
ゴールデンウィーク中の補助券の
お申し込みについて

セラ・サービスは暦通りの営業となります
（土日祝日は休み）。
補助券のお申し込みは、日程に余裕をもって
お申し込みください。

～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。お申し込みは、4月1日（金）からとなります。
※�FAXでのお申し込みも、4月1日（金）からお送りください
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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

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

締　切　日
抽選公開日

4月18日（月）
4月21日（木）から

4月19日（火）
4月25日（月）から

内容・料金

内容・料金

224201

224202

申込数

申込数

1会員2箱まで（100箱）

１会員合計2セットまで（各100セット）

先代より伝わる秘伝の味噌に隠し味として2種類の極上の日本酒を入れております。
お口に入れた瞬間に「わぁ～幸せ♡」を感じてください。
魚焼き用の網・グリル、オーブンやフライパンで焼いて美味しくお召し上がりください！

宮崎牛は、宮崎生まれ・宮崎育ちで定められた種雄牛の血統を引く4等級以上の黒毛和種です。全国和牛能力共
進会では3大会連続で内閣総理大臣賞を受賞しました。モモ肉は赤身が強く肉の味がしっかりと味わえ、あっ
さりとしています。バラ肉は柔らかく脂も程よく入っており、肉本来の旨味が味わえます。

伊豆稲取の名物 元祖・金め鯛味噌漬

宮崎牛セット

品　名 内　容 会員料金 一般料金

金め鯛味噌漬（5切入）
スチロール箱入

500g
（200g×2パック、
100g×1パック）

3,200円
3,400円 5,250円

区　分・品　名 内　容 会員料金 一般料金

①宮崎牛二分割スライスセット
　計600ｇ

モモスライス300ｇ
バラスライス300ｇ

3,800円
4,000円 7,500円

②宮崎牛二分割焼肉セット
　計600ｇ

モモ焼肉300ｇ
バラ焼肉300ｇ

3,800円
4,000円 7,500円

業　者

業　者

有限会社山長水産

株式会社ミヤチク

発送時期

発送時期

5月中旬から冷凍便で順次配送予定

5月中旬から冷凍便で順次発送予定

賞味期限

賞味期限

冷蔵3日、冷凍30日

製造日から90日

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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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。

業　者

発送時期

内容・料金

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

４月18日（月）
4月21日（木）から224203 申込数 １会員3セットまで（50セット）

みすゞ飴本舗　株式会社飯島商店

5月中旬から順次配送予定

賞味期限 180日

四季のジャムは、四季折々の国産果実を完熟で収穫し、鮮度を大切に職人が手作りいたします。
完熟した果実だけが持つふくよかな香りと確かな味わいをお楽しみいただけます。

長野県上田市 四季のジャム

品　名 内　容 会員料金 一般料金

四季のジャム 
中瓶3本詰め合わせ

りんご紅玉／
三宝柑マーマレード／
ぶどうコンコード
各350ｇ

2,500円
2,700円 3,456円

関東近県までの送料含む

イメージ

イメージ

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月12日（火）
4月15日（金）から

区分・料金

224205 申込数 １会員３セットまで（50セット）

昨秋収穫の人参を雪下で越冬させて掘り起こした瑞々しい人参と、その人参の
ジュースの詰め合わせです。人参はカロテン（ビタミンＡ）が豊富で、乾燥予防
や病原菌からのバリアーの役目を果たします。

新潟県中魚沼郡津南町 雪下人参と人参ジュース

品　名 内　容 会員料金 一般料金

津南産雪下人参と
人参ジュースセット

雪下人参2kg
人参ジュース350ml×6本

2,500円
2,700円 4,800円

業　者

発送時期

賞味期限

その他

株式会社津南高原開発

４月下旬から順次発送予定

人参ジュース：未開封365日

沖縄・離島不可

関東近県までの送料含む 今号限定の特別料金です！！

その他 沖縄・離島不可

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

5月6日（金）
5月12日（木）から

内容・料金

224204 申込数 １会員1箱まで（100箱）

新潟県中魚沼郡津南町 アスパラガス

品　名 内　容 会員料金 一般料金

津南産
アスパラガス

アスパラガス２kg
箱詰め

3,000円
3,200円 5,430円

関東近県までの送料含む

代謝を促進するビタミンＢ群を豊富に含み、美肌を育てるビタミンＡ・Ｃ・Ｅを全て含むほか、
疲労回復に役立つアスパラギン酸やアンチエイジングに効果のあるルチンも含んでいます。

業　者

生産地

発送時期

株式会社津南高原開発

新潟県津南町

5月下旬から6月中旬にかけて順次発送予定
イメージ

生産地 新潟県津南町

※人参のサイズにはバラつきがあります。
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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

