
～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。お申し込みは、2月1日（火）からとなります。
※��FAXでのお申し込みも、2月1日（火）からお送りください

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。

※ P.17・18もご覧ください （必ずご一読ください）

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。

事　業
コード

業　者

賞味期限

締　切　日
抽選公開日

２月18日（金）
2月22日（火）から

内容・料金

219201 申込数 １会員3セットまで（200セット）

プラチノ桜新町店

製造日から30日

プラチノオリジナルのパッケージ入りのマシュマロ、木苺、アーモンド、ペカンナッツを
チョコレートでコーティングしたチョコ菓子を桜新町ならではのサザエさんの化粧箱に
詰め合せてお届けします。

ショコラ・ド・ISONOKE オススメ４点セット

品　名 内　容 会員料金 一般料金

ショコラ・ド・ISONOKE 　　　
オススメ４点セット 70～75ｇ入り×4袋 2,400円

2,600円 3,974円

関東近県までの送料含む

発送時期 ３月上旬から順次配送予定

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月14日（月）
2月17日（木）から

内容・料金

219202 申込数 １会員１箱まで（100箱）

愛媛県産 露地せとか（家庭用）

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）

2,600円
2,800円 4,500円

関東近県までの送料含む

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

業　者

発送時期 その他

のま果樹園

3月中旬から順次発送予定 離島配送不可
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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。

賞味期限 冷凍180日業　者 発送時期株式会社リロクラブ ３月上旬から冷凍便で順次配送予定

内容・料金

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月18日（金）
2月22日（火）夕方から219204 申込数 １会員3セットまで（100セット）

独自の製法により丹念に練り上げ製品化しました。口いっぱいにとろけ、忘れられない、淡泊な味わいをお楽し
みください。冷めてもおいしく、揚げて食べていただくと外側パリッと中はふんわりとやわらかく、イカがゴロ
ゴロ入っている老舗かまぼこ屋の伝承され続けてきた、いかしゅうまいになります。

佐賀県名物 彩色いかしゅうまい

品　名 内　容 会員料金 一般料金

佐賀県名物　
彩色いかしゅうまい

いかしゅうまい／
海老いかしゅうまい／
錦糸いかしゅうまい／
海藻いかしゅうまい／
明太いかしゅうまい　　
各25g×6個

3,000円
3,200円 5,184円

関東近県までの送料含む

イメージ

イメージ

業　者

業　者

発送時期

発送時期

内容・料金

内容・料金

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月21日（月）
2月25日（金）から219203 申込数 １会員3セットまで（100セット）

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月15日（火）
2月18日（金）から219205 申込数 １会員2セットまで（100セット）

株式会社日下農園

株式会社リロクラブ

3月中旬から順次配送予定

３月上旬から冷凍便で順次配送予定

賞味期限 発送から約365日

賞味期限 冷凍30日

無添加無着色！片山みかんの100%果汁です。1本に4～5個のみかんが入っています。

地下水を使用しながら養鰻家達の手で大切に育てられたうなぎです。
身の柔らかな旨みのあるうなぎだけを使用し、丹念に香ばしく焼き上げ
ました。

片山みかん100%ジュース12本入

鰻楽 九州産 うなぎ蒲焼

品　名 内　容 会員料金 一般料金

片山みかん100%ジュース
12本入 180ml×12本 3,000円

3,200円 4,850円

品　名 内　容 会員料金 一般料金

鰻楽 九州産うなぎ蒲焼 うなぎ蒲焼3尾（計420ｇ）、
タレ（山椒付き）×6

6,600円
6,800円 10,800円

関東近県までの送料含む

関東近県までの送料含む

イメージ
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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

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月7日（月）
2月10日（木）から219302

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公演により、座席の間隔を空けずに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。

ミュージカル「カーテンズ」
※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

東京国際フォーラム�ホールC　 JRほか「有楽町駅」

1会員2枚まで（各日10枚限定）

S席　9,000円（一般�13,500円）　
※上演時間：約3時間予定（休憩あり）

料　金

場　所

申込数

城田優／菅井友香（櫻坂46）／三浦翔平／原田薫／
岸祐二／中嶋紗希／宮川浩／瀬奈じゅん　ほか

出　演

3月8日（火）
18：00開演　

3月11日（金）
13：00開演 

区分
①

区分
②

※チケット送付は公演の2週間前頃の予定です

劇団四季ミュージカル「アナと雪の女王」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日219301 2月14日（月）

