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ミスモ

15周年記念 夏のおすすめSelection

2016年8月号

［グルメ］

ミスモ

［イベント］

夏の味覚で暑気払い！ 90周年企画開催中

2016年8月号

［グルメ］

新百合ヶ丘で三大協奏曲＆究極の名曲を

新百合ヶ丘駅直結のグリル料理ダイナー
/GP W
旬熟成肉ステーキ
4,500円＋税
黒毛和牛内モモローストビーフ
2,180円＋税
スパイシーNYバッファローチ
キン 5ピース 980円＋税〜
季節野菜、スチームチキンの
ファーマーズサラダ
・ハーフ
1,000円＋税
・レギュラー 1,680円＋税
クラフトビール 650円＋税〜
グラスワイン 600円＋税〜

クラフトビールや
カクテルも豊富！

8/7㈰は
梅田俊明指揮
90周年企画
「とろ鉄火丼」
は
900円＋税

昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショ
ウワでプロのオーケストラが聴ける！

ミスモ15周年記念特典

丘
麻生スポーツセンター入口

ディナー15%OFF

ズ

蘂044-712-3881
川崎市麻生区万福寺1-18-1
小田急マルシェ新百合ヶ丘2F
賚10時 〜23時
（L.O.ラ ン チ15
時/ディナー22時）贊無休

昭和音楽大学
セブンイレブン

ル

宿
新
至
オーパ

丘

ヶ

合

百

新

エルミロード
イオン

17時以降に飲食された方。1グループに付き1回。他サービス
との併用不可。
【2016年8月31日迄有効】

横浜銀行

［ショップ］

［グルメ］

作り手のぬくもりを感じられる小物雑貨

家族でも楽しみたいスイーツ＆ランチ
フランスのカフェを思わせる店内は、色鮮やかなスイー
ツやパンが並ぶ。夏は、自家製アイスクリームや高級ア
ルフォンソマンゴーをトッピングし、自家製シロップを
かけた
「マンゴーかき氷」
（ほかに2種類あり）が人気。テ
リーヌやキッシュが選べるランチは、ボリュームも満点。
丘

イオン

問い合わせ／10時〜18時 贊無
休 http://www.kawasakisym-hall.jp 会場／昭和音楽大
学 テアトロジーリオショウワ
（川崎市麻生区上麻生1-11-1）

サ

合
ヶ

ヶ
合
百 オーパ
エルミロード
新

注目

横浜銀行
マプレ

グ リ ル ＆ キ ュ イ ジ ー ヌ

Grill&Cuisine Sal's

地元で20年以上愛されている小物
雑貨店。店内にはバッグやアクセサ
リー、インテリア雑貨、洋服、肌着な
どが並ぶ。手作りの品はどれも個
性的で、選んでいると時間を忘れて
しまいそう。手ごろな委託販売の
洋服も好評だ。臨時休業日もある
ので、お出かけ前に電話で確認を。

おしゃれ雑貨 鳩車

栗平

小

ミスモ15周年記念特典

蘂044-989-5992

粗品プレゼント

川崎市麻生区白鳥1-16-8
賚11時〜18時 贊不定休

田

急

横浜銀行
マプレ

セブン
イレブン

麻生スポーツセンター入口

田園ぽてと 新百合ヶ丘本店
蘂044-951-0844 川崎市麻生区上麻生1-9-1 賚9時〜23時
（L.O.22時）
、
ランチ11時〜14時
（L.O.）
、月曜・水曜は〜18時30分
（L.O.
17時30分）贊無休 猾あり http://www.rakuten.ne.jp/gold/poteto/

多

摩

ミスモ15周年記念特典
ミ スモ 特 典

線

白鳥公園
白鳥中

来店時
「ミスモを見た」
と一言を。
【2016年8月31日迄有効】

新
百

丘

蘂044-520-0200
（ミューザチケットセンター）

大きな窓が開放的な店内は、夜はぐっと落ち着いた
雰囲気。お洒落なインテリアに話も弾みそう。

町
田

ファミリー
マート

宿
新
至

出張サマーミューザ＠しんゆり
ヶ

世田谷通り

JA

フェスタ サマーミューザ KAWASAKI 2016

7月にオープンしたニューヨークスタイルのダ
イナー。話題の熟成肉を中心としたグリル料
理やアラカルトメニューを、豊富なドリンク
とともに楽しめる。
旬熟成肉ステーキ
（4,500
円＋税）は、国産牛芯玉・内モモ・豚バラの3
種。どれもかむほどに肉汁と旨みが広がり、
笑みがこぼれる。セットメニューをリーズナ
ブルにいただけるランチや、デザートがおい
しいカフェタイムにもぜひ訪れたい。

至

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8月31日迄有効】

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（L.O.14時30分）/17
時〜22時（L.O.21時30分）、
土・日・祝11時30分〜22時
（L.O.21時）贊無休 猾あり

初心者もクラシックファンも堪能できる出張
サマーミューザ@しんゆり！をテアトロジー
リオショウワにて開催。7/31㈰はギター、ヴ
ァイオリン、チェロのソリストとともに三大
協奏曲を、8/7㈰はピアノ協奏曲や交響曲を
演 奏 す る。 両 日 と も にS席4,000円、A席
3,000円、B席2,000円。小学生から大学生・
大学院生
（25歳以下）
は半額！一流オーケスト
ラによる名曲を聴きに行こう！

7/31㈰15時〜 神奈川フィルハーモニー管弦楽団
ロドリーゴ
「アランフェス協奏曲」
、
メンデルスゾーン
「ヴァ
イオリン協奏曲」
、ドヴォルザーク
「チェロ協奏曲」
8/7㈰15時〜 東京交響楽団
シューベルト
「ロザムンデ」序曲、ラフマニノフ
「ピアノ
協奏曲第2番」
、ベートーヴェン
「交響曲第5番
『運命』
」

至新
百合
ヶ丘

100円引き
700円以上お買い上げの方。本誌持参の方。イートインは除く。
【2016年8月31日迄有効】

［グルメ］

［グルメ］

8月は14周年記念でビールがお得！
中国食材の仕入れ商社と提携し、常に安全な本場食材に
こだわる、登戸で有名な中国家庭料理店。旬の野菜を使っ
た本場の味には定評がある。8月はお盆期間中も営業し、
毎年好評の周年記念「生ビール感謝フェア」
を開催。生ビ
ール
（中ジョッキ）
490円+税が、
390円+税で楽しめる。
橋
陸
戸
登 セブンイレブン
公園前

駅北

登戸

南武線
至町
田

ミスモ15周年記念特典

旭鮨総本店 新百合ヶ丘別館

神奈川フィルハーモニー管弦楽団、東京交響楽団に
よる演奏
（上）
。7/31㈰は、川瀬賢太郎指揮
（下左）
。

町 新百
田 合

こだわりの素材で味わい深さを追求する旭鮨
総本店。家族や仲間で集うなら、にぎりや天
ぷら、お造りなど、ボリューム満点の全8品
「夏
の宴コース」
（飲み放題付き4,630円＋税）
が
おすすめだ。また、創業90周年を記念して特
別価格を設定。とろ1個が90円＋税
（昼・夜・
土日を含む）
、とろ鉄火丼
（お椀付き）
はランチ
限定900円＋税と、かなりお得だ。この機会
にぜひ、堪能したい。

