ミスモ

2016年3月号

3/31

（木）
まで

4/2（土）

雨天の場合は

4/3（日）

麻生川 桜まつり

最新のがん保険・医療保険
お見積もりキャンペーン

会場：新百合ヶ丘〜柿生間 麻生川沿い
（新百合ヶ丘駅
から徒歩10分・柿生駅から徒歩2分）

2人に1人が「がん」になるという昨今、備えは万
全？保険の見直しや新規ご加入の見積もりが無料
のF.L.Pで、この機会に相談を！

麻生川沿いの桜並木で、桜まつりを開催。お花見
を盛り上げる模擬店やイベントなど盛りだくさん。
ライトアップは3/20㈷から（開花状況による）。

■ 問い合わせ

■ 問い合わせ

保険相談サロン

麻生川さくらまつり実行委員会事務局

蘂0120-673-240
賚10時〜20時 贊エルミロード休館日
http://www.f-l-p.co.jp 募集代理店㈱ F.L.P

蘂090-3084-6158
（鈴木）

母親らしく素敵
ママな
セレブレイトス
ーツ

F.L.P 新百合ヶ丘エルミロード店

4/2

祝う服 セレブレイトスーツ2016

（土）

時間：9時〜22時
会場：イオン新百合ヶ丘店 3階婦人服売場
（川崎市麻生
区上麻生1-19 新百合ヶ丘駅から徒歩1分）

会場：ヨ ネ ッ テ ィ ー 王 禅 寺
（川崎市麻生区王禅寺
1321 新百合ヶ丘駅からバス15分）Ⓟあり
屋内に流れるプールやウオータースライダーなど
多彩なプールがそろう。3/25㈮〜27㈰はリニュ
ーアルイベントが満載！
■ 問い合わせ

学ぶ、
楽しむ大成フェ
スタ

写真はイメージ

全館 リニューアルオープン

ヨネッティー王禅寺
蘂044-951-3636
賚温水プール10時〜21時、トレーニングルーム9時〜
20時 贊第4水曜
（祝日の場合は翌日）Ⓟあり
http://www.sportsoasis.co.jp/sh41/

のガイド本進呈
査定・購入申し込みで街

3/31

大成フェスタ2016 in 新百合ヶ丘

（木）
まで

お住み替えキャンペーン

会場：東急リバブル 新百合ヶ丘センター
（川崎市麻
生区上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル3階
新百合ヶ丘駅から徒歩2分） Ⓟあり

■ 問い合わせ

空くじなしの抽選会や、
人形供養、
葬儀に関する無料
セミナーなどを開催。先着80名に花見弁当進呈。予
約不要。
最新情報は下記HPにて。

キャンペーン期間中に、売却実査定の申し込み、
または購入の申し込みをされた方に、ミスモ編集部
発行
「新百合ヶ丘の本」
をプレゼント！

イオン新百合ヶ丘店

■ 問い合わせ

蘂044-951-5501
賚3〜5Fは9時〜22時
（1Fは7時〜23時）贊無休
http://shop.aeon.jp/store/01/0160590/

大成祭典 セレモニーホール大成 新百合ヶ丘

東急リバブル 新百合ヶ丘センター

蘂0120-115-542
賚24時間電話受付 贊無休
http://www.taisei-saiten.co.jp/news/

蘂0120-341-109
賚10時〜18時 贊火・水曜

セレブレイトスーツを販売中！今年のイオンのス
ーツは、ネイビーやモノトーンも加えた、スタイ
リッシュな大人のコーディネート。

■ 問い合わせ

会場：新百合丘オーパ各店舗
（川崎市
麻生区上麻生1-1-1 新百合ヶ
丘駅から徒歩1分）
2/19㈮ 〜28㈰ の10日 間、1日3店
舗で買い回りをする“だけ”で、なんと
最大500ポイントがゲットできる！
お得な機会に訪れよう。
■ 問い合わせ

新百合丘オーパ

津田眼科

TSUDA Eye Clinic

内科･小児科･循環器科･胃腸科
内科・循環器科 眞壁（旧岡崎）怜子、岡崎 大武
小児科・内科 岡崎 貴美子
胃 腸 科 萩原 優
糖 尿 病 外 来 担当専門医(東京女子医科大学）
名誉院長

診

岡崎 武臣

療 9:00〜12:30／15:00〜18:00

医院休診 日・祝､第2・4土曜､水・木の午後

蘂044-966-8881（代表） 044-966-8880（受付専用）
〒215-0018 麻生区王禅寺東2-13-1 直接来院受付可
診療時間の詳細は

http://okazakiiin.com/

綟あり

薑 044-965-1171
川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

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

2/21（日）〜
3/6（日） 春の有料老人ホーム見学会（食事付）
時間：11時〜13時
会場：グッドタイム リビング 新百合ヶ丘
（川崎市麻生区万福寺1-11-32 新百合ヶ丘駅から徒歩6分）
春の食事付見学会を開催。本格 ■ 問い合わせ
的な食事と明るく高級感あふれ グッドタイム リビング 新百合ヶ丘
る館内の様子は、有料老人ホー 蘂0120-123-759
ムのイメージを変えるほど。
（オリックス・リビング カスタマーセンター）
受付／9時～18時
http://www.orixliving.jp

新百合ヶ丘エルミロードリニューアルオープン

会場：新百合ヶ丘エルミロード
（川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘駅
から徒歩1分）Ⓟあり
新店が続々登場し、さらに充実する
エルミロード。リニューアルオー
プンに合わせて、各店でお得なサ
ービスが受けられる！ 3/4㈮は、
吹き抜け広場でステージイベント
も。詳細はHPに随時掲載！

■ 問い合わせ

新百合ヶ丘エルミロード
蘂044-965-3111
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/

時間：①11時～ ②14時～
会場：tvkハウジングプラザ新百合ヶ丘
（川崎市麻生区万福寺4-3-1 新
百合ヶ丘駅から徒歩7分）Ⓟあり
「アグリス成城」支配人の森口氏が春
色に彩る寄せ植えを丁寧に伝授。
完成
品は持ち帰りできる！各回先着10名
（予約可）
。参加費500円。

3/20
（祝）

えのん

かなみん

きゅんた

■ 問い合わせ

岡崎医院

を体感しよう

ライフ
豊かなシニア

3/4

自宅を彩る
う
楽しみを学ぼ

時間：9時30分～13時
会場：セレモニーホール大成 新百合ヶ丘
（川崎市麻生
区古沢62-4 新百合ヶ丘駅から徒歩8分）

tvkハウジングプラザ新百合ヶ丘
写真はイメージ

春を楽しむ
寄せ植えレッスン

2

3店舗お買い回りで50ポイントプレゼント

蘂044-965-2121
賚10時〜21時
（一部飲食店7時〜23時）
贊無休 http://www.opa-club.com/
shinyurigaoka/

（金）
〜

2016年3月号

蘂0120-666-658
（センターハウス）
賚10時～18時 贊無休
http://www.housing-messe.com/
shinyuri.html

3/5

（土）

ビバ助

おだっく〜

小田急グループ感謝祭
時間：10時〜14時30分
会場：新百合ヶ丘エルミロード1階 吹き抜け広場
（神奈川県川崎市
麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘駅から徒歩2分） Ⓟあり
小田急グループのマスコットキャラ
クターが大集合！小田急バス
「きゅ
んた」
、ビーバートザン
「ビバ助」
、
小田急交通
「おだっく～」
、神奈中
「か
なみん」
、江ノ電
「えのん」
。スペシ
ャルガチャの抽選会も。

■ 問い合わせ

小田急くらしサポート
蘂0120-86-0909
賚10時～17時 贊無休
http://www.odakyu.jp/
kurashisupport/

可愛いキャラ
クターに
会いに行こう
！

4/3

（日）
まで

（金）

2/28

（日）
まで

新店続
々
オ
ー
プン！

会場：保険相談サロン F.L.P 新百合ヶ丘エルミロード
店
（川崎市麻生区上麻生1-4-1 エルミロード6F
新百合ヶ丘駅から徒歩1分）

オープニングセレモニー

3/25

ミスモ

員
オーパカード会
限定イベント

見積もりで図
書カード
500円分進
呈

を
ネルでお花見
美しい桜のトン

オープン当日は
プール・ジム利
用が無料

毎日ワクワク する ！ 多彩なイベント

3

5

ミスモ

2016年3月号

ミスモ

初月月謝 ％OFF！
大人のパソコン講座

［スクール・レッスン］

［ショップ］

春を感じるテラスで
名店のスイーツを

50

世界中から取り寄せた厳選
素材の生菓子や焼き菓子、
コンフィズリーなどが高い
評価を受けている。特に、
蒸ショコラはお店のヒット
商品。本店のテラスでは、
シェフが厳選したこだわり
のコーヒーとともに購入し
たケーキが食べられる。