4月12日（火）
4月18日（月）から224207 申込数 1会員合計3セットまで（各100セット）

内容・料金

世田谷産 季節の花
品　名 内　容 区分 受取日 会員料金 一般料金

カーネーション
セット

カーネーション
（かご付き）

① 5月6日（金）
3,000円
3,200円 5,200円② 5月7日（土）

③ 5月8日（日）

品　名 内　容 区分 発送時期 会員料金 一般料金

春の
ガーデニング
セット

バーベナ、
ペチュニア、
マリーゴールド、
ベゴニア、
インパチェンスの
中から計20個

（鉢なし）

④ 4月下旬から
順次発送予定

3,200円
3,400円 5,400円

関東近県までの送料含む

※�受取希望日を上記区分の日にちでご指定ください。特産品申込書でのお申し込みの場合は、区分欄に
受取希望日をご記入ください

※園主が花色（品種）を厳選するため、花の種類指定はできません　
※天候や生育状況により、園主が発送日を決めさせていただきます

業　者 世田谷ファーム

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月21日（木）
4月26日（火）から

区分・料金

224206 申込数 1会員合計3セットまで（各150セット）

南アルプスの麓、銘茶の産地静岡県川根本町より、直接摘みたてのさわやかな香り高い新茶をお送りします。
旬の味と香りをお楽しみください。

静岡県榛原郡川根本町 川根の新茶

区　分・品　名 内　容 会員料金 一般料金

①新茶　八十八夜摘み川根茶
　300gセット（化粧箱入り包装）

八十八夜摘み煎茶　100g×2本
特 深蒸し茶　　　  100g×1本

2,000円
2,200円 3,888円

②新茶　特選川根茶
　600gセット

特選煎茶　　　　　200g×2本
上 深蒸し茶　　　  200g×1本

2,600円
2,800円 4,644円

業　者

発送時期

賞味期限

その他

株式会社坂本園

5月中旬から下旬にかけて順次発送予定

未開封2023年4月まで

沖縄・離島不可

関東近県までの送料含む

① 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。

美術・衣裳

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月11日（月）
4月15日（金）から224302

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。

COCOON PRODUCTION 2022
DISCOVER WORLD THEATRE vol.12

『みんな我が子』 -All My Sons-

※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

アーサー・ミラー

Bunkamura�シアターコクーン　
JRほか「渋谷駅」

1会員2枚まで
（6枚限定）

S席　11,000円
（一般�11,000円）　

料　金場　所 申込数

堤真一、森田剛、西野七瀬、大東駿介、栗田桃子、
金子岳憲、穴田有里、山崎一、伊藤蘭

出　演

脚　本 広田敦郎
ピーター・マッキントッシュリンゼイ・ポズナー

翻　訳

演　出

劇団☆新感線42周年興行春公演
いのうえ歌舞伎「神州無頼街」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日224301 4月11日（月）

4月15日（金）から
※上記注意事項を必ずお読みください

東京建物�Brillia�HALL（豊島区立芸術文化劇場）　 JRほか「池袋駅」

1会員2枚まで（各日6枚限定）

福士蒼汰／松雪泰子、髙嶋政宏／粟根まこと、木村了、清水葉月／宮野真守　ほか

中島かずき いのうえひでのり

S席　10,500円（一般�14,800円）料　金

場　所

申込数

出　演

作 演　出

5月18日（水） 18：30開演

第二次大戦後の一見円満そうなとある家族の葛藤と崩壊が描かれ、
悲劇的なラストに至るまでに込められた胸に刺さる台詞の数々は、
今もなお多くの観客の心を揺さぶります。

2022年、ついに“ヤツら”がやってくる！
歌と踊りと立ち回りで彩る幕末伝奇時代劇！

5月21日（土）
17：30開演

5月23日（月）
14：00開演

区分
①

区分
②
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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

「奇跡の人」

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日224303 4月18日（月）　

4月21日（木）から

COCOON PRODUCTION 2022／
NINAGAWA MEMORIAL 「パンドラの鐘」

ミュージカル「るろうに剣心　京都編」

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

224304

224305

224306

4月25日（月）　
4月28日（木）から

4月11日（月）　
4月15日（金）から

4月13日(水）
4月18日（月）から

6月25日（土） 18：00開演

5月15日（日） 12：30開演

野田秀樹作

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8枚限定）

S席　7,000円（一般�9,800円）料　金

場　所

申込数

高畑充希、平祐奈、村川絵梨、池田成志�ほか出　演

演　出

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）

S席　8,000円
（一般�11,000円）

料　金場　所 申込数

杉原邦生

成田�凌　葵�わかな　前田敦子　玉置玲央　大鶴佐助　
森田真和　亀島一徳　山口航太　武居�卓　
柄本時生　片岡亀蔵　南�果歩　白石加代子　ほか

出　演

IHIステージアラウンド東京　
ゆりかもめ「市場前駅」

1会員2枚まで
（各日20枚限定）

全席指定　10,000円
（一般�14,500円）

料　金場　所 申込数

小池徹平　黒羽麻璃央　松下優也　加藤清史郎　岐洲匠　奥野壮　
井頭愛海　鈴木梨央　伶美うらら　山口馬木也　加藤和樹　ほか

「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－」和月伸宏�（集英社�ジャンプ�コミックス刊）

大ヒット漫画「るろうに剣心」がIHIステージアラウンド東京に初登場！
「るろ剣」ワールドが観客を360°取り囲み、剣心らが縦横無尽に走る！歌う！戦う！

珠城りょう　新たな世界へ――。
2021年8月、宝塚歌劇団を退団した珠城りょう待望のソロコンサート「CUORE」
バラエティ豊かなメンバーと共にスピード感溢れるダンサブルなステージをお届けします。

