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ミスモ

チョコムースにフランボワーズの

酸味を加えたケーキ「フルリール」

生活を美しく楽しむ「ビューティフ
ル・ライフスタイル」を発信。大人っ

ぽさの中に可愛さも残した、上品
なコーディネートが楽しめる。
オペーク ドット クリップ

OPAQUE. CLIP

［1F］蘂044-965-3159

新百合ヶ丘店

［新百合ヶ丘駅北口階段降りてすぐ］

く
心ときめ
リース
華やかな

新百合ヶ丘駅直結！

フルリール（12cm 2,916 円、15cm 3,672 円）
予約：12/20 ㈫まで お渡し：12/22 ㈭～ 25 ㈰

マルシェ
アコルデで

小田急

プレゼントに
ュフレームを
デコパージ

秋冬アイテムが登場！

小田急

ジェリーグレース

JERRY GRACE

新百合ヶ丘店限定のデコパージュ

［2F］蘂044-965-3171

フレ ーム は、 デ ザイン が 豊 富。
この時期はクリスマスデザインも。

冬コーディネート &
ギフトSelect

楽々ショッピング & グルメ

パレットプラザ
新百合ヶ丘店

改札目の前にあるショップやカフェで、
忙しい季節も気軽にクリスマス気分を楽しもう！

［小田急アコルデ新百合ヶ丘北館 ３F］

蘂044-959-3570
9時～20時
Ｌサイズ 550 円～、
２Ｌサイズ 600 円～

最新ファッションから人気雑貨まで、
幅広い品ぞろえ。とっておきの
コーデ&ギフトをみつけよう！

新百合ヶ丘駅北口店

蘂044-969-3878
10時～22時

活躍するイラストレーター Reiko Aoki の

新百合ヶ丘

小田急フローリスト

［小田急マルシェ新百合ヶ丘 1F］

ショップ。毎年大 人 気の、ニューヨークで

専門店が集まる

など、クリスマス雑貨が豊富。

蘂044-966-8087
月～土10時～21時、
日・祝10時～20時

ア・ラ・カンパーニュ

クト雑貨を
お洒落なセレ
プレゼントに
など、国内外のブランドを集めたセレクト

エルミロード で

が今年のおすすめ。

Rieko Aoki New York
タオルハンカチ 1,000円＋税
トートバッグ（中） 7,800円＋税
メガネケース 3,600円＋税

トゥモローランドやモンクレール、ヘルノ

MANTAS EZCARAY
モヘアストール
13,800円＋税

や、ツリーにぴったりのオーナメント

カカオダコワーズ生地とホワイト

美的感 性の高い女性たちに向け、

コート
16,900円＋税
ニット
3,990円＋税
スカート
5,500円＋税
帽子
3,500円＋税
アクセサリー
（2点）
各2,300円＋税

丸やハート型など、色々な形のリース

北口
町田方面

ちになれる
やさしい気持
プレゼント

新百合ヶ丘駅
南口

ハートリース
3,800 円 + 税

セサリーで
小物やアク
に
冬をお洒落
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新百合ヶ丘周辺で
心ときめくクリスマス

クリスマスケーキ
予約受付中

の
カラー
シックな プコーデ
ッ
女子力ア

2016年12月号

チェックストール
3,300 円 + 税、
ラビットイヤマフ
2,700 円 + 税

小田急アコルデ
新百合ヶ丘 北館
新宿方面

小田急マルシェ新百合ヶ丘
小田急アコルデ新百合ヶ丘 Ⅱ

小田急アコルデ
新百合ヶ丘Ⅰ

大切な人やがんばった自分へのプレ
ゼントにぴったり。クリア、アンバー

MARIAN
ブーツ
32,000円＋税

期 間 限 定品
で
あったかバス
タイム

の２色を用意。

アロマブルーム

新百合ヶ丘アコルデ北館

海外の注目
ブラ
アイテムも新 ンド
登場
一押しは、ボリュームがありながら軽い
LILI RADU
ハンドバッグ
57,000円＋税

合

百

新

丘

ヶ

宿
新
至
オーパ
エルミロード

イオン
横浜銀行

MANTAS EZCARAY
モヘアマフラー
8,800円＋税

新百合ヶ丘エルミロード
蘂044-965-3111

神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1
https://www.odakyu-sc.com/l-mylord/
賚エルミロード専門店10時〜21時