40代～50代のための仕事にも役立つパソコン講座の生徒
を募集
（3月～8月の6カ月限定 全24回）
。Ｗord、Excel、
ビジネス用のネット＆メールを学ぶ。受付開始2/22㈪10
時、締切3/2㈬17時。まずはお問い合わせを。

イルフェジュール 本店

蘂044-969-5697 川崎市麻生区万福寺1-1-1
新百合ヶ丘シティビルディング6F 賚9時～17時
※電話受付10時～17時 贊月曜の祝日、土・日曜
http://foc-shinyuritest.jimdo.com/

蘂044-987-3120 川崎市麻生区下麻生2-520 賚10時〜20時
（日曜
（翌日が祝日の場合を除く）
、
日曜に続く連休の最終日は18時まで）贊第3月曜
（例
外あり）猾あり http://www.ilfaitjour.com/

アートセンター
世田谷通り
駅入口
JA
ファミリーマート

ミスモ特典

麻生区役所

ヶ

合

百

新

□□□□◎□□□□■□□□
コーヒー券プレゼント

至

［スクール・レッスン］

春の無料レッスン！ヤマハ音楽・英語教室

大谷
ハック
ドラッグ
スリーエフ
東柿生小

□□□□◎□□□□■□□□□◎□□□□■□□□□
1,000円以上購入された方。
◎□□□□■□□【2016年●月●日迄有効】
【2016年2月29日迄有効】

町

区役所南

ミスモ特典

丘

田

初月月謝50％OFF

先着入会申込12名まで。テキスト代別途。
【2016年2月22日～3月2日迄有効】

柿生

富士通オープンカレッジ 新百合ヶ丘校

［レジャー］

思い出に残る歓送迎会ならカラオケで！

新百合ヶ丘駅北口すぐのカラオケ
店には、個室が19室。最大35名入
れる大部屋、キッズルームも完備し
ている。本格的な料理も楽しめ、歓
送迎会、
女子会、
ママ友会で盛り上が
ること間違いなし。フリータイムの
ほか、室料3時間＋料理＋飲み放題
のコース
（3日前までに要予約）
も。

カラオケスタジオ オペラ 新百合ヶ丘
ミスモ特典

室料1時間無料（2時間以上利用時）

コース予約でさらに10％OFF。フリータイムは20％OFF。
他の割引との併用不可。
【2016年3月31日迄有効】

4〜5歳児は
「トーキッズ」
で
英語を身近に

［ショップ］

世田谷通り

JA

ファミリーマート

蘂044-951-9902 川崎市麻生区
万福寺1-16-1 ビックストーンビル4F
賚11時〜翌3時、金・土・祝前日11時〜
翌5時 贊無休 http://www.k-opera.
info/OPERA/shinyurigaoka/

宿

新

至

丘
ヶ
合 オーパ

百

新

エルミロード

イオン

写真だから残せる「美しい思い出」

M en u
音楽で情緒を育てる親子対象
「ドレミらんど」
（上）。
歌いながら体を動かし楽しむ「健康と歌」
（下左）
。

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

スタートの春、
感性を育む音楽や英語のレッス
ンを始めるのに絶好の時季だ。ヤマハでは、1
歳児から小学生までの年齢に合わせたグルー
プレッスンを実施。
思いきり声を出すことで筋
肉や脳に働きかけ、元気を保つ大人向け
「健康
と歌」
も好評だ。5月末まで春の無料体験レッ
スンを開催！栗平・百合丘センターでも各コー
ス開講。詳細はHPまたはお電話で気軽に問
い合わせを。

ドレミらんど
（1・2歳児）

おんがくなかよし
（3歳児）

幼児科
（4・5歳児）
年40回

えいごでいっしょ
（1歳児）
トーキッズ
（4・5歳児）
年42回
健康と歌

月3回5,000円＋税
月3回5,000円＋税
月謝7,500円＋税
月3回6,000円＋税
月謝8,000円＋税
月3回6,000円＋税

京浜楽器 新ゆりセンター

W入会割引・入学金50％OFFあり

音楽・英語W入会の方は月謝割引。体験当日入会の方は入学
金半額。
【2016年5月31日迄有効】

百
新

川崎市麻生区上麻生1-7-14
パストラル新百合Ⅱ2F
賚10時〜18時 贊日曜、祝日
http:/ / w w w.keihingakki.
co.jp/

ミスモ特典

合

ヶ

丘

蘂044-951-9233

至新宿
エルミロード

横浜銀行

マプレ

津久井道（世田谷通り）
・イトマンスイミングスクール横の

店内には写真加工の
ワークスペースも

卒業シーズン限定のアルバムやカップ
はキャンペーン中！メニュー参照
（上）
。
マスキングテープなども充実
（下左）
！

Menu
⃝ 店員のおすすめ
・フォトブック ハードカバー
（24P）
A4縦 5,918円→5,326円
A5縦 4,838円→4,354円
※3冊以上でさらに20％OFF
・マグカップ
（全周タイプ）
1個2,246円→1,796円
※まとめ買いでさらにお得に

モデルハウス見学の他にも
「展示場」
を楽しく活用！ぜひご来場ください。

「レゴ®ブロック」
プレゼント
春の抽選会
日
3/6○
11：00～17：00
先着100名様

ブロック遊びの
決定版！人気の
「レゴ®ブロック」を
抽選会でプレゼント
いたします。

A賞

（2名）

レゴ ®シティ
海底調査隊
ヘリコプター

C賞

t v kプラザ 新 百合ヶ丘

B賞

（2名）

レゴ ®シティ
海底調査
スタートセット

新百合山手東通り

D 賞 レゴ®シティ

（86名） 水上のドロボウ追跡

（10名）

Odakyu
OX

会場
イトマン
スイミングスクール

新百合ヶ丘駅

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2016 The LEGO Group.

百合ヶ丘駅

Special Present !
壁掛けも
できます！

キャラクター
2WAY アナログクロック

引換クーポン

キリトリ

※プレゼントが品切れの場合は別賞品に替えさせて もれなく
いただきますのでご了承ください。
※いずれかおひとつ。

川崎市
アート
センター

津久井道

※ご参加は1家族2名様
レゴ ®シティ
まで
（お子様限定）
。
海底スクーター
※画像は全てイメージです。

引換期間中、
右の
クーポンをセンターハウス
にお持ちください。素敵な
プレゼントを進呈します！

0120-666-658

川崎 市 麻 生 区 万 福 寺 4 - 3 - 1
●主 催 / t vk ●企 画・運 営 /（ 株 ）サンフジ企 画

引換期間 平成 28 年 3 月 末日まで

キャラクター 2WAY アナログクロック

写真はデジタルで見たり、
プリントやフォ
トブックでとさまざまな形で楽しめる。
イベントが多い春は、キャンペーン中の
フォトブックがおすすめ。重厚感のある
ハードカバー、しなやかでめくりやすい
紙質、
1枚の写真が継ぎ目なく見開きにな
るフルフラットで人気。簡単に注文でき
るセルフ端末機は、店員が丁寧に教えて
くれるから安心だ。証明写真、
古いビデオ
やフィルムをDVDに焼くサービスもある。

注

目

フォトブックは10％OFF。
3冊以上の
注文で、
さらに20％OFF。
4/11㈪まで。

パレットプラザ 新百合ヶ丘店
蘂044-959-3570

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/

JA

世田谷通り

ファミリーマート

丘
ヶ
合 オーパ

百

新

宿

新

至

イオン

エルミロード

2016年3月号
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ミスモ

2016年3月号

ミスモ

［ビューティー・リラックス］

［シネマ］

いつもの自分がもっと輝くネイル

［スポーツ］

アカデミー賞有力！おすすめ映画が公開

［グルメ］

駅前フィットネスで無理なく続けよう

2016年3月号

6

歓送迎会は旬のおいしさ満載のコースで

© NUMBER 9 FILMS (CAROL) LIMITED / CHANNEL FOUR
TELEVISION CORPORATION 2014 ALL RIGHTS RESERVED

新百合ヶ丘駅から徒歩5分。大人の
女性に似合うシンプルで上品なデザ
インが好評のネイルサロン。落ち着
いたプライベート空間で、初ネイル
の人でもリラックスできる。理想の
仕上がりになるよう丁寧にカウンセ
リングし、似合うデザインを提案。
いつもの自分が美しく生まれ変わる。

イオンシネマ新百合ヶ丘

初回ジェルネイル10本施術の方のみ利用可。
【2016年3月31日迄有効】

川崎市麻生区上麻生1-10-1 シャトーレ
新百合303 賚10時〜18時 贊日曜、祝
日
（不定休あり）猾あり
（要予約）
http://ameblo.jp/nailmarna/

町 新百
田 合

ヶ

自宅用うるおいハンドパック進呈

横浜銀行
マプレ

至

蘂044−953−0774

ミスモ特典

［サービス］

© 2015 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

丘

ネイルマーナ

イオンシネマでは、ケイト・ブラン
シェットとルーニー・マーラの共演
で女 性同士の恋 愛を描く
『キャロ
ル』
を好評上映中！３/4㈮は、リー
マンショックを予見した金融マンの
真実の物語
『マネー・ショート』
を公
開。ライアン・ゴズリング、
ブラッド・
ピットら豪華俳優陣でおくる。