小池修一郎（宝塚歌劇団）
出　演

原　作

脚本／演出

東京国際フォーラム�ホールＣ　 JRほか「有楽町駅」場　所

珠城りょう、上口耕平出　演

5月25日（水）
17：30開演

5月28日（土）
17：30開演

区分
①

区分
②

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4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）

S席　8,500円（一般�11,500円）料　金

申込数

5月31日（火）
12：30開演

6月4日（土）
12：30開演

区分
①

区分
②

アニー・サリヴァンとヘレン・ケラー。
二人の闘いはがむしゃらで、愛に溢れ、そしていつしか奇跡を起こす。

珠城りょう　1st CONCERT 『CＵＯＲＥ（クオーレ）』

20世紀最後の超大作「パンドラの鐘」が世紀を超えて蘇る。
新世代の旗手のひとり、杉原邦生がシアターコクーンで単独初演出に挑む！

Ⓒ和月伸宏／集英社           
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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.4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

4月7日（木）
4月8日（金）夕方から224307

森山良子コンサートツアー「My Story」
デビュー55周年を迎え、ますます活躍の場を広げる森山良子。
「さとうきび畑」や「涙そうそう」といった名曲をお聞き逃しなく。

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）S席　5,000円（一般�7,500円）料　金

場　所

申込数

森山良子出　演

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4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

4月18日（月）
4月22日（金）から224308

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

5月8日(日）
5月13日（金）から224309

Ｎ響オーチャード定期　第119回「コンサートホールで世界旅行！」

調布国際音楽祭2022（エグゼクティブ・プロデューサー：鈴木優人）

区分① 小林愛実ピアノ・リサイタル 区分③ フェスティバル・オーケストラ
　　　 ドイツ・ロマン派の輝き
　　　  ～河村尚子を迎えて～

区分② お昼のクラシック
　　　 ～ツィゴイネルワイゼンから
　　　 　ボヘミアン・ラプソディまで～

区分④ Ｎ響×鈴木優人

ドイツ音楽の伝統を継承する巨匠・ヤノフスキのオール・ベートーヴェン・プログラム。

ショパン国際ピアノ・コンクール2021第4位小林愛実のリサイタルや、ＴＶ出演も多い村治佳織・廣津留すみれ・
上野耕平出演のお昼のクラシック、バッハ演奏の世界的権威・鈴木雅明がこの音楽祭のために組織されたオーケス
トラを指揮するコンサート、音楽祭エグゼクティブ・プロデューサー鈴木優人がＮ響を指揮するコンサートなど盛
りだくさんでお届けします。

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）

S席　6,000円
（一般�8,800円）

S席　3,000円（一般�5,000円）

S席　3,500円（一般�5,500円）

S席　3,000円（一般�5,000円） S席　5,000円（一般�7,000円）

料　金

料　金

料　金

料　金 料　金

場　所 申込数

マレク・ヤノフスキ（指揮）ＮＨＫ交響楽団

村治佳織（ギター）、廣津留すみれ（ヴァイオリン）、
上野耕平（サックス）、福川伸陽（ホルン）、
森下唯（ピアノ）、鈴木優人（ピアノ＆司会）

鈴木優人（指揮）、郷古廉（ヴァイオリン）、
ＮＨＫ交響楽団（管弦楽）

鈴木雅明（指揮）、河村尚子（ピアノ）、調布国際
音楽祭フェスティバル・オーケストラ（管弦楽）

調布市グリーンホール�大ホール　 京王線「調布駅」 1会員1区分2枚まで（各日10枚限定）

ベートーヴェン：「エグモント」序曲OP.84、交響曲第1番OP.21、
　　　　　　　　交響曲第5番OP.67「運命」

J.S.バッハ：パルティータ第2番ハ短調ＢＷＶ826
よりシンフォニア、シューベルト：ピアノ・ソナタ第
19番D958、ショパン：24の前奏曲作品28全曲

メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」
作品26、シューマン：ピアノ協奏曲イ短調作
品54、ブラームス：交響曲　第1番ハ短調作
品68

エルガー：愛の挨拶、タレガ：アルハンブラの思い
出、ピアソラ：「タンゴの歴史」より、アヴェ・マリア、
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、イエペス：禁じ
られた遊び、マーキュリー：ボヘミアン・ラプソディ、
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー短縮版　
ほか