付 け心 地 の、 スペイン 織 物メーカーが

作るマフラーやストール。ベルリン新鋭

ブランドのバッグや、カッティング技術に

定評のあるスペイン製ブーツもおすすめ。
ティクトン ビス

TIQUETON bis

［2F］蘂044-965-3093

オフタートルチュニック 4,000円＋税
ウールベレー 2,000円＋税
リバーシブルストール 3,000円＋税

やすい
着回しし テムが充実
アイ
上質な

［小田急アコルデ新百合ヶ丘北館 ３F］

冬の防寒アイテムや、ヘアスタイルを華やか

ローズヒップの実とオリーブの葉をブレンドした

蘂044-819-4610
月～土10時～21時、
日・祝10時～20時

に演出するアクセサリーなどが並ぶ。

クリスマス限定品。ゼラニウムの香りを楽しんで。

Heartdance

マークスアンドウェブ
アロマディフューザー
キャンディポット
5,500+ 税

ベーシックとトレンドを兼ねそろえ、コーディネー

小田急アコルデ新百合ヶ丘店

MARKS&WEB

限定ハーバルバスシュガー
ゼラニウム／ローズヒップ
1 包 349 円、5 包入り 1,512 円

［小田急アコルデ新百合ヶ丘 I 2F］

［小田急マルシェ新百合ヶ丘 2F］

蘂044-959-3015
10時～20時

蘂044-543-8313
10時～21時

理
り味わう京料
個室でゆった

トもしやすいファッションが 評 判。さまざ まな

シーンで活躍する、多彩なラインアップのニットや、

クラフトビー
ルで乾杯！

リバーシブルで使えるストールなどの小物が充実。
グローバルワーク

“プチ贅沢” ができるプレミアムコースと

GLOBAL WORK

クラフトビールの飲み放題が好評。飲み

［2F］蘂044-965-3049

放題だけでも OK！

グリル＆キュイジーヌ サルズ

Grill&Cuisine SAL'S

［小田急マルシェ新百合ヶ丘 2F］

プレミアムコース 4,300 円（2 名～、2 日前までに予約）
飲み放題 2,700 円→ 2,000 円

蘂044-712-3881
ランチ10時～15時／カフェ15時～17時
／ディナー17時～23時

旬彩六種のおばんざい皿鉢と名物の蓮根饅頭

など 9 品がついた「雅コース」
。忘・新年会に
おすすめ。

京町家

新百合ヶ丘店
［小田急アコルデ新百合ヶ丘 I ３F］

蘂044-954-4454
月～金11時30分〜15時／17時〜23時30分、
土・日・祝11時30分〜16時30分／16時30分～23時30分
「雅コース」3,480 円
（飲み放題は 4,980 円）
※年末年始の営業時間は各店舗へお問い合わせください。
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聖夜限定の繊細で美しいコース。

この日限りの
特別メニューをぜひ

生田緑地

パン工房 トナカイ
蘂044-948-8660

注目
毎年人気のシュトーレン
（350g・1,300円）
もおすすめ！

川崎市多摩区長沢2-2030
賚8時〜18時30分
贊日曜、祝日、第1・3土曜
猾あり

医大前

聖マリアンナ
医科大病院

蘂042-374-5932

（レストラン・宴会予約直通）
多摩市落合1-43 3階/宴会場
「白鳳」
問い合わせ・予約／9時～20時
http://www.keioplaza.co.jp/tama/

横浜市青葉区奈良1-18-1 アゴ−ラ101
賚10時30分〜19時30分 贊第2火曜
（冬季除く）猾あり
http://www.atori.jp/

東急こどもの国線

ミ スモ 特 典

クリームチーズタルトプレゼント

メンバーズカード登録・提示された方。
【2017年1月31日迄有効】

［レジャー］

［ショップ］

ター

セン

多摩

ヶ丘
百合
至新
イトー
ヨーカドー
パルテノン
多摩

ミ スモ 特 典

首都圏最大級の
イルミネーションを満喫

京王プラザホテル多摩

こどもの国

蘂045-962-1212

厳選インテリア雑貨で
クリスマスを演出

京王プラザホテル多摩 総料理長 大川仁

鶴川

創作菓子 アトリ こどもの国店

住吉神社

TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2016
‒Disney CRYSTAL MAGIC‒
東急線の駅、電車、東急グループ
主要商業施設がディズニー一色に！

素材にこだわる人気菓子店では、12/21㈬までクリスマスケーキ
（ホール
2,200円～）の予約を受付中。生クリームデコレーションやブッシュドノエ
ル、ショコラショコラなどは毎年好評で、売り切れることもあるので早目に
ご予約を。本数限定のシュトーレン
（1,500円）
も。

の国
こども

M en u
⃝ クリスマス特別晩餐会
（要予約）
大
 人13,000円、中学生〜19歳11,000円、
小
 学生6,000円、未就学児不可
※料理、飲物、サービス料、税込
真
 鱈のブランダード／真鯛のパヴェ／牛フィレ肉のポワ
レなど全6品
※小学生は別メニュー

［ショップ］

この道30年の店主が、
「安心して食べられ
るものを」
と、国産小麦や米油を使って焼
き上げるパンは常時50〜60種。そのやさ
しい味を求めて長年通う地元客も多い。冬
の人気は、紅玉りんごパイ(1カット280
円)。聖マリアンナ医科大学病院前、青い
トナカイの看板が目印だ。

横浜生田線

12/24㈯18時
（受付17時30分）から、総料理長 大
川仁が贈る
「クリスマス特別晩餐会」
（要予約）
を開催
する。素材から盛り付けまで、総料理長がこだわり
抜いたフランス料理のフルコースは、一夜限りの限
定メニュー。アミューズブーシュからクリスマスデ
ザートまで、聖夜にふさわしく、華やかに彩られた
料理に心が躍る。会場に響く生演奏の音色とともに、
至福のひと時を楽しんで。

［ショップ］

クリスマスは素材に
こだわったケーキで

総料理長がフルコースで贈る特別晩餐会

店主の気持ち伝わる
地域密着のパン工房

［フレンチ］
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ⓒDisney/Pixar

お土産用小菓子をプレゼント!

「ミスモを見た」
と予約し、
本誌持参で、
1グループにつき1つ。
【2016年12月24日のみ有効】

サンピア多摩入口

ⓒDisney/Pixar

※画像はイメージ

ⓒDisney

ロマンティックなクリスマスツリーが登場！
たまプラーザテラス（トイ・ストーリー）

点灯時間：17時～23時
東急百貨店たまプラーザ店（ファインディング・ドリー） 点灯時間：10時～20時
二子玉川ライズ・ショッピングセンター（シンデレラ） 点灯時間：16時～24時
ほか東急グループ主要施設

http://crystalmagic.jp/

東急お客さまセンター 03－3477－0109
（平日8時～19時、土・日・祝9時30分～17時30分、年末年始などを除く）

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

よみうりランド
尻手黒川
新百合ヶ丘

このクリスマス、東急グループはディズニーとコラボレーション。キャラクターが描
かれた車両やディズニー音楽の発車メロディーが登場するほか、東急グループの主な
商業施設には、ディズニーオリジナルツリーなどが設置される。施設ごとにキャラク
ターやテーマが異なるので、ぜひチェックしてみて。オリジナルプレゼントがもらえ
るスタンプラリーも同時開催中。12/25㈰まで。