2月17日（木）から
※上記注意事項を必ずお読みください

NOMURA野村證券ミュージカルシアター�JR東日本四季劇場［春］
ゆりかもめ「竹芝駅」　JRほか「浜松町駅」　

1会員4枚まで（50枚限定）

ロブ・アシュフォード マイケル・グランデージ

クリステン・アンダーソン＝ロペス＆ロバート・ロペス

ジェニファー・リー　
ジェニファー・リー脚本、クリス・バックとジェニファー・リー監督による
ディズニー映画に基づく

区分①　大人（中学生以上）　　S席　9,000円（一般�13,750円）
区分②　子供（3歳～小学生）　S席　4,500円（一般�6,875円）　　　　　　�　　　　　
※公演当日3歳以上有料（膝上観劇不可）。2歳以上入場不可

料　金

場　所

申込数

振　付 演　出

作詞・作曲

台　本

3月19日（土） 12：30開演　

劇場を舞台に殺人事件が発生！予測不能なミステリー・ミュージカルコメディ作品を城田優が演出＆主演、
菅井友香（櫻坂46）、三浦翔平、瀬奈じゅんら豪華キャストで上演！
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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。

作曲・作詞

ミュージカル「ブラッド・ブラザーズ」

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

219304

219303

2月13日（日）
2月16日（水）から

2月6日（日）
2月8日（火）から

ミュージカル
「ラ・カージュ・オ・フォール  籠の中の道化たち」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日219305 2月13日（日）

2月16日（水）から

ミュージカル「メリー・ポピンズ」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日219306 2月13日（日）　

2月16日（水）から

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

3月19日（土）  13：00開演

東京国際フォーラム�ホールC�　 JRほか「有楽町駅」　

吉田鋼太郎

柿澤勇人／ウエンツ瑛士／木南晴夏／鈴木壮麻／内田朝陽／
伊礼彼方／一路真輝／堀内敬子

ジェリー・ハーマン

1会員2枚まで（各日1０枚限定）

S席　8,500円（一般�12,500円）料　金

場　所

演　出

出　演

申込数

日生劇場�　 東京メトロ「日比谷駅」、JRほか「有楽町駅」

ジャン・ポワレ

東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）�　 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）

S席　10,000円（一般�14,000円）

S席　10,000円（一般�14,000円）

料　金

料　金

場　所

原　作

場　所

申込数

申込数

鹿賀丈史／市村正親／香寿たつき／今井清隆／森公美子　ほか

ハーヴェイ・ファイアスタイン

濱田めぐみ・笹本玲奈（Wキャスト）／大貫勇輔・小野田龍之介（Wキャスト）／
駒田一・山路和弘（Wキャスト）／木村花代・知念里奈（Wキャスト）／
島田歌穂・鈴木ほのか（Wキャスト）　ほか
※�Wキャストのスケジュールは公式HPにてご確認ください

出　演

脚　本

出　演

「ピアフ」

シアタークリエ　 JRほか「有楽町駅」

1会員2枚まで（区分①８枚／区分②６枚限定）

全席指定　8,500円（一般�12,500円）料　金

場　所

申込数

大竹しのぶ
梅沢昌代／彩輝なお／中河内雅貴／前田一世／竹内將人／
山崎大輝／川久保拓司／上原理生／たかお鷹／松田未莉亜

パム・ジェムス 栗山民也

出　演

作 演　出

2月27日（日）
13：00開演

3月15日（火）
18：00開演

区分
①

区分
②

3月26日（土）
12：30開演

3月26日（土）
17：30開演

区分
①

区分
②

3月21日（月・祝）
13：00開演

3月22日（火）
18：30開演

区分
①

区分
②

ウィリー・ラッセル脚本・作詞・作曲

※4歳以上入場可（チケット必要）。膝上観賞は不可
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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