J.S.バッハ（鈴木優人編）：パッサカリアとフーガ
ハ短調BWV582、メンデルスゾーン：ヴァイ
オリン協奏曲ホ短調作品64、モーツアルト:
交響曲第41番ハ長調KV551「ジュピター」�

出　演

出　演

出　演

出　演

場　所 申込数

曲　目

曲　目

曲　目

曲　目

曲　目

4月27日（水） 17：00開演

5月8日（日） 15：30開演

6月21日（火）14：00開演
6月26日（日）14：00開演

区分①
6月24日（金）13：00開演区分②

6月25日（土）18：30開演区分③
区分④
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

ディズニー・オン・クラシック　
～夢とまほうの贈りもの 2022

フジコ・ヘミング　
ピアノ・ソロ　コンサート

熊谷和徳「VOICE ｳ ｫ゙ｲｽ」

定期能五月 －宝生流

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

224310

224311

224312

224313

4月21日（木）　
4月26日（火）から

4月21日（木）　
4月26日（火）から

4月18日（月）　
4月22日（金）から

4月18日（月）　
4月22日（金）から

リスト／ラ・カンパネラ　ほか

熊谷和徳（タップダンス）　ヴォーカル・ゲスト：元ちとせ

区分①②　解説：金子直樹　狂言「鬼
おに

瓦
がわら

」：山本東次郎
　　　　　能「砧

きぬた

」：武田孝史
区分③④　�解説：金子直樹　狂言「呼

よび

声
こえ

」：山本東次郎　
　　　　　能「藤

ふじ

戸
と

」：宝生和英

曲　目

出　演

演　目

東京国際フォーラム�ホールＡ　 JRほか「有楽町駅」

昭和女子大学�人見記念講堂　
東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」

Bunkamura�オーチャードホール　 JRほか「渋谷駅」

セルリアンタワー能楽堂　 JRほか「渋谷駅」

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（区分①：8枚・区分②：6枚限定）

1会員4枚まで（各区分8枚限定）

S席　6,500円（一般�8,900円）

S席　7,000円（一般�9,800円）

区分①　Ｓ席　6,000円（一般�8,600円）
区分②　Ａ席　4,500円（一般�7,000円）

区分①③　S（正面）席　　7,000円（一般�10,000円）
区分②④　A（脇正面）席　5,500円（一般�8,000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

6月3日（金） 19：00開演

5月27日（金） 18：30開演

5月28日（土） 17：00開演

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4注意事項を必ずお読みください

ディズニー・アニメーションの音楽を、日本初公開の映像と共に、日本人ヴォーカ
リストとオーケストラの生演奏でお贈りする豪華ライブエンターテイメント！

世界が認めたタップダンサー熊谷和徳が声なき声に思いを馳せて、
多彩なリズムで魅せる感動の一夜。

5月28日（土）
13：00開演

5月28日（土）
16：30開演

区分
①②

区分
③④

Presentation licenced by Disney concerts.©Disney
Winnie the Pooh: ©Disney. Based on the “Winnie 
the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※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
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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。

ボテロ展 ふくよかな魔法

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月20日（水）
4月22日（金）から224401

ボテロ本人の監修のもと、貴重な初期作品から近年の作品まで、油彩画、
水彩画、素描など70点をご紹介する生誕90周年記念の展覧会です。

4月29日（金・祝）～7月3日（日）
※5月17日（火）休館

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4注意事項を必ずお読みください

セブン＆アイ共通商品券 500円券10枚セット

ミュージカル「CROSS ROAD クロスロード
　　　　　　　　～悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ～」

4,400円（一般�5,000円）
6月上旬（予定）

藤沢文翁

料　金

受取時期

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

5月10日（火）
5月16日（月）から224501

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月25日（月）
4月28日（木）から224314

※ご利用可能店舗は、https://www.7andi.com/group/giftcertificate.htmlをご参照ください
※郵送で受取の場合、受取時期が異なるため、下記スターバックスカードとの同梱はできません

申込数　1会員3セットまで（300セット限定）

スターバックス カード5,000円券

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月28日（木）
5月6日（金）から224502

5月下旬（予定）

1枚　4,400円（一般�5,000円）
※一般価格との差額はセラ・サービスが負担しています

受取時期

料　金

※�郵送で受け取りの場合、受取時期が異なるため、上記セブン＆アイ
共通商品券との同梱はできません
※カードデザインは変更になる場合があります

申込数　1会員2枚まで（400枚限定）

Bunkamura�ザ・ミュージアム　 JRほか「渋谷駅」

10：00～18：00（毎週金・土曜日は21：00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
※�会期中すべての土日祝日は、事前に【オンラインによる入館日時予約】が必要となります。
詳細はBunkamura�ザ・ミュージアム�HPにてご確認ください。

