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ミスモ

2017年8月号

ミスモ

2017年8月号
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2017年8月号

ミスモ

15周年記念！生ビール＆冷麺フェア

鶴川駅近くで暑さをしのいでひと涼み！

小田

マクドナルド

田
至町
しん しゅう の はな

鶴川

カフェ＆レストラン パーラーさいとう

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 ※8/22㈫〜29㈫休 猾あり

蘂042-735-7818

町田市能ヶ谷1-6-11 小田急マルシェ鶴川2F 賚10時～22時
（L.O.21時30分）贊無休 猾あり

注目

ミ スモ 特 典

［グルメ］

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

空手着プレゼント

蘂0120-10-7834

田

至町

百合ヶ丘

ミ スモ 特 典

百合丘小学校
メガネストアー
スーパー三和

上質な畳表
7,800円+税 →7,300円+税

道路

黒川

尻手

【2017年8月31日迄有効】

大好評！平日だけのレディースランチ

売り切れ必至！大好評のとろける角煮丼

宿

新

五月

台

至新

Men u

百合

丘
ヶ
合 オーパ
エルミロード

フジスーパー

イオン

ビーバートザン

片平公園

オ ー シ ャ ン ク ラ ブ

BONDIS OCEANCLUB

さつきだいにんぐ

蘂044-819-8397 川崎市麻生区上麻生１-3-2 2F
賚11時～24時
（料理L.O.23時/ドリンクL.O.23時30分）贊無休
https://www.oceanclub-bondis.com/

蘂050-1180-8635 川崎市麻生区五力田2-8-3 ファースト・
ティ105号 賚月〜土11時30分〜13時30分
（L.O.13時）
/17時〜22時
（L.O.21時30分）
、
日・祝17時〜22時
（L.O.21時30分）贊木曜 猾あり

デザート
（昼）
or全コース30分延長

ミ スモ 特 典

プチデザートサービス

人気の焼き鳥と銘酒で楽しい夜のひ
とときを！

飲み放題付き全コースが30分延長に。人数分利用可。
【2017年8月31日迄有効】

平日ランチに
「とろ鉄火丼」
（1,000円）
登場！8月末まで

新百合ヶ丘
鶴亀松公園東

中華料理 福苑

注目

ミ スモ 特 典

⃝ レディースランチ
（平日ランチ限定）
 1,728円
⃝ 夏の膳
「涼彩」※8月末まで

4,860円
フリードリンクセット
（120分）

6,000円
⃝ うな重
・平日ランチ限定
（店内のみ）

1,944円
・通常・出前価格 2,484円

本格的な中華をリーズナブルに楽
しめる福苑。老若男女から人気な
のが、角煮丼
（1,000円）だ。2日
間かけて仕込む角煮は、八角、陳皮、
シナモンなどの風味が豊かで、白
飯との相性が抜群。口にすれば、
ほろりと肉がほどけてゆく。こぼ
れ紹興酒(450円)と一緒にぜひ。

ヶ丘

モスバーガー

百

ボ ン ダ イ ズ

王禅寺
五差路

銘柄鶏
「匠の大山鶏」
を使った評判の焼き鳥は1本210円
＋税〜。ささみ焼き鳥や、こだわりの塩やタレを使った
皮、ぼんじり、レバーは銘酒にもよく合う。平日ランチ
は日替わり定食が人気。毎週金・土曜の
「魚の日」
は昼夜、
新鮮な刺身や寿司を満喫できる。宴会メニューも好評だ。

ファミリー
マート

新

南百合丘小南

［グルメ］

こだわりの料理と銘柄鶏の焼き鳥が人気

今年1月のオープン以来、
新鮮な食材とこだわりのメニュー
が人気の同店。おすすめは、2名から注文できるコースメ
ニューだ。2時間飲み放題のサマーコース（4,500円）
と、2時間30分飲み放題のプレミアムコース
（4,700
円）
はリーズナブルで大好評。ランチは1,000円から。
至

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/

［グルメ］

2名からOK！飲み放題付きコースがお得

世田谷通り

古林畳店

無料体験後に入会の方。
【2017年7月30日～8月19日、
9月24日～10月7日有効】

［グルメ］

JA

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

ミ スモ 特 典

メニューはなんと200種以上！いつ
行っても食べたい味に出合える。

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。
【2017年8月31日迄有効】

遮熱性・吸放湿性が高い畳は、日本の気候に合った伝統の
住宅素材。この夏はぜひ畳を張り替えて、その快適さと、す
がすがしい香りを体感してほしい。見積もりは無料で、最短
当日仕上げが可能なので、気軽に問い合わせを。