/GPW

旭鮨90周年企画
・とろ1個
90円＋税
・ランチ限定 とろ鉄火丼
（お椀付き）
900円＋税
平日限定 夏の宴コース
（120分飲み放題付き）
4,630円＋税
夏にぎり
（出前メニュー）
一人前 2,300円＋税

至

/ GP W
旬の食材をたっぷり使った平日限定
「夏の宴コース」
（上）
。90周年企画で、とろ1個90円＋税に
（下左）
。

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
ミスモ15周年記念特典

500円OFF
3,000円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8月31日迄有効】

至福の生姜メニューで心も体も健康に！
ヘルシーな生姜料理を目当てに
いつも女性客でにぎわう。大満足
のBラ ン チ
（1,250円 ）は、15穀
米のおにぎり3種、惣菜2種、メ
イン、ポタージュ付き。夏のイチ
オシ生姜スイーツはソフトクリー
ム
（フレンチバニラ・チョコ・イ
チゴなど）各300円。ジンジャー
づくしで幸せに！

祝茶房 紅拍手

丘

ヶ

合

百

蘂044-966-0066
川崎市麻生区上麻生1-6-3 マプレB1F
賚11時30分 〜14時30分
（L.O.）
/18時
〜23時
（L.O.22時）贊月・日曜
（不定休）
猾あり http://www.syouga-love.com

新

宿
新
至
エルミロード

イオン
横浜銀行
マプレ

ミスモ15周年記念特典

アイスクリームサービス
（夜限定）
本誌持参で夜お食事された方。紅拍手、しょうが、がらがらで
使用可。1グループ2名まで。
【2016年8月31日迄有効】
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2016年8月号

［ショップ］

15周年記念 夏のおすすめSelection

［グルメ］

冷感寝具で快適！ 8/14㈰までセールも

新鮮ホルモンで夏バテ解消！

2016年8月号

43年一筋に、暑い夏は四段うな重弁当を

その日にさばいた新鮮なホルモンは、旨みがあるのみな
らず、高タンパク・高ビタミン・低カロリーと健康的。
七輪で香ばしく焼いたら、ビールやサワーなどのお酒で
乾杯したい。カウンター、テーブル、座敷がある。柿生
駅南口から徒歩1分のアクセスも魅力。

/ G PW

生

「夏祭り」
特典
クジ引き
（ハズレなし）
・家具お買い上げの方
1等 葉山券10,000円
2等 葉山券5,000円
3等 葉山券2,000円
4等 粗品プレゼント
・小物お買い上げの方
1等 30％OFF
2等 10％OFF
3等
5％OFF
宮前店限定 現品特価品あり

/GP W
特別ランチ
（11時30分〜14時30分）
・日光湯葉鍋丼
1,600円
・京野菜入り天丼
1,600円
・美吉野弁当
2,910円
昼夜共通メニュー
・四段うな重弁当
4,300円
・鮎コース
7,800円
・ 鱧コース
9,500円
※美吉野弁当と四段うな重弁当
は出前あり

柿

ミスター
ドーナツ
川信

至

町

田

マルエツ

6

［グルメ］

［ショップ］

「葉山ガーデン夏祭り」開催！ 8/21㈰まで

ミスモ

プレゼントの
可愛いボールペン

いくどん 柿生店
蘂044-986-1147 川崎市麻生区上麻生5-44-27 賚月〜
土17時〜24時
（L.O.23時30分）
、日・祝16時〜22時
（L.O.21
時30分）贊無休 http://www.ikudon-kakio.com/
7/30㈯の
土用の丑の日にぜひ！

ミスモ15周年記念特典

いくどんカルビ一皿サービス
本誌持参で飲食された方。1グループにつき1回。
【2016年8月31日迄有効】

［サービス］

一番人気は
気軽に作れる
オーダーメイド枕

「心、大切に」信頼の葬祭店で旅立ちを

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

コスモ葬祭

尻手黒川

道路

道路 GU

北門前

蘂0120-22-7006

ミスモ15周年記念特典

清水台
川崎北部
市場

エンディングノート進呈
本誌持参で来店された方。1組につき1冊。
【2016年8月31日迄有効】

川崎市麻生区王禅寺西6-14-5
賚9時〜18時
（24時間電話受付）
贊無休 猾あり
http://www.cosmo7006.co.jp/

子どもの心身ともに健やかな成長と、礼儀正しく心の強い
人間形成を目指す極真カラテ。入会検討中の方を対象に、
9/25㈰10時から無料体験教室（要予約）を開催する。見
学は随時受け付け中。まずは気軽に問い合わせを。

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

蘂0120-10-7834

蘂044-959-3570

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

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/

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/

上質な畳表7,800円+税→7,300円+税
【2016年8月31日迄有効】

王禅寺
五差路

路

川道

黒
尻手

宮前平

ミスモ15周年記念特典

南百合丘小南

世田谷通り

JA

ファミリーマート

注目
DVD変換
（10本以上）で、DVDプレ
ーヤーが抽選で当たる応募券進呈。

宿

新

至

ミスモ15周年記念特典

丘

ヶ
合
百 オーパ

新

イオン

ク

エ

ア

丘

ヶ

合

百

新

宿

新
至
オーパ

白焼きも入って豪華な四
段うな重弁当は、やさし
く上品な味わい
（左）
。情
緒ある佇まい
（下）
。

鱧、鰻、鮎、夏の京野菜…。”今”を楽しんでいた
だきたいと、旬をいとおしむように盛られた
美しい一皿一皿に感動する。口に運べば、至
福を感じる品のよい味わい。スタッフ手作り
の季節のあしらいにも心なごむ。帝国ホテル、
ニューオータニ出身の店主が緑豊かな街並み
にひかれて店を構え、
43年。地元の美食家は
もちろん、元首相や
「和の鉄人」
、世界的女性
デザイナーなど、著名人の舌をうならせる。

エルミロード
イオン

［グルメ］

横浜銀行

注目
日光湯葉鍋丼・京野菜入り天丼は、
絶品の新じゅん菜温度玉子付き。

本格京懐石 美吉野
蘂045-902-0955
横浜市青葉区美しが丘4-19-18
賚11時30分〜14時30分/17時
〜21時30分 贊月曜
（祝日の場
合は火曜）猾あり
http://www.miyosino.com/

エルミロード

空手着プレゼント
無料体験後に入会の方。
【2016年10月8日迄有効】

百合ヶ丘

人気コース10％OFF！限定ステーキも
9/4㈰まで、ランチの「おすすめコース」、
「しもかわコー
ス」が10％OFF！赤み主体のヘルシーな阿武牛と、日替
わり黒毛和牛または国産牛の食べ比べができるディナー
期間限定「阿武牛ステーキセット」
（6,000円+税）も登
場。期間中、ステーキセットはファーストドリンク付き。

© UNIVERSAL STUDIOS

夏の感謝フェア 9/4㈰まで
ランチタイム
おすすめ 3,500円＋税→3,150円＋税
しもかわ 6,000円＋税→5,400円＋税

上麻生4-35-5 賚平日11時30分〜13
時30分
（土・日・祝〜14時）
/17時30分
〜22時
（L.O.20時30分）贊月曜、
第1・
3火曜
（祝日の場合は翌日）猾あり

上映中の
「ファインディング・ドリー」
は、
「ファインディング・ニモ」
の冒険
から1年後の世界を舞台に、ニモを
はじめとする仲間たちがドリーの
家族を探す、冒険物語。8/11㈷か
らは、飼い主が留守中の、ペット
たちの様子をユーモラスに描いた
「ペット」
が公開される。

新百合ヶ丘
鶴亀松公園東

創作料理 しもかわ

山口台中央
ミアクチーナ
山口台公園東

ミスモ15周年記念特典

アイスクリームサービス
スーパー三和

ーザ

プラ

夏休みにおすすめの映画が続々公開！

© 2016 DISNEY / PIXAR.

