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自然豊かな湖畔リゾート

芦ノ湖・仙石原
元箱根

風光明媚な美術館で日本画を堪能

仙石原

両家の絆も深まる
「箱根プチ旅婚」

堀文子「春の籠」

ガラス張りのラウンジやカフ
ェ、庭園からは芦ノ湖と富士山
が一望できる。文化勲章受章画
家・山本丘人や平山郁夫などの
作品を多数所蔵する。3/15㈫
まで、
「現代日本画の饗宴〜新
しい年を祝う〜」
、
「関口雄揮展
〜北の旅人〜」
、
「吉田善彦展〜
繊細淡雅な清冽さ〜」
を開催中。

箱根・芦ノ湖 成川美術館
蘂0460-83-6828

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根570
開館時間／9時〜17時
（最終入館16時45分）
贊無休 入館料／大人1,300円
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分

注目

ティーラウンジでは、富士の絶景を
楽しみながら、お茶をいただきたい。

客室半露天風呂から
富士山も望める

２/1月～４/10日

箱根スイーツコレクション2016春 開催
小田急線各駅で小
冊子配布中！配布場
所とスイーツの詳細
は
「箱根ナビ」
で！

箱根のホテルや美術館、飲食店な
ど35店舗が参加する
「箱根スイー
ツコレクション2016春」が、２/
1㈪～４/10㈰に開催。今回のテ
ーマは、
「箱根に来てくれてあり
がとう」の感謝を込めた
「リボンス
イーツ」
！学生限定のお得な
「スイ
ーツ学割」や、全 店 舗 か ら 感 謝
の 気 持 ち を 込 め た「 T h a n k s
プ レ ゼ ン ト 」も 用 意 し て い る 。
詳細はHPを参照。

箱根スイーツコレクション事務局

蘂0465-32-6801（小田急箱根ホールディングス内）
問い合わせ／9時30分～18時 贊土・日曜、祝日
http://www.hakonenavi.jp/sweets/

menu
⃝「箱根プチ旅婚」
（6名様）
428,000円＋税〜

プラン料金

1名追加ごと28,000円＋税〜
（箱根神社式・新郎新婦衣装・メイク着付け・

挙式写真・新郎新婦アテンド・然〜箱根神社
無料送迎・1泊2食6名様分）

小人数ウエディングが人気の今、両家の家族
や親族だけで祝福する婚礼と宿泊を兼ねた
「箱
根プチ旅婚」
が評判だ。挙式当日にチェックイ
ン、婚礼服に着替えて箱根神社で挙式の後、
宿に戻り温泉でくつろぎ両家で会食、翌日は
箱根観光後、家路に。連泊も可。自分たちら
しいスタートに、箱根の大自然に抱かれた洗練
の宿で、コンパクトな高級旅館ならではの心
配りが行き届いたウエディングを。

箱根湯宿 然－ZEN－
蘂0460-84-2400

注目

外輪山側の客室からは、富士山が眺
められる
（一部の部屋を除く）
。

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-96
富士山側 -和洋室しろ- ／1泊2食付32,000円+税〜
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
電話予約受付10時〜20時
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職人の思いと技が結実した銘菓
menu
⃝ 湯もち
190円＋税
⃝ 八里
250円＋税
⃝ わらび餅
（6個）

1,240円+税
1,900円+税

（10個）

箱根湯本

麺からスープ、香辛料までこだわる老舗

2016年2月号

多彩な温泉、美味を満喫するなら

強羅・小涌谷

太い竹を使って打つ、たたむ、
伸ばすを繰り返すこと3時間。
大正の創業からこだわる平打
ち麺は、もちっと独特のコシ
があり、一度食べたら忘れら
れないと評判だ。秘伝の醤油
スープのほか、寒い季節は自
家製ラー油を使った酸辣湯麺
や、自家栽培の香辛料を使っ
たマーボー麺がおすすめ。

箱根湯本・小田原

ハイカラ中華 日清亭
蘂0460-85-5244

神奈川県足柄下郡箱根町湯本703
賚11時〜21時30分
（L.O.21時）贊火曜
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩3分
http://www.hakone-yumoto.com

注目

香辛料も、長野の農場で社長自ら
が栽培・収穫を手がける。

全室に檜の露天風呂、風雅な癒しの宿

強羅

湯浴み後に堪能したい温泉しゃぶしゃぶ

箱根湯本

心和むカフェ
「茶のちもと」

小田原

明治創業の老舗で、選りすぐりの山海の幸を

お食事処 楽天の
「箱根山麓豚
の温泉湯くぐり」
は、天山自慢
の源泉を使ったしゃぶしゃぶ。
旨みが凝縮され、ふんわりと
柔らかくなった豚肉をご賞味
あれ。温泉は8,000坪の敷地
内、5カ所の源泉から湧く良
質な湯を100％かけ流し。体
の内と外から温泉の恵みを堪
能して。

創業明治26年。新鮮な刺身、特
注ゴマ油で揚げたさくさくの天
ぷら、相模湾の地魚をネタにし
た寿司など、料理長の目にかな
った海の幸・山の恵みだけを厳
選して調理する。遠くからわざ
わざ訪れる客も多い。1階は気
楽に利用できる食堂で、定食は
地元の人々にも愛されている。

天山湯治郷
蘂0460-86-4126

創業以来60余年、先代からの製法を守り続け、材料
はすべて自然のもので、作りたてにこだわる。看板
商品
「湯もち」
は温泉をイメージし、湯上がり肌を思
わせるしっとりとした食感。餅の中には、早川の岩
石を見立てて羊羹を切り入れ、ミカンの里、小田原
にちなんで柚子の香りをしのばせている。隣接には
カフェスペースの
「茶のちもと」
があり、お茶ととも
にゆっくりとお菓子をいただける。

注目

季節限定や週末限定のお菓子も人気。
詳細はHPにて。

強羅駅から徒歩1分の風雅な温
泉宿。客室はゆったりとした空
間が広がり、全室に檜の露天風
呂を完備
（客室露天風呂は温泉で
はありません）
。源泉かけ流しの
温泉は、多彩なスタイルが楽し
め、無料の貸切風呂も。湯上が
り処には無料ドリンクサービス
があり、口コミで評判に。

