月花編～

中村勘九郎 中村七之助 
錦秋特別公演2021

WAHAHA本舗PRESENTS 
WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」

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

216312

２16311　

216313

216314

8月23日（月）
8月27日（金）から

9月16日(木）
9月20日（月・祝）から

8月23日（月）
8月27日（金）から

9月6日（月）
9月10日（金）から

10月29日（金）
14：00開演

10月30日（土）
18：00開演

区分
①

区分
②

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

10月8日（金）　16：00開演

東京国際フォーラム�ホールC　 JRほか「有楽町駅」

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」

なかのZERO�大ホール　 JRほか「中野駅」

新宿文化センター　 東京メトロ・都営地下鉄「東新宿駅」

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（10枚限定）

1会員2枚まで（各日10枚限定）

S席　12,500円（一般�17,000円）

S席　7,500円（一般�9,800円）

全席指定　6,500円（一般�8,800円）

S席　7,000円（一般�9,800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

倉永美沙／アンジェリーナ・ヴォロンツォーワ／アリョーナ・コワリョーワ
ほか

三森すずこ／蒼井翔太／Raychell／伊藤彩沙／小林親弘
凰稀かなめ
富田麻帆　ほか

中村勘九郎／中村七之助　ほか

WAHAHA本舗（柴田理恵／久本雅美／佐藤正宏／梅垣義明　ほか）

出　演

出　演

出　演

出　演

10月9日（土）
13：30開演（Aプロ）

10月10日（日）
14：00開演（Bプロ）　

区分
①

区分
②

11月1日（月）
17：00開演　

11月5日（金）
12：00開演　

区分
①

区分
②

※演奏は特別録音音源を使用いたします
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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。

擾
じ ょ う

乱
ら ん

 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ～陽いづる雪月花編～

プロ野球 巨人VS阪神
東京ドームグループ利用券（1,000円）付き！

「西武園ゆうえんち１日レヂャー切符」

大相撲九月場所

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

216402

216403

216401

8月17日（火）
8月20日（金）から

8月9日(月）
8月11日（水）から

8月10日（火）
8月13日（金）から

9月23日（木・祝） 9月25日（土）区分
①

区分
②

※P.6注意事項を必ずお読みください　

※P.6注意事項を必ずお読みください　

※P.6注意事項を必ずお読みください

国技館�　 JRほか「両国駅」

東京ドーム�
JRほか「水道橋駅」、東京メトロ「後楽園駅」、都営地下鉄「春日駅」

埼玉県所沢市山口2964
西武山口線「西武園ゆうえんち駅」　

これが、生きた昭和の熱気あふれる１日の遊び方！　
昭和の熱気が息づく新生・西武園ゆうえんちには、あなたの心を揺さぶり熱くする体験やアトラクションが目白
押し！商店街で巻き起こる予想外のライブパフォーマンス、大型ライド・アトラクション「ゴジラ・ザ・ライド�
大怪獣頂上決戦」など、昭和の熱気を遊びつくそう！

1会員2枚まで（各日20枚限定）

1会員2枚まで（区分①は12枚限定／区分②・③は24枚限定）

10月31日（日）

イスB席　4,000円
（一般�5,500円）

A指定席　4,500円（一般�6,600円）

【入園＋アトラクションフリー、夏季プール】
区分①　大人　　　　　　　　3,800円（一般�4,400円）
区分②　子供（3歳～小学生）　3,000円（一般�3,300円）　

料　金

料　金

料　金

場　所

場　所

場　所

申込数

申込数

有効期限

9月24日（金）
18：00開始　

9月25日（土）
14：00開始　

9月26日（日）
14：00開始　

区分
①

区分
②

区分
③

申込数 １会員４枚まで（100枚限定）

※�園内でのお食事やお買い物に必要な西武園通貨は、現地でお買い求めください　　　　

Ⓒ公益財団法人 日本相撲協会

※社会情勢により、試合時間の変更や販売を中止する場合がございます
※1塁側、3塁側の指定はできません　　　　

TM & Ⓒ TOHO CO., LTD.  　
ⒸTEZUKA PRODUCTIONS

※開場時間等は相撲協会HPで
　ご確認ください

※開場時間等は相撲協会HPで
　ご確認ください
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

ポーラ美術館コレクション展 甘美なるフランス

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日216501 9月6日（月）

9月10日（金）から
※P.6注意事項を必ずお読みください

※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

9月18日（土）～11月23日（火・祝）
※9月28日（火）・10月26日（火）休館

Bunkamura�ザ・ミュージアム　 JRほか「渋谷駅」

1会員4枚まで
（100枚限定）

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）
※金・土曜日の夜間開始は予定のため、変更となる可能性もあります
※�一部日程は事前に【オンラインによる入場日時予約】が必要になります。
　詳細はBunkamura�HPにて8月に発表いたします