吹込

イオンシネマ新百合ヶ丘
注目

百合丘小学校

メガネストアー

元石川小東
平原橋

［シネマ］

蘂044-952-2941 川崎市麻生区

田
至町

元石川小

たま

/GPW

パレットプラザ 新百合ヶ丘店

古林畳店

蘂044-965-3081
川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合
ヶ丘エルミロード4F 賚10時〜
21時 贊エルミロード休館日
猾あり
http://www.sleepsquare.jp

本誌持参でPCM シリーズ商品を購入された方。
なくなり次第終了。
【2016年9月30日迄有効】

9

ビデオテープやカセットテ
ープ、写真アルバム
（ビス
式）
などをDVDに変換。懐
かしい映像を宝物として
保存することができる。お
すすめは、リーズナブルな
おまかせプラン。1本から
注文でき、オプションでカ
ビ取りや補修なども。

ス

新百合ヶ丘店

PCM シリーズ商品30％OFF

真福寺小
真福寺小西

懐かしいビデオが
DVDによみがえる

ス リ ー プ

西川寝具専門店 SLEEP SQUARE

ミスモ15周年記念特典

新ゆり
グリーン
タウン

［スクール・レッスン］

い草で作る畳は吸放湿性に優れ、夏は熱を遮り、冬は冷気
を遮る特性がある。また、空気清浄効果もあり、健康的だ。
昼寝にもおすすめの畳を、畳一筋26年の古林畳店で張り
替えてみては？無料で見積もりをしてくれる。

吹込

黒川

/GP W
オーダーメイド枕
20,000円＋税
西川リビング PCM シリーズ
ひんやりパッドシーツ
18,000円＋税
ひんやりまくらパッド
4,000円＋税
羽毛ふとん 丸洗い
5,000円＋税
羽毛ふとん リフォーム
20,000円＋税〜

8/14㈰まで、
商品20％OFFのクリアラン
スセール開催中！この機会に快適な寝具を
そろえよう。
熱帯夜で寝不足な人におすす
めなのが、
6〜8時間冷感が続く
「PCM ひ
んやりパッドシーツ」
と
「PCM ひんやり
まくらパッド」
。真白綿100%で吸水性が
高く、汗をかいてもサラサラと大好評だ。
また、頭の形を計測して作るオーダーメ
イド枕は最速30分で完成。快眠アドバイ
ザーがいるので気軽に相談を。

尻手

空手にチャレンジ！
月︑無料体験開催

［ショップ］

香りよい畳を敷けば
暑い夏も涼しく快適

［住まい］

新百合ヶ丘

通

キラキラボールペン進呈
「ミスモを見た」
とひと言を。
【2016年8月21日迄有効】

花柄彫り入りのキャビネット650 (左)、イタリア製
のゆったりくつろげる2.5人掛けソファー(右下)。

新百合ヶ丘

ミスモ15周年記念特典

地元・新百合ヶ丘で信頼され、
25年
以上も続いている葬祭店。宗派を問
わず葬儀全般から法要、霊園、仏壇
仏具、ギフトまで経験豊富なスタッ
フが親身になって相談に乗ってく
れる。また、2階のホールや会議室
は地域コミュニティー活動に開放。
ホームヘルパー研修も行っている。

柳

北海道旭川の熟練職人が、天然木の良さを生
かして作ったオリジナル家具など、上質な家
具が魅力の葉山ガーデン。8/21㈰まで、
「葉
山ガーデン夏祭り」を開催！家具購入での商
品券や粗品の進呈、小物全品割引など、さま
ざまなうれしい特典を用意している。使い込
むほどに味わいや表情が出る一生ものの家具
は、セミオーダーやフルオーダーも可能。お
得なこの期間、ぜひ足を運んでみては。

宇宙飛行士のために開発された高機
能素材
「PCM （
」上）
。
エルミロード4
階にあるので立ち寄りやすい
（左下）
。

阿武牛ステーキセットを注文の方。
【2016年9月4日迄有効】

「ジャングル・ブック」クイズラリー
を開催中！ 8/31㈬まで。

丘

蘂044-965-1122
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
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15周年記念 夏のおすすめSelection

ミスモ 2016年8月号

15周年記念 夏のおすすめSelection
［グルメ］

自ら学ぼうとする力で成長していく

ウ

ル

園
宿
丘遊 至新

向ヶ

川崎認定保育園 天才キッズクラブ 新百合ヶ丘駅園

保育施設

宿
丘 新
ヶ 至
合 オーパ 洋服の青山
百

新

爪割れを防ぐレディースボールや

注目 ガターなしのキッズレーンあり。

蘂044-932-1552

府

中

街

川崎市多摩区登戸2735 中和ビル5F
賚10時〜22時30分
贊無休 http://bigbowl.jp/

道

ダイエー

稲生橋

注目

新園・学童開園につき、保育士・
スタッフを募集中！

蘂044-952-4871

イタリアンジェラートサービス
お店のアプリダウンロードされた方。初回限定。
【2016年9月30日迄有効】

蘂044-980-4757 川崎市麻生区白

あざみ野

駅東

駅前
東急ストア

［グルメ］

夏の宴会＆集まりに！新鮮な魚介を堪能

/GP W

横浜銀行

毎朝、市場から仕入れる鮮度抜群の魚介が自慢の居酒屋。
職人が握る本格にぎり寿司
（1カン60円+税〜）のほか、
刺身や天ぷらなど、多彩なメニューを取りそろえている。
最大40名座れる座敷もあるので、大人数の宴会におす
すめ。子ども連れでもOK。百合ヶ丘駅から徒歩1分。

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

マプレ

り

谷通

昨年大人気だったキッズリュックをリニュー
アル！今年も、沖縄線を利用した3歳〜小学
校低学年対象に、キッズリュックを機内でプ
レゼントする。なくなり次第終了なので、お
早めに。
• 対象／対象便搭乗の3歳〜小学校低学年
• JALグループ以下対象便／東京
（羽田）
発→沖縄
（那覇）
、
久米島、宮古、石垣着 ほか
※JTA・RAC沖縄県内路線は対象外