青色の宝石カラーに彩られた
「ウィズダム
（知恵）
エリ
ア」や、愛をテーマにした高さ約27mの
「女神のツリ
ー」など、7カ所の新スポットが誕生。世界的照明デ
ザイナー石井幹子氏プロデュースのイルミネーショ
ンと夜景を満喫して。16時からのお得なナイトチケ
ットも販売。

この季節、宮前店にはクリスマスを彩るお洒落なイン
テリア雑貨がいっぱい。大ぶりなリースは、玄関やリ
ビングのアクセントに。小物はまとめて飾ると、海外
のインテリア雑誌のひとコマのよう。木目が美しい一
枚板の壁掛け時計など、クリスマスプレゼントにぴっ
たりの商品も。

道路 GU

北門前

清水台

川崎北部
市場

注目
まだ間に合う！年内の家具お届
けも可能
（一部除外品あり）
。

Men u
⃝ ナイト入園料
（小学生未満入園無料）
18歳～64歳1,200円、
中高生600円、
小学生300円、
65歳
以上600円
⃝ ナイトパス
（入園料＋ナイトアトラクション乗り放題）
18歳～64歳2,300円、
3歳～高校生・65歳以上1,700円

ジュエルミネーション

注目
LEDは首都圏最大級の500万球！クリ
スマス限定噴水ショーは12/25㈰まで。

蘂044-966-1111

稲城市矢野口4015-1 賚ジュエルミネーショ
ンは16時～20時30分
（12/17㈯～25㈰は～
21時）贊問い合わせ 猾あり
http://www.yomiuriland.com

西生田小前
高石
歩道橋下

読売ランド前
至新宿
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南国ムードの店でこだわり食材の料理を
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年末年始はお得なとらふぐコースを

大人のぜいたく空間で料理と会話を堪能
南欧風のお洒落な店内で
「和」
と
「洋」
を融合した料理を提
供。旬の食材を取り入れた季節の釜炊き御飯や和牛陶板
焼など、全8品が並ぶ葵コース
（7,700円＋税）
は、いず
れも食材の旨みや食感が調和した極上の味わい。100種
以上取り揃えたワイン、日本酒などとともに満喫して。
至渋谷
西勝寺北

あざみ野
駅前

駅東
東急ストア

あざみ野 割烹 SEKIDO

和食

蘂045-511-7099 横浜市青葉区新石川1-9-8 1F 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 月曜、
第1・3火曜 ※祝日は確認 16席 あり
（4名用、
6〜10名用） 可
（応相談) http://www.azamino-sekido.com
ミスモ
特典

ワンドリンクサービス

忘新年会には10名以上が断然お得！

他の割引との併用不可。
【2017年1月31日迄有効】

ン

ナ

ガ

ー

デ

ン

カ

フ

ェ

Banna Garden Cafe
ヶ

生区上麻生1-15-12 新百合和田
11時30分〜14時/
文ビル1F
17時30分 〜21時
月 曜、第
1・3火曜
26席
なし
可（20名〜）
http://banna-garden-cafe.
com/

丘

蘂044-455-7002 川 崎 市 麻

宿
新
至 エルミロード

中国料理

しん しゅう の はな

中国家庭料理 神 洲 之華

横浜銀行
マプレ
昭和音楽大学

橋

陸

ミスモ
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12月30日迄有効】

蘂044-922-2106 川崎市多摩区登戸新町
平日11時30分〜14時
421 登戸21ビル1F
30分/17時〜23時、土・日・祝11時30分〜15
時、16時30分〜23時
無休(12/31㈯、
1/1
㈷休） 107席
なし 可
（応相談） あり

戸
登 セブンイレブン
公園前

南武線
田

特典

バ

駅北

登戸

ディナー500円OFF
ミスモ 本誌持参。3,000円+税以上ご利用の1グループにつき1回。

リーズナブルに本格中華を楽し
める同店。忘新年会コースは、
大
人数になるほどお得に。3,675
円＋税以上のコースが、月～木
曜 は16名 以 上 で 幹 事2名 分 無
料。金・土・日曜、祝日は10名以
上で1名分無料。プラス1,029
円で飲み放題も付けられるので、
お腹も財布も大満足！

カフェレストラン

合

●サ
 ーモンマリネ、胡瓜ピクルス、レフォール
クリームのティンバル、ホワイトバルサミコ
ドレッシングジュレ
1,150円＋税
● 魚介のブイヤベース
1,800円＋税
●ア
 グー豚バラ肉のジャスミン茶煮、マスター
ドソース
1,800円＋税

石垣島・バンナ岳の名を冠したカフェには、ゆった
りとした時が流れる。有名ホテル出身のシェフが作
るのは、ホワイトバルサミコのドレッシングがアク
セントのサーモンマリネ、濃厚なスープが自慢の魚
介のブイヤベース、ジャスミン茶で煮込んだ沖縄産
アグー豚など、こだわり食材を使った料理の数々。
ほかではなかなか味わえないザ・プレミアム・モル
ツ マスターズドリーム(650円＋税)もある。

百

menu

A5ランクの肉をお得に楽しめる人気店

menu
● 忘新年会コース

3,150円+税

3,675円+税

4,200円+税

新

魚介の旨みを凝縮した極上のブイヤベース
（上）
。
サーモンマリネは肉厚で、彩りも美しい
（下）
。

10月にリニューアルした
店内はバリアフリー対応

スパークリングワインまたはソフトドリンク。ディナーを予約
された方。
【2016年12月31日迄有効】

至町

今春オープンした
明るい店

忘・新年会にはちょっとぜいたくな
「とらふぐコー
ス」がおすすめ。フグをちり鍋・刺身・雑炊で堪能
でき、寒い冬にぴったり。真ふぐ唐揚げやゴマふぐ
白子、ひれ酒などの単品もある。先付､刺身､煮物､
天ぷら､ローストビーフ､茶碗蒸し､にぎり7個､お椀
の8品に120分飲み放題が付いた
「特選コース」
も人
気だ。年末年始は出前寿司がうれしい。仕事始めに
利用するのもいいだろう。