宮前平

500円OFF

この夏、新しいことに挑戦したいなら、7/30㈰、9/24㈰
の各10時から開催の空手無料体験教室
（要予約）
へ。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
す同道場で、空手の道を歩き始めよう。見学は随時可能。

田
至町

中国家庭料理 神洲之華
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鶴川駅広場前

道

鶴川駅

登戸

駅北

9

街

川

鶴

公園前

南武線

7

鶴川駅近くで30年以上続く老舗カフェ＆レストラン。
店内にはグリーンが多く飾られ、ゆっくりとした時間を
過ごすことができる。夏季限定の白玉宇治金時
（700円
＋税）は、ふわふわの氷が特徴。濃厚な宇治抹茶シロッ
プともちっとした白玉の相性が絶妙な人気メニューだ。

急線

本格的な中国家庭料理をリーズナブルに味わえる人気
店。8月は、15周年を記念して、
「生ビール感謝フェア」
と
「冷麺フェア」
をダブル開催。この機会に、種類豊富な
冷麺や、お得な生ビール
（中ジョッキ、通常490円＋税
→390円＋税）
を楽しんで。お盆期間も営業。

［住まい］

2017年8月号

畳の張り替えで
和室を快適な空間に

［スクール・レッスン］

［グルメ］

月、 月に空手
無料体験教室開催

［グルメ］

通

ミスモ

柳

7

お食事の方。
「ミスモを見た」
と一言を。
【2017年8月31日迄有効】

ミアクチーナ

山口台中央

蘂044-322-0888

川崎市麻生区王禅寺西5-3-5 賚11時
30分〜14時
（L.O.）
/17時〜21時
（L.O.）
贊月曜
（祝日の場合は翌日）猾あり

吹込

山口台公園東

日光隧道

［グルメ］

あざみ野で手軽に本格BBQを楽しもう！

A

こどもの丘保育園

モンテッソーリ教育を
実践している自然豊かな園

D

天才キッズクラブ 登戸園

2017年4月開園！ヨコミネ
式教育法を導入

蘂044-819-8907
川崎市多摩区登戸2184-1 3F
http://www.tensaikids.jp

今年4月、向ヶ丘遊園駅より徒
歩4分、登戸駅より徒歩7分と
アクセス良好な立地に、ヨコミ
ネ式教育法を導入している天才
キッズクラブの新設園が誕生！
「教えない、やらせない、無理
強いしない」
をモットーに、子ど
もたちは自主的に楽しんで学ん
でいる。英語やミュージカルな
どは、専門の講師を招いて、指
導を行っている。見学は随時受
け付けているので、まずは問い
合わせを。2018年4月には溝
の口に認可保育園を開園予定。

専門講師による
情操教育が大好評！

蘂044-281-8322
川崎市麻生区はるひ野4-4-6 １F
http://www.berrykids.info/

新百合ヶ丘

E

リ

ー

キ

ッ

ズ

外国人講師による体全体を使っ
た英語あそびや、専門講師によ
る音楽あそび、ART活動など
を通した情操教育に力を入れて
いる保育園。子どもたちが安心
して過ごせる家庭的な雰囲気の
中で、一人一人の個性を伸ばし、
健やかな心と社会性を育んでい
る。9/30㈯、10/21㈯ 各13
時30分からは、保育方針やカ
リキュラムなどの詳細を説明す
る入園説明会（要予約）を開催。
園の様子も見学できるので、ま
ずは問い合わせを。

登戸

C

登戸ルミナス保育園

子どもたちがきょうだいの
ように過ごす小規模園

蘂044-930-3963
登戸駅から徒歩2分 http://www.
yoikode.com/product/noborito/

ルミナス保育園のなかで一番小
さな縦割り保育が中心の園で
す。異年齢の関わりが、助け合
い・譲り合いの心を自然に育み
ます。保育の内容や取り組み
は姉妹園の認可保育所と同様。
保育室は小さく、少人数で保護
者対応が密なこともあり、安
心して第2子の入園ができるの
で、10年来の付き合いとなる
保護者もいるほど、保護者との
連携力は非常に強い園です。ご
見学は随時行っておりますの
で、お気軽にご連絡ください。