アップルマインド 新百合ヶ丘店
ミスモ15周年記念特典

シミトリートメント体験5,000円＋税
お問い合わせ

https://www.jal.co.jp/jalokinawa/

120分。通常14,500円＋税。初回限定。限定24名。
【2016年8月31日迄有効】

世田谷通り

JA

蘂044-969-2775
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

至

新

蘂044-965-2877 川崎市麻生区百合丘1-20-7 白井ビル
B1F 賚11時30分〜14時/17時〜24時
（L.O.23時）贊不定休
http://r.gnavi.co.jp/e580800/
ミスモ15周年記念特典

500円OFF
1グループにつき1回。ディナー限定、他の割引との併用不可。
本誌持参の方。
【2016年8月31日迄有効】

イオン

月からスタート！
親子で楽しむ初英語

［スクール・レッスン］

10

涼しさを演出する
寄せ植えを作ろう

33回目となる夏祭りが7/30㈯・31㈰に開催！屋台をはじ
め、地域の方々によるステージ発表などのイベントも目白押
し。当日、ゆかたを着て、会場でもらえるパスポートを提示
すると、各店で特別なサービスが受けられる。

ミスモ編集部

酒店

た まん

丘
ヶ
合
百 オーパ
エルミロード
新

31

・ミスモ10月号（9月24日折込）※申込締切9月7日㈬

川信

寿司居酒屋 多満 百合ヶ丘店

ファミリー
マート

30

秋向けの各種スクールのレッスン広告特集を行います。

ヶ丘
百合百合ヶ丘駅前

交番

宿

7

秋 のレッスン特集

田
至町

［イベント］

／ ㈯・ ㈰は
たまプラーザ夏祭りへ

［イベント］

・ミスモアネックス爽秋号（9月中旬〜11月中旬設置）※申込締切８月24日㈬

世田

22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、この時季増える紫
外線によるダメージをしっかりリカ
バー。透明感ある素肌を目指そう。

リュックの中には、
サングラス、
レジャーシート、
マルチポーチも！

7/1㈮〜8/31㈬
JALで沖縄に行くと
限定キッズリュックがもらえる！

株式会社インクルーブ

日本映画大南

シミケア体験で見た目マイナス10歳肌へ

エルミロード

新石川1-9-8 アイケービル1F 賚11時
30分〜13時30分
（L.O.）
/18時〜20時
（L.O.）問い合わせは15時〜18時 贊月
曜、
第1火曜
（祝日の場合は翌日）

この季節は旬の鮎に加え、涼やかな
盛り付けのメニューが並ぶ。

日本映画大学

［ビューティー・リラックス］

TOPIC

■ お気軽にお問い合わせください

西友

西勝寺北

蘂045-511-7099 横浜市青葉区

注目

消防署前

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.）
/18時〜21時30
分
（L.O.）
※9/16㈮までの夏季時間 贊木曜、
第3火・水曜
（第3火曜は料理教室）猾あり

イオン

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

あざみ野 割烹 SEKIDO

写真はイメージ

8/13㈯に
「観葉植物の寄
せ植えレッスン」
（11時
〜・14時〜、各回先着20
名、 参 加 費500円 ）を 開
催。ガラス容器を使った
水耕栽培の寄せ植えなの
で、室内でも簡単に育て
られる。完成品はプレゼ
ント。電話で予約可。

0歳からの
「えいご☆デビュー」
が、10月から新ゆりセンター
で始まる。6カ月間のグループレッスンで、英語圏のイベン
トをテーマに、親子や友達と楽しみながら自然に英語に親し
む。詳細はHPで。気軽にお問い合わせを。

TEL 044-959-3750 FAX044-959-3751

たまプラーザ駅前通り商店会

ミスモ15周年記念特典

スーパーボールすくい1回無料
本誌持参の方。ゲーム開催場所は会場スタッフまで。なくなり
次第終了。
【2016年7月30日・31日のみ有効】

美しが丘公園
東急百貨店
イトー
ヨーカドー
たまプラーザ
テラス
駅入口
たまプラーザ

至渋谷

税理士法人髙津会計事務所
髙津 一正

代表社員
税 理 士

15

新星社西川印刷株式会社
西川 晴重

東京都世田谷区三軒茶屋2㿌 㿌5
TEL 03㿌3412㿌8221
FAX 03㿌3412㿌8224

アキ社会保険労務士事務所

秋山 秀子

14

社会保険労務士

川崎市宮前区鷺沼2㿌 㿌
TEL 044㿌852㿌0431
FAX 044㿌852㿌0487
15

26

代表取締役

47

東京都台東区松が谷4㿌 㿌4
TEL 03㿌3843㿌9811
FAX 03㿌3843㿌1829

りそな新百合ヶ丘ビル
小田急新百合ヶ丘ビル

小田急不動産株式会社

東京都渋谷区初台1㿌 㿌1
TEL 0３㿌３３７０㿌１１２１
FAX 0３㿌３３７4㿌2952

香港飲茶シノワーズ

川崎市麻生区万福寺1㿌2㿌3
農住アーシスビル1F

TEL
FAX 044㿌952㿌4759

暑中お見舞い
申し上 げ ま す

蘂045-903-1959（昭和調剤薬局OTC）
横浜市青葉区美しが丘1-13-2 YSビル1Ｆ
http://www.facebook.com/tamapla

tvkハウジングプラザ新百合ヶ丘
蘂0120-666-658（センターハウス）
川崎市麻生区万福寺4-3-1 賚10時〜18時 贊無休
（モデルハウスにより平日休みの場合あり）Ⓟあり
http://www.housing-messe.com/shinyuri.html
ミスモ15周年記念特典

京浜楽器 新ゆりセンター
蘂044-951-9233
イトマン
スイミング
スクール

り

通

ひんやりくーるジェルまくら進呈
本誌持参の方。期間中1回、1家族につき1個。
【2016年8月31日迄有効】

谷
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新

新
至

宿

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://www.keihingakki.co.jp/

ヶ
丘

ボ

BIG BOWL

吹込
新百合ヶ丘

ラ・ファヴォリータ
ミスモ15周年記念特典

都内有名店で修業後、パリやバル
セロナで感性を磨いたオーナーシ
ェフの独創的な和食が評判。
「青葉」
（8品、5,600円+税 ）
、
「葵」
（8品
7,000円+税、来店前までに要予
約）
、
「あざみ」
（10品、8,500円
+税、2日前までに要予約）などの
コースがおすすめ。

百
合

ビッグ

ボウリング

旬の和食をアールヌーボー調の店内で

夏季限定の冷製パスタやスープを
はじめ、丁寧に仕上げたメニュー
が好評の本格イタリアン。人気の
料理教室が、8/28㈰11時からは
男性限定
（6,000円、先着15名）
で
開催。本場で修業を積んだシェフ
が、男ならではの料理を伝授する。
詳細はHPまたは店頭でご確認を。

ヨコミネ式教育法を公式導入し、プ
ロが英語や運動、ミュージカルを指
導。意欲、やる気、好奇心を育てる
ことで、子どもたちは自主的に楽し
んで学ぶ。卒園までに2,000冊以
上の本を読破する子どももいるほ
ど。新百合ヶ丘駅に近いため、通園
に便利だ。現在、随時見学受付中。