フグを堪能できるとらふぐコース（上、写真は2
人前）
。忘新年会は特選コースで豪勢に
（下）
。

menu
● とらふぐコース（ちり鍋・刺身・雑炊の全3品）
 8,640円→オープン記念特別価格4,860円
※上記は1人前料金、注文は2人前～
● 特選コース 飲み放題付き(120分)

特別価格5,000円
※前日までに要予約
※宴会コースは予算により対応可

出前メニュー割引
ミスモ 5,000円（ 税 込 ）以 上500円OFF。10,000円（ 税 込 ）以 上
特典

1,000円OFF。エリアは要確認。【2016年12月31日迄有効】

新百合ヶ丘の老舗焼肉店。
「至高の肉盛り」
（4,980円）
は、
幻カルビや山賊ステーキ、中落ちカルビ、塩角ハラミの
4種の盛り合わせで、肉の旨みを知り尽くした食通にも
大好評だ。サイドメニューが全品手作りなのもうれしい。
ゆっくり落ち着く掘りごたつ席で楽しんで。
丘

ヶ

合

百

新

宿
新
至
エルミロード

イオン
横浜銀行
マプレ

すし・ふぐ料理

旭鮨総本店

蘂044-951-3334 川崎市麻生
平日11時30分
区万福寺1-15-10
〜15時
（L.O.14時30分 ）
/17時 〜22
時
（L.O.21時30分）
、
土11時30分〜22
時
（L.O.21時30分）
、
日・祝11時30分〜
21時30分
（L.O.21時）※年末年始は
要問い合わせ
無休
66席
あ
り
（8名〜40名） 応相談 あり

女性に人気の本格中華料理で忘新年会を

焼肉 煉瓦

焼肉

新百合ヶ丘本館

蘂044-953-2911 川崎市麻生区上麻生1-6-3 マプレB1F
世田谷通り

JA

宿

至

新

17時〜22時
（L.O.21時30分）
可
（応相談）
あり

不定休

52席

なし

ファミリーマート

丘
ヶ
合 オーパ

百

新

イオン

エルミロード

ミスモ
特典

生ビール
（中）
1杯サービス

または、ソフトドリンク1杯。グループ利用可。
「ミスモを見た」
と一言を。
【2016年12月31日迄有効】

食事がおいしいカラオケ店で一次会を！

盛り付けも美しい本格中華は、素材を吟味して丁寧に作
られたのが伝わると、ファンも多い。前菜からデザート
まで全8品のコースは1人3,500円
（3名～、前日までに
予約）
とリーズナブル。12/31㈯には、毎年好評の焼豚
やカニ爪
（持ち帰り専用、要予約）
を販売。
新百合ヶ丘
鶴亀松公園東
山口台中央

本格的な料理とカラオケを楽し
めると人気の同店。
キッズルーム
（要予約）
や最大35名の大部屋な
ど、個性豊かな全19室がそろう。
忘新年会のおすすめは、
室料3時
間＋料理＋飲み放題がセットに
なったお得なコース
（1名3,600
円～、
4名～、
3日前までに予約）
。
一次会から盛り上がろう。

ミアクチーナ
山口台公園東
吹込

中華料理

中華料理 福苑

蘂044-322-0888 川崎市麻生区王禅寺西5-3-5 11時
月曜
（祝日の場合は
30分〜14時
（L.O.）
/17時〜21時
（L.O.）
翌日。12/29㈭〜1/1㈷休）
20席
なし
可
（15名〜
応相談）
あり
ミスモ
特典

ごま団子サービス

忘・新年会コースを3名以上で予約された方。
【2017年1月31日迄有効】

カラオケ

カラオケスタジオ オペラ 新百合ヶ丘
蘂044-951-9902 川崎市麻生区万福寺1-

ミスモ
特典

室料1時間無料

2時間以上利用。
コース10％OFF、
フリータイム20％OFF
も可。
他割引との併用不可。
【2016年12月31日迄有効】

16-1 ビックストーンビル4F
11時～翌5
時
無休
19室
（35名まで）
http://www.k-opera.info/OPERA/shinyuri
gaoka/

各店自慢の肉料理を飲み放題で豪快に！

JA

世田谷通り

宿

新

ファミリーマート

至

丘
ヶ
合 オーパ

百

新

エルミロード

イオン

information
●
●
●
●
●
●

にひゃくてん
肉そば けいすけ
BBQ KITCHEN
CLASSIC〜インド料理〜
GOLD RU$H
VERY FANCY bits

さまざまな肉料理を楽しめる肉の
テーマパーク。平日限定17時〜
22時
（L.O.21時30分 ）は、
100
種類以上のアルコールやソフト
ドリンクが1,000円で時間無制
限の飲み放題に。12/4㈰まで
開催の
「We love 肉！7周年祭」
には、人気大食いタレントが監
修した特別メニューが登場。
肉料理

東京ミートレア
蘂042-653-3729 八王子市南大沢2-1-6 フ

注目

各店のテイクアウトメニ
ューを食べ比べるのも楽
しい！

11時～22時
（L.O.21
レンテ南大沢(新館) 5F
時30分）
無休
300席
なし
なし
あり
http://www.tokyo-meatrea.com/

三井アウトレット
パーク多摩南大沢

フレンテ
南大沢

線

京王

原
相模

TOHO
シネマズ
南大沢

沢

大

南

ガレリアユギ

9

ミスモ

2016年12月号

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
内科・糖尿病 担当専門医(東京女子医科大学）
花井 豪、大武 幸子
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

（木）
年末年始休診日 12/29
（木）
〜1/5

綟あり

眞壁怜子医師の診療日はHPをご覧ください。

年末年始休診

12/29㈭〜1/5㈭

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/

ミスモ

Pure Life
心療内科

あさお

精神科

8

神経科

井澤クリニック

09:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

2016年12月号

○

○

○

○

○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前
年末年始休診 12/31㈯〜1/3㈫

初診の方はお電話で予約をお願いします

981-3636

2017年度2歳児親子教室、申込受付中！

薑044-

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

in fo r ma tio n
⃝ 2017年度2歳児親子教室
2013年4月2日〜2015年
4月1日生まれ対象
・火 ・木曜 年間50回以上
ベテラン教師が担当
・説明会11/29㈫10時〜 予約不要