注

昭和音楽大学

蘂044-965-1122

目

『キャロル』
は、
「太陽がいっぱい」
の作家
パトリシア・ハイスミスの小説が原作。

セブンイレブン

麻生スポーツセンター入口

［グルメ］

新年度、「子どもの教育資金」準備OK？

合

百

新

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

丘

ヶ

宿

新

至
オーパ
エルミ
ロード

イオン
横浜銀行

昨年1月にリニューアルし、簡単操
作のトレーニングマシンのほか、初
心者向けや15分の気軽なプログラ
ムから、ヨガ・ダンスまでますます
充実。2面ある広々としたプールは、
体力に自信がない人の水中ウォーキ
ング用として人気だ。運動後は
「フ
ィットネスSPA」
も利用したい。

ハイパーフィットネスクラブ 新百合ヶ丘
ミスモ特典

タオルパス1カ月分プレゼント

新規入会の方。来館ごとにバスタオルとフェイスタオルのセ
ットが使えるタオルパス。【2016年2月28日迄有効】

［住まい］

パリのようなお洒落カフェで女子会を

世田谷通り

蘂044-966-8811 川崎市麻生区
万福寺1-15-15 賚火〜金10時〜23時
30分、土10時〜22時、日・祝10時〜
20時 贊月曜 猾あり http://www.
hyper-fitness.com/shinyuri/

JA

宿

新

至

ファミリーマート

丘
ヶ
合 オーパ
エルミロード

百

新

イオン

入学、就職など
お祝いの席にも最適！

不動産売買のご相談は東急リバブルへ！

Men u
中学まで公立、高校と大学は私立に
進んだ場合、幼稚園から大学までの
教育費の例は約1,400万円。そこ
でおすすめなのが、保障と貯蓄を兼
ね備えた学資保険だ。利率が5％～
10％と良く、契約者（親）に万が一
のことがあっても学資金の全額が
受け取れる。F.L.Pで気軽に相談を。

たまプラーザテラス店でも予約受付
中
（0120-673-261）
。

川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘
エルミロード6F 賚10時〜20時 贊エ
ルミロード休館日 http://www.f-l-p.
co.jp 募集代理店㈱ F.L.P

丘
ヶ
合

グラスワインサービス

イオン

ディナータイムに食事をされた方。
【2016年3月31日迄有効】

横浜銀行

百
新

蘂044-951-0844 川崎市麻生区
上 麻 生1-9-1 賚8時 〜23時
（L.O.22時 ）
（ランチ11時〜14時L.O.）
※月・水〜18時
30分
（L.O.17時30分）贊無休 猾あり
http://www.rakuten.ne.jp/gold/poteto/

ミスモ特典

エルミロード

横浜銀行
マプレ

田

新

蘂0120-673-240

目

田園ぽてと 新百合ヶ丘店

新
至
オーパ

町

注

ヶ

合

百

宿

至

保険相談サロン F.L.P 新百合ヶ丘エルミロード店

丘

オーナー自らが集めたアンティーク
の家具や食器がそろう店内は、パリ
のカフェのよう！スイーツやパンが
並ぶ1階のショップ＆カフェでは、
ホワイトデーのおすすめギフトも用
意。2階のレストランは、こだわり
の料理やワインが楽しめ、歓送迎
会や女子会、誕生日会にぴったり。

不動産市場が活発な新百合ヶ丘は、
良い物件が目白押し。
地元で30年以
上の信頼と実績を誇る同センターで
は、業界大手ならではのネットワー
クを生かし、地域に精通した総勢
24名のスタッフが豊富な情報量で
地域の方々の不動産売買を強力に
サポート。キッズスペースあり。

東急リバブル 新百合ヶ丘センター
ミスモ特典

「新百合ヶ丘の本」
をプレゼント

セブン
イレブン

麻生スポーツセンター入口

売却実査定の申し込みをされた方、または購入の申し込みを
された方。
【2016年3月31日迄有効】

新

蘂0120-341-109

川崎市麻生区上麻生1-5-1 りそな新百
合ヶ丘ビル3F 賚10時〜18時
贊 火・水 曜 猾 あり https://www.
livable.co.jp/branch/shinyurigaoka

丘

ヶ

合

百

宿

新
至
オーパ

エルミ 春

NEW 誰もが気軽にヘアカット
2/12

RENEWAL

2/12 金

金

健康を寝具でサポート

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3月31日迄有効】

横浜銀行

［サービス］

この春、今話題の 1,000 円カットの
お店が、新百合ヶ丘エルミロードに誕
生！さらに、携帯電話ショップや自然

蘂044-965-3111

4F

1,000円ヘアーカット専門店

蘂03-5833-3339（問い合わせ）

西川スリープスクエア

子どもからお年寄りまで、誰もが気軽
に利用できる。経験豊かなスタイリス
トがカットを担当してくれる。

寝具・寝装品

蘂044-965-3081

RENEWAL

RENEWAL

蘂044-959-1270

4F（３Fより移転）

オグラ眼鏡店
眼鏡

蘂044-965-3020

アラン・ミクリ、ポールスミス、
レイバンの取り扱いも始める。
ライフスタイルに合わせて、
お洒落で快適な見え方を提供。

エルミロード

イオン
横浜銀行

2/12 金

植物の恵みで
美しい肌を

携帯電話

さらに見やすく明るくなった
店内。機種変更、新規契約、
乗り換えなど、親切なスタッ
フが相談に乗ってくれる。

あのブランドも
取り扱いスタート

６F（4Fより移転）

ソフトバンク

百

新

宿
新
至
オーパ

RENEWAL

2/19 金

６階にてリニュー
アルオープン

1/26 火

iPhoneは、Apple Inc.の商標です。

西川の寝具専門店。睡眠の
専門資格をもったスタッフ
が、よりよい睡眠のための
相談に乗ってくれる。

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/

丘

ヶ

合

4F

ハウス オブ ローゼ
自然派化粧品

蘂044-965-3083

ミスモ特典

安心して永く使えることを目
指した、自然由来の成分を配
合した商品がそろう。ヘアケ
ア、ボディケア製品も豊富。

120分。通常14,500円＋税。初回限定。限定24名。
【2016年3月31日迄有効】

蘂044-969-2775

特別価格4,860円
特別価格6,400円
特別価格6,480円
特別価格7,800円
特別価格3,132円

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

宿

新

至

ファミリー
マート

丘
ヶ
合 オーパ
エルミロード
新
百

イオン

新百合ヶ丘駅から空港へは直行バスが楽
Men u

⃝ シミトリートメントコース
（120分）
カウンセリング→深部洗浄→泥パック
→シミポイントケア→シミトリートメ
ントマスク→スキンケア→フィニッシ
ュマッサージ

⃝ 新百合ヶ丘駅から羽田空港
約60〜90分

大人1,340円 小児670円
⃝ 新百合ヶ丘駅
（たまプラーザ駅経由）
から成田空港 約135〜155分

大人3,100円 小児1,550円

21年の実績をもつ、
顔専門エステの
同サロンでは、大好評のシミトリー
トメントコースを特別価格で提供。
シミの部位に調合原液を塗布し、
マスクでたっぷり導入。プロによる
集中ケアで、春の紫外線による乾
燥やシミをしっかりケア。見た目年
齢マイナス10歳肌を目指そう。

空港へ行くなら、ゆったり座って行
ける新百合ヶ丘駅発の直行バスが
便利。羽田空港へは先着順による座
席定員制
（予約不可）
、成田空港へは
予約定員制
（当日空席があれば乗車
可）
だ。いずれも新百合ヶ丘駅南口
の8番のりばから。発着時刻などの
詳細はHPまたは予約センターへ。

アップルマインド 新百合ヶ丘店
シミトリートメント体験5,000円＋税

新百合ヶ丘エルミロード

カットファクトリー

⃝ 春風の膳
フリードリンクセット
⃝ おもてなし膳 春蘭
フリードリンクセット

⃝ 昼限定コース
「和み」
※特別価格は前日までに要予約

Men u

派化粧品店、寝具店、眼鏡店など、
リニューアル・オープン店が続々登場
し、ショッピングの楽しみが倍増。
装い新たな新百合ヶ丘エルミロード
で、気分をリフレッシュ。スタートの
季節を迎えよう！

６F

ミスモ特典

出前メニュー割引

イオン

シミケア体験で見た目マイナス10歳肌へ

の

厳選されたネタが自慢の寿司の名店、
旭鮨がお
くる毎年好評の季節限定
「春風の膳」
がスター
ト！もずくの酢の物、煮いかのつまみ、刺身、
きんきの煮付け、トロ、イクラなどのにぎり
7種、茶碗蒸し、お椀が付いた豪華な内容だ。
そのほか、天ぷら、ローストビーフ、トロ、
うになどのにぎり6種が付く
「おもてなし膳
春蘭」も素材にこだわる旭鮨ならではの人気
のコース。少人数から30名まで対応可能。