ちもと
蘂0460-85-5632

神奈川県足柄下郡箱根町湯本690
賚9時〜17時 贊不定休
（年10日程度）
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩5分
http://www.yumochi.com/

季の湯

雪月花

蘂0460-86-1333（予約専用）

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300
箱根登山鉄道強羅駅から徒歩1分
http://www.hotespa.net/hotels/setsugetsuka/

箱根湯本

注目

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋208 天山湯治郷 賚9時〜
23時
（最終受付22時）贊無休 入館料／大人1,300円、子ども
賚11時〜21時30
650円
（1歳〜小学生まで） お食事処
「楽天」
分
（L.0.）贊金曜 箱根登山鉄道箱根湯本駅から巡回バス10分

注目

だるま料理店
蘂0465-22-4128

神奈川県小田原市本町2-1-30 賚11時～20時
（L.O.）
贊無休 Ⓟあり JR・小田急線小田原駅から徒歩8分
http://www.darumanet.com/

この時季、中庭のしだれ梅も見ご
ろを迎える。

小涌谷

3D1/2

人気の定番、スイートポテトは
オーナーこだわりのマロングラ
ッセ入り。下層にはティラミス
を思わせるビターなスポンジが
敷かれ、甘さと苦みのバランス
が絶妙で、生クリームとの相性
も抜群だ。自家製のカレーライ
スやハッシュドビーフも、本格
コーヒーとともに楽しんで。

蘂0460-85-7881

注目

国の有形文化財である唐破風入母
屋造りの建物で食べる料理は格別。

色浴衣やアロマテラピー、岩盤浴
など女性に人気のサービスあり。

箱根小涌谷温泉

神奈川県足柄下郡箱根町湯本692
賚9時～20時 贊不定休
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩3分
http://utrillo-v.com/

注目

たえず流れる癒しの水音を聞きながら

あつあつスイーツで、体も心もハッピー

画廊喫茶ユトリロ

126×94mm

デザートは、常時10～15種類で、
甘いもの好きにもうってつけ。

水の音

蘂0460-82-6011（予約専用）
神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷492-23
箱根登山鉄道小涌谷駅から徒歩12分
http://www.hotespa.net/hotels/mizunoto

TOPIC

心を洗うような水の音が全館に
流れる宿。
「小涌谷温泉」
「宮ノ
下温泉」の2種の温泉が7つの湯
処で愉しめる。4つの露天風呂
付き大浴場があり、奥の庭園に
は、空いていれば自由に利用で
きる貸切風呂も。露天風呂付き
客室
（客室露天風呂は温泉ではあ
りません）
もおすすめだ。

注目

うれしい湯上がりの無料ドリンク
サービスが充実。

外国人観光客向けフリーマガジン

『ミスモ箱根』英語版
創刊1周年

「MiSMO HAKONE VISITOR'S GUIDE」
が
創刊1周年を迎え、
「参拝の仕方」
「多彩な箱根
の乗り物」
「箱根の温泉いろいろ」など、外国人
観光客から要望の多かった内容を追加。富士
山静岡空港、京都や長崎など人気の観光地に
も設置場所を増やしました。

発 行 周 期 ：年2回（5月・11月） 6カ月間設置
体
裁 ：A4判 32頁 フルカラー
発 行 部 数 ：60,000部
設 置 場 所 ：成田・羽田空港案内所、東京・新宿・横浜駅、都内や横浜市内のホ
テル、箱根町観光案内所、箱根観光船
「桃源台」
「箱根町」
のりば、
箱根のホテル、旅館、主な観光施設、など100カ所以上
問い合わせ：株式会社インクルーブ ミスモ箱根編集部

044-959-3750

ユネッサン&森の湯パスポート入場割引
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心療内科

あさお

精神科

神経科

井澤クリニック

09:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

2016年2月号

○

○

○

○

○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

Pure Life

岡崎医院
内科･小児科･循環器科･胃腸科

懐かしの昭和メロディをホルンで！
inミューザ川崎シンフォニーホール

1/27水 「抱腹絶倒！？東京交響楽団ホルンで奏でる紅白歌合戦」
■
■

ランチタイムコンサート

12時10分開演（約40分間） 料金500円

ナイトコンサート

19時開演（約1時間）

2人の東京交響楽団首席ホルン奏者が「紅組」「白組」に分か
れ、ピアノ伴奏とともに演奏する。昭和歌謡のほかに、昼には
クラシックの名曲、夜にはスペシャルゲストも登場！

2016年2月号

10

「いつか…」のために、早めのチェック！

新百合ヶ丘周辺

シニアの住まい
これまでの生活を変えないで自分らしく日々を送り、
介護が必要になった時も慌てずにすむ暮らしとは？
どんな種類の住まいがあるか、見学・体験してみよう。

料金1,000円

※全席自由

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

ミスモ

PICK UP！ シニ
アイベント

〈プログラム〉
⃝ランチタイム ～青春の新・三大○○～
待つわ / 高校三年生 / 木綿のハンカチーフ / ほか
⃝ナイト ～男と女の水曜だけど歌謡ショー～
津軽海峡冬景色 / おふくろさん / U.F.O. / 上を向
いて歩こう / ほか

初診の方はお電話で予約をお願いします

蘂044-966-8881（代表） 044-966-8880（受付専用）

981-3636

薑044-

〒215-0018 麻生区王禅寺東2-13-1 直接来院受付可

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

HPを開設しました

http://okazakiiin.com/

住み替えのタイミング
司会 チャーリー犬和田
紅組キャプテン 大野雄太、ピアノ 石井理恵、
白組キャプテン 上間善之
ⒸT.KoBaYaSi

チケットのお申し込み：ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンター

津田眼科

セミナー＆
ディスカッション

TSUDA Eye Clinic

蘂044-520-0200
（10時〜18時）

「 高齢社会と文化芸術の可能性（認知症との関わりを中心に）
」

2/23火

多様な参加者がそれぞれの立場で、
できることを考えていく「セミナー＆ディスカッション」。

会場 ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
■ 18時〜（約2時間） ■ 参加無料（事前申込制・先着50名）
■