子どもが
「自分で」
と主張し始める2
歳児。親にとって子どもの自我の芽
生えをどう受け止めたらいいか、子
育てに悩む時期でもある。幼稚園
で親同士で語り合ったり、親子で
遊んだりしながら有意義な時間を
過ごそう！ 2歳児親子教室の日程・
会費についてはお問い合わせを。

和光鶴川幼稚園

道
街
川
鶴

幼稚園

真光寺
十字路

「じぶんっていいな」
と思える子ど 蘂042-735-2291
もを育てることが、
同園の教育目標。 町田市真光寺町1271-1 猾あり

注目

http://www.wako.ed.jp

「鈴葊のかまぼこ博物館」
に新施設が登場

menu
⃝ かまぼこ・ちくわ手づくり体験
1,500円
⃝ ちくわ手づくり体験
500円
⃝ あげかま手づくり体験教室 
1,000円
⃝ オリジナル板わさづくり教室
1,000円
⃝た
 んぱく質をみつけよう！実験教室 1,000円
※入館無料、体験は別料金
（要予約、
定員・開催日
はHPで確認）

特注ごま油の
香りに道行く人も
立ち止まるほど

かまぼこやちくわの手づくり体験が人気の
「か
まぼこ博物館」がリニューアル。2階に、かま
ぼこ板を使ったアート作品を展示する
「かまぼ
こ板絵美術館」
、3階に、あげかまづくり体験
などができる
「キッチン・ラボ」
や、体験型展示
「かまぼこの科学」
を新設し、かまぼこについて
より一層、楽しく学べる内容に。1/17㈫まで、
「第16回展 かまぼこ板絵国際コンクール」
の応
募全作品展示会を開催中。

風祭

人気の
「こだわり天重」
と
「あじすし」
（上）
。料理長の
目利きと腕前が光る美しい料理の数々
（下）
。

menu
⃝ すし
⃝ 天丼
（お椀・香の物付き）

⃝ おさしみ・天ぷら定食

1,000円+税〜
1,500円+税〜
1,600円+税〜

注目

神奈川県小田原市風祭245
賚9時〜17時 贊無休
（1/1㈷休）猾あり
箱根登山鉄道風祭駅から徒歩1分
http://www.kamaboko.com/sato/

国の有形文化財にも登録された重厚な建物で
いただけるのは、小田原自慢の海の幸、山の幸。
気軽に立ち寄れる1階食堂は、開店と同時に行
列ができるほどの人気だ。天ぷらは、特注ゴ
マ油でサクッと揚げ、衣で素材の旨みと食感
を閉じ込めた絶品。天丼は甘辛いタレがよく
絡み、箸が止まらない。朝どれ鮮魚の寿司や
刺身も忘れずにいただきたい。大切な会食や
宴席には、2階座敷でコース料理の予約を。

小田原

鈴葊のかまぼこ博物館

蘂0465-24-6262

同敷地内には、100種以上のお土産
がそろう
「鈴なり市場」
も。

鶴川4

文化財建築で楽しむ小田原老舗の技と味

自分で作った揚げかまは
格別の味わい！

「見る・つくる・学ぶ」
をテーマに、子どもと一緒に
楽しめる展示が充実。体験はすべて要予約。

和光学園

国指定登録有形文化財 のれんと味

だるま料理店

蘂0465-22-4128

注目

国の有形文化財。見事な楼閣風の建
物は、まるで建築資料館のよう。

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

2016年12月号

ミスモ

2016年12月号

10

13

ミスモ

2016年12月号

ミスモ

2016年12月号

12

［ショップ］

プレゼントに喜ばれるオーダーメイド枕

ふ るさと の 銘 菓

ミ スモ 特 典

羽毛布団カバー進呈

羽毛布団をお買い上げの方。
【2017年1月31日迄有効】

変幻自在に彩られる光

雲堂が、四季を通して

年
（１８７４）創業の彩

のが、「彩紋」だ。明治７

の美を和菓子に託した

れている。そんな自然

本 夕 日 百 選 」に 選 定 さ

見せる絶景として
「日

もにさまざまな表情を

道湖の夕日は、時とと

る城下町、松江。特に宍

水の都として知られ

はの伝承の技とセンス

というが、老舗ならで

合わせるのに気を遣う

う。求肥と餡の硬さを

やかな柚子の香りが漂

アクセント。黄色は爽

紫は香ばしい白ゴマが

が 口 中 で 一 体 と な る。

らかさと品のいい甘み

スがよく、ほどよい柔

と、求肥と餡のバラン

センチほど。一口噛む

挟んでいる。長さは９

6

名様

し

め

か け し ん

12月23日㈷

天の岩戸にこもった天照大

神 が、 祝 詞 と 神 々 の 笑 い に

本神話にならい、
笑うことで福

よって岩戸を開けたという日

という年末の神事。注連縄の

時に

10

を招き、新年の開運を願おう

神事が執行され、宮司の先導

掛け替えを終えた午前

分間思

20

に続いて
「アッハッハー」
と３

回笑った後、各自が

加が可能で、申し込み手続き

う存分笑い続ける。誰でも参

16

や 参 加 費 も 不 要。 毎 年

10

はなごやかな雰囲気に包まれ

23

２０００人以上が訪れ、境内

●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。

12

る。

切】

日時
月 日㈷ 時～
場所
枚岡
 神社
大阪府東大阪市出雲井町７‐
アクセス 近鉄枚岡駅から徒歩１分
問い合わせ 07
 2‐981‐4177
（枚岡神社）

【締

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/

JA

世田谷通り

ファミリーマート

注目
家族割あり。同住所・同時注文の場合、
2件目から基本料金が半額に。

宿

至

新

丘

ヶ
合
百 オーパ

新

イオン

エルミロード

ミ スモ 特 典

空手着プレゼント

無料体験後に入会の方。
【2016年12月27日迄有効】

百合ヶ丘

田

至町

百合丘小学校
メガネストアー
スーパー三和

デンタル・コラム

じ

注連縄掛神事（通称 お笑い神事）

各地のイベントや見どころの
情報をお届けします

※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 〒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「12月号プレゼント」
係
●FAX 044-959-3751 ●Eメール mismo@mismonet.com
2016年12月22日㈭
（当日消印有効）