11：00～20：00（金・祝前日は21：00まで）（入場は閉館30分前まで）
※会場内混雑の場合は、ご入場をお待ちいただく場合があります。
※未就学児は無料　※障害者手帳をご提示の方は本人及び介護者１名無料

区分①　一般� 900円（前売�1,500円）
区分②　大学・高校生　400円（前売�800円）
区分③　中学・小学生　300円（前売�500円）

一般　1,200円（当日�2,000円）

１会員４枚まで（100枚限定）

料　金

料　金

申込数

場　所

申込数

開館時間

開館時間

モネ、ルノワールから、マティス、シャガールまで、渋谷で出会う珠玉のコレクション

プライベート・コレクター秘蔵のオリジナル作品の展示に加え、活動の主戦場である“ストリート”に焦点を当て、
テレビ局ならではの街並み再現展示で没入空間を体感していただきます。――�それはまるで“映画のセット”。

ピエール・オーギュスト・ルノワール
 《レースの帽子の少女》 

1891年 油彩/カンヴァス

ページ 施設名 内　　容

P.12 東京お台場
大江戸温泉物語 【閉館のため契約解除】�会員証提示で2021年9月5日（日）までご利用いただけます。

P.28
リフレッシュセンター

リラックス
【新規オープン】代々木公園店　渋谷区富ヶ谷1−6−8�佐藤ビル2F
　　　　　　　�☎03（6407）9423��11：00～21：00

P.48 東急トラベルサロン 【閉店】大井町駅・蒲田駅　6月28日（月）閉店

加入人数 謝礼額 謝礼内容
��5～���9人 15,000円

謝礼額分の世田谷区内共通商品券
またはQUOカードをお選びくだ
さい。

10～19人 25,000円
20～29人 35,000円
30～39人 45,000円
40人以上 55,000円

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

　セラ・サービスでは、このたび新規で5名以上加入する世田谷区内に事業実態を有する法人事業所をご紹介
いただいた会員の方に、謝礼をお出しすることになりました。
　このうち、福祉関係の施設様には入会金免除の特典がございますので、お問い合わせください。
　謝礼の基準は以下の通りです。

※�会員が紹介する新規事業所が、紹介
した会員自ら現在の事業所を退会し
て加入する場合は対象外です

※�現在加入事業所の新規会員の増加に
対して謝礼をお支払いするものでは
ありません

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日２16502 8月15日(日）

8月17日（火）から

「バンクシーって誰？展」  平日券
※P.6注意事項を必ずお読みください

寺田倉庫G1ビル　 りんかい線・東京モノレール「天王洲アイル駅」場　所

8月21日（土）～12月5日（日）　
※10月5日（火）・12日（火）・19日（火）休館

※�土日・祝日は日時指定券となり、本券では入場できません
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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。

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20日（金）　
8月25日（水）から

8月20日（金）　
8月25日（水）から

8月20日（金）　
8月25日（水）から

8月20日（金）　
8月25日（水）から

216604

216601

216602

216603

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�820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

※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）

※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）

※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

利用券

利用券

利用券

利用券

神奈川県最大級の日帰り温浴施設。上質な空間とワンランク上のおもてなしでお客様をお迎えします。

バラエティ豊かなお風呂と広々空間のサウナでリラックス。
ご家族全員でお楽しみいただけます。

12種類のお風呂や岩盤浴、メニュー豊富な食事処など、
充実したサービスを誇る温浴施設。

まるで高級旅館のような佇まいの温浴施設。一日を贅沢に過ごせる癒しの空間です。

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）

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

※P.6注意事項を必ずお読みください

◦状況の変化等により営業時間および営業内容が一部変更になる場合がございます。ご利用の際は施設HPをご確認ください。
◦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。
◦�有効期限は2022年9月30日（有効期限延長の対応はございませんので、予めご了承の上、お申し込みください）。
◦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。
◦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
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