エルミロード

［ビューティー・リラックス］

New Open＆Renewal! 装い新たな

おもてなし膳 春蘭
（上）
、春風の膳
（下左）
、ランチ限
定
「和み」
（下右）
。

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

JA

世田谷通り

ファミリー
マート

宿

新

至

丘
ヶ
合
百 オーパ
エルミロード
新

イオン

小田急バス 予約センター
注

目

空港まで乗り継ぎなしで座っていけ
るので、体が断然ラク！

蘂03-5438-8511

賚10時〜19時 贊無休
http://www.odakyubus.co.jp/
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ミスモ

2016年3月号

ミスモ

横浜美術大学

講座一例
■ 絵画・初級 〜水に溶ける油絵具DUOで描く
■ 水彩画に親しむ

■ 油絵静物画・風景画

■ 油絵人物・ヌードモデル

文学や歴史、民俗学、書道などの

験者まで気軽に受講できるさまざ
まな講座を開講。
「アートは決し

講座を中心とした56講座を用意
（たまプラーザキャンパス7講座、

て難しいものではなく、ごく身近

渋谷キャンパス49講座）。「神道」

にある」ことを体感できる。はじ
めの一歩、踏み出してみては？

や「万葉集」など國學院大學ならで
はの講座が好評。
講座一例

注目の講座
■み
 るみる描ける色鉛筆画講座

遠方に住んでいる人でも自宅で空き時
間を利用して本格的な色鉛筆画を学べ
る通信講座。

■ 日本画・中級

■ 初めてのプリントゆかた

〜「ゆかた他」
を反応染料でスクリーン捺染
■ 手びねり・たたら陶芸教室
■ 木工・初めての漆

■ 大理石彫刻の技法を学ぶ
■ 中世ヨーロッパの建築と彫刻
■ こどもアトリエ村

春 ヨコハマ・アート・ピクニック
■ 青葉6大学連携講座

お問い合わせ･資料請求先

横浜美術大学 地域連携センター
TEL 045-963-4105／FAX 045-961-7371
〒227-0033 横浜市青葉区鴨志田町1204

■生
 涯学習受講者に履修証明

「PAS育成プログラム」
スタート

2016年4月 か ら 横 浜 美 術 大 学 履 修 証
明 プ ロ グ ラ ム「 プ ラ ク テ ィ カ ル・ア ー
ト・スペシャリスト（PAS）育成プログ
ラム」がスタート。生涯学習および本
学の授業科目を一定条件受講した人に
「PAS育成プログラム」の履修証明書を
交付し、アートに関するアカデミック
な知識と技能を習得したことが公的に
証明される。

検索

クラシックバレエ

■『将門記』

を読む
［渋谷キャンパス］
■ 神道を知る講座 ―古代の神社と祭祀・信仰―
■ 大人のための万葉集① ―万葉の恋―
■『古今和歌集』

を読む ―巻一・巻二の134首―
■ 文学の風景① 食と文学
■ 歴史と社会の中の和歌
■ 史料でたどる日本と東アジアの古代史
■ 遊べる日本美術 ―絵画・工芸・衣装の美意識―
■ 華道に学ぶ ～一花一葉に心を洗う～
■ 語りの文化講座 ―昔話文化をさぐる―
■漢
 字
（楷書から篆隷書、実用書道・古典の臨
書）
和様漢字、仮名など 書道全17講座

國學院大學 エクステンションセンター
TEL03-5466-0270／FAX03-5466-0528
〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28

英会話

アラン・デービス・
イングリッシュ・スクール

百合ヶ丘駅から徒歩1分
http://www.el-de-el.com/

新百合ヶ丘駅から徒歩3分
http://alandavisenglish.com/

大人も子供もバレエで
育む美しい躰と豊かな心

10年後を見据えた
本格的な英語教育

TEL.044-965-0961

TEL.044-966-8697

楽しくレッスンしながらクラシ （上の写真は成人クラス）
ックバレエの正しい基礎と表現 3才～成人。入会随時。
力、リズム感、集中力等に加え 教師：挾間裕子・挾間祥子（英ロ
美しい姿勢が自然に身につく。 イヤルバレエ学校、橘バレエ学
足の形もレッスン方法で変わる。 校卒。牧バレエ団ミストレス、
健康や趣味目的からプロ志望迄 教師）他、牧バレエ団出身者。
経験豊かな教師が丁寧に指導。 充実したHPをぜひご覧下さい。

英会話

今春は、小・中学生がアメリカの
子供と文通を楽しんでいる。高
3生がセンター試験英語で満点
を取り、又、海外留学に出かけ
る生徒も多い。フォニックスの
基礎固めから、アメリカ学校教
材を使い、きちんと学習を進め

る。英検、英検Jr、国連英検実
施。昨年英検・国連英検合格のべ
90人。年少さんが4級合格！ 3
才〜60代。月〜土曜。レベル別
クラス。振替可。3月にはイー
スターの行事が楽しい。ぜひ無
料体験を。

音楽・英語

英語塾・英会話チャンプ

京浜楽器

栗平センター

TEL.044-953-9365

TEL.044-712-3261

英語を楽しくモノにする！
「筒井メソッド」

春の無料体験レッスン
スタート！

川崎市麻生区上麻生3-15-1-203
http://www.geocities.jp/kenchampy/

カルチャースクール

NHK文化センター町田教室
TEL.042-726-0112

小田急線町田駅から徒歩７分、JR横浜線町田駅ターミナル改札直結
http://www.nhk-cul.co.jp/school/machida/

あなたの「はじめたい！」気持ちを応援
春講座の募集開始（2/24㈬～）

新しいことをはじめたい、何か魅力的なことは？
とお悩みのあなたにおすすめしたい、春の講座を
約400講座取り揃えています。カルチャーがは
じめてという方でも大丈夫、ほとんどの講座が見
学
（一部体験可能）
できるので、町田へのショッピ
ングついでに是非お立ち寄りください。
詳しいパンフレットを無料で郵送いたします。

栗平センターでは土・日曜日のレ
ッスンも行っている。平日は忙
しくて通えない方でも親子の時
間をゆっくりと過ごすことがで
きる。幼児期は音を聴き取るチ
カラが発達する大切な時期。今
しか伸ばすことができない大切

検索

！
充実ライフを

生涯を通じ学びたい人のために開かれている公開講座。より充実した人生を送るために、幅広い年齢層による受講が急上昇中。

■目
 で見て学ぶ
『源氏物語』

―「桐壷」巻を読む―

読者を強く惹きつけたであろう、ある
“仕掛け”が所々に施されている
「源氏物
語」
。その巧みなからくりを解き明か
しながら、
「桐壷」巻を読んでいく。桐
壷の更衣や藤壷の宮の過ごした宮中、
光源氏の暮らした二条院をイメージで
きるよう、画像資料を使って学ぶ。
4/22㈮〜 14時50分〜 全10回20,000円

玉川大学

明治大学

■俳
 句の楽しみ

2016年度春期全219講座
生田・黒川講座は全16講座

俳句は、
「座の文学」ともいわれるが、
それは仲間を大切にする文学という意
味。句作の心得として大切なのは
「明る
く強く恥をかく」
こと。講座では、毎時、
講義の前半に現代の秀句の鑑賞、講義
の後半に実作の講評・添削を行い、鑑
賞と実作とを平行して進める。
5/19㈭〜 14時50分〜 全10回20,000円

3/1㈫から受付開始！
はじめる。広がる。深める。

明治大学の生涯学習
「リバティアカ

緑豊かなキャンパスで、楽しく学

デミー」では、生田キャンパスでの
新規入会に限り入会金が無料に
（通

べる公開講座。実技から講義まで、
学術的な裏付けのもとに「学ぶ」講

常3,000円）
。登戸研究所や黒川農

座を年間200以上開講している。

場を通して大学独自の多彩な学び

3/4㈮・5㈯には、20周年記念継
続学習フェアを開催。

を提供。申し込みは、2/26㈮から。
講座一例 ［生田キャンパス］
■ やさしく学ぶ
「男女共同参画」

～来て見て知って、話してみよう～
「男女共同参画」
を分かりやすく解説し、
誰もが

働きやすい共同参画社会を考える講座。
講師：浜本 牧子
（明治大学農学部教授）
ほか
5/14㈯13時～16時 全1回 無料
■ キャンパスで俳句
〜季節をあじわう 十七音字をたのしむ〜
講師：髙田 正子
（
「藍生」
所属 俳人協会幹事）
4/19㈫～9/20㈫10時30分～12時30分
全8回 20,000円
■ 登戸研究所：研究所と所員の戦後
講師：山田 朗
（明治大学文学部教授）
ほか
5/7㈯～7/2㈯10時30分～12時
全5回 10,000円
■ 多摩地域の幕末維新
講
 師：須田 努
（明治大学情報コミュニケーショ
ン学部教授）
4/19㈫13時～16時30分 全1回 3,500円