蘂044-959-3570

大阪府・東大阪市

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）
を明記してご応募ください。

先】

【2016年12月31日迄有効】

道路

黒川

尻手

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

島根県松江市天神町124 営業時間／9時〜18時 定休日／無休
彩紋 1箱756円

湯葉と豆腐の店 梅の花 新百合丘店
044-959-3733
http://www.umenohana.co.jp

【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があればお書きください。
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。

上質な畳表7,800円+税→7,300円+税

南百合丘小南

空手を通して、心身ともに健やかな子どもたちの成長と、
礼儀正しく心の強い人間形成を目指す同道場。12/11㈰
10時から、無料体験教室
（要予約）を開催する。見学は随
時受付中。大人の参加も歓迎。詳細は問い合わせを。

パレットプラザ 新百合ヶ丘店
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3F 賚9時〜20時 贊無休 Ⓟあり
http://www.80210.com/

空手にチャレンジ！
まずは無料体験から

の 束 を イ メ ー ジ し て、

が見事に融合している。

（湯豆腐セット・4,640円）

ホテルモリノ新百合丘内にあ
る、湯葉や豆腐をベースにし
た創作懐石の店。一番人気の
「梅の花膳」は、それぞれに意
匠 を 凝 ら し た 全12品 の コ ー
ス。個室も充実しているので、
大切な会食にも。

3組

蘂0120-10-7834

王禅寺
五差路

［スクール・レッスン］

「Happiness」
で家族写真の年賀状を作って、温かみある新
年の挨拶を送ろう。デザインは、
「かっこいい・デコレーシ
ョン・ポップ・イラスト・和モダン」
の5タイプからお気に入
りを選んで。インターネットからの注文も可。

古林畳店

ミ スモ 特 典

横浜銀行

お気軽に
い
ご相談下さ

（10時～17時）
彩雲堂 本店 ご注文・問い合わせ蘂0120-212-727

旅ごよみ 〜第 38 回〜
「梅の花膳」
お食事券

畳の張り替えは、丁寧な仕上がりが好評の古林畳店へ。見
積り無料で、当日仕上げにも対応しているので、年内に張り
替えたい方も相談を。新しい畳には空気清浄効果も。い草
が香る和室で、清々しい新年を迎えよう。

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

エルミロード

イオン

［ショップ］

宮前平

年ほど前に創製した

紅茶、コーヒー、ブラ

20

煎茶や抹茶はもちろん、

ンデー、ウイスキーと

という。

細身のスティックタ

http://www.mismonet.com

イプの斬新なデザイン。

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

も合うので、若い人か

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

らご年配まで幅広く人

島田朋子

その酵素で赤身の肉がとても柔らかくなり、
さらにその玉ねぎを調味料と煮詰めて、旨
味あるソースに仕上げています。日本独自
のステーキ料理です。

紫と黄の色合いが華や

⑦皿にご飯、牛肉、パプリカを盛り、ソース
をかける。クレソンを添える。

かだ。うずら豆と手亡

⑥先 ほどの玉ねぎとにんにくをサラダ油
（少
量）で炒め、玉ねぎがしんなりしてきたら、
ソース用の調味料を加えて煮詰める。

気がある。可愛らしい

⑤牛肉を取り出し、玉ねぎとにんにくをこそ
げ落とす。水分をふき取って塩、黒こしょ
うを振り、中火で好みの加減に焼く。粗熱
が取れるまでホイルに包んでおき、好みの
厚さに切る。

絵柄の箱も印象的。

④パプリカのへたと種を除き、
適当な大きさに
等分する。
塩少々
（分量外）
を振って、
フライパ
ンやオーブントースターで焼き色を付ける。

豆で作ったしっとりし

③❶❷をビニール袋に入れ、軽くもみこんで
からしっかり封をし、
2時間以上漬け込む。

宿
新
至
オーパ

「Happiness」
で
お洒落な年賀状を！

②玉ねぎは半分をすりおろし、残りをみじん
切りに。にんにくも、みじん切りにする。

シャリアピンステーキは、帝国ホテルに
滞在したロシア人オペラ歌手、フョードル・
イワノヴィッチ・シャリアピンのために生ま
れた料理。玉ねぎに漬け込むことによって、

【宛

蘂044-965-3081

丘

ヶ

合

百

新

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

［住まい］

豆知 識

応募方法

ア

①牛肉は包丁やハサミで肉と筋の境目を切り、
包丁の刃先で数カ所刺しておく。

た餡を柔らかな求肥で

ご飯………………… 深めのお皿2～3皿分
牛肉
（サーロインや肩ロース）
… … 200ｇ
玉ねぎ
（大）
……………………………… 1個
にんにく………………………………… 1片
塩、黒こしょう…………………… 各適量
サラダ油……………………………… 適量
ソース用調味料
白ワイン…………………………… 50ml
しょうゆ…………………………… 50ml
砂糖……………………………… 大さじ2
酢………………………………… 大さじ2
水…………………………………… 適宜
パプリカ………………………………… 1個
クレソン………………………………… 1束

エ

新しい畳で新年を！
最短で当日仕上げも

2～3人分

ク

通

03

ス

柳

回
ス リ ー プ

西川寝具専門店 SLEEP SQUARE 新百合ヶ丘店

島根県松江市

シャリアピンステーキ丼

個室でいただく
こだわりの創作懐石

40

作り方

パーティーにもうれしい
手軽で豪華な丼

材料

第

彩紋

VOL .