「冬のライオン」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日219307 2月8日（火）　

2月10日（木）から

「怖い絵」

お勢、断行

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

219308

219309

219310

2月13日（日）　
2月16日（水）から

3月3日（木）　
3月8日（火）から

2月13日（日）
2月16日（水）から

3月9日（水） 14：00開演　

3月2日（水） 18：00開演　

鈴木おさむ作・演出

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（各日10枚限定）

S席　7,000円（一般�9,500円）料　金

場　所

申込数

佐々木蔵之介／葵わかな　加藤和樹　水田航生　永島敬三　浅利陽介／
高畑淳子

出　演

中野京子監　修

よみうり大手町ホール　 東京メトロ「大手町駅」

1会員2枚まで（10枚限定）

全席指定　7,800円（一般�11,000円）料　金

場　所

申込数

尾上松也／比嘉愛未／佐藤寛太（劇団EXILE）／崎山つばさ／寺脇康文出　演

世田谷パブリックシアター　 東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」

1会員2枚まで（各日10枚限定）

Ｓ席　5,000円（一般�7,500円）料　金

場　所

申込数

倉科カナ／福本莉子／江口のりこ／大空ゆうひ／正名僕蔵／梶原善　ほか
江戸川乱歩

江戸川乱歩の迷宮世界を踏襲しながらも、全く新たな物語で稀代の
悪女・お勢を描く。

倉持裕 斎藤ネコ
出　演

原　案 作・演出 音　楽

府中の森芸術劇場�どりーむホール　 京王線「東府中駅」場　所

髙橋真梨子、Henry�Band出　演

3月1日（火）
18：30開演

3月12日（土）
18：30開演　

区分
①

区分
②

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

1会員2枚まで（10枚限定）
※チケット送付は公演日の1週間前からになります

全席指定　9,000円（一般�9,000円）料　金

申込数

5月15日（日）
13：00開演

5月19日（木）
19：00開演

区分
①

区分
②

Iwatani Presents
髙橋真梨子 Concert vol.44 2022  
our Days -Last Date-　supported by TACHIHI
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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。

※P.3注意事項を必ずお読みください

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

3月13日（日）
3月18日（金）から219311

広島ジャンゴ２０２２
蓬莱竜太が満を持してシアターコクーンに初登場！
天海祐希×鈴木亮平のダブル主演で送るのは、広島弁満載、異色の“ニュー”ウェスタン活劇!?
広島の牡蠣工場から西部の町“ヒロシマ”へ舞台を移しながら、現代に通じる様々な不条理を問う問題作！

Bunkamura�シアターコクーン　 JRほか「渋谷駅」

1会員2枚まで（各日６枚限定）

区分①　Ａ席　��9,000円（一般�9,000円）
区分②　Ｓ席　11,000円（一般�11,000円）　★1階席確約★

料　金

場　所

申込数

蓬莱竜太 天海祐希　鈴木亮平
野村周平　中村ゆり　土居志央梨　芋生�悠　北�香那
宮下今日子　池津祥子　藤井�隆　
仲村トオル　ほか

作・演出 出　演

4月17日（日）
13：30開演

4月１9日（火）
18：30開演

区分
①

区分
②

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

3月13日（日）
3月18日（金）から219312

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月9日（水）
2月15日（火）から219313

パルコ・プロデュース2022
 「セールスマンの死」

宝塚歌劇宙組公演
『Never Say Goodbye』-ある愛の軌跡-

−ウィリー・ローマンはなぜ死んだのか？−
気鋭のイギリス人演出家、ショーン・ホームズが刻む夢と挫折の24時間…

PARCO劇場（渋谷PARCO�8階）　 JRほか「渋谷駅」

東京宝塚劇場　 JRほか「有楽町駅」

1会員2枚まで（各日10枚限定）

1会員2枚まで（10枚限定）

全席指定　7,500円（一般�11,000円）

S席　8,000円（一般�9,500円）

料　金

料　金

場　所

場　所

申込数

申込数

アーサー・ミラー

小池修一郎

広田敦郎

フランク・ワイルドホーン

ショーン・ホームズ

段田安則　鈴木保奈美　福士誠治　林遣都
高橋克実　鶴見辰吾　ほか

真風涼帆、潤花　ほか

作

作・演出

翻　訳

作　曲

演　出

出　演

出　演

4月19日（火）
13：00開演

4月24日（日）
13：00開演

区分
①

区分
②

4月7日（木） 13：30開演　

真風 涼帆
©宝塚歌劇団

　　Photographer/LESLIE KEE（SIGNO）
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