お問い合わせ：ミューザ川崎シンフォニーホール

http://www.tsuda-ganka.com/

バリアフリーなどシニアが暮らしやすい設計がなされた住宅。
提携機関の医療・介護サービスが別途受けられる。

蘂044-520-0100
（代）

福祉系

・分譲型シニアマンション

食事をはじめとする生活支援と介護サービスが受けられる施設。

・ケアハウス ・認知症高齢者グループホーム
・介護付有料老人ホーム
（自立型・介護型）

介護保険 ・特別養護老人ホーム
施設

・老人保健施設

・療養型医療施設

小田急のサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き
高齢者向け住宅

川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

住宅系

・サービス付き高齢者向け住宅

ミューザ川崎シンフォニーホール 川崎市幸区大宮町1310 http://www.kawasaki-sym-hall.jp/

薑 044-965-1171

シニアのための住宅・施設の主な種類

ゲスト：林容子（尚美学園大学大学院准教授／ArtsAlive代表理事）

詳細・申込方法：ミューザHPでご確認を。

綟あり

◦ 元気なうちに → 自立型施設などに
◦ 介護が必要になって → 要介護受け入れ施設などに

レオーダ経堂

安心・快適なシニアライフを世田谷・経堂で
小田急線経堂駅から徒歩8分。緑豊か
な街のくつろぎを感じられる
「レオー
ダ経堂」は、小田急グループのサービ
ス付き高齢者向け住宅だ。介護事業で
実績のある小田急ライフアソシエのス
タッフが24時間常駐し、「安否確認」
や「生活相談」、外部との連携による「医
療」「介護」サービスを実施。栄養バラ
ンスのとれた手作りの食事をはじめ、
数々のサービスを用意して、「安心・
便利・快適」な暮らしを実現する。単
身入居限定。

point
1 親睦が深まる楽しいイベント

健康体操やカラオケ大会など多彩なイベントが定期的に催され、楽し
いひとときをともに過ごすなかで、入居者同士の親睦が深まっていく。

2 手作りの食事を毎日おいしく

食事は、すべて栄養士監修で調理スタッフによる手作り。旬の食材を
取り入れた栄養バランスのよい食事が、毎日の楽しみと健康を届ける。

3 「おかえりなさい」がうれしい

受付には24時間コンシェルジュが常駐し、何でもすぐに相談できる
環境が整っている。外出時や帰宅時の温かいあいさつがうれしい。

TOPIC

蘂0120-72-3510

お食事付き内覧会

（小田急不動産レオーダ問い合わせ受付係
受付／10時〜17時）
レオーダ経堂
東京都世田谷区宮坂2-11-13
http//www.odakyu-reoda.jp
※内覧希望の際は上記フリー
ダイヤルまでご予約を

セブン
イレブン

天然温泉

温泉一番！
寒さ本番、

・ミスモ3月号（2月20日折込）
・ミスモアネックス陽春号（3月中旬〜5月中旬設置）
ミスモ編集部 TEL 044-959-3750 FAX044-959-3751

川崎市多摩区西生田4-23-13
Ⓟあり
http://www.bala.co.jp

世田谷通り

至

町田

point
1 マニュアルに頼らない、本人中心の個別ケア

一人ひとりに適切な介護を実施するために、技量に優れた介助者が、
介護を受ける本人中心の個別ケアを実施。生活サービスの充実を図る。

2 健康を支える手作り料理と協力医療体制の充実

食事は、
栄養士が作成したメニューで職員が心を込めて料理。クリニッ
クとの協力医療体制で、日常の医療相談から最期の看取りまで行う。

3 便利な立地に、うるおいのある花と緑の空間

読売ランド駅から徒歩6分なので、面会者が多く明るい雰囲気。1階
の庭園には豪華なバラが咲き乱れ、屋上には巨峰も実る果樹園が。

TOPIC

今年、
「ばらの庄」
は
オープン11周年

蘂044-954-3940

株式会社インクルーブ

●類型／サービス付き高齢者向け住宅 ●所在地／東京都世田谷区宮坂２-11-13
（住居表示）●交通／小田急線
「経堂」
駅徒歩8分、
「経堂」
駅バス4分 バス停
「ユリの木公園」
下車徒歩3分、
「豪徳寺」
駅徒歩6分、
東急世田谷線
「山下」
駅徒歩6分 ●総戸数／40戸 ●
募集戸数／12戸 ●敷地面積／865.36㎡ ●延床面積／1680.76㎡ ●規模・構造／鉄筋コンクリート造地上５階 ●専有面積／
26.06㎡~26.65㎡●住宅総合保険／要加入8,200円／年 ●間取り／1K・1R ●駐車場／なし
（業務用のみ）●駐輪場／なし
（業務
用のみ）
●貸主／小田急電鉄
（株）●貸主代理／小田急不動産
（株）国土交通大臣
（13）
第1168号 〒151-0061東京都渋谷区初台
1-47-1小田急西新宿ビル TEL.03-3370-1110
（代表）
（一社）
、
不動産協会会員、
（一社）
東京ビルヂング協会、
（公社）
首都圏不動産公正
取引協議会加盟 ●設計・施工／株式会社フジタ
（旧大和小田急建設株式会社）
●建物竣工／2014年9月30日 ●入居条件／60歳以
上、
自立・要支援・要介護の方
（単身者限定）※連帯保証人、
身元引受人が必要となります。※入居お申し込み時に審査があります。

ばらの庄

自宅で過ごすのと同じように自分らし
く過ごせる心地よさを追求した介護付
有料老人ホーム。細かい介護ができる
よう少人数グループに分け、新しい入
居者も早く環境になじめるように配慮
している。居室数は44室で、穏やか
で居心地よく、一人ひとりが十分なサ
ービスを受けるのにちょうどよい規
模。建物も住み心地よく、さまざまな
介護を実施しやすい構造になってい
る。家族との意思疎通もこまめに図り
ながら、質の高いサービスを提供する。