8

至渋谷

夏休みは家族や友達、カップルでボ
ウリング を 楽しん で み ては？BIG
BOWLなら小さな子どもも安心して
楽しめるガターなしのキッズレーン
や補助台も完備。卓球やビリヤード
も楽しめる。暑い日も、涼しい室内
で体を動かそう！向ヶ丘遊園駅から
徒歩1分。駐車場あり。

2016年8月号

［グルメ］

涼やかな夏季メニュー＆料理教室が人気

夏休みは家族みんなでボウリングへGO

ミスモ

新

9

至新宿
エルミロード

ミスモ15周年記念特典
ミ スモ 特 典

フォトブック作成クーポン進呈！
えいご☆デビュー入会で、6カ月コース終了時にプレゼント。
【2016年9月30日迄有効】

横浜銀行

マプレ

11

ミスモ

2016年8月号

ミスモ

2016年8月号

10

横浜美術大学

期間限定メニューを味わうチャンス！

ッジで
オープンカレ
！
充実ライフを

楽しみながら
美術・造形に親しもう
幅広い世代に向け、さまざまな講

ホテル ニューグランド パノラミックレストラン

横浜

「ル・ノルマンディ」

蘂045-681-1841（代）
横浜市中区山下町10
賚12時〜21時
（L.O.20時）
http://www.hotel-newgrand.co.jp/

注目

座を開講。講座を通して、
「アー

本 格 フラン ス 料 理 が 楽し め る
「ル・ノルマンディ」
では、9/30
㈮までの本館改修工事期間、特
別メニューを用意。通常は本館
の
「ザ・カフェ」でいただけるド
リアやナポリタンなどの伝統料
理を、素晴らしい眺望とともに
味わえる。プリンアラモードや
軽食などの喫茶もぜひ。

トは決して難しいものではなく、
ごく身近にある」ということを体
感できる。初心者から経験者まで
気軽に受講できる講座を用意。
講座一例

豪華客船をイメージした店内から
は、横浜港が一望できる。

箱根でステキな出会いができる婚活を

プールに雪山!?OISOで“ナエバカンス！”

注目の講座

■

基礎力ＵＰ！石膏デッサンの基礎

■

日本画・初級

■

日本画・中級

■

絵画・初級〜水に溶ける油絵具DUOで描く〜

■

油絵静物画・風景画(土曜コース・日曜コース）

■

油絵人物・コスチュームモデル

■

水彩画に親しむ

■

銅版画

■

電動ろくろに挑戦

■

木工入門〜木と漆の器を作る〜

■

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。

ゼロ

■ 0から学ぶ・フォトショップ講座

写真の補正や加工に使われるAdobe
Photoshopの基本操作を学ぶ。初心者
から資格取得も目指せる。
日程：10/30㈰、
11/13㈰・27㈰

玉川大学

木彫教室〜干支を彫る〜

7/27㈬から受付開始！
はじめる。広がる。深める。

ゼロ

大磯

山の日にちなみ、8/11㈷・12
㈮には、苗場スキー場の人工雪
で作った雪山がプールサイドに
出現。
「Naeba☆スノーパーク」
でソリ遊びや雪だるま作りを楽
しんだり、人工マットゲレンデ
でパンダルマンのキッズスキー
レッスンを体験しよう
（すべて小
学生まで）
。ガラポン抽選会も。

大磯ロングビーチ

箱根

湯本富士屋ホテル

蘂0463-61-7726

蘂0460-85-5724

神奈川県中郡大磯町国府本郷546
賚9/11㈰まで 9時〜17時 贊期間中無休
http://www.princehotels.co.jp/pool/oiso/

神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1
http://www.yumotofujiya.jp

注目

7/30㈯には
「妖怪ウォッチ」
キャラ
クターショーも開催！

8/20㈯11時 〜 14時30分、 箱
根の洗練されたホテルで開催さ
れる
「婚活お見合いパーティ in
Hakone」
（ブッフェ・飲物付き
1人6,000円、対象は25歳〜45
歳の独身男女社会人、前日まで
に要予約）
。立食パーティーやイ
ベントを楽しみながら、ステキ
な出会いを。

注目

参加者全員に喫茶券を、ご成立の
方にはペアお食事券をプレゼント。

■

0から学ぶ・フォトショップ講座

■

みるみる描ける色鉛筆画講座
【通信講座】

■

仏像の歴史〜インドから中国まで〜

■

ヨーロッパ中世美術の物語

夏花火

強羅夏まつり大文字焼 8/16㈫

19時30分〜20時15分
〈会場〉強羅駅周辺
〈アクセス〉箱根登山鉄道強羅駅すぐ

小田原酒匂川花火大会 8/6㈯

19時10分〜20時10分
〈会場〉酒匂川スポーツ広場
〈アクセス〉JR・小田急線小田原駅から徒歩20分

● 強羅の夏の夜を彩る大文字焼

● 5,000発の花火が夜空を彩る

1921年から続く伝統行事
「強羅夏まつり
大文字焼」は、箱根三大祭のひとつ。今年
の 開 催 は8/16㈫19時30分 〜 20時15
分。山の中腹に浮かび上がる大文字をバッ
ク に、 打 ち 上 げ 花 火 や 仕 掛 け 花 火 約
2,000発が華麗に夜空を舞う。

8/6㈯19時10分〜20時、小田原酒匂川
花火大会を開催。今年はフィナーレに、酒
匂川を横断する全長300m、高さ30ｍの
ナイアガラが出現！音楽花火による華麗な
花火ショーが繰り広げられる。

箱根強羅観光協会
蘂0460-82-2300

小田原市観光協会
蘂0465-22-5002

http://www.goura.jp

http://www.odawara-kankou.com/

玉川大学継続学習センターでは、

（通信講座）

■

大理石彫刻の技法を学ぶ

■

こどもアトリエ村 青葉6大学連携講座
クリスマスじゅんび会 ※小学生の親子対象
紙コップのインスタレーション

緑豊かなキャンパスで、多彩な公

色鉛筆画の通信講座。自宅にいながら美
術大学の講座が学べ、丁寧な添削が受
けられると人気。
申込締め切り：10/31㈪

開講座を楽しく学ぶことができ
る。実技から講義まで、学術的な
裏付けのもとに
「学ぶ」講座を年間
200以上開講。

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
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

箱根・小田原

■ みるみる描ける色鉛筆画講座

検索

講座一例
■

ミツバチを正しく知ろう

■

屋外のスケッチ

注目の講座
■

■

ボタニカル アート

■

ジュエリー＆メタルデザイン

■

デジタルカメラの楽しみ方 初中級

■

折紙を楽しむ

■

面を打つ［能面・狂言面］

■

漆芸の魅力

玉川アドベンチャープログラム

玉川アドベンチャープログラム
（TAP）
は、Project Adventureと呼ばれる体
験教育手法をモデルに、グループワー
クを基盤とした学習環境の中で、個人
とグループの目標達成支援と成長の促
進を目的としている。
・教員対象アドベンチャー
・コミュニケーション・ウェルネスアド
ベンチャー