©Toru Hiraiwa

国際音楽祭NIPPON 2０22 芸術監督：諏訪内晶子

Ｎ響オーチャード定期　第118回

東京フィルハーモニー交響楽団 第967回オーチャード定期演奏会

熊川哲也 Ｋバレエ カンパニー「ロミオとジュリエット」

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

219314

219315

219316

219317

2月6日（日）　
2月8日（火）から

2月14日（月）　
2月17日（木）から

2月14日（月）　
2月17日（木）から

2月14日（月）　
2月17日（木）から

シベリウス：「ペレアスとメリザンド」組曲Op.46
デュティユー：ヴァイオリンと管弦楽のための夜想曲「同じ和音の上で」
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77

バーンスタイン：「キャンディード」序曲、
　　　　　　　　「ウェスト・サイド・ストーリー」セレクション（メイソン編曲）
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、「ポーギーとベス」交響的絵画（ベネット編曲）
ロジャース＆ハマースタイン2世：「サウンド・オブ・ミュージック」（ベネット編曲）

スメタナ：連作交響詩「わが祖国」（全曲）

尾高忠明（指揮）ＮＨＫ交響楽団、諏訪内晶子（ヴァイオリン）

原田慶太楼（指揮）ＮＨＫ交響楽団、小曽根真（ピアノ）

ミハイル・プレトニョフ（指揮）東京フィルハーモニー交響楽団

熊川哲也
区分①　岩井優花（ジュリエット）　石橋奨也（ロミオ）ほか　Ｋバレエ�カンパニー
区分②　吉田早織（ジュリエット）　関野海斗（ロミオ）ほか　Ｋバレエ�カンパニー

セルゲイ・プロコフィエフ

曲　目

曲　目

曲　目

出　演

出　演

出　演

芸術監督・演出・振付

出　演

音　楽

東京オペラシティ�コンサートホール　 京王新線「初台駅」

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」

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
（6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）
※4歳以下入場不可

S席　6,000円（一般�9,000円）

S席　6,000円
（一般�8,800円）

S席　6,000円（一般�10,000円）

S席　9,000円（一般�15,000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

2月21日（月） 19：00開演　

3月12日（土） 15：30開演　

3月13日（日） 15：00開演　

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

世界的ジャズ・ピアニスト小曽根真とアメリカで大活躍の
原田慶太楼によるアメリカ音楽特集！

有名な「モルダウ」を含むチェコを描いた全6曲からなる交響詩を東京フィル特別
客演指揮者プレトニョフの指揮で！

バレエというセリフのない芸術でしか味わえない感動がここにある―

©Shin-Yamagishi ©Kazuyoshi  Shimomura

© Takafumi Ueno

3月19日（土）
13：00開演

3月20日（日）
13：00開演　

区分
①

区分
②

Daiwa HouseⓇ PRESENTS
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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

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

219401

219402

2月9日（水）
2月10日（木）夕方から

3月7日（月）
3月10日（木）から

※P.3注意事項を必ずお読みください

※P.3注意事項を必ずお読みください

2月27日（日） 13：00キックオフ　

リコー　ブラックラムズ東京戦チケット

東京ドーム　巨人公式戦チケット

駒沢オリンピック公園陸上競技場　 東急田園都市線「駒沢大学駅」

東京ドーム　 JR「水道橋駅」、東京メトロ「後楽園駅」ほか

1会員4枚まで（20枚限定）

1会員各日4枚まで（各日12枚限定）

1会員各区分4枚まで（各区分10枚限定）

指定席Ａ　2,500円（一般�3,500円）　
※セラ・サービスが一部負担した、会員向けの特別価格になります

1月11日（火）現在まだ未発表のため、2月7日（月）以降セラ・サービス�
ホームページの新着情報でご確認ください。

2階指定席Cホームエンド側　
区分①③⑤　大人　　　　　　1,800円（一般前売�2,400円）
区分②④⑥　子ども（小中高生）　800円（一般前売�1,200円）