バーベキューピット

新百合ヶ丘
大黒橋西

B BQPIT あざみ野ガーデンズ
注目
豊かな自然に囲まれた開放的なテラ
スでの上質なバーベキュー！

蘂050-3188-8900（予約窓口）
横浜市青葉区大場町704-11 賚デイタ
イム11時〜16時、サンセットタイム
17時〜21時 猾あり http://www.
azamino-gardens.jp/bbqpit/

［スクール・レッスン］

嶮山
あざみ野
ガーデンズ

ミ スモ 特 典

アイスクリームサービス

本誌持参で食事をされた方。
【2017年8月31日迄有効】

［ショップ］

天才キッズクラブ 新百合ヶ丘駅園

自ら学ぼうとする力で
成長していく

蘂044-952-4871
川崎市麻生区上麻生1-3-9 3F
http://www.tensaikids.jp

ヨコミネ式教育法を導入してい
る園。英語や知育、ミュージカ
ルなどは、専門の講師を招いて
指導を行っている。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。新百
合ヶ丘駅より徒歩3分。近隣に
は、認定保育園の万福寺園と上
麻生園もある。見学は随時受け
付けているので、まずは問い合
わせを。2018年4月には、百合
ヶ丘に認可保育園を開園予定。

5月に開校した、五月台駅徒歩1分のカルチャースタジオ。
バレエ、ヒップホップ、チアダンス、ベリーダンス、ベビ
ーストレッチ、健康体操などのクラスが人気。体験・見学
を受付中！レンタルスペースとしても利用できる。
ス タ ジ オ

リ ー ブ ル

蘂044-701-3150

川崎市麻生区五力田2-8-3 ファースト・ティ103号
受付時間／10時〜19時 贊無休
http://www.studio-libre.com

注目
2名以上で新規入会の方は、初月の
月謝半額、入会・体験金無料に！

五月

台

至新

百合

ヶ丘

モスバーガー
フジスーパー

ビーバートザン

片平公園

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館
蘂044-951-3334

川崎市麻生区万福寺1-15-10 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）贊無休 猾あり

新ゆり 小田急 住まいのプラザ

蘂044-959-3570

蘂0120-090-918
JA

世田谷通り

ファミリーマート

注目
サマーキャンペーン中、スタンプを
集めるとプレゼントがもらえる！

宿

至

新

丘

ヶ
合
百 オーパ

新

イオン

宿

新

至

ファミリーマート

丘
ヶ
合 オーパ

百

新

エルミロード

イオン

7/22㈯・23㈰10時から18時まで、新百合ヶ丘エルミロー
ド1階吹き抜け広場で無料イベントを開催。
「リフォーム水廻
り商品展示・特別販売会」
のほか、おすすめ物件紹介や不動産
査定などを実施。専門スタッフに無料で気軽に相談できる。

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/

世田谷通り

JA

［イベント］

ビデオテープをDVDにダビングするサービスが好評だ。
さら
に、
7/20㈭～9/3㈰のサマーキャンペーン期間中は、
基本料
金
（1,000円＋税）
が無料に。
注文本数が増えるほどお得にな
る
「おまかせプラン」
もあるので、ぜひまとめてダビングを！

Studio LIBRE

大好評の平日限定
「レディースランチ」
（左）
。8月末
までの夏限定コース
「涼彩」
（右下）
。

エルミロードで
無料イベント開催

登戸

ベ

エデュケアルーム BERRYKIDS

平日限定の旭鮨名物、男性も注文できる
「レ
ディースランチ」
は、にぎり6個、
海鮮サラダ、
ローストビーフ、天ぷら、茶碗蒸し、お椀が付
いて1,728円といううれしい内容だ。
「ミス
モを見た」というと、さらにコーヒーを付け
てくれる。また、この時季は、さざえのつぼ焼
きなど全8品がそろう夏らしい「涼彩」
（8月末
まで）もおすすめ。昨年好評だった
「とろ鉄火
丼」
（平日ランチ限定 1,000円）
も、再登場。