■

絞り染／ジャパンブルー

■

ペーパークラフトアートを楽しむ（上写真）

■

世界遺産の魅力

■

■

世界の名作をご一緒に

■

■

大名家の香道／煎茶道／盛物

■

俳句

■

書道／書に親しむ／硬筆

■

モーニングエクササイズ

■

英語でYOGA

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。

■ フランス語／スペイン語／ドイツ語／中国語

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

ハワイアン・フラ
ハワイアン・フラ

シニアコース
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Pure Life
ふ るさと の 銘 菓

39

徳島県美馬市

クリーミーなスープを冷たく喉ごしよく

アボカドのヴィシソワーズ風
材料

作り方

3〜4人分

①アボカドの皮と種を取り除き、ざく切りに。

武道の上達祈願で訪れ

の 初 代・ 西 川 芳 太 郎 が

大 正 ３ 年︑ 日 之 出 本 店

た め︒ 初 代 が 某 製 菓 会

を餡に練りこんでいる

は当時珍しかった練乳

ミルクの風味がするの

やさしい甘みが広がる︒

岡崎医院
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 岡崎 武臣
診
療 9:00〜12:30／15:00〜18:00
医院休診 日・祝､ 第2・4土曜､ 水・木・土曜の午後

のかなぶどうの香りと

る人が多い剣山の参拝

社の社長と親交があっ

ぶどうとは
﹁武道﹂
︒

土 産 と し て 創 製 し た︒

た こ と か ら︑ そ こ の ミ

つるぎ さん

由 来 は 硬 派 だ が︑
﹁武

ハイカラな味とユニー

道 ﹂に 因 ん で
﹁ぶどう﹂

クな形はまたたくまに

ルクキャラメルをヒン

厳選した白いんげん

大ヒット︒ほかにも
﹁日

トに思いついたという︒

豆と吉野川の清らかな

之 出 幸 運 券 ﹂な る 守 り

を模したという見た目

水 で 仕 立 て た 餡 に︑ 小

札 を 箱 に 入 れ る な ど︑

が何とも可愛らしい︒

麦粉と馬鈴薯粉を薄く

http://www.mismonet.com

ま ぶ し て 蒸 し あ げ る︒

★過去のレシピがホームページで見られます

思わず笑みがこぼれる

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
向けて「食」の楽しさ、大切さを伝える食育活動を行う。

ア イ デ ア が︒
﹁小さな

島田朋子

団子状なのに饅頭とい

予防の点で注目されています。また、ビタミ
ン類
（E、C、B₂、B₆）
やマグネシウム、カリウム
などには、抗酸化作用や神経機能の調整作用
に重要な栄養成分も豊富に含まれています。

う の は︑ ご く 薄 い 皮 で

森のバターとも呼ばれるアボカド。脂質が多
いものの、含まれる不飽和脂肪酸
（オレイン
酸）は、善玉コレステロールを下げずに総コ
レステロールを下げる働きがあり、動脈硬化

お菓子で大きな笑顔﹂

旬菜豆知 識

が モ ッ ト ー の 同 店︒ ふ

⑦器に盛りつけ、粗挽き黒こしょう、オリー
ブオイルを適宜トッピングする。

が伝わる銘菓である︒

⑥❺を鍋に戻し、残りの牛乳を加え中火で5
分間煮て、塩で味を整えて火を止める。粗熱
を取って冷蔵庫で冷やす。

包 ん で あ る か ら︒ 皮 の

⑤❹の粗熱が取れたらミキサーに移して、ア
ボカド、牛乳を加えてなめらかになるまで
撹拌する。

風 味 も 楽 し め︑ 餡 の 乾

④スープ、塩、白こしょうを加え、ジャガイモ
が柔らかく煮崩れるまで煮て火を止める。

るさとと菓子への愛情

③サラダ油を中火で熱して玉ねぎを炒め、香
りが出てきたらジャガイモを加え、へらで
混ぜながら全体に油が回るように炒める。

燥も防げるという︒

②ジャガイモの皮をむき、7〜8mm厚さのい
ちょう切りに。玉ねぎは薄切りにする。

一 口 ほ お 張 る と︑ ほ

アボカド ……………… 1個
（正味150g）
ジャガイモ ……………… 中1個
（150g）
玉ねぎ ……………………………… 50g
サラダ油 ………………………… 大さじ1
スープ …………………………… 200ml
（水にコンソメ顆粒を溶いたものなどで可）
牛乳 ……………………… 200〜250ml
（スープの濃度によって調整）
塩…………………………………… 適量
白こしょう ………………………… 適量
粗挽き黒こしょう ………………… 適量
オリーブオイル …………………… 適量

第 回

ぶどう饅頭

VOL .
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夏期休診 8/11㈷〜17㈬
眞壁怜子医師の診療は不定期のためHPをご覧ください。

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

心療内科

あさお

日之出本店 ご注文・問い合わせ蘂 0883-52-1061 FAX0883-52-3222

精神科

旅ごよみ
●

ミスモ7月号は、家族で楽しめる

ワクワクが止まらない
巻頭特集
「夏のおでかけ」
での箱根、

内容が詳しく書かれ、写真も旅行も

小田原は近場の行楽地ですので、情

行きたくなるアングルでとても良か

報が載っているととても嬉しいです。

ったです。全体的に夏らしさが表現

沖縄は何度でも行きたい場所。日本

されていて、読んでいて楽しかった

国内の海外旅行みたいな気分になれ、

です。箱根・小田原
「お祭りカレンダ

美しい海と美味しい食べ物が最高で

ー」はとても参考になりました。ぜ

す。女性向きで興味をひく記事が多い

ひ横須賀特集を読んでみたいです。

事と誌面もお洒落で読みやすいところ

栃木県・日光市
〜第 35 回〜

○

○
○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

近隣自治体の総合医療体制
川崎市多摩区

川崎市 歯科医師会の歯科診療

麻生休日急患診療所
tel 044-966-2133

多摩休日夜間急患診療所
tel 044-933-1120

川崎市百合ヶ丘歯科保健センター
tel 044-966-2261

受付時間

受付時間
･日曜､ 祝日

受付時間

※夜間は多摩休日夜間急患診療所利用

川崎市救急医療情報センター
tel 044-222-1919

･夜間内科
･夜間小児科
夜
間
診療科目

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

横浜市青葉区

日光の夏の風物詩として親

催される花火大会︒大谷橋付

しまれている︑今市地区で開

近の大谷川河畔を会場に︑大

小約５０００発の花火が夜空

を彩る︒なかでも色鮮やかな

夜空に咲く華麗な大輪の花は

スターマインは必見︒次々と

れさせてくれる︒会場付近の

圧巻で︑しばし夏の暑さを忘

10

通りには多くの出店が立ち並

30

び︑お祭りムード満点︒近隣

20

らも多くの見物客が訪れる︒

19

近隣自治体の歯科医療体制

川崎市麻生区

診療科目

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
東京都稲城市

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。

9:00〜11:30/13:00〜16:00

横浜市青葉区の歯科診療
横浜市歯科保健医療センター
tel 045-201-7737
診療時間 10:00〜16:00
＜夜間診療＞
期間 365日 診療時間 19:00〜23:00