2階指定席Cホームエンド側　
区分①③　　大人　　　　　　1,800円（一般前売�2,400円）
区分②④　　子ども（小中高生）　800円（一般前売�1,200円）

料　金

料　金

料　金

料　金

場　所

場　所

申込数

申込数

申込数

リコーブラックラムズ東京�VS�横浜キヤノンイーグルス

区分①　4月1日（金）　��巨人�VS�阪神
区分②　4月2日（土）　��巨人�VS�阪神
区分③　4月3日（日）　��巨人�VS�阪神
区分④　4月8日（金）　��巨人�VS�ヤクルト
区分⑤　4月9日（土）　��巨人�VS�ヤクルト
区分⑥　4月10日（日）　巨人�VS�ヤクルト
※開始時間は東京ドームシティウェブサイトでご確認ください

※小学生以上有料（未就学児でも座席を必要とする場合は有料）
※社会情勢により、試合時間の変更や試合を中止する場合があります
※指定席Ａ　メイン・バックの指定はできません

東京ドームグループ利用券
1,000円付き

※小学生以上有料　※社会情勢により、試合時間の変更や試合を中止する場合があります　※1塁側・3塁側の指定はできません

締　切　日
抽選公開日

3月7日（月）
3月10日（木）から

事　業
コード 219403

事　業
コード 219404

※P.3注意事項を必ずお読みください

Bリーグ　サンロッカーズ渋谷戦チケット
青山学院記念館　 東京メトロ「表参道駅」場　所

区分①②　　アルバルク東京戦　　　　　3月23日（水）19：05試合開始
区分③④　　群馬クレインサンダーズ戦　4月9日（土）　17：05試合開始
区分⑤⑥　　群馬クレインサンダーズ戦　4月10日（日）15：05試合開始

区分①②　　アルバルク東京戦　4月23日（土）17：05試合開始
区分③④　　アルバルク東京戦　4月24日（日）15：05試合開始

対戦カード

対戦カード

対戦カード

セルゲイ・プロコフィエフ

世田谷区がホームタウンのラグビーチーム、ブラックラムズの熱戦にご期待ください。
対戦カード
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

くら寿司お食事券500円券10枚セット

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月24日（木）
3月1日（火）から219601

3月中旬（予定）

1セット　4,400円（一般�5,000円）

発行日から1年６ヵ月

受取時期

料　金

有効期限

全国のくら寿司でご利用いただけるお食事券です。

◦郵送でチケット・カード等を受け取る場合は、簡易書留料金（320円）をご負担いただきます。
◦郵送受取の場合、他のチケット・カード等との同梱はできません。

申込数　1会員4セットまで（300セット限定）

イメージ

有効期限がなく全国約35,000店舗、1,000ブランド以上で
ご利用いただけるお食事券です。引き続きのコロナ禍ではあ
りますが外食を避けるのではなく、「おうち時間」を充実させ
る為に、お気に入りの加盟飲食店の味を持ち帰って「ランチ」
や「イエナカ外食」の充実をオススメします！

ジェフグルメカード500円券10枚セット
全国共通お食事券

1セット　4,400円（一般�5,000円）

3月上旬（予定）

料　金

受取時期

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月21日（月）
2月25日（金）から219501

※�ご利用可能店舗は、https://www.jfcard.co.jp/shopinfo/use.phpを
ご参照ください

※�ご利用可能店舗は、https://www.kurasushi.co.jp/
shopsearch/search/で検索してください

申込数　1会員4セットまで（300セット限定）

QUOカード　5,000円券
事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月21日（月）
2月25日（金）から219502

3月中旬（予定）

1枚　4,400円（一般�5,000円）

受取時期

料　金

※ご利用可能店舗は、https://www.quocard.com/member/で検索してください

申込数　1会員4枚まで（600枚限定）

見 本

〈ご注意〉
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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。