春向けの各種スクールのレッスン広告特集を行います。

■お気軽にお問い合わせください

経堂 丘
ヶ
百合
至新

明るくゆったりした居室はバリアフリー構造で、万一の時のための緊急コールボタンなども
設置され、シニアにはうれしい
（上）
。毎日の食事は明るい食堂で
（下右）
。建物外観
（下左）
。

日常の介護サービスから最期の看取り※まで

2月編

春のレッスン特集

経堂駅前
郵便局

介護付有料老人ホーム

湯快爽快 の いろんなお湯を愉しんで
！
愉しみ方 ホッと美人に変身しよう

やわらかなお湯でしっとり美肌を体感！

お食事付き個別内覧会。参加
費無料。事前予約制。詳細は
フ リ ー ダ イ ヤ ル0120-723510にて問い合わせを。

ユリの木公園

読売ランド

前

セブン
イレブン

川崎市麻生区・多摩区の入居者
からの信頼が厚い
「ばらの庄」
。
「質の高い介護・生活サービス」
をモットーに、さらなるサービ
スの向上を目指している。

※当ホームは終身利用権方式を採用しています。
（入居者の行動がほかの入居者または従業員の生命に危害をおよぼし、
またはその危害の切迫したおそれがあり、
かつ当ホームにおける通常
の介護方法および接遇方法ではこれを防止できないとき、
等において解約させていただく場合があります。
その手続きにおいては一定の観察期間を設け、
さらに医師の意見を聴きます。
）

散策が楽しみになる庭園。とくに花の時季は心も華やぐ（上）
居室イメージ
（※土地は賃借）。
（下左）
。リハビリにも利用するリビング・ダイニング
（下右）
。
（※家具の備え付けはございません）
●類型：介護付有料老人ホーム
「ばらの庄」●所在地：川崎市多摩区西生田4-23-13 ●交通：小田急線
「読売ランド前」
駅より徒歩6分 ●敷地面積：1,676㎡
（506.99坪）●延床面積：2,086.37㎡
（613.12坪）●構造・規模：鉄筋コンクリー
ト造、地上3階・地下1階 ●利用定員：44名
（全室個室）●居室面積：23.51㎡〜13.23㎡ ●居室設備：冷暖房・トイレ・
洗面台・ナースコール・ベッド ●共有施設：リビング・ダイニング・エントランスラウンジ・プライベートガーデン・厨房・浴
室・共同トイレ・ＥＶ1基・個浴室、
・機械浴室・ルーフテラス・テラスラウンジ・その他 ●入居一時金
（非課税）
：Bタイプの場
合 830万 ●月額利用料：Bタイプの場合188,800円
（介護保険の自己負担分と医療費、おむつ代等は別途）
●入居基
準：65歳以上の方で要介護認定を受けた方 ●介護体制：要介護者2.5人に対し介護職員1人以上 ●協力医療機関：あ
おぞらクリニック・デンタルクリニック ●建設会社：清水建設 ●事業主体：ばらの庄株式会社 ●開設：平成17年2月
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ミスモ

ミスモ

よみうりランドで楽しいバレンタイン

［住まい］

2

21

バレンタインにミスモッチのクッキーも

心身が鍛えられ、礼儀や強い精神力、集中力も身につく空手。
2/21㈰10時から無料体験を行うので、この機会に体感し
たい。子どもの健やかな成長を目指す同道場では、親子や
兄弟姉妹、大人一人での参加者も。要予約。

パティスリー エチエンヌ

麻生区役所

世田谷通り

丘

JA

ヶ

駅入口

合

川崎市麻生区万福寺6-7-13
マスターアリーナ新百合ヶ丘1F
賚10時〜19時 贊月曜 猾あり

アートセンター

百

蘂044-455-4642

至新宿

注目
自分の好きなイラストや写真でオリ
ジナルクッキーを作ることができる。

I n f o r mati o n
2日間限定のショーは必見
（上）
。
全国チロルチョコ積
み選手権では、優勝者にチロルチョコ進呈
（下左）
。

ー

ラ

ブ

通

［グルメ］

［グルメ］

今、伝統の技が際立つ名残りふぐがお得

歓送迎会には､珍しい中華野菜などを使った､おいしくてボ
リュームのある本格中華が一番だ！コースは2,625円+税
〜。3,675円+税以上のコースは、+1,029円+税で飲み
放題になる。月〜木は16名以上の予約で2名分、金･土･祝
は10名以上の予約で1名分が無料に！ランチもおすすめ。

駅北

ミ スモ 特 典

西生田小前
高石
歩道橋下

500円OFF

読売ランド前
至新宿

ディナー3,000円以上お食事の方。1グループにつき1回。
本誌持参。
【2016年3月31日迄有効】

京王よみうりランド駅のイルミネーション
よみうりランドのジュエルミネーションをプロデュースした世界的照明デザイナーの
石井幹子氏が監修した京王よみうりランド駅構内のイルミネーション装飾。よみうりラ
ンドのジュエルミネーションとともに駅のイルミネーションも楽しめると評判だ。

パレットプラザ 新百合ヶ丘店

蘂044-959-3570

黒川谷ツ公園

川崎市麻生区万福寺1-17-1 小田急アコルデ新百合
ヶ丘北館3階 賚9時〜20時 贊無休 Ⓟあり
http://www.80210.com/

合ヶ

野 百
ひ 至新

る

は
ニチイ
ホーム

注目

点灯時間

16 時～ 21 時

期

間

2/14 ㈰まで

場

所

京王よみうりランド駅
上下線ホームフェンス

使用電球数 40,000 球（LED 電球）
JA

セ ット2つ 以 上 同 時 注 文 で、
10%引きの
「ママトモ割」も
（1
人でも可）
。

世田谷通り

ファミリーマート

宿

［問い合わせ］

新

至

京王お客さまセンター

丘

ヶ
合
百 オーパ

新

蘂042-357-6161 賚9時～19時
http://www.keio.co.jp/

エルミロード

丘

イオン

家庭的な保育園で潜在能力を伸ばしたい

駅から近く通園に便利。開園5周年
で、
「教えない、やらせない、無理
強いしない」
という方針で各自の潜
在能力を引き出し、生きる力を育て
る。ヨコミネ式教育法を公式導入。
プロが運動や英語を指導し、卒園
までに2,000冊以上の本を読破す
る子どもも。見学は随時受付中！
保育施設