店頭に全25種の枕を展示。クリス
マスにはオーダーメイド枕のギフト
券
（20,000円＋税）がおすすめ。プ
ロが頭や首の高さを計測し、最適の
枕を選んでくれる。もちろん自分へ
のご褒美にも。
寒い冬にはGORE®
羽 毛 ふとん・ロイヤ ル スター®を。
軽くて暖かく、快適な寝心地だ。

院長

永田達也 先生

15

ミスモ

2016年12月号

ビューティー・リラックス

ミスモ

イベント

スクール・レッスン

スクール

グルメ

スクール

スクール

2016年12月号

14

イベント

19種の風呂と食事で大満足

箱根駅伝缶、今年も登場

子育ての悩み、喜びを共有

学校説明会・入試個別相談

新年を旭鮨の二段重おせちで

早朝坐禅会を開催

折紙を楽しむ講座を開催

生花アレンジでクリスマス！

丘の上からの眺望を楽しめる露天風呂をはじ
め、
19種の風呂や2種のサウナがある温浴施設。
ヘアカット、あかすり、マッサージなどのサー
ビスも充実している。風呂上がりには、食事処
で出来たての料理を！料金など詳細はHPで。

1/2㈪・3㈫に開催される第93回
「東京箱根間
往復大学駅伝競走」を記念した黒ラベル「箱根駅
伝缶」を11/29㈫から発売する。出場20校と
関東学生連合1チームのたすきをあしらったデ
ザイン缶。数量限定なのでお早目に！

12/1㈭・8㈭11時 〜 13時、 助 産 師 に 無 料 で
子育て相談や母乳育児相談ができる「HAPPY
ママSALON」をスタート。親子リズム体操やベ
ビーマッサージも行う。詳細はHP、
Facebook
（@happymamasalon）にて。

勉強、部活、行事などで、充実した3年間を過
ごせると評判の同校が、12/3㈯14時～15時
30分
（予約不要）に学校説明会を開催。入試個
別相談は、12/8㈭・9㈮各16時～19時
（電話
予約）
、12/10㈯14時～16時
（HP予約）
。

厳選素材を使い、板前が腕によりをかけた二段
重おせち
（25,000円）
。
店頭渡し日・商品到着日
（送料無料）は12/31㈯。数量限定なのでお早
めに！おせち注文の方に5,000円分、さらに
11月末までの予約で3,000円分食事券進呈。

12/1㈭～8㈭の期間
（12/4㈰を除く）
、早朝
坐禅会
（摂心会）
を開催する。予約不要で何日で
も参加できる。時間は各7時40分～8時10分
（開場7時30分、
途中入場不可）
。参加費は無料。
座りやすい、ゆったりした服装で来場を。

紙を折るだけで、花や鳥など多彩な表現ができ
る 折 紙 を 楽 し む 講 座 を、1/21・28、2/18・
25、3/4・18の 各 土 曜 日、13時30分 ～ 15
時30分に開催
（全6回）
。受講料は材料費込で
12,000円。詳細はHPで。

12/17㈯10時30分から、クリスマスの生花
アレンジ作りを開催する。
「Wa＆Styleフラワ
ーインテリア」
の講師が、アレンジ指導のほか、
季節の花を自宅で楽しむコツも紹介。参加費は
1,000円。要予約。

よみうりランド丘の湯

サッポロビール

ELE HOUSE

相模女子大学高等部

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館

駒沢学園 IR・広報部

玉川大学継続学習センター

新ゆり 小田急 住まいのプラザ

稲城市矢野口3302-8 賚10時〜24時（最終受付
23時30分）贊不定休（次回は11/29㈫）
http://www.yomiuriland.com/okanoyu/

http://www.sapporobeer.jp/

川崎市麻生区金程2-15-2
賚9時〜22時 贊不定休 猾あり
http://www.ele-house.jp

相模原市南区文京2-1-1
http://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/

川崎市麻生区万福寺1-15-10 賚平日11時30分〜15時/17
時〜22時、土11時30分〜22時、日・祝11時30分〜21時30
分
（L.O.はすべて30分前）※年末年始は要問い合わせ 贊無休

稲城市坂浜238
http://www.komajo.ac.jp/news/zazen_2016.
html

町田市玉川学園6-1-1
http://www.tamagawa-tucl.com/

川崎市麻生区万福寺1-18-1
賚10時〜18時30分 贊水曜
http://www.odakyu-fudosan.co.jp/plaza/

レジャー

シネマ

イベント

イベント

スクール・レッスン

イベント

スクール

イベント

蘂044-969-1126

蘂0120-207800

食欲を満たす特別プラン登場

12/1㈭公開！おすすめシネマ

エ

レ

ハ

ウ

ス

蘂044-328-5505

蘂042-742-1442

蘂044-951-1888

蘂042-350-7212

蘂042-739-8895

蘂0120-090-918

12/5㈪開業20周年イベント

12/5㈪クリスマスコンサート

バレエ教室でミュージカルも

京浜リビングコンサート開催

学校説明会へ！入試情報も

12/24㈯クリスマスイベント

12/5㈪19時〜、フィリアホールにて、岡村考
二クリスマス・フルートコンサート開催。曲目は
「アヴェ・マリア」
、
「モーツァルト ソナタ ハ長
調 K.V.14」
ほか。全席自由。前売3,500円、当日
4,000円
（未就学児の入場不可）
。

百合ヶ丘駅南口徒歩3分にリニューアルオープ
ンした人気教室。バレエコースのほか、ミュー
ジカルコースがあり、歌・ダンス・演技などで表
現力が身につくと好評だ。4歳から大人まで受
講できる。受講料やレッスン日はHPで確認を。

12/11㈰16時～、ミュージックシティ百合ヶ
丘 4階ホールで、海外でも人気があり、曲集
アレンジも手掛ける鷹野雅史によるエレクトー
ンコンサートを開催。一般2,500円、京浜楽器
FC会員1,800円
（1階カウンターで販売）
。

大学までの一貫教育で文武両道を目指す同校。
12/18㈰10時から学校説明会、
12/23㈷13
時から定期演奏会を開催。両日、入試相談可、
予約不要。入試は、2/1㈬・4㈯に2科・4科選
択制。2/3㈮は、
国算・国理社・算理社の選択制。

12/24㈯16時から、
新百合ヶ丘駅南口でkirara
@アートしんゆり2016
「クリスマスイベント」
を開催。昭和音大生によるミニコンサートや駅
周辺をキャロリングする
「ゆりキャロ」
、点灯カ
ウントダウンなどイベントが満載。詳細はHP。

Ⓒ2016 Pathé Productions Limited. All Rights Reserved.