※P.3注意事項を必ずお読みください

中国名菜銀座アスター  お食事ギフト券
1,000円券10枚セット

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月16日（水）
2月18日（金）から219603

なし

デリカショップを除く中国名菜銀座アスター全店
※�系列店Gu-O（グーオ　渋谷スクランブルスクエア�12F）では
ご利用いただけません

1セット　8,500円（一般�10,000円）

有効期限

ご利用可能店舗

料　金

※受取時期は2月下旬の予定です

申込数 1会員4セットまで（200セット限定）

銀座アスター各店でご利用いただけるお食事ギフト券です。
ご家族、ご友人でのお食事に、お世話になった方への御礼や、
お祝い、ご贈答に、イベントの商品等にご利用ください。

入場券新江ノ島水族館

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月14日（月）
2月16日（水）から219602

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、クラゲの癒やし空間、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

区分①　大人� 1,500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）

8月31日（水）

区分・料金

有効期限

場　所

※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、3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

申込数 1会員合計6枚まで（400枚限定）

※P.3注意事項を必ずお読みください
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

締　切　日
抽選公開日

2月16日（水）
2月18日（金）から

事　業
コード 219701

事　業
コード 219702

※P.3注意事項を必ずお読みください

ウェスティンホテル東京

インターナショナルレストラン ザ・テラス（1階）

日本料理 舞（2階）

食事券

☎︎03（5423）7778

目黒区三田1−4−1　ウェスティンホテル東京　 JRほか「恵比寿駅」

☎︎03（5423）7781

毎週月曜日・火曜日・水曜日（祝日は営業）

1会員合計4枚まで（各区分100枚限定）

1会員合計4枚まで（各区分100枚限定）

ランチブッフェ　　
平　　��日　11：30～14：00（ラストオーダー13：30）
土日・祝日　12：00～13：45／14：15～16：00（105分）
ディナーブッフェ　
平　　��日　18：00～21：30（ラストオーダー21：30／120分）
土日・祝日　17：00～21：30（ラストオーダー21：30／120分）

3月1日（火）～8月31日（水）
※除外日：�4月29日（金・祝）～4月30日（土）、5月1日（日）～5月5日（木・祝）

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

区分①　ランチブッフェ（平日）���　
　　　　1枚　3,300円（一般�5,400円）
区分②　ディナーブッフェ（平日）　
　　　　1枚　4,400円（一般�7,300円）

区分①　ランチ　　季節のおたよりと1ドリンク
　　　　1枚　4,200円（一般�7,700円）
区分②　ディナー　華会席
　　　　1枚　7,000円（一般�12,500円）

時　間

有効期間（4レストラン共通）

時　間

区分・料金

区分・料金

電　話

場　所

電　話

定休日

申込数

申込数

※�土日・祝日ご利用の場合、ランチ800円、ディナー1,600円の追加料金を現地にてお支払ください
※�ブッフェメニューは月替わりでご用意しております。詳細は店舗公式サイトをご覧ください

※月替わりのメニューでご用意しております。詳細は店舗公式サイトでご覧ください

ライブ感あふれるオープンキッチンでできたての料理をご提供する
充実のブッフェレストランザ・テラスは、オードブルやメインディッ
シュ、各国のヌードルやデザートなど、常時のバラエティに富んだ料理
を取り揃えてお客様をお待ちしております。

厳選した海や山の幸を用い、日本の四季を繊細に表現した会席料理を
ご提供いたします。枯山水の中庭に面し、日本の美を体現した静寂な
「舞」で、日本の美味を存分にお楽しみください。

イメージ

イメージ
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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 219703

事　業
コード 219704

フレンチレストラン　ビクターズ（22階）

広東料理 龍天門（2階）

☎︎03（5423）7777

☎︎03（5423）7787

毎週月曜日・火曜日・水曜日（祝日は営業）

毎週水曜日（祝日は営業）

1会員合計4枚まで（各区分100枚限定）

1会員合計4枚まで（各区分100枚限定）

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

3月1日（火）～8月31日（水）
※除外日：�4月29日（金・祝）～4月30日（土）、5月1日（日）～5月5日（木・祝）

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

区分①　ランチプリフィックスコース
　　　　1枚　3,300円（一般�5,000円）
区分②　ディナープリフィックスコース
　　　　1枚　7,000円（一般�10,600円）