川崎認定保育園 天才キッズクラブ 新百合ヶ丘駅園

宿
丘 新
ヶ 至
合 オーパ 洋服の青山

百

注目

職人さんとの
会話が楽しめる
カウンター席も！

京王電鉄の駅で初！

文具や上ばき、給食袋などの名前付けに、
「お名前シール＆
スタンプ」
を！アイロン接着シールや防滴シールのセット、
大小サイズの名前印やクラス印など多数用意。シールは最
短3時間、スタンプは最短で4日仕上げ。
ショップ

蘂044-281-8322

体験した後入会の方。「ミスモを見た」と一言を。
【2016年3月31日迄有効】

【2016年2月29日迄有効】

スーパー三和

田
ク

川崎市麻生区はるひ野4-4-6 トゥトゥジャルダン
はるひ野１F 問い合わせ／9時〜18時
（月〜金）
http://www.neus.jp

ミスモ
特典

上質な畳表7,800円+税→7,300円+税

メガネストアー

道路

黒川

尻手

至町

稲城市矢野口4015-1 賚10時
〜20時30分
（日・祝9時〜）
贊1/25㈪〜28㈭、2/2㈫・3㈬、
9㈫・10㈬
http://www.yomiuriland.com/

English class in BERRYCLUB

入会金無料

入会者に空手着プレゼント

【2016年2月29日迄有効】

王禅寺
五差路

登戸

リ

ミ スモ 特 典

百合丘小学校

蘂044-922-2106 川崎市多摩区登戸新町421 登戸21ビ
ル1F 賚平日11時30分〜14時30分/17時〜23時、土・日・祝11
時30分〜15時/16時30分〜23時 贊無休 猾あり

入園や入学時に！
名前付けがラクラク

英語教室

ベ

ミ スモ 特 典

南百合丘小南

中国家庭料理 神 洲 之華

蘂044-966-1111

子どもの好奇心と素直に
向き合う英語教室。JET
（ジュニア・イングリッシ
ュ・テスト）提携校で、合
格率は100％。音楽や絵
本 で 楽 し む 親 子 ク ラ ス、
幼児クラス、小学生クラ
ス、中学生クラスがあり、
無料体験レッスン受付中！
イン

百合ヶ丘

田

至町

南武線

外人講師による英語
レッスンの無料体験

ス

蘂0120-10-7834

橋
陸
戸
登 セブンイレブン
公園前

よみうりランド

ラ・フォンテーヌの花火は、昨年の
500発から700発に！

ラ

川崎市麻生区王禅寺西3-7-15
賚7時〜17時
http://www.furu-tatami.com

しん しゅう の はな

注目

ク

蘂042-723-5969（町田道場事務局）
川崎市麻生区百合丘2-2-1 横山ビルB1
問い合わせ／13時〜17時
http://kkjm.sakura.ne.jp/

⃝ ラ・フォンテーヌ特別バージョン

2/11㈷・13㈯19時15分～
（1日1回）
⃝ 全国チロルチョコ積み選手権 2/11㈷・13㈯・14㈰
各日
（予選）
10時〜14時30分 （決勝）
15時30分〜

ジュエルミネーションのフィナーレに向けて、
噴水ショー
「ラ・フォンテーヌ」の特別バージ
ョンを開催。音楽にのせて約700発の花火と
噴水ショーがコラボレーションする豪華な内
容で、一見の価値あり！ 2/11㈷・13㈯19時
15分から
（雨天中止）
。ほかにも、制限時間内
にチロルチョコをいくつ積み重ねられるかを
競う
「全国チロルチョコ積み選手権」
などバレ
ンタインイベントも多数開催。

イングリッシュ

古林畳店

大人数ほど断然お得！豪華な歓送迎会

セブン
イレブン

新

真剣に勝負！
記録に挑戦

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

宮前平

新百合ヶ丘駅北口にあるエチエン
ヌは、遊び心ある創作スイーツで
人気の店だ。今年もバレンタイン
デー恒例の、ミスモとの好評コラ
ボを用意。ミスモのキャラクター、
「ミスモッチ」をプリントした可愛
いクッキーが登場する。1/30㈯〜
2/20㈯の限定販売。1個230円。

12

厚みがある上質ない草の畳は、表面に毛羽が立たず、徐々
に飴色のつやが出る。迅速な対応と丁寧な仕上げで信頼を
得て25年。畳を変えるだけですがすがしい気持ちに。張
り替えやリフォームの見積りは無料なので、
気楽に相談を。

柳

ショップ

2016年2月号

良質の畳だからこそ
得られる味わい

［スクール・レッスン］

／ ㈰無料体験
心身ともに鍛えよう

イベント

2016年2月号

2016年4月に新園・学童開園に
つき、
保育士・スタッフも募集中！

蘂044-952-4871

川崎市麻生区上麻生1-3-9
受付時間／月～金8時～18時
http://www.tensaikids.jp

新

イオン

エルミロード
横浜銀行
マプレ

Men u
名残りふぐをこの機会に味わおう。写真は鍋コース
（上）
。ランチ限定の
「和み」
（下左）
。

1年でこの時期にしか食べられない
「名残り
ふぐ」が、2月末までお得な特別価格に！ 先
付・フグ刺身・タラバガニ・フグちり鍋が付
いた
「鍋コース」と、寿司が堪能できる
「すし
たっぷりコース」から選べる。店内にはカウ
ンター席、テーブル席、掘りごたつ式個室が
あり、少人数から30名まで対応可能。お得
な昼コース
「和み」
もおすすめだ。予約時には
「ミスモを見た」
と伝えよう。
ミ スモ 特 典