町田市 歯科医師会の歯科診療

www.city.inagi.tokyo.jp/iza/kyuujitsu/

健康福祉会館
tel 042-725-5414

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

診療時間 9:00〜17:00

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

東京都町田市

白内障 日帰り手術
レーザー治療
小児眼科
眼鏡･コンタクトレンズ
ドライアイ外来
眼科全般

月･火･水･金

9:30 〜 13:00
15:00 〜 19:00

土

9:30 〜 13:00
14:00 〜 16:00

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。

www.machida.tokyo.med.or.jp/

町田市休日・準夜急患こどもクリニック tel 042-710-0927
準夜診療 19:00〜22:00
休日診療（日・祝、年末年始12/29〜1/3） 9:00〜17:00

休診日

日･祝日､ 木曜日

薑 044-965-1171
川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

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

日曜・祝日の休日急患診療 インフォメーション

9:00〜11:30
13:00〜16:00
内科・小児科

診療時間

綟あり

薑044-

８月６日㈯

診療内容

夏期休診 8/7㈰〜8/14㈰

981-3636

日光夏の花火大会

の市町村はもとより︑県外か

15

○

○

初診の方はお電話で予約をお願いします

各地のイベントや見どころの
情報をお届けします

日時
８月６日㈯ 時〜 時 分
小雨決行
︵荒天時は翌日に延期︶
場所
栃木県日光市今市
大谷川河川敷
︵大谷橋付近︶
アクセス 東武日光線下今市駅から徒歩 分
問い合わせ ０２８８ ３０ １１７１
日光市今市納涼祭実行委員会
︵日光商工会議所内︶

周年を迎

15

■ 創刊 周年のご挨拶

えることができました︒

月 の 創 刊 以 来︑ 発 行 を 続 け てこ

おか げさまでミスモは︑今 号で創 刊

2001年

られましたのも︑ひとえに読者の皆様︑広告主様︑

地域の皆様のご厚情の賜物と感謝しております︒

今 後 もスタッフ一同︑よ り 良い誌 面 作 り を目

指 して 精 進 してまいり ま すので︑ご支 援︑ご指

導の程︑どうぞよろしくお願いいたします︒

株式会社インクルーブ

代表取締役 中村和広

スタッフ一同

創刊号2001年7月21日号

7

TSUDA Eye Clinic

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前
■ 夏季休診：8/12㈮・13㈯

が好きです。 （麻生区百合丘 長﨑さん）

（横浜市青葉区元石川町 櫛田さん）

津田眼科

徳島県美馬市穴吹町穴吹字岩手24-7 営業時間／８時〜19時 定休日／無休
ぶどう饅頭 6本入り
（3本入り×2パック）
540円 http://www.budoumanju.com/
15:00〜19:00

夏休み、どこに行こう？

神経科

井澤クリニック

09:30〜12:30 休診

●

http://okazakiiin.com/

どの医療機関も出かける前に
必ず電話で確認を取り､ また
保険証は忘れずに持参を。

15
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グルメ

ミスモ

スクール

サービス

イベント

ショップ

スクール

期間限定！箱根湧水のかき氷

授業・部活体験！食堂で試食も

空港へ新百合ヶ丘駅から直行！

オーパカード会員イベント

羽毛ふとんの本格リフォーム

夏の名物、ユトリロのかき氷が7月から9月末
まで毎日、数量限定で登場。箱根湧水で作った
氷と自家製シロップとの相性は抜群！人気商品
なのでお早目に。名画とクラシック音楽を楽し
める店内では、洋食もゆったり味わえる。

9/25㈰10時から、授業・部活動の体験や、食堂
での試食ができるイベントを開催（要予約）。東
京屈指の広大なキャンパスで先輩や先生と楽し
い時間を。小学5・6年生対象。予約受付は8/21
㈰から27㈯まで（定員あり）。詳細はHPを。

羽田空港や成田空港へは、新百合ヶ丘駅発の直
行バスが便利！大きな荷物があっても座って行
くことができるのでうれしい。詳細はHP、また
は予約センターにて！タクシー利用なら、小田
急グループ 川崎交通（044-966-9111）
へ。

8/31㈬まで、オーパカード会員の方が合計
50,000円以上購入すると、もれなく1,000ポ
イントをプレゼント（一部対象外店舗あり）！ポ
イントの付与は9月中旬予定。この機会に、オー
パカードに入会してみては。

汗や皮脂で汚れた羽毛ふとんはお手入れを！東
京西川の羽毛ふとんリフォーム
（20,000円＋
税〜）は、山梨白州の工場で一枚ずつ丁寧に、南
アルプスの天然水を使って洗浄。ふっくらと新
品同様に。
店舗には羽毛診断士もいるので安心！

画廊喫茶ユトリロ

日本大学第三中学校

小田急バス 予約センター

新百合丘オーパ

神奈川県足柄下郡箱根町湯本692
賚9時〜20時 贊不定休
http://utrillo-v.com/

町田市図師町11-2375
http://www.nichidai3.ed.jp/

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

ショップ

イベント

スクール・レッスン

蘂0460-85-7881

蘂042-789-5535

蘂03-5438-8511
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グルメ

7/30㈯丑の日は、うなぎ！

期間限定料理でリオ観戦！

8/20㈯17時〜19時、夜の説明会を開催。生
徒会によるクイズ大会や部活動紹介の後、18
時から説明会を行う。さらに今年は16時からア
カデメイア棟利用体験も。さあ、
集まらナイト！
7/27㈬〜8/19㈮にHPで予約を。

伝統の江戸前うなぎの店。
秘伝のタレを絡めたか
ば焼きは絶品だ。
おすすめは、
ひつまぶし
（3,580
円+税）や、大ぶりうなぎの半身うな重（2,180
円＋税）
。7/30㈯・31㈰は、お持ち帰りのうな
ぎかば焼きが特別価格2,680円+税に！

有機野菜が評判のカフェ。8/5㈮〜21㈰は、営
業時間を10時〜翌5時に変更し、スポーツバー
として、特別メニューを提供する。8/6㈯は、
リオのしんゆり大学サロンを開催（要予約）！今
後は、パーティーなど貸し切り利用も可能。

西川寝具専門店 SLEEP SQUARE 新百合ヶ丘店

大妻多摩中学校

うなぎ・田舎蕎麦

蘂042-372-9113

蘂045-962-7338

川崎市麻生区上麻生1-1-1
賚10時〜21時（一部飲食店7時〜23時）贊無休
http://www.opa-club.com/shinyurigaoka/

川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘エルミロード4F
賚10時〜21時 贊エルミロード休館日 猾あり
http://www.sleepsquare.jp