1会員4枚まで（100枚限定）　

区分①　一般� 　900円（当日�1,800円）
区分②　大学生・高校生　500円（当日�1,100円）
区分③　中学生・小学生　300円（当日�800円）

場　所

入場時間

申込数

料　金

※P.4注意事項を必ずお読みください

フェルナンド・ボテロ 《モナ・リザの横顔》　
2020年　油彩/カンヴァス

6月18日（土）
18：00開演

6月23日（木）
18：00開演

区分
①

区分
②

人生の十字路（クロスロード）で立ち止まった時、悪魔がささやきかける――
人気シリーズVOICARION�劇作家・藤沢文翁×作曲家・村中俊之�が紡ぐパガニーニの物語。
原作・脚本・作詞・演出 村中俊之作曲・音楽監督

シアタークリエ　
JRほか「有楽町駅」

全席指定　8,000円
（一般�11,000円）

料　金場　所

中川晃教　相葉裕樹／水江建太（Ｗキャスト）　早川聖来（乃木坂46）　
青野紗穂　畠中洋　山寺宏一／戸井勝海(Ｗキャスト)　香寿たつき　ほか

出　演

1会員2枚まで
（各日6枚限定）

申込数
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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224101 4月25日（月）　

4月27日（水）から

セラ・サービス　特別宿泊プラン

①湖畔の宿　近江舞子「琵琶レイクオーツカ」

②南鳥羽海岸　石鏡温泉源泉の宿「ホテルいじか荘」

会員と登録家族（小学生以上）

四季折々、旬の恵みを匠の技で夕食・朝食共に近江の素材を
生かした和膳でのおもてなし。夕食では近江牛もご堪能い
ただけます。
大浴場：人工ラジウム鉱石の湯
部　屋：�全28室（洋室・和室・和洋室）をご宿泊人数に合わ

せてご提供します。

夕食・朝食共に太平洋の恵みを存分に味わっていただける
メニュー構成（伊勢海老・鮑等取り入れた内容です。一部
内容変更の場合あり）。朝食は当ホテル自慢「磯めし」をご
堪能いただけます。
温泉:天然温泉
部屋：�全22室（洋室・和室・和洋室）をご宿泊人数に合わせ

てご提供します。

下記施設①②の利用金額から1名3,500円補助

100名（泊分）　※申込多数の場合は抽選会員1名（登録家族含む）につき1泊

滋賀県大津市南小松1054－3　☎︎0120（084）205
JR湖西線「近江舞子駅」より徒歩3分

1名あたりの料金

1名あたりの料金

三重県鳥羽市石鏡町368－2　☎︎0120（135）326　
JR・近鉄「鳥羽駅」よりタクシー25分

　（無料送迎バス（要予約）鳥羽駅15：15、16：15発）

1.�当選者に利用補助券をお送りしますので、①②いずれかの施設に「セラ・サービス　特別宿泊プラン」利用
とお申し出のうえ、ご希望日の予約をしてください

2.利用日当日施設フロントに利用補助券を提出してください
3.チェックアウト時に補助金額を差し引いた料金をお支払いください

泊　数

場　所

場　所

利用方法

利用対象

ポイント

ポイント

補助金額

対象人数

5月8日（日）～7月10日（日）宿泊分利用期間

利用金額

利用金額

年間の宿泊補助利用枠3泊分と別個に特別プランをご案内します。

https://www.biwalake-otsuka.com/

https://www.ijikasou.com/

利用日 2名1室 3名1室 4名1室

平　日 16,335円 15,840円 15,345円

休前日・休日 18,315円 17,820円 17,325円

利用日 2名～ 4名1室

平　日 16,200円

休前日・休日 19,620円

※①②とも全室禁煙です

※2名は洋室のみの対応
※入湯税（150円）別途

※税込み価格

※税込み価格
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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。

【特別展】生誕110周年
奥田元宋と日展の巨匠 ―福田平八郎から東山魁夷へ―

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月13日（水）
4月18日（月）から224402

戦後の日本画壇を牽引した奥田元宋の生誕110周年を記念し、
元宋とその活躍の舞台となった日展の画家たちの作品を紹介し
ます。本展では、古希を過ぎてから取り組んだ大作《奥入瀬（秋）》
ならびに《奥入瀬（春）》を同時に公開します。

山種美術館（渋谷区広尾3－12－36）　
JR�･東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩約10分