箱根仙石原のリゾートホテル。12/29㈭まで
の期間限定宿泊プラン
「満腹！ALL YOU CAN
EAT
（1泊2食 23,000円～）
」
は、
シェフおすす
めの「やまゆりポーク」
「富士の鶏」
「国産牛」の3
種と魚介類の鉄板焼きを好きなだけ楽しめる。

ニューヨークが愛した伝説の歌姫、
感動の実話を
描いた
「マダム・フローレンス！夢見るふたり」
。
自分が絶世のオンチだと気づかぬまま、歌手に
なる夢を追い続けるヒロイン。夫の献身的な支
援で、ついにはカーネギーホールを満員に？

12/5㈪18時30分から、
フルコースディナーと
ソムリエ厳選のワインを味わいながら、弦楽四
重奏の生演奏を楽しむ
「スペシャルディナー＆ソ
ムリエ厳選ワインのマリアージュ」
（15,000円、
要予約）
を開催。宿泊券などが当たる抽選会も。

パレスホテル箱根

イオンシネマ新百合ヶ丘

小田急ホテルセンチュリー相模大野

岡村考二フルート教室

Angel Familiar Ballet Dance Musical School

京浜楽器 ミュージックシティ百合ヶ丘

東海大学付属相模高等学校中等部

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245
http://hakone.palacehotel.co.jp/

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

相模原市南区相模大野3-8-1
予約・問い合わせ／10時～18時
http://www.odakyu-hotel.co.jp/century-ono/

会場／フィリアホール
（青葉台駅前、青葉台東急スク
エアSouth-1 本館5階）
http://okamura.music.coocan.jp/

川崎市麻生区百合丘2-2-1 B1F
http://angelfamiliar.com/

川崎市麻生区百合丘1-19-8
賚10時〜18時 贊火曜､ 第3月曜
http://www.keihingakki.co.jp

相模原市南区相南3-33-1
http://www.sagami.tokai.ed.jp/

蘂0460-84-8501

蘂044-965-1122

蘂042-767-1113（予約係直通）

エンジェル

蘂044-987-1519（クリスマスコンサート事務局）

フ ァ ミ リ ア

蘂080-5658-7269

2D1/2

蘂044-966-5121

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042-742-1251

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/

126×62mm

12/17㈯チェロ＆ピアノのデュオ・リサイタル
抜群の響きを誇るホールで楽しむ人気の「シリー
ズ杜の響き」。35回目の今回は、日本を代表す
るチェリスト・長谷川陽子さんと、国際派ピア
ニスト・三浦友理枝さんによる名曲コンサート。
当日券は12時30分より販売。

シリーズ杜の響きvol.35

長谷川陽子＆三浦友理枝 デュオ・リサイタル

ⓒ千葉広子

ⓒYuji Hori

蘂042-742-9999（チケットMove）
会場：杜のホールはしもと・ホール
JR横浜線・相模線
「橋本駅」
北口すぐ ミウィ橋本7階
日時：12/17㈯14時開演
（13時30分開場）
料金：全席指定3,800円 ペア席7,000円
学生（25歳以下）
2,500円 ※未就学児入場不可

昭和の時代にタイムスリップ

新型特急ロマンスカー
「70000形」
の製造決定

写真で遡る東急多摩田園都市の風景展
～12/24㈯
10時～18時

2018年3月、営業運転開始予定

※火・水曜休

入場無料

と

●快適に！
展
 望車両設置、車両側面の窓の高さの拡大、

写真協力：東京急行電鉄株式会社

乗り心地向上など

●便利に！

東急リバブル たまプラーザセンター
コミュニティプレイス
蘂045-901-2341

横浜市青葉区美しが丘2-15-8 東急美しが丘二丁目ビル4F

き

新型特急ロマンスカーは、「箱根につづく時 間 を 優雅に走るロマンスカー」をコンセプトに、
現行のVSE、MSEに続き、EXEα（30000形リニューアル車）とともに岡部憲明アーキテク
チャーネットワークがデザイン設計を担当。四季折々の沿線風景をダイナミックに堪能できる
展望席（最前・後部車両）や、高さ１ｍの連続窓などを設置する。また、荷物収納スペースや車
内Wi-Fiの整備、ユニバーサルデザインの導入など、快適性や利便性、安全性の向上を目指す。

住む人が誇り、訪れる人があこがれ
る街
「東急多摩田園都市」
。半世紀を
超える歳月をかけて築き上げられた
美しい街の、自然豊かな
「始まりの風
景」の写真を多数展示。当時を知る人
には懐かしく、知らない人には新しい。
その風景をぜひ楽しんで。

荷 物収納スペース充実、車内Wi-Fi整備など

外観（上）。中間（2～6号車）車両内観（下左）。先頭（1、7号車）車両断面（下右）。
※画像はすべてイメージです
画像提供：岡部憲明アーキテクチャーネットワーク、小田急電鉄

●安心・安全に！

防犯カメラ設置、バリアフリーに配慮

●環境にやさしく！

省エネルギー化、低騒音化

小田急電鉄株式会社 ▪小田急お客さまセンター 03-3481-0066

ミスモ

2016年12月号

本誌掲載の情報は2016年12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。
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