［黒川農場］
注目の講座
■ アグリサイエンスアカデミー

キッチンガーデン講座

フードマイレージ”ゼロ”野菜を有機栽
培で育てる。
講師：佐倉 朗夫
（明治大学農場特任教
授）
ほか
4/19㈫～7/12㈫10時～12時
全8回

48,000円

■家
 庭で養液栽培
（水耕栽培）
を楽しむ

自宅のベランダや庭でできる養液栽培
を学ぶ。
講師：岡部 勝美
（明治大学農場特任教
授）
ほか

お問い合わせ･資料請求先

4/23㈯～8/27㈯ 9時30分～12時

明治大学リバティアカデミー事務局
TEL 03-3296-4423／FAX 03-3296-4542
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1

全6回

リバティアカデミー
なチカラを育んでいく。英語教
室では低年齢児コースから児童
コースまでの一貫したカリキュ
ラム。成長に合わせてしっかり
考えられている適期教育だ。是
非一度、ヤマハの体験レッスン
へ参加してみよう。

ッジで

春の公開講座

生田キャンパス：小田急線生田駅から徒
歩10分 黒川農場：小田急多摩線黒川駅
から徒歩20分（自家用車可）

栗平駅から徒歩1分
http://www.keihingakki.co.jp/

じて選ぶことができる。ベテラ
ン日本人講師陣が年齢に応じた
授業を行い、英検の高い合格実
績を誇る。昨年には、小1生が
英検5級、中3生3名が2級、高2
生が準1級に合格。受験対策の
成果も目に見えている。

［たまプラーザキャンパス］
注目の講座

オープンカレ

お問い合わせ･資料請求先

国学院大学  オープンカレッジ

バレエスタジオ
えるどえる

新百合ヶ丘本教室に次いで青葉
幼稚園にも分校をもつチャンプ
は
「聞く・話す・読む・書く」
といっ
た語学における4技能をバラン
スよく指導。クラスは個人指導
から少人数のグループレッスン
まで、会話や受験など要望に応

―
『おくのほそ道』
・
『幻住庵記』
―

渋谷キャンパス：JR山手線渋谷駅から徒歩
13分 たまプラーザキャンパス：東急田園
都市線たまプラーザ駅から徒歩5分

東急田園都市線青葉台駅からバス10分
e-mail:hamabi-s@yokohama-art.ac.jp
横浜美術大学 生涯学習

［たまプラーザキャンパス］
■『 古事記』
中巻を読む ―仲哀記・応神記―
■ 源氏物語講読 ―
「葵」
「賢木」
の2帖を読む―
■ 松尾芭蕉の紀行文を読む
■ 作歌でひらく心の翼

■ 日本画・初級

■ 仏像鑑賞入門

「語りませんか？」
日本文化の奥深い魅力を

幅広い世代に向け、初心者から経

申込受付期間：4/1㈮～5/31㈫

■ 銅版画
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國學院大學

描く・造る・彫る・聴く
気軽にアートを楽しもう

■ 手ぶらで参加できる絵画教室入門

2016年3月号

検索

30,000円

講座一例
■ NEW

ハワイアン・フラ ※体験講座あり
■N
 EW 硬筆 ―美しい文字を書く― ※体験講座あり
■ ミツバチを正しく知ろう
■ 屋外のスケッチ
■ ボタニカル アート ※体験講座あり
■ ジュエリー＆メタルデザイン
■ ナンタケットバスケット
■ デジタルカメラの楽しみ方
■ 折紙を楽しむ
■ 面を打つ
［能面・狂言面］
■ 漆芸の魅力
■ 絞り染／ジャパンブルー
■ 生柿渋染と藍生葉染
【季節限定】
■ ペーパークラフトアートを楽しむ ※体験講座あり
■ 世界遺産の魅力
■ 大名家の香道／煎茶道／盛物
■ 俳句／ 書道／書に親しむ／かなに親しむ
■ モーニングエクササイズ ※体験講座あり
■ フランス語／スペイン語／ドイツ語／中国語

注目の講座
■ NEW

ハワイアン・フラ 
ハワイアン・フラ シニアコース

ハワイ語で
「ダンス」を意味するフラ。
フラはダンサーが語り手となり、全身
を使って物語を伝えるハワイのダンス。
基本のステップを習得しながら、しな
やかで上品なフラを踊ることを目指す。
■ NEW

硬筆 －美しい文字を書く－

美しい文字が書けるようになりたい！
という思いは誰でも一度は心に描いた
ことがあるはず。その方法を理論的に
解説しながらさまざまな筆記用具の表
現の魅力に迫る。さらには木の枝や割
りばしで書く詩歌など楽しい作品にも
挑戦する。

お問い合わせ･資料請求先

玉川大学継続学習センター
TEL 042-739-8895／FAX 042-739-8896
〒194-8610 町田市玉川学園6-1-1
小田急線玉川学園前駅から徒歩3分
（正門まで）
e-mail : tucl@adm.tamagawa.ac.jp
TUCL

検索

■デ
 ジタルカメラの楽しみ方

趣味で写真を楽しんでいる人、これか
ら始めたい人のデジタルカメラ撮影講
座。講義と実習でカメラワークの充実
を図る。

近隣自治体の総合医療体制

年齢別にみる皮膚病シリーズ

は、中高齢の犬でよく
みられます。
皆さんにとっては
ちょっとした変化で
も、実は大きな病気が
隠れている可能性があ
り、犬では 歳を過ぎ
た頃からさまざまな病
気を発症しやすくなる
と言われています。現
在、副腎皮質機能亢進
症はしっかりとした診
断・治療法が確立され
ていて、きちんと調べ
て発見できれば、薬で
コントロールしていく
ことが可能な病気で
す。
いろいろな病気を早
期に発見し、治療して
いくためにも、定期的
に健康診断の受診をす
るようにしましょう。

命に関わる皮膚病
つです。副腎皮質機能
亢進症はなんらかの原
因で副腎皮質から過剰
にステロイドホルモン
が分泌されてしまう病
気です。ステロイドは
免疫を抑える作用や抗
炎症作用などいろいろ
な働きがあり、薬とし
ても処方される万能な
ホルモンです。しかし、
このホルモンが過剰に
なると、まず多飲多尿、
多食といった症状がみ
られます。また、 ％の
犬で、左右対称性脱毛
や皮膚が薄くなる、皮
膚が黒くなるなどの皮
膚症状がみられます。
さらに、この病気の
怖いところは合併症が
多く、最悪の場合、突
然死してしまうことも
あるのです。発症年齢

9:30〜
14:00

15:00〜19:00

ワンコによっては、
ご
飯 を残してしまう子 が
いま す。犬 種ではト イ
プードルやチワワに多
い よ うで す。４つの 対
策をご紹介しましょう。
ば食べたくない。
ドッグフードの成 分
表 を 参 照 し ま し ょ う。

ドッグフー ドは栄 養 総
合 食。それだけで栄 養
が取 れる 優 れもの。で
も、食 べる 側 か ら す れ
ば、いく ら身 体 に良 く
て も、おいし く な け れ

盛りご飯 も食 べにくい

さんしだいです。
④食器は大きめを
お皿の端のほうは食

です。
③ おやつを安易に与 え
ない
オヤツではなく、フー
ド をきちんと食べさせ
るこ と。こ れ は 飼 い 主

ので、大 き目 の 食 器 の
真 ん中へ平 らに盛り 付
けてあげましょう。
最後におすすめの方

べづら かった り、舐 め
て 食 べる ワンコは、山
主 原 料 は 牛 肉で は あ り
ま せん。安 価 なものは
炭 水 化 物 が 主原 料 の 場
合 が 多いのです。防 腐

法。ササミ を 蒸 して 細
か く し、フ ー ド とよ く
混 ぜます。少 しお湯 を
加 えることで絡みやす

や小麦粉とある場合は、

剤 や抗 酸 化 剤 等 が多量
に 含 ま れ る フ ー ド も、
おすすめできません。
犬は肉食寄りの雑食

冷凍保存ができます。

く な り、さ らに 匂 いで
食 欲 増 進。ちなみにサ
サミはレンジでチン可。

ビーフ味 と書いていて
も、
最初にトウモロコシ

質 な蛋 白 質 が最 も 必 要

動 物。野 菜や穀 類も食
べま す が、肉 食 動 物 に
近いので腸 が 短 め。良

http://www.inuyahoikudo.com

①ご飯 は 出 した ままに
しない
食の細い子ほど空腹

片 づけ ま しょう。いつ

状態が必要。ご飯が残っ
ていても時間 を決 めて
も 目 の 前 にご 飯 が あ る
状 態では、食 に 対 する
欲求が高まりません。
② ドッグフー ドの選 定
はしっかりと
ワンコは グルメなの
で、ドッグフ ー ド よ り
も ジ ャ ー キ ー や 缶 詰、