区分①　ランチ　　龍天コース　
　　　　1枚　4,000円（一般�6,300円）
区分②　ディナー　飛龍コース　
　　　　1枚　7,700円（一般�12,200円）

時　間

時　間

区分・料金

区分・料金

電　話

電　話

定休日

定休日

申込数

申込数

※ランチプリフィックスコース全3品コース、詳細は店舗公式サイトをご覧ください
※ディナープリフィックスコース全4品コース、詳細は店舗公式サイトをご覧ください

※消費税・サービス料込み　
※事前にご予約のうえ、ご利用ください
※チケットの受取時期は2月下旬の予定です

※ランチ龍天コース全7品コース、詳細は公式サイトをご覧ください
※ディナー飛龍コース全7品コース、詳細は公式サイトをご覧ください

シェフのインスピレーションにより、厳選した高級食材がそれぞれの個
性を活かしながら絶品のひと皿に生まれ変わります。東京タワーの絶
景をご覧いただけるエレガントなフランスのロココ様式のメインダイ
ニングルームは、特別な日のお食事に最適です。

カーペットのダイナミックな雲のモチーフなど、"龍の宮殿"をイメージ
した荘厳なダイニングホールや、中庭をイメージしたホワイエと、古代
中国文化の王宮を思わせる高級感漂う空間でゆったりとお食事をお楽
しみいただけます。

イメージ

イメージ
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

※P.3注意事項を必ずお読みください

多摩境天然温泉 森乃彩 入館券

1枚　500円
（一般　平日�780円／土日・祝日�930円）

6ヵ月

料　金

有効期間

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月17日（木）
2月21日（月）から219604

※�暴力団およびその関係者とみなされる方、入れ墨、
タトゥーをしている方、泥酔されている方、極度の
皮膚疾患、ペットを連れてのご入館はご遠慮いただ
いております

※現地でのお支払いは現金のみとなっております
※�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

※チケットの受取時期は、2月下旬の予定です
※�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

申込数 1会員20枚まで（1000枚限定）

源泉100%かけ流しの露天風呂を楽しめます♪
サウナは熱々の「熱風オートロウリュ」、蒸し蒸しの「よもぎ泥塩サウナ」、
「大きい水風呂」と「大自然の外気浴」で「ととのう」には最高の環境です!!

町田市小山ヶ丘1−11−5　
☎︎042（860）1026　
京王相模原線「多摩境駅」徒歩約25分

場　所

※P.3注意事項を必ずお読みください

シネマチケット

2月下旬（予定）

900円（一般�1,900円）

4月1日（金）～9月30日（金）

※�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

このイベントは、利用ガイドで適用している年度内の補助額40,000円（上限）から
補助500円（1枚あたり）を差し引くものです。お申し込みの際はご注意ください。料　金

有効期間

発送時期

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

2月15日（火）
2月17日（木）から219605 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://109cinemas.

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

※�特別料金作品・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

40,000円
上限設定
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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。

i n f o rma t i on

※P.3注意事項を必ずお読みください

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

3月10日（木）
3月15日（火）から219606 4月16日(土)～6月12日(日) ※会期中展示替えあり

※毎週火曜日休館（ただし5月3日は20：00、6月7日は18：00まで開館）

「大英博物館 北斎―国内の肉筆画の名品とともに―」

10：00～18：00
※金曜・土曜および4月28日(木)、5月2日(月)～4日(水・祝)は20：00まで
※いずれも入館は閉館30分前まで
※開館時間は変更となる場合があります。最新情報は美術館ウェブサイトでご確認ください

サントリー美術館(東京ミッドタウン�ガレリア3階)　
東京メトロ・都営地下鉄「六本木駅」

一般　　　　��900円（当日1,700円）
大学・高校生　500円 (当日1,200円)

1会員4枚まで(100枚限定)