出前メニュー割引

5,000円
（ 税 込 ）以 上500円OFF。10,000円
（ 税 込 ）以 上
1,000円OFF。エリアは要確認。
【2016年2月29日迄有効】

⃝「名残りふぐ」 鍋
 コース、
すしたっぷりコース
各4,630円＋税→ 平日特別価格
3,889円＋税
土・日・祝特別価格 4,167円＋税
※前日までに要予約、
2月末まで
※予約時にミスモを見たと一言を
⃝ 昼限定コース
「和み」

2,800円＋税

旭鮨総本店 新百合ヶ丘別館
蘂044-951-1888

川崎市麻生区上麻生1-3-2 壱番
館ビル2F
賚 平 日11時30分 〜15時/17時
〜22時30分、土・日・祝11時30
分〜22時 贊無休 猾あり

JA

世田谷通り

ファミリー
マート

宿

新

至

丘
ヶ
合 オーパ
エルミロード
新
百

イオン
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ミスモ

2016年2月号

イベント

横浜で
「ストロベリーフェア」

ミスモ

ビューティー

イベント

イベント

ビューティー・リラックス

スクール

14

ビューティー・リラックス

Theatre Arts Creation 2016

想いを込めたスイーツギフト

2/13㈯ジャズライブ開催！

乳酸菌の本格エステ＆化粧品

第36回「定期演奏会」を開催

5周年！限定デザインがお得

寒気や暖房による肌トラブルには、
「潤いたっぷ
り体験」を。2/26㈮まで、90分通常16,000
＋税が特別価格3,000円＋税で体験OK
（先着
20名、初回限定）
。コラーゲン、ヒアルロン酸
などの美容成分を浸透させ、ぷるツヤ肌に。

シアターオペラ、演劇、ダンスなど多彩なジャ
ンルの6作品を、世田谷パブリックシアターに
て2/18㈭～21㈰に4回公演。一般前売3,500
円、学生前売2,500円。当日券あり。詳細は特
設HP
（http://www.tac-pa.net）
を。

新百合ヶ丘エルミロード1階吹き抜け広場に
て、2/4㈭～14㈰10時～21時、バレンタイ
ン特設販売を開催。ゴディバやモロゾフほか、
人気店の厳選スイーツが勢ぞろい！大切な人に
想いを込めて、
とっておきのおいしさを贈ろう。

百合ヶ丘駅から徒歩3分、陶芸家が営む隠れ家
和菜
「たまり」
。古民家で味わう、佐渡の新鮮な
海の幸と地酒が人気だ。ライブは19時～、
2ス
テージ入れ替えなしで、投げ銭＆ワンオーダー
制。ライブ限定プレート
（1,200円）
を用意。

保湿成分
「乳酸菌はっ酵エキス」
、
「ラメラ粒子」
配合の化粧品
「パラビオ」
を使用。洗顔、マッサ
ージ、美顔器による施術、マスクで徹底ケア。
4/28㈭までに
「ミスモを見た」
と予約すると初回
60分3,240円、2回目無料
（次回1カ月以内）
に。

桐蔭学園高等学校男子吹奏楽部が2/20㈯16
時から学園内の桐蔭学園シンフォニーホールで
「定期演奏会」
（15時30分開場）
を。2015年の
ヒット曲など。
入場無料、
全席指定。
新百合ヶ丘・
柿生・あざみ野・市が尾・青葉台駅からバスあり。

JNA1級ネイリストが在籍するネイルサロン。
上写真の5,900円のデザインがミスモ読者限定
で3,450円に！カラー変更も可。ほかに
「選べる
70種定額5,500円」や
「選べる100種フットネ
イル3,900円」
など、お手ごろ価格がうれしい。

横浜ロイヤルパークホテル

アップルマインド 新百合ヶ丘店

玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科

新百合ヶ丘エルミロード

陶器ギャラリー・隠れ家和菜

蘂044-951-1603

川崎市麻生区上麻生1-3-4 WAKAビル1F 賚平日
10時～20時、土10時～18時 贊日曜、祝日
http://www.applemind.com

問い合わせ／平日16時~20時、土・日・祝13時〜
17時

蘂044-965-3111

横浜市西区みなとみらい2-2-1-3 1階ケーキショッ
プ「コフレ」賚11時～20時
http://www.yrph.com/

川崎市麻生区上麻生1- 4 -1 賚エルミロード専門店
10時〜21時、レストランフロア11時〜22時30分
http://www.l-mylord.com/

川崎市麻生区高石1-11-1 1F 賚11時30分〜16時/
18時〜23時
（L.O.22時） 贊火・水曜 猾あり（要予
約） http://www.tamari-sado.com

レジャー

レッスン

ペット

ビューティー・リラックス

ビューティー・リラックス

2/29㈪までケーキショップ コフレで開催。
「あまおうロールケーキ」や
「紅ほっぺとピスタ
チオのタルト」
、
「さがほのかモンブラン」など
11種類が楽しめる。メインバーでは、イチゴ
のアフタヌーンティーセット（土・日・祝）も。

蘂045-221-1111

箱根で熱々チーズトーストを

乾燥肌に「潤いたっぷり体験」

イベント

2016年2月号

蘂044-969-2775

今こそ空手を始めるチャンス

蘂042-739-8492（公演のお問い合わせ窓口）

犬の預かりやホテル利用に

ネイル＆まつげを一緒にケア

たまり

ダイエット専門ジムで女磨き

ネイル

Jewelry nail

川崎市麻生区高石3-13-5
賚9時30分〜14時 贊日曜、祝日
（土曜は要相談）
要予約 猾あり

横浜市青葉区鉄町1614
http://blog.livedoor.jp/toinwind

川崎市麻生区百合丘1-4-13 桜ヒルズ202
賚9時〜21時
（最終受付）贊無休 要予約

シネマ

グルメ

イベント

蘂0120-8960-39

百合ヶ丘サロン

ジ ュ エ リ ー

桐蔭学園高等学校 男子吹奏楽部

神奈川東部ヤクルト販売

1/23㈯公開！オススメシネマ

蘂045-971-1413

蘂044-952-9905

マグロ専門店が築地にOPEN

1/30㈯ファイナルイベント

あの織田信長が、実は現代からタイムスリップ
した高校生だったら？その奇想天外なアイデア
とポップな世界観から、累計350万部を突破し
た大人気コミック
『信長協奏曲』
。2014年にド
ラマ化した本作が、劇場版で最終章を迎える。