一般　800円（当日券一般�1,300円）

1会員4枚まで（50枚限定）

10：00～17：00（入館は16：30まで）
※今後の状況により会期･開館時間等は変更する場合がございます

料　金

申込数

開館時間

場　所

※P.4注意事項を必ずお読みください

4月23日（土）～7月3日（日）　　
※月曜休館（5月2日は開館）

奥田元宋《奥入瀬（秋）》1983（昭和58）年　山種美術館 奥田元宋《奥入瀬（春）》1987（昭和62）年

東山魁夷《緑潤う》1976（昭和51)年　山種美術館

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日224602 4月13日（水）

4月15日（金）から申込数 1会員合計10枚まで（各300枚限定）

木更津市江川海岸 潮干狩券
アクアラインでいっそう身近な、美味しい楽しい浜あそび。
無料の大駐車場・更衣室・砂ぬき用海水あり。

千葉県木更津市：江川海岸潮干狩場
JR内房線「岩根駅」

場　所

7月18日（月・祝）

区分①　大人2kg券　1,000円（一般�1,800円）
区分②　小人1kg券　���500円（一般�900円）
新木更津市漁業協同組合江川支所
（旧�江川漁業協同組合）
☎︎0438（41）2234

区分・料金

有効期限

問い合わせ先

※�小人は4歳以上小学生まで、中学生以上は大人料金
※�貸熊手はセラ・サービス会員であることを申し出れば
割引料金（50円）にて貸し出し
※�用具購入料金：アミ1袋100円、熊手1丁250円
※�指定の重さを超えた場合、別途追加料金がかかります
（1kg900円）
※�潮干狩券の受取時期は、4月下旬の予定です

100名（泊分）　※申込多数の場合は抽選
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申込方法は、P.17・18をご覧ください。

蕎麦屋しろう ランチプラン  食事券

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日

4月13日（水）
4月18日（月）から224603

表参道の風情ある一軒家で江戸前の粋な蕎麦を堪能。

渋谷区神宮前3－5－1　☎︎03（5414）2311
東京メトロ「表参道駅」または「外苑前駅」より徒歩約5分

利用券1枚（2名分）　2,400円（一般�3,240円）

野菜天ぷらせいろ

5ヵ月

予約可能来店時間�11：30～12：00／
※営業時間�11：30～15：00（ラストオーダー）
※水曜・木曜定休、夏季休暇、年末年始休業あり

料　金

料　理

有効期間

場　所

※12歳未満のお子様はご利用できません
※事前にご予約のうえ、ご利用ください
※都合により、急遽、営業日や営業時間が変更となる場合がございます。
　あらかじめご了承ください
※チケットの受取時期は、4月下旬の予定です

申込数　1会員2枚まで（100枚限定）

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日224604 4月18日（月）

4月21日（木）から申込数  １会員４枚まで（100枚限定）

千代田区有楽町2－2－3　ヒューリックスクエア東京�3階　
東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」C1出口すぐ、

　JR「有楽町駅」徒歩3分

料　金

料　理

場　所

※消費税・サービス料込み　
※未就学のお子様はご利用いただけません
※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、5月上旬の予定です

5月15日（日）～11月15日（火）

1枚　5,500円（一般�7,400円）

前菜／パスタ／メイン料理（魚または肉料理）／
デザート／コーヒーまたは紅茶／1ドリンク

11：30～15：00（ラストオーダー14：00）

有効期間

時　間

銀座「サバティーニ・ディ・フィレンツェ東京」  食事券

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4注意事項を必ずお読みください
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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。

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日224605 4月18日（月）

4月21日（木）から
申込数 １会員合計４枚まで（各コース100枚限定）

※お申し込みは、1会員につき１コースのみ

中央区銀座2－2－14　マロニエゲート�12階　
東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」徒歩4分、JRほか「有楽町駅」徒歩3分

区分・料金

料　理

場　所

※しゃぶしゃぶか蒸ししゃぶについては、グループ全員同一プランでお願いします
※消費税・サービス料込み（ただし、お店での追加注文にはサービス料が加算されます）
※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、5月上旬の予定です

5月15日（日）～11月15日（火）

区分①　ランチ�　��しゃぶしゃぶまたは蒸ししゃぶ　1枚　2,000円（一般�3,003円）
区分②　ディナー　「好の桜コース」しゃぶしゃぶ　　1枚　4,000円（一般�5,500円）
区分③　ディナー　「井筒コース」蒸ししゃぶ　　　　1枚　4,000円（一般�5,500円）

①先付1品／黒毛和牛・無菌豚・合鴨（計160g）／野菜盛合せ／
　ワンタンメンまたはとろろごはん（蒸ししゃぶの〆は稲庭うどん）／黒糖のグラニテ／1ドリンク
②先付2品／国産霜降り牛（150g）／野菜盛合せ／ワンタンメンまたはとろろごはん／
　黒糖のグラニテ／１ドリンク
③先付2品／国産霜降り牛・山形県杜仲高麗豚ロース（計150g）／
　野菜盛合せ／稲庭うどん／黒糖のグラニテ／１ドリンク

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

有効期間

時　間

銀座しゃぶ通 好の笹 食事券

イメージ

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日224606 4月18日（月）

4月21日（木）から申込数  １会員４枚まで（100枚限定）

中央区銀座5－8－17　
ヒューリックワールドタウンビル�地下1階　
東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」A3出口から徒歩1分