多摩市唐木田2-7-1
http://www.otsuma-tama.ed.jp

横浜市青葉区寺家町414 四季の家
賚11時〜20時30分
（L.O.）
/ランチ
（L.O.14時30分）
贊火曜 猾あり

稲城市平尾2-19-1 第一SICビル1F 賚月〜土10時
〜22時、8/5㈮〜21㈰は10時〜翌5時
贊日曜（8/7㈰・14㈰・21㈰は営業）Ⓟあり

スクール

ペット

スクール・レッスン

ショップ

スクール

ス リ ー プ

蘂044-965-2121

ス

ク

エ

夜の説明会
「多摩 la ナイト」

グルメ
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ア

蘂044-965-3081

じ け

の まんりょう

寺家乃鰻寮

Cafe TAMAE

蘂042-401-3757

甘〜い幸せを味わう箱根旅へ

甘酒茶屋 箱根八夜コンサート

夏休み体験教室を実施

帰国生対象の学校説明会

プロが24時間常駐！年中無休

プログラミング無料体験会

人気フォトブックが新価格に！

9/11㈰ 学校説明会

創業以来15年、
箱根で愛され続ける洋菓子店。
箱
根八里のモンブラン、金時ポテト、温泉卵プリン
など、箱根の名が付いたやさしい味のスイーツ
が評判だ。店内にはカフェスペースがあり、昼は
ランチも楽しめる。焼き菓子は通信販売も対応。

甘酒茶屋店主の箱根夜語りと、ハーモニカやギ
ターの演奏を楽しむコンサートを開催。昔懐か
しいランプの灯りのもと、箱根の夜の雰囲気を
満喫できる。会場では八夜定食の販売も行い、
利益金は石畳道の保全活動に充てられる。

60分の稽古を3日間実施する中で、基礎を学べ
る。1回目は、7/30㈯、
8/1㈪・3㈬。2回目は、
8/20㈯・22㈪・24㈬。料金は4,320円。参加
者は入会金
（通常6,480円）が無料になるほか、
オリジナルＴシャツがもらえる。

海外語学研修や特徴あるカリキュラムで、世界
を担う次世代のリーダーを育成している桐光学
園が、7/28㈭に帰国生対象の学校説明会を開
催する。中学校は13時30分〜、高等学校は
15時30分〜。いずれも予約不要。

愛犬の預けは、長期も日帰りもプロに！トレー
ナーが24時間常駐で対応し、預けている間、メ
ールやLINEでも様子を知らせてくれるので、安
心だ。デイ預かりは、
7時〜22時。事前に数時間
の無料体験ができるので、まずは気軽に予約を。

夏休みに親子でプログラミング体験。スクラッ
チ教室（小学生対象）は7/25㈪、8/3㈬・8㈪。
ブロック教材を活用したロボット教室（小3〜
中1対 象 ）は7/25㈪、
8/3㈬・11㈷。 各1回 完
結
（90分）。要予約。時間はお問い合わせを。

おすすめのフォトブックが、新価格
（A4タテ
4,298円、A5タテ3,218円）
になった。また、
思い出の写真を印刷できるマグカップも新価格
（片面1,620円、両面1,792円）になり、まと
めて注文すると、割引サービスが得られる。

「明るく元気な進学校」を目指す完全中高一貫の
男子校。9/11㈰10時から12時30分まで、
「学
校説明会＆帰国生入試説明会」を開催。アトラ
クションでは、在学生から受験生へ熱いエール
を送る。HPにて予約受付中。

Luckyʼs Cafe

箱根甘酒茶屋

正伝流空手道

蘂0460-83-6418

蘂042-313-7071

桐光学園中学校・高等学校

犬家保育堂

プログラミング広場 新百合ヶ丘

パレットプラザ 新百合ヶ丘店

東京都市大学付属中学校

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原372-1
賚10時〜18時 贊火曜、第1・3・5水曜 猾あり
http://www.go-lucky.jp

日時・会場／
8/8㈪19時〜20時30分
9/24㈯18時30分〜20時

稲城市平尾3-6-1 白井ビル2F
猾あり
http://www.seidenryu.com

川崎市麻生区栗木3-12-1
http://www.toko.ed.jp

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/

川崎市麻生区万福寺1-1-1 新百合ヶ丘シティビルディ
ング4F 賚9時〜17時 ※電話受付10時〜17時 贊土・
日曜、祝日 http://www.cansoft.school/

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/

世田谷区成城1-13-1
http://www.tcu-jsh.ed.jp/

ラ ッ キ ィ ズ

カ フ ェ

蘂0460-84-4480

箱根甘酒茶屋
畑宿 畑の茶屋2階

中村道場

蘂044-987-0519

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

冷
洗

蘂0120-184-195

蘂044-969-9750

蘂044-959-3570

蘂03-3415-0104
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読者プレゼント
宿泊券（1泊2食付）

1組

2

名様

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館

お食事券（5,000円分）

3

名様

開業80周年を迎えた
富士山を望むホテル

旭鮨が10月上旬
リニューアルオープン

正面に富士山、裏手は河口湖という立地。
自慢は、フランス料理や日本料理、心を
込めたおもてなしで、3万坪の庭園内に
はリニューアルされたテニスコートも。

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館が、リニュ
ーアルオープン！こだわりの素材による
料理に寿司を盛り込んだコースが人気の
同店が、さらに気軽に楽しめるように。

富士屋ホテル河口湖アネックス
富士ビューホテル

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館
044-951-3334（左記は本館TEL。9月末まで別館
に転送） http://www.asahizushi.com

0555-83-2211
http://www.fujiview.jp/

特撰五三カステラ
2B号 桐箱入
（2本入り・6,000円＋税）

5

名様

文明堂の
特撰カステラ

ソーダストリーム
Source（19,000円＋税）

1

名様

自宅で簡単！ 手軽に炭酸水を

国産小麦、徳島県産和三盆など素材を十
分に吟味し、卵黄を増やして焼き上げた
カステラは、ふっくらした食感とコクの
ある風味が楽しめる。

水をわずか数秒で炭酸水にすることができる、人気の
ソーダメーカー。炭酸の強度も好みに合わせて調整で
きる。電源が必要ないので、屋外でも使用も可能だ。

ソーダストリーム

文明堂 東京

0120-286-230
http://www.sodastream.com/

0120-045-082（通販受注センター）
http://www.bunmeido.co.jp

無料鑑賞券

5

10

御朱印帳

名様

名様

くつろぎの映画時間を!
クイズラリーも開催

日光・浅草・上野の
社寺をめぐろう！

夏休み映画が続々公開！8/11㈷公開
「ジャ
ングル・ブック」
のクイズラリーを、同施設、
新百合ヶ丘エルミロード、新百合丘オーパ、
イオン新百合ヶ丘にて8/31㈬まで開催中。

東武鉄道では、「日光東照宮御鎮座400
年」「日光山開山1250年」などを記念し
て、日光・浅草・上野御朱印ラリーを開催
中。12/31㈯まで。

イオンシネマ新百合ヶ丘

東武鉄道

044-965-1122
http://www.aeoncinema.com

03-5962-0102（東武鉄道お客さまセンター）

応募方法
※プレゼントの応募は希
望商品 1 点につき 1 通と
させていただきます。

ハガキ･FAX･Eメールのいずれかを利用して ■希望商品 ■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）
を明記してご応募ください。

【宛

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
「8月号プレゼント」
係
●FAX044-959-3751 ●Eメールmismo@mismonet.com

【アンケート】
ミスモのブランドイメージをご自由にお書きください。
【締 切】 2016年8月26日㈮
（当日消印有効）
過去のミスモで印象に残っている特集を教えてください
（いくつでも）
。
●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
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。 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
今月号の感想をご自由にお書きください。
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
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。

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。

本誌掲載の情報は2016年7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。