築地場外市場に新鮮生マグロ料理の海鮮居酒屋
がオープンした。目利きの達人が、その日一番
の生マグロを築地直結で1本買いするからこそ、
希少部位の料理も楽しめる。迫力の解体ショー
は随時開催。通をうならせる日本酒もそろう。

新百合ヶ丘エルミロードで、藤原歌劇団と昭和
音楽大学によるオペラアリアやカンツォーネな
15時〜の2公演。ア
どを開催する。13時〜、

イオンシネマ新百合ヶ丘

築地マグロ伊助

川崎市麻生区上麻生1-19-1 イオン新百合ヶ丘ショッ
ピングセンター6F 問い合わせ／9時～21時
http://www.aeoncinema.com

中央区築地6-22-3
賚10時～15時/17時～23時
（L.O.22時）贊日曜
http://tsukiji-maguro.jp/

Ⓒ石井あゆみ／小学館 Ⓒ2016 フジテレビジョン 小学館 東宝 FNS27社

一番人気は、焼きたてパンに熱々のチーズがた
っぷりのった
「ラクレットチーズトースト」
。これ
を目当てに訪れる人も。月替わりのパンやセー
グルレザンなどのハード系もおすすめだ。箱根
湯本駅から徒歩17分。川崎アゼリア店もあり。

基礎体力や運動能力、精神力まで鍛えられると
人気の空手。昨年のJKJO全日本ジュニア空手
選手権では、小3女子、小4男子重量級で全日
本3位が誕生した。見学は随時、4歳から成人
までいつでも始められる。詳しくはHPで。

箱根ベーカリー 箱根湯本本店

正伝流空手道

蘂0460-85-8876

蘂042-313-7071

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋184
賚9時～17時
（L.O.16時30分） 贊水曜 猾あり
http://www.箱根ベーカリー.com

稲城市平尾3-6-1 白井ビル2F 猾あり
各クラスのレッスン時間は要問い合わせ
http://www.seidenryu.com

中村道場

麻生川沿い、柿生駅南口から徒歩6分。店舗兼
自宅の家庭的な犬の保育園＆ホテル。24時間
常駐のトレーナーがいるので、安心して愛犬を
任せられる。預かりは7時から22時まで。送
迎（有料）もあり。ご相談はお気軽にお電話で。

ネイルとまつげエクステが同時に受けられるサ
ロン。丁寧な接客も評判だ。ワンカラー・ラメグ
ラ4,500円＋税、定額デザイン6,000円＋税～、
まつげエクステ100本初回5,000円＋税。初回
限定でジェルネイルは1,000円OFFに。

犬家保育堂

salon de Perfume 1号店

女性専用パーソナルトレーニングジム

蘂044-959-1373

蘂045-482-9090

川崎市麻生区上麻生6-31-25 賚7時～22時 贊無休
猾あり http://inuyahoikudo.com/

川崎市麻生区古沢43 賚9時30分～18時30分
贊日曜 猾あり 要予約
http://salon-de-perfume.net/

横浜市青葉区新石川2-13-18 グレイスビーノ111号室
賚平日10時〜22時、
土・日・祝9時〜19時
（早朝利用は応相談）
贊無休 要予約 http://www.shapes-international.co.jp

蘂0120-184-195
川崎市25麻訓第4号（訓練）、25麻保第5号（保管）
取扱責任者：渡邉悦代 登録期間： H26.3.14〜H31.3.13

サ ロ ン

ドゥ

パ フ ュ ー ム

60日間のトレーニングで基礎代謝を上げて、脂
肪が燃えやすい体を目指そう！完全予約制のプ
ライベート空間で、女性トレーナーがその人に
合ったトレーニング＆食事のプログラムを作っ
てくれるから安心。まずは、
カウンセリングを。
シ ェ イ プ ス

Shapes

蘂044-965-1122

蘂03-6226-2540

ルテリッカしんゆり上演演目のオペラ
「愛の妙
薬」
より“人知れぬ涙”ほか。写真は昨年の様子。

kirara@アートしんゆり実行委員会 事務局

（しんゆり・芸術のまちづくり内）

蘂044-959-1020
川崎市麻生区上麻生1-7-11 クラウンビル201
http://kirara-shinyuri.com/

ミスモ

2016年2月号

16

ふ るさと の 銘 菓

茨城県水戸市

オレンジとにんじんのサラダ
作り方

2～3人分

る。当時は干し飯を使

やつが原型といわれ

斉昭のために作ったお

吉原が第九代藩主徳川

水 戸 藩 の 御 殿 女 中・

ながら伸ばしていくと、

板でころころと転がし

もち米を丸く包む。杉

ねた皮で、あられ状の

め、砂糖、きな粉を捏

光るのが成型だ。水あ

て作る樹氷は、大小合わせて

散水によって少しずつ凍らせ

ｍの棒状

6

っていたが、今はもち

3

・

に。きな粉をたっぷり

あっという間に作業台

え、きな粉をまぶした

振 っ て 切 れ ば 完 成 だ。

と同じ

半生菓子だ。市内でも

断面を見ると粒と粒の

米を使用。煎ったもち

複数の菓子店で作られ

間に絶妙な隙間があり、

米に水あめと砂糖を加

ているが、吉原殿中専

これがサクッホロッの

もと や

門店の本屋では、昔な

3

名様

食 感 を 生 む の だ ろ う。

焼かりんとう 詰め合わせ

（黒糖焼かりんとう・お芋焼かりんとう・黒糖
ゴーフレット・胡麻ピーナッツゴーフレット）

がらの製法で手作りの

かりんとうのために作られた、
沖縄県伊江島産のサトウキビ
を使った
「焼かりんとう」
。油で
揚げずに180度の高温で焼く
ため、
サクサク軽く食べやすい。
上質の黒糖を使ったゴーフレ
ットもおすすめ
（3,240円）
。