料　金

料　理

場　所

※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、5月上旬の予定です

5月15日（日）～11月15日（火）

1枚　6,000円（一般�8,000円）

先付／前菜／お椀／お造り／強肴／煮物／食事／水物／
1ドリンク

11：00～15：30（ラストオーダー14：30）

有効期間

時　間

日本料理加賀屋 銀座店  食事券

イメージ

※P.4注意事項を必ずお読みください

※P.4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。

i n f o rma t i on

京急油壷マリンパーク（P.10）／那須高原りんどう湖ファミリー牧場（P.10）／
富士急ハイランド（P.11）／東京お台場大江戸温泉物語（P.12）／箱根小涌園ユネッサン元湯森の湯（P.13）／
静嘉堂文庫美術館（P.13）／ホテルはつはな（P.36）／青巒荘（P.36）／ペンション�カトルカール（P.39）／
ＨＭＩホテルグループ（P.43）／小田急トラベル（P.47）／勤労者生活資金融資あっせん（P.62）

サンリオピューロランド（P.8）／船宿羽田かめだや（P.14）／池袋ロイヤルクニック（P.24）／
オーランデ・ヴー（P.30）／L’AVANT-GOUT（ラヴァングウ）（P.31）／リストランテ�カビアーノ（P.32）／
銀座アスター三軒茶屋賓館（P.33）

◦東急トラベルサロン（P.48）
①たまプラーザテラス店　②TS二子玉川店　③TS五反田東急スクエア店　
④TS旅づくりコンシェルジュ（☎︎03-6416-9802）の４店のみの営業

◦農協観光�関東統轄支店（P.48）
移転のため、所在地・電話番号が変更になりました。
埼玉県さいたま市浦和区高砂3－12－9　☎︎048（755）9987�

◦JTB（P.49）
成城学園前店・自由が丘店は閉店し、①三軒茶屋店　②玉川高島屋SC店　③渋谷ヒカリエシンクス店　
④トラベルゲート新宿　マルイ本館　⑤大井町イトーヨーカドー店　⑥調布パルコ店の６店の営業

●�令和3年度中または令和3年度末（令和4年3月31日）で契約解除の施設・制度

●�契約内容（料金、定休日、名称等）が変更になった施設
　※詳しくはセラのホームページをご覧ください

創立40周年ツアー
鼓童　ワン・アース・ツアー2022～童

事　業
コード

締　切　日
抽選公開日224315 4月18日（月）　

4月21日（木）から

昭和女子大学�人見記念講堂　
東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」

1会員4枚まで（30枚限定）

1階席　4,000円（一般�6,000円）料　金

場　所

申込数

5月17日（火） 18：30開演

※P.4注意事項を必ずお読みください

生命の音（リズム）、魂の躍動。
佐渡をテーマにした、鼓童創立40周年を飾る記念公演。
クラシカルな演目、演出を基調に、身体と太鼓の音のみシンプルな
表現と多様な音の響きが融合する舞台。
魂が動き出す、いのちのリズムをどうぞ生でご体感ください。
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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。

育児・介護・スポーツのお得なサービスを用意しています。
ライフスタイル・世代を問わずご利用いただけます！

令和4年4月から新たに『ベネフィット・ステーション』がスタート!!

セラサービスHP上の
「ベネフィット・ステーション」
バナーをクリック

育児 介護 スポーツ

団体ID：C100057DF
認証キー１：会員番号
認証キー２：生年月日

「ベネアカウント
の登録はこちら」
をクリック

スマホ用QRコードから
直接ベネアカウントを
登録いただけます。

事業委託にあたり、会員の方の会員番号・
氏名・生年月日を委託先に提供しています
のでご了承下さい。

※枠内のご家族（二親等以内）がご利用対象者です。

会員様ご本人と配偶者、それぞれの二親等以内のご家族も会員特典を受けられます。

育　児 介　護
①一時保育補助制度（すくすくえいど）

左のマークがある提携託
児所・ベビーシッターで、
会員特典にプラスして
300円/時間補助。�
※1日2時間／月30時間まで

①介護用品購入補助制度
1.フランスベッド
　 ホームケア全科オンライン
2.エリエール
　 オンラインショップ
3.まごころサポート
上記サイト内で指定5品目
(介護用紙おむつ、寝具用防水
シーツ、尿とりパッド、介護
用おしりふき、吸水シーツ)購
入の場合、最大5,000円/月
補助。
※�自己負担が2万円を超過
した金額　　　　　　�

世田谷区内ほかのフィットネスクラブや24時間型ジムなど
多くの施設と提携しています。
都度利用でのご利用が可能です。

人気のゴルフサービスも予約時にポイントが貯まります！

人気施設例）かずさカントリークラブ、セントラルゴルフクラブ、太平洋クラブなど
※セラ・サービスの補助はご利用いただけません。

ベネフィット・ステーション https://www.benefit-one.co.jp　カスタマーセンター ☎0800-9192-919
※掲載情報は、令和4年3月時点の情報となります。予告無く特典内容等変更になる場合がございます。　※受付時間�10～18時（年末年始を除く）