れているか？という点。

レ ト ル トの 半 生 タ イ プ
を 好みます。大 切 なの
は、栄 養 バランス が 取

さん

●電
話
●住
所
●受付時間

初診の方はお電話で予約をお願いします

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

薑044-

981-3636

9:00〜17:00

市内の医療機関にて当番制で診療。詳細はホームページを参照。

診療時間
www.machida.tokyo.med.or.jp/kyujitu/kyujitu.html

ワンコがご飯を残す原因とは？

人では皮膚は内臓の
鏡と言いますが、それ
は 動 物 で も 同 じ で す。
皮膚病でも、実は放っ
ておくと突然死する怖
い病気が隠れているこ
とがあるということ
を、皆さんはご存じで
したか？今回は中高齢
で多発する怖い病気の
１ つ、
〝副腎皮質機能
亢 進 症 〟に つ い て お 話
しします。
脱毛などの皮膚病が
み ら れ、 さ ら に
〝よく
お 水 を 飲 む、よ く ご 飯
を 食 べ る か も？〟と い
うワンちゃんは要注意
です。
副腎は左右の腎臓の
すぐそばに存在すると
ても小さな臓器で、さ
まざまなホルモンを分
泌する内分泌器官の１

○
○
○

0120 -184 -195
川崎市麻生区上麻生6-31-25
7:00〜22:00

渡邉 悦代

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前
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

○
○
○

休診
○
○

神経科
精神科
心療内科

?!

井澤クリニック
犬家保育堂

http://saitoah.com/

www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp

認を取り､ また保険証は忘れずに持参を。
365日 診療時間 19:00〜22:00

7

09:30〜12:30 休診

044-986-2885
川崎市麻生区下麻生3-25-36
平日 9:00〜13:00／15:00〜19:00
日祝 9:00〜13:00 水曜休診 予約制

●電
話
●住
所
●診療時間

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

どの医療機関も出かける前に必ず電話で確
町田市準夜急患こどもクリニック tel 042-710-0927
準夜帯

市内の医療機関にて当番制で診療。詳細はホームページを参照。

健康福祉会館
tel 042-725-5414
東京都町田市

受付時間 9:00〜11:30/13:00〜16:00

川崎市救急医療情報センター
tel 044-222-1919

診療時間 10:00〜16:00
＜夜間診療＞
期間 365日 診療時間 19:00〜23:00

東京都稲城市

･夜間内科
･夜間小児科
夜
間
診療科目
※夜間は多摩休日夜間急患診療所利用

9:00〜11:30
13:00〜16:00
18:30〜22:30
18:30〜翌朝5:30
365日
    内科・小児科

診療科目

9:00〜11:30
13:00〜16:00
内科・小児科

受付時間

横浜市歯科保健医療センター
tel 045-201-7737
青葉区休日急患診療所 診療時間 9:00〜12:00/13:00〜16:00
診療科目 内科、小児科
tel 045-973-2707

川崎市百合ヶ丘歯科保健センター
tel 044-966-2261

川崎市 歯科医師会の歯科診療

多摩休日夜間急患診療所
tel 044-933-1120

横浜市青葉区の歯科診療
横浜市青葉区

近隣自治体の歯科医療体制
受付時間
･日曜､ 祝日

麻生休日急患診療所
tel 044-966-2133

インフォメーション

川崎市多摩区

日曜・祝日の休日急患診療
川崎市麻生区

町田市 歯科医師会の歯科診療
www.city.inagi.tokyo.jp/iza/kyuujitsu/kyuujitsu_nittei/index.html

80

あさお

斉藤動物病院（日本獣医皮膚科学会会員）
院長 斉藤 邦史 先生
園長

Pure Life

10
2016年3月号
ミスモ
2016年3月号
ミスモ
11

13

ミスモ

2016年3月号

ミスモ
［スクール・レッスン］

3

小学生クラス大募集
英語に触れてみよう

ふ るさと の 銘 菓
第
回

なが

イングリッシュ

もち

ー

ク

ラ

ブ

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

蘂044-281-8322

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/

黒川谷ツ公園

ミ スモ 特 典
ニチイ
ホーム

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】

ミ スモ 特 典

入会者に空手着プレゼント

スーパー三和

春の全店セール開催！ 3/21（振休）まで

おいしくてボリュームたっぷりの中華は歓送迎会にもぴ
ったり。コースは2,625円+税～。特に3,675円+税〜
のコースはプラス1,029円+税で飲み放題になるので
お得。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！ランチも人気。
橋
陸
戸
登 セブンイレブン
公園前

南武線

Men u
⃝ 春の全店セール
・新作ステンドグラス入り家具
がお披露目価格
・ダイニングテーブルセット
5％～10％OFF
・展示品入れ替え特価
（限定品）
最大30％OFF
・デスク、
チェアセットで5％～
20％OFF
・小物全品10％OFF

駅北

田

登戸

東海道五十三次の宿

場 と し て 栄 え た 桑 名。

安永餅は桑名宿を通る

参勤交代の大名やお伊

勢参りの旅人に親しま

れていた名物餅だ。つ

ぶ餡が入った細長い餅

を焼いたもので、その

形から
「牛の舌もち」と

年
（１６３４）

11

も称されていた。

寛永

創 業 の 永 餅 屋 老 舗 は、

国産の餅米と小豆を用

㎝、

い、当時の製法で作り

続けている。長さ

や冬で餅のつき方を変

え、焼き加減も両面で

微妙に変えているのだ

とか。皮の隅々まで餡

が行き渡り、甘さ控え

めな餡と柔らかな餅と

の バ ラ ン ス が 絶 妙 だ。

添加物を一切加えてい

ないので日持ちはしな

いが、その分、素材の

よさや作りたてのおい

しさを味わえる。餅が

固くなったら、フライ

パンなどで軽く火にあ

ぶ る と 香 ば し く な 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
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また違った食感を楽し

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

むことができるという。

島田朋子

み、むくみ防止にも期待がもてます。
皮も捨てずに、にんじんなどと一緒にきん
ぴらにすると、おいしくいただけます。

幅３㎝ほど。薄くて平

天然もの、栽培もの、ともに春に旬を迎える
うどは、疲労回復や抵抗力を保つと言われる
アスパラギン酸を多く含んでいます。体内の
余分な塩分を排出する栄養素、カリウムも含

多くの人々に愛され続

旬菜豆知 識

ける素朴な味わい。ブ

⑦器に盛り、
半分に切ったプチトマトを添える。

ライダル用の紅白安永

餅などもある。

⑥蛤と酒を加えてフタをする。蛤の口が開い
たら、ゆでたパスタと水菜、しょうゆを加
えてよく和える。塩、黒こしょうで味を整
える。

たい餅の表面にはうっ

⑤フライパンにオリーブオイルとにんにくを
入れ、中火にかける。にんにくの香りが出て
きたら、うどを加えて透き通るまで炒める。

すらと焦げ目が。噛む

④鍋 にたっぷりの湯を沸かしてパスタを入
れ、表示時間よりやや短めにゆでる。

となめらかに伸びつつ

③水菜を3等分長さに切る。

も歯切れがよく、香ば

しい風味が広がる。夏

②うどは長さ4cmに切り、皮を厚めにむいて
薄切りにする。酢水にさらし、水気を切る。

メガネストアー

［ショップ］

味も量も大満足！豪華中華で歓送迎会を
①蛤の殻をこすり合せて洗う。

百合丘小学校

【2016年3月31日迄有効】

［グルメ］

作り方

百合ヶ丘

田

至町

至町

2～3人分

リ

丘
合ヶ
野 百
ひ 至新

材料

ベ

入会金無料

蛤とうどのパスタ
蛤�������������� 250g
うど���������� 1本
（300g）
酢�������������� 少々
 ������� 1片
（スライス）
にんにく
水菜������������� 30g
プチトマト����������� 3個
（乾燥）
パスタ
��������� 200g
オリーブ油��������� 大さじ2
酒������������� 大さじ2
しょうゆ���������大さじ１/2
塩、黒こしょう�������� 適量

イン

る

春の香りと旨みがたっぷり

ス

は

35

ラ

English class in BERRYCLUB
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

三重県桑名市

VOL .