http://www.mismonet.com

きな粉の香ばしい香り

向けて「食」
の楽しさ、大切さを伝える食育活動を行う。

★過去のレシピがホームページで見られます

味を伝えている。

保育士より転身し、調理師、食生活アド
バイザー資格取得。子どもからシニアまで幅広い層に

「材料がシンプルな分、 と控えめな甘さが口い

島田朋子

も含み、抗酸化作用もあると言われています。
香り成分リモネンは、神経をリラックスさせ
る効果があると言われ、皮をお風呂に入れた
りして利用するのもよいでしょう。

職人の腕がものをいう」 っぱいに広がり、どこ

オレンジをはじめ、柑橘類にはビタミンＣが
多く含まれ、皮膚や粘膜を健康に維持する働
きがあります。果肉ばかりでなく、薄皮や白
い筋部分はポリフェノールの一種である成分

か懐かしい。添加物を

旬菜豆知 識

使っていないので、子

⑥サラダを器に盛り付けて、
オレンジをのせる。

とご主人。その日の気

⑤❶のにんじんとドレッシング、絞った果汁
をよく和えてから、水菜とオレンジをさっ
くり混ぜ合せる。トッピング用のオレンジ
を少し残す。

温や湿度に応じて水あ

④ドレッシングの材料を蓋のある瓶などに入
れて、よく振り混ぜ合わせる。

どもやアレルギーのあ

③水菜をよく洗い、5cm長さに切る。

めや砂糖などの配合を

②オレンジの皮をむき、薄皮からも身を切り
だす。皮に残った果汁は絞って、ドレッシ
ングに加える。

ドレッシング
オリーブオイル������大さじ２
塩�������� 小さじ1/4～1/3
白こしょう��������� 少々
フレンチマスタード ����小さじ２
白ワインビネガー���� 小さじ1.5

る人にも喜ばれている。

①に んじんは皮をむき、長さ5cmの細めの
千切りに。これをボールに入れて塩小さじ
1/2でよく和え、15～30分間おいて、出て
きた水分をよく絞る。

加減。さらに職人技が

オレンジ������������ 1個
にんじん�������� 中1本(150g)
塩����������� 小さじ１/ ２
水菜������������� 25g

沖縄黒糖の
ヘルシーなかりんとう

回

34

ビタミンカラーで華やかな食卓に

材料

第

吉原殿中

VOL .

32

（メール受付あり）
本屋製菓 ご注文・問い合わせ蘂029-221-2980
茨城県水戸市東台2-3-16 営業時間／9時～18時 定休日／日曜・祝日
吉原殿中 ９本入600円 http://www.yoshiwaradentyu.com

山梨県南都留郡

旅ごよみ 〜第 30 回〜

西湖樹氷まつり

各地のイベントや見どころの
情報をお届けします

1月30日㈯〜２月７日㈰

はな こ みち

菓寮 花小路

048-969-1021
http://www.hanakomichi.net/

応募方法
ハガキ･FAX･Eメールのいずれかを利用して ■アンケートの回答 ■住所 ■氏名 ■年齢 ■職業
（学年）■電話番号■Eメールアドレス（お持ちの方のみ）を明記して､ 下記までご応募ください。

富 士 河 口 湖 の 冬 の 風 物 詩。

13

体ほど。毎年テーマが変わ

30

り、それぞれに作品名がつけ

は高さ ｍ、幅 ｍにも及び、

10

られている。一番大きいもの

空のもと、雄大な富士山とダ

迫力満点。冬の澄み切った青

21

イナミックな氷の芸術の競演

17

は見応えがある。夜間はライ

17

トアップされ、昼とは違う幻

50

想的な風景が楽しめる。週末

10 30

は太鼓の演奏などイベントも

●発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。●お寄せいただいた感想などは本誌のリーダーズダイジ
ェストで紹介させていただく場合がございます
（名字が掲載されますので御了承ください）
。その場合は粗品をプ
レゼント｡ ※ミスモの読者プレゼントにご応募いただいた方の個人情報はプレゼントの発送および個人を特定し
ない統計的資料作成に利用するほか、賞品を協賛企業等から直送する場合、必要な情報を協賛企業等に開示する
ことになりますのでご了承ください。

18

行われ、多くの人が訪れる。

【締

先】 ●ハガキ〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル5F
株式会社インクルーブ ミスモ編集部「2月号プレゼント」
係
●FAX044-959-3751 ●Eメールmismo@mismonet.com
切】 2016年2月19日㈮（当日消印有効）

日時
１月 日㈯～２月７日㈰
平日
時～ 時 土・日９時～

時 ライトアップ 時～ 時
場所
富士河口湖町 西湖野鳥の森公園
アクセス 富士急行河口湖線河口湖駅か
らバス 分

【宛

（富士河口湖町観光課）

ご回答ありがとうございました。
より良質な誌面をご提供できるように参考にさせていただきたく思います。

問い合わせ ０５５５72-３１６８

【アンケート】
1今月号の感想をご自由にお書きください。
2今月号で面白かった記事や関心をもった広告を3つあげてください。
3ミスモを読んで、他の雑誌・フリーペーパーと違う所やお気づきの点があれば教えてください。
4ミスモの特集で組んでほしい内容あればお書きください。

本誌掲載の情報は2016年1月現在のものです。本誌に掲載の価格は、税抜価格の記載
（＋税）
を除き、税込価格です。
料金は変更される場合がございますので、店舗に確認の上、ご利用ください。