◦郵送受取希望の場合、簡易書留料金（320円）をご負担いただきます。
◦複数のカードを郵送受取でお申し込みの場合、納品時期が異なるため発送は別々になります。
◦お申し込みごとに簡易書留料金（320円）をご負担いただきますので、予めご了承ください。
◦いずれのカードも有効期限はありません。

セブン＆アイ共通商品券
500円券10枚セット

サーティワン アイスクリーム
500円ギフト券10枚セット

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

216702

216701

216703

8月24日（火）
8月27日（金）から

8月31日（火）
9月3日（金）から

8月19日（木）
8月23日（月）から

※上記注意事項を必ずお読みください

※上記注意事項を必ずお読みください

※上記注意事項を必ずお読みください

1会員3セットまで（500セット限定）

1会員3セットまで（300セット限定）

1会員3セットまで（500セット限定）

4,400円

4,400円

4,400円

料　金

料　金

料　金

申込数

申込数

申込数

※ご利用可能店舗は、https://www.7andi.com/group/giftcertificate.htmlをご参照ください
※受取時期は、9月下旬の予定です

※ご利用可能店舗は、　https://www.jfcard.co.jp/shopinfo/use.phpをご参照ください
※受取時期は、9月上旬の予定です

※�ご利用可能店舗は、https://pkg.navitime.co.jp/31ice/?_ga=2.93155485.1850455493.1622610657-1022353879.
　1590638482をご参照ください
※�ただし、https://www.31ice.co.jp/contents/giftcard/pdf/giftcard_nonuse.pdfの店舗ではご利用できませんのでご注意ください。　
※受取時期は、8月下旬の予定です

〈ご注意〉

全国共通お食事券
ジェフグルメカード
500円券10枚セット
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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。

◦郵送受取希望の場合、簡易書留料金（320円）をご負担いただきます。
◦複数のカードを郵送受取でお申し込みの場合、納品時期が異なるため発送は別々になります。
◦お申し込みごとに簡易書留料金（320円）をご負担いただきますので、予めご了承ください。
◦いずれのカードも有効期限はありません。

サーティワン アイスクリーム
500円ギフト券10枚セット
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

開館55周年記念特別展
速水御舟と吉田善彦 －師弟による超絶技巧の競演－

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日216503 8月19日（木）　

8月24日（火）から
※P.6注意事項を必ずお読みください

山種美術館�　 JRほか「恵比寿駅」

山種美術館のコレクションの「顔」ともいえる日本画家・速水御舟と、その弟子の吉田善彦に焦点をあて、
彼らが生み出した超絶技巧による作品を紹介する特別展です。

１会員４枚まで（50枚限定）

一般　800円（当日券一般�1,300円）料　金

場　所

申込数

9月9日（木）～11月7日（日）
※月曜日休館（9月20日〈月・祝〉は開館、翌21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･開館時間などは変更する場合がございます

開館時間

速水御舟 《名樹散椿》【重要文化財】1929（昭和4）年 山種美術館

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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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���4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���7日（火）10：00～15：00 え び す 支 店（渋谷区恵比寿1−5−7） ☎03（3444）4211／9：00～15：00
9月10日（金）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14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17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

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
※�新型コロナウイルス感染拡大状況により、年金相談会が中止となる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしく
お願いします。

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。
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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、9月末に発送する予定です。



〒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） 
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■ 会報誌『せら』掲載広告 _St.AQUA_W:180mm×H:128mm

東京ベイサイドウェディング ならサンアクア

求めるものが、叶う結婚式。

挙式 71,500円～（税込）

0120 -222-118
https : //www. st-aqua.jp/

Instagram

営業時間  10:00～19:00

produced by Memolead Tokyo.

〒105-0022　東京都港区海岸1-16 -1 ニューピア竹芝サウスタワー4F
●Tel : 03-5408-5351 ● Fax : 03-3438-2881 ●E-mail : st.aqua@memolead. co.jp
●アクセス／ゆりかもめ「竹芝駅」直結　JR「浜松町駅」北口より徒歩8分　都営浅草線・大江戸線「大門駅」より徒歩10分

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10・11月号では、10月初頭まで
に届いていない場合

～会報誌『せら』2・3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。
● 補助券でご利用いただく「グルメイベント」は、

お休みします。

緊急事態宣言の発出に伴い、感染防止のため、セラ・サービス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。利用補助券や会報誌『せら』掲載事業のお申し込みは、Web、郵送または

FAXでお願いいたします。
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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

187No.

2021
March

February2-3

～会報誌『せら』4・5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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MayApril4-5

～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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