ク

体を鍛えるだけでなく、精神力や集中力、礼儀正しさも身に
つく空手。同道場では子どもの健やかな成長を目指し、丁寧
に指導する。3/13㈰10時から無料体験を行うので、この機
会にぜひ。親子、兄弟姉妹、大人一人の参加も歓迎。要予約。

柳

やす

安永餅

33

13

通

外人講師が子どもの好奇
心と向き合う、JET提携の
英語教室。英検ジュニアに
も対応。小学生クラスは、
3/1㈫・８㈫・15㈫・22㈫
に初心者向け無料体験レッ
スンを開催
（16時30分〜
17時20分 ）
。ぜ ひ、この
機会に体験してみたい。

12

／ ㈰無料体験
春から始める空手！

［スクール・レッスン］

2016年3月号

しん しゅう の はな

中国家庭料理 神 洲 之華
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

ブラックウォールナット
ブックマッチテーブル
5点セット

ミ スモ 特 典

500円OFF

3,000円
（税込）
以上お食事された方。ディナー限定。1グルー
プにつき1回。本誌持参の方。
【2016年4月30日迄有効】

［ショップ］

芦ノ湖畔にお土産処と和カフェ誕生

ながもち や ろう ほ

（メール受付あり）
永餅屋老舗 ご注文・問い合わせ蘂 0594-22-0327

http://www.mismonet.com

三重県桑名市有楽町35 営業時間／８時～19時30分
（売り切れ次第閉店）
定休日／無休 安永餅 10個入り1,180円 http://www.nagamochiyarouho.co.jp/

この1月、
海賊船の箱根町港に、
「茶屋本陣 畔屋」
がオープ
ンした。1階は小田原の老舗店舗が軒を連ね、2階には
“cafe KOMON
「湖紋」
”。芦ノ湖と、
晴れた日には富士山
を眺めながら、オリジナルのスイーツやスペシャルティ
グレードのコーヒー豆をブレンドした“畔屋珈琲”を。

S h op

情熱と技が育む
食味値の高い傑作米

米風土ギフト

2合入りパック3個セット《朱》

神奈川県・伊勢原市

旅ごよみ 〜第 31 回〜

大山とうふまつり

各地のイベントや見どころの
情報をお届けします

ほとり や

茶屋本陣 畔 屋

３月19日㈯・20日㈰

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。

大山名物の
「とうふ」
をテー

マにした祭り。直径４メート

豆腐を振る舞う
「 仙 人 鍋 」や、

秒間に食べられる豆腐の数

90

ルの大鍋で１０００人分の湯

を 競 う 椀 子 豆 腐 早 喰 い 大 会、

その道の達人たちのパフォー

マンスを楽しみながらとうふ

手作りとうふ体験など、豆腐

16

会席を堪能する
「食談」（有料）
、

20

30

余りのさまざま

10

な催しが行われる。期間中は

20

にちなんだ

15

模擬店も多数出店。豆腐の恵

20 19

山を楽しんでは。

●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。



みに感謝しながら、早春の大

【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「3月号プレゼント」
係
●FAX044-959-3751 ●Eメールmismo@mismonet.com
切】 2016年3月25日㈮（当日消印有効）

日時
３月 日㈯～ 日㈰ 時～
時
（ 日〜 時）
場所
伊勢
 原市大山 大山地区とうふ
広場
（市営第２駐車場）ほか
アクセス 小田急線伊勢原駅からバス 分
問い合わせ ０９０２３２２６５９９
（大山とうふまつり実行委員会
事務局）

【宛

箱根町港

１階には、ここでしか買えないオリ
ジナルの土産も多数。

アップファーム

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。

芦ノ湖

注目

03-5413-6895
http://maifudo.com/

元箱根

元箱根港

蘂0460-83-6711

神奈川県足柄下郡箱根町箱根161-1
賚1F ９時30分 〜17時、２F「cafe
KOMON
『湖紋』
（カフェこもん）
」
10
時〜16時
（L.O.15時30分）

米風土
（UPFARM）

【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。

箱根神社

新生活シーズンにうれしい、春の全店セール
を開催中！テーブルセットやデスク、チェア
が割引になるほか、各店豊富に取りそろえた
一枚板を大特価で提供する。北海道旭川の家
具職人が天然木の良さを生かして作ったオリ
ジナル家具は、使い込むほどに味わいが増し、
歳月とともに表情を変える、まさに一生もの
だ。英国スタイルを基調に、サイズ、カラー、
材質も変更できるのも魅力。
注目
「葉山ガーデン＆ドリームベッド」
ベッ
ドフェアも開催中！

ステンド飾り棚B（左）。
クチュールシングルベッ
ドセットを宮前店限定価
格で提供
（右下）
。

葉山ガーデン 宮前店
蘂044-975-3158

川崎市宮前区犬蔵3-9-18
パークヒルズタマプラ1F
賚10時30分〜19時
贊月曜
（祝日の場合は火曜）
http://www.hayamagarden.
co.jp

尻手黒川
新百合ヶ丘

「米・食味分析鑑定コンクール：
国際大会」
で高評価を受けた米
を集めた“米風土
（まいふうど）
”。
米職人が情熱と独自の技で育
て上げた傑作米だ。おいしさ
を保つための保管・精米・パッ
ケージも工夫されている。

3

名様

⃝ おみやげ
「箱根百話」
（はこねひゃくわ） ⃝ 鈴葊かまぼこ
（小田原鈴葊）⃝ しいの
（しいの食品）⃝ NIHON ICHIBAN
（ちん里う本店）
⃝ 湖水庵旬果
（こすいあんしゅんか）

道路 GU

北門前

清水台

川崎北部
市場
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ミスモ

2016年3月号

イベント

横浜でランチ＆コンサート

ミスモ

レジャー

絆が深まる「箱根プチ旅婚」

ペット

イベント

スクール

サービス

サービス

2016年3月号

グルメ

旅行中の愛犬の預かりに

決算先取り！特選新車フェア

「玉川学園展」開催！

事業拡大のためスタッフ募集

ピアノ調律キャンペーン中！

本誌持参で全品10％OFF

１〜４年生は、
2/27㈯・28㈰９時〜15時、
低学年
校舎にて。
5～8年生は、3/5㈯・6㈰９時～15時、
中学年校舎にて。入試相談コーナーも同時開催
（１〜4年生は９時〜15時。5〜8年生は10時～
15時。5〜8年生の入試相談はHPにて要予約）
。

ソレイユ川崎は、全国的に数少ない重症心身障
害児・者のための施設。スタッフの9割が重症心
身障害児施設未経験だが、充実した研修で安心
だ。ただ今、生活支援スタッフ・保育士を募集
中！随時説明会実施。
詳細は担当武田さんまで。

3月末まで、新規調律スペシャル価格を用意。
アップライトピアノ16,500円＋税～、グラ
ンドピアノ19,500円+税～。出張料1,500
円＋税。調律空き年数による割増料金なしの一
律特別価格なので、お得。ぜひ利用を。

全国の選りすぐりのネタを気軽に楽しめる寿司
屋。広い店内にテーブル席から、座敷、半個室ま
であるので、歓送迎会におすすめだ。コースは
3,000円+税からで、
「一押しコース」は旬の味
覚と寿司が堪能できる。
10％OFFは3月末まで。

山響楽器店 中山店

江戸前 びっくり寿司 新百合ヶ丘店

中国料理のランチコースと横浜みなとみらいホ
ールでの神奈川フィルハーモニー管弦楽団のコ
ンサートが楽しめる。日本を代表する指揮者の
一人、
尾高忠明と若きチェロ奏者・宮田大の共演
に注目。1名9,400円
（2月末までに要予約）。

親族だけで祝う婚礼と宿泊を兼ねた「箱根プチ
旅婚」が評判。箱根神社で挙式の後、温泉でく
つろぎ両家で会食、翌日は箱根観光へ。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。6名428,000円＋税〜。

ドッグトレーナーが24時間常駐の、
アットホー
ムな犬の保育園＆ホテル。ケージレスの時間や
朝夕の散歩などに対応し、旅行中の預けも安心。
無料お試しや送迎（有料）も可能。7時から22
時まで預かりOK。柿生駅から徒歩6分。

東名川崎インター前にあるショールームでは、
2/27㈯・28㈰の2日間限定でフェアを開催。
メルセデス・ベンツが驚きの即決プライスで手
に入る！キッズスペースやプレゼントもあるの
で、家族で足を運んでみては。

横浜ベイホテル東急

箱根湯宿 然－ZEN－

犬家保育堂

メルセデス・ベンツ東名川崎 ヤナセ東名川崎支店

玉川学園

社会福祉法人三篠会

蘂042-739-8931（学園入試広報課）

蘂044-959-3003

日時／3/5㈯ランチ11時30分～、
コンサート14時～
ランチ会場／横浜ベイホテル東急3Ｆ 中国料理
「トゥ
ーランドット 游仙境」 http://ybht.co.jp