ゴルフダイジェスト・
オンライン
予約1件につき

500オリジナルポイント
プレゼント！

②介護相談デスク
介護の疑問、問題や悩み事を
無料で相談できる専門デスク。
TEL：0120-101-556
受付時間/月～金10:00～21:00
(土日・祝・年末年始を除く)　　　　　�

②こども写真館スタジオアリス
撮影料半額券(3,300円→1,650円)
プレゼント

家 族 み ん な で ご 利 用 が 可 能 ！

ス ポ ー ツ メ ニ ュ ー ！

両 立 支 援 メ ニ ュ ー ！

ご利用前にベネアカウントの
ご登録をしましょう！

詳細のサービス内容は
ログインしてご確認下さい！

人気

お子様やお孫様の
思い出作りに！

全国2000コース以上の
ゴルフ場が24時間予約可能！

  ベネフィット 14



申込方法は、P.17・18をご覧ください。

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
4月��6日（水）10：00～15：00 代 田 橋 支 店（世田谷区大原2－27－31） ☎︎03（3328）0151／9：00～17：00

4月��9日（土）10：00～15：00 三 鷹 支 店（三鷹市上連雀8－4－8） ☎︎0422（47）3131／9：00～17：00

4月13日（水）10：00～15：00 三軒茶屋支店（世田谷区三軒茶屋1－41－10） ☎︎03（3421）6101／9：00～17：00

4月22日（金）10：00～15：00 下高井戸支店（世田谷区松原3－30－8） ☎︎03（3321）4155／9：00～17：00

5月10日（火）10：00～15：00 東小金井支店（小金井市東町4－42－21） ☎︎042（384）1521／9：00～17：00

5月13日（金）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

5月19日（木）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

5月24日（火）10：00～15：00 池 の 上 支 店（世田谷区代沢2－44－14） ☎︎03（3422）3141／9：00～17：00

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

しょうわで
年金をお受取り

特別な金利で、お客様の大切な資産をお預かりいたします。
特典

1

0.2% 0.1%1年もの
適用金利

10万円以上100万円まで

●当金庫ですでに公的年金をお
受取りいただいているお客様

●当金庫で新たに公的年金振込
指定をしていただいたお客様

対象となる方

※満期時に引続き当金庫で年金をお受取りのお客さまは、上記特別金利での自動継続となります。満期時
に年金受取口座を他金融機関に変更されているお客さまは、店頭表示金利での自動継続となります。
※中途解約の場合は当金庫所定の利率にて計算いたします。
※2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息には「復興特別所得税」が課税されますので、
20.315％（国税15.315％、地方税5％）の税金がかかります。

お一人様10万円～600万
円まで（1万円単位）

お預入金額

１年（自動継続式）
お預入期間

店頭に商品概要説明書をご用意しております。

シニア定期だけの金利シニア定期だけの金利シニア定期シニア定期

年金のお受取りを“しょうわ”にご指定いただいただいた方に、
「お得でうれしい特典」をご提供させていただいております。

年金のお受取りは“しょうわ”で！
お得でうれしい!

無料各種相談会のご案内

年金・遺言・相続相談年金・遺言・相続相談

特典

5

旅行のご案内
特典

4 年金友の会
会員向け

観劇会のご案内
特典

3 年金友の会
会員向け

お誕生日プレゼント
特典

2

1年もの
適用金利

100万円超600万円まで

（令和４年2月1日現在）



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



申込方法は、P.17・18をご覧ください。

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

※チケットを郵送受取の場合、別途送料（320円）がかかります。

17

「西武園ゆうえんち1日レヂャー切符」

事　業
コード 224601

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、新大型アトラクション「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！

西武園ゆうえんち（埼玉県所沢市山口2964）　
西武鉄道山口線「西武園ゆうえんち駅」

9月30日（金）

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

※�園内でのお食事やお買い物に必要な西武園通貨は、西武園ゆうえんち
Webサイトまたは現地でお買い求めください　　

場　所

有効期限

料　金

申込数　1会員1回の申込で6枚まで（100枚限定・先着順・100枚に達した時点で締め切り）

※P.4注意事項を必ずお読みください
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Web申込方法

WEB会員登録方法 受付時間　24時間（土日・祝日も受け付けます）

※ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。なお、パスワードがご不明な場合は、ｅメール
かお電話でセラ・サービスまでお問い合わせください。　selasv@setagaya-icl.or.jp
※返信メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに入っていないかなど、ご自分のパソコンの
設定をご確認ください。

※なお、セラ・サービスの「郵送」でのお申し込みも引き続きご利用いただけます（P.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、5月末に発送する予定です。
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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6・7月号では、6月初頭までに届
いていない場合

～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
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こちらから セラ・サービスfacebook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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