開館時間

場　所

料　金

申込数

※中学生以下無料
※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方1名様のみ無料

大英博物館が所蔵する北斎作品を中心に、国内の肉筆画の名品を交え、
北斎の画業の変遷を追う展示です。

流水に鴨図　葛飾北斎　－幅
江戸時代　弘化4年(1847)　大英博物館

1913,0501,0.320 
©The Trustees of the British Museum  

●（重要）会社または個人の退会届提出について
　令和4年3月31日（木）までに退会される事業所は、退会届（『利用ガイド』令和3・4年度版P.72）と会員証を
４月4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26日（火）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。あらかじめご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
　なお、退会届はセラ・サービスのHPからダウンロードもできます。

● 令和4年度『利用ガイド』補助券のお申し込みについて
　令和4年度の補助券（令和4年4月以降ご利用分）については、3月22日（火）から受付を開始します。令和4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。
　HPからのお申し込みの場合、下にスクロールして「22」で始まる事業コードを選択してください。
※令和4年3月31日付で退会される場合は、令和4年4月以降ご利用の補助券（令和4年度分）のお申し込みはできません

● 閉店のお知らせ
　東急トラベルサロン東急百貨店たまプラーザ店、東急トラベルサロン日吉駅（利用ガイド48ページ）は閉店しました。
　これまでのご利用ありがとうございました。

● 予告
　令和4年度より新たに育児・介護・スポーツクラブ事業（委託）を開始します。なお、委託する事業については、お申
し込み先は、セラ・サービスではありません。詳細は次号の『せら』でご案内いたします。

● 職域接種について
　公益財団法人世田谷区産業振興公社では、公益財団法人世田谷区保健センターとの共催で、セラ・サービス会員及び
そのご家族等を対象とした新型コロナワクチン職域接種(第3回)を実施する予定です。
　実施時期や申込方法については、決定次第セラ・サービスホームページに掲載いたします。
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

※P.3注意事項を必ずお読みください

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

3月6日（日）
3月8日（火）から219318 3月27日(日) 15：00開演

三山ひろしコンサート2022
～歌の宝石箱～

府中の森芸術劇場�どりーむホール
京王線「東府中駅」

全席指定　�4,500円（一般�6,500円）

1会員2枚まで（10枚限定）

場　所

料　金

申込数

15

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���2日（水） 10：00～15：00 え び す 支 店（渋谷区恵比寿1−5−7） ☎︎03（3444）4211／9：00～17：00

2月���5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）0211／9：00～17：00

2月���9日（水） 10：00～15：00 多 摩 川 支 店（調布市多摩川5−5−1） ☎︎042（481）6211／9：00～17：00

2月15日（火） 10：00～15：00 本 店（世田谷区北沢1−38−14） ☎︎03（3422）6181／9：00～17：00

2月19日（土） 10：00～15：00 八 幡 山 支 店（杉並区上高井戸1−1−11） ☎︎03（3329）1021／9：00～17：00

2月22日（火） 10：00～15：00 上 北 沢 支 店（世田谷区上北沢3−32−13） ☎︎03（3302）8111／9：00～17：00

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

月曜～金曜日【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



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。

16

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
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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、3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4・5月号では、4月初頭までに届
いていない場合

～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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Setagaya Labo
r S

er
vi
ce

あ
な
た

の
暮ら

しにプラス
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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

190No.

2021
September

August8-9

～会報誌『せら』10・11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。

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。

「彼女を笑う人がいても」
世田谷パブリックシアター12月公演

撮影：マチェイ・クーチャ

せせら
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or
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HPは
こちらから
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～会報誌『せら』12・1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。
●年末年始営業日のお知らせ●

年末は12月28日(火)まで、年始は1月4日(火)

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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■ 会報誌『せら』掲載広告 _W:180mm×H:128mm

TEL :03-5429-5940／ FAX :03-5429-5941
E-mail : tomorrow.studio@memolead.co.jp〒157-0066　東京都世田谷区成城 6-12-6-1F

URL : https : //photostudio -to.jp/営業時間／11：00～18：00　定休日／火曜日（祝日除く）

B A B Y  &  K I D S    P H O T O , A L B U M , G O O D S  a n d  m o r e . . . .

TOMORROW
STUDIO

OPEN
TOMORROW STUDIO 成城学園前店

Instagram Facebook LINE

写真はいつまでも、

あなたへ話しかけています。

「ほら　こんなときがあったんだよ」