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-96
電話予約受付10時〜20時

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/

川崎市宮前区土橋6-10-1
賚9時30分～19時 贊無休

町田市玉川学園6-1-1
http://www.tamagawa.jp/academy/

川崎市麻生区細山1203

横浜市緑区中山町305-8
賚月～土10時～19時/日・祝10時～18時
http://www.sankyo-gakki.co.jp

川崎市麻生区上麻生4-15-1
賚11時～22時30分 贊無休 猾あり
http://www.bikkuri.co.jp/

イベント

イベント

スクール

グルメ

イベント

ショップ

スクール

蘂045-682-0361

蘂0460-84-2400

蘂0120-184-195

蘂044-862-2011

ソレイユ川崎

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

レジャー

合唱部第20回定期演奏会

2/25㈭は「ヱビスの日」

開業3周年記念キャンペーン

3/15㈫離乳食ルーム開催

3月で8周年！お得な特典も

NHK全国学校音楽コンクールにおいて、2年連
続神奈川県代表校となっている桐光合唱部。節
目の今回は、ミュージカルやOB・OGとの合同
ステージも。入場無料。問い合わせは、合唱部
顧問の上田さん
（t-ueta@toko.ed.jp）まで。

2/25㈭「ヱビスの日」は、樽生ヱビス全品半額！
この日に限り、全国のサッポロライオンチェー
ン約110店舗で、グラス・ジョッキの「ヱビス生
ビール」、
「ヱビスプレミアムブラック」など取り
扱いの樽生ヱビス全品を終日半額で提供する。

箱根湯本の日帰り温泉。開業3周年を記念し、
3/1㈫から27㈰まで、キャンペーンを実施す
る。湯寮オリジナル「温泉バッグ」の期間限定プ
レゼントなどを用意。開業日の3/27㈰は、餅
つき、囲炉裏ライブも行う。

べたべた状から、形ある食べ物へ離乳食もステ
ップアップしていく生後7～8カ月
（平成27年
6月～8月生まれ）
が対象。野菜や魚の調理の仕
方を学びながら試食する。13時30分～14時
30分。参加無料。申込締切は3/1㈫。

体にやさしい良質の食材にこだわった本格的な
イタリア料理が楽しめる店。
8周年を迎える3月
は、お客様感謝月間として、さまざまな特典や
イベントを用意している。お得な情報が入手で
きる同店のアプリも登場。詳細はHPにて。

桐光学園中学高等学校

サッポロライオン

箱根湯寮

駒沢学園健康栄養相談室

ラ・ファヴォリータ

日時／3/28㈪18時開演 20時30分終演（予定）
会場／昭和音楽大学 テアトロ ジーリオ ショウワ
http://www.toko.ed.jp

http://www.ginzalion.jp/

神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤4 賚平日10時〜21
時
（最終受付20時） 土・日・祝10時〜22時
（最終受
付21時）贊無休 http://www.hakoneyuryo.jp/

稲城市坂浜238 問い合わせ／10時～16時 贊月・
土・日 曜、祝日 日時／3/15㈫13時30分〜14時
30分 会場／駒沢女子大学調理実習室

蘂044-987-0519

蘂0120-848136（お客様相談センター）
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蘂0460-85-8411

IC

スポーツTOP

蘂042-350-7167

3月の毎週日曜にアメフト教室
アメリカンフットボールの楽しさを知って
もらうために、3月の毎週日曜13時から無
料体験教室を開催（雨天中止）する。当日の
飛び込み参加もできるので、気軽に体験し
よう。対象は小学2～6年生、中学生。詳細
はHPを！
川崎リトル・ジュニアグリーンマシン
会場／専修大学生田キャンパス 北グラウンド
http://jr-greenmachine.com/

蘂044-980-4757

川崎市麻生区白山4-1-3 新ゆりグリーンプラザ1F 賚11時
30分～14時30分
（L.O.）
/17時30分～21時
（L.O.）贊水曜
（第3火曜ディナー）猾あり http://www.e-lafavorita.com/

「アート市」の出展者募集！

蘂045-933-6211

蘂044-969-5530

おいしいパンがエコでお得に

感性を磨く音楽教育

毎年恒例の
「アート市inアルテリッカ2016」が
5/3㈷・4㈷10時～16時、新百合ヶ丘ペデス
トリアンデッキにて開催される。募集要項など
の詳細はHPをチェック。お申し込みはHPの
フォームから
（2/29㈪締切）
。

フランスパンや食パンも入るとっても便利な
オリジナルエコバッグが登場
（324円）
！エコ
バッグの利用で1回の買い物ごとに次回使える
10円分の金券がもらえる。毎週月曜は、お得
な金券セールを開催
（クーポン券の使用不可）
。

3/6㈰9時～12時30分、
桐蔭学園シンフォニー
ホールにて
「6年生送別音楽会」を開催。音楽の
授業の一環として行われるこの会は、毎日の練
習を重ねてきた子どもたちにとって貴重な音楽
体験になる。詳細はHPにて。予約不要。

しんゆり・芸術のまちづくり事務局

ブーランジェリーメゾン ユキ.

桐蔭学園小学部

川崎市麻生区上麻生1-7-11 クラウンビル201
http://www.shinyuri-art.com/

稲城市平尾2-16-4
賚7時〜19時 贊日曜 猾あり
http://www.boulangeriemaison-yuki.co.jp/

横浜市青葉区鉄町1614
http://toin.ac.jp/

蘂044-959-1020

蘂042-350-0055

蘂045-972-2221

ミスモ
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お 彼 岸

もしものときのために

特別企画

お墓参りの時季。故人を偲びながら、さまざまに思いをめぐらせる方も多いことでしょう。
もしものとき、
大切な家族を困らせたくない。そのためには、
いまからできることを知っておきましょう。

いまからできる準備とは？

葬儀にはどんな種類がありますか？

最近、
「終活」
ということがよくいわれます。残された家族が困ら

便宜上、故人や喪主様に縁のある方ひと通りに訃報を知らせるもの

ないように、元気なうちに自分自身で、相続や遺品整理、葬儀や

を
「一般葬」
、お身内やごく親しい方だけで送るものを
「家族葬」
、火

お墓について準備をしておくことです。具体的には、以下のよう

葬のみの場合を
「直葬」とするのが一般的になっております。宗旨宗

なことが挙げられます。

派によってもご葬儀の内容は変わります。ただ、ご葬儀における選

・エンディングノートを書く

択肢は実に多様になりました。ご葬儀は本来、ご家族様のご希望を
もとに、葬儀社が経験と知識でサポートしながら形にするものですの

・相続についてまとめる

で、
「葬儀はこう行なうものだ」
というある種の“定型”が薄れてきた中

・葬儀について決める
・財産の整理

・遺言状の作成

・遺影の撮影

・遺品の整理

では、ご家族様のお考えがより重要になってまいります。向き合いづ
らいテーマではありますが、できれば事前相談や見積などをご活用
いただき、不安や疑問が残らないよう備えて頂ければと思います。

・お墓を探す

［家族葬式場］

（回答：大成祭典）

平安会館あさお

［家族葬式場］

1日1組限定の温かな雰囲気で偲ぶ

大成祭典

セレモニーホール大成 新百合ヶ丘

一人ひとりの思いを大切にした葬儀を

家族葬をテーマに、ゆっくりとした時間の中で故人とお別れができる。

新百合ヶ丘駅から徒歩8分、麻生警察署そばにある家族葬式場。貸し切り

40名以上の葬祭ディレクタ－資格者が、家族の想いに沿った葬儀を提案。

での利用ができ、故人の安置室や、親族の仮眠室もある。葬儀を担当する

フラワーデザイナーによる生花祭壇は故人の思いを映す美しさがある。創

のは、昭和３年創業の「大成祭典」。１級葬祭ディレクターが多数在籍する

業50年のセレモニアグループ（川崎市内に9つ式場を保有）の平安会館あさ

同社では、アンケートをもとに絶えずサービスを見直し、料金だけでなく

おは、式場含め一式対応なので、費用はリーズナブル。駐車場完備（11台）。

“質”も大切にした葬儀を心がけている。

Information

Information

※最新情報は、HPの
「ニュース・セミナー情報」
を。

▪葬儀の受付は24時間対応

▪相談は随時受付中

▪思い出の映像を流すモニター
付きお清め室

▪式場内の見学も可

仮見積の依頼や葬儀に関するお悩みは、まずはお電話を。

▪4/2㈯大成フェスタ2016
in 新百合ヶ丘開催

▪浴室完備の控え室もあり、
宿泊が可能

9時30分～13時

▪館内はバリアフリー

・健康家電や温泉チケットなどが当たる？！抽選会
・先着80名様にお花見弁当プレゼント
・人形供養  
・葬儀に関する無料セミナー ほか

▪麻 生区に数少ない民間自社式場

お問い合わせ･資料請求先

蘂044-989-0010

川崎市麻生区片平1-4-5 Ⓟあり
新百合ヶ丘駅より徒歩15分
http://www.sano-sousai.co.jp/index.php

入場無料・予約不要

麻生警察署前
古沢

至町田

新百合ヶ丘

お問い合わせ･資料請求先

新百合ヶ丘総合病院
新百合ヶ丘

蘂0120-115-542

川崎市麻生区古沢62-4 賚24時間電話受付
贊無休 Ⓟあり 新百合ヶ丘駅から徒歩8分
http://www.taisei-saiten.co.jp/

麻生警察署前
コナカ
古沢
田

町

至

本誌掲載の情報は2016年2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。