思い出のビデオを
DVDにするチャンス

川崎市宮前区菅生2-17-16
http://www.kodomonooka.ed.jp/

B

レッスンいろいろ！
スタジオレンタルも

蘂044-948-5575

モンテッソーリ教育を取り入
れ、こどもの「自立」
「自律」を援
助し、人間形成の土台を育成。
遊具のある広い園庭・グラウン
ドや園所有ファーム（畑）などの
自然豊かな環境と、栽培・調理
体験を通した食育、有機農法に
こだわった給食や、専門講師に
よる授業（英語・体操・リトミッ
ク）も行っている。
見学：第1・3火曜 各10時～
アクセス：聖マリアンナ医科大
学病院すぐそば（小田急・川崎市
営バス利用）

はるひ野

あざみ野

百合ヶ丘

7/16㈰、あざみ野ガーデンズに、
手ぶらOK、準備・片付け不要の屋
外テラス型BBQ施設がオープンし
た。厳選した食材のセットプラン
のほか、施設内の店舗で買った新
鮮な食材を本格的なグリルで調理
するプランも！ママ友や家族と楽
しもう。詳細はHPを。

エルミロード

川崎市麻生区万福寺1-18-1（会場は新百合ヶ丘
エルミロード）賚10時〜18時30分 贊水曜
http://www.odakyu-fudosan.co.jp/plaza/

注目
モザイクタイルでコースターを作るワ
ークショップも楽しめる。

新

丘

ヶ

合

百

宿
新
至
オーパ
エルミロード

イオン
横浜銀行
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ミスモ

2017年8月号

ミスモ

・焼肉
ホルモン

地元客から愛される
人気ホルモン料理店

緑豊かな安らぎの街

新鮮で旨みたっぷりのホルモンを、香ばしい七
輪焼きで楽しめる地元の人気店。広々とした店
内は、女性でも入りやすく、週末は家族連れで
にぎわう。高たんぱく・高ビタミン・低カロリー
の健康的なホルモンで、夏バテを吹き飛ばそう！

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/

KAKIO

柿生

おいしいお店や教育・サービス施設が充実し、暮らし
やすい街として人気の柿生。暑い日には、万緑の並木
の木陰を、
ゆっくり街歩きするのがおすすめ。

ミスモ特典
いくどんカルビ
一皿サービス

ミスモ特典

本誌持参で飲食された方。
1グループにつき1回。
【2017年8月15日迄有効】

入店時または予約時に
「ミスモを見た」とお伝えください。
店舗によっては「本誌を持参」していただく場合がありま
すので、ミスモ特典の但し書きをご確認ください。

春は桜が見事な麻生川

神社

天井画拝観や祈祷で
静謐なひとときを

深緑の並木が続く

金刀比羅宮を合祀した由緒ある神社。大鳥居のある儀式殿
と、山の頂にある本殿からなる。63枚の見事な天井画は、
焼失した本殿の再建にあたり、画家でもある志村宮司が2
年がかりで復元したもの。貴重な古地図なども所蔵。
こと ひら

武州柿生 琴平神社
蘂044-988-0045

川崎市麻生区王禅寺東5-46-1
祈祷受付／9時～16時、本殿参拝／8時～16時 猾あり
http://www.kotohirajinja.com/

注目

水遊びができる！

観を
や古文書の拝
本殿の天井画
絡を。
連
前
事
、
は
希望する場合

理

アジア料
カレー・

5月にリニューアルした
評判のカレー店
特製スパイスで旨みとコクを引き出したインドカレー
が人気の同店がリニューアル。店内にはソファー席も
用意され、ゆっくりくつろげる。アジア各地の料理や
お酒も豊富にそろう。ランチは平日800円＋税～。

ミルチ亜細亜食堂 柿生店
蘂044-272-9887

川崎市麻生区上麻生5-44-24
賚11時 ～15時
（L.O.14時45分 ）
/17時 ～ 23時
（L.O.22時45分 ）
、
土・日・祝のランチは〜15時30分
（L.O.15時15分）贊無休

ミスモ特典
ランチ・ディナー
10%OFF

ランチ980円以上、
ディナー
1,500円以上。
本誌持参の方。
クレジットカード不可。
【2017年8月31日迄有効】
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KAKIO

うなぎ

滋養たっぷりの
うなぎで元気になろう

幼稚園

自然の中で
夢中になって遊ぼう
スも
トインスペー
外にあるイー

注目 利用できる。

洋菓子
※写真はイメージ

イルフェジュール 本店

ム

老人ホー

特別養護

蘂044-987-3120

川崎市麻生区下麻生2-5-20 賚10時〜19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/

緑豊かな丘で
笑顔があふれる毎日を
「曙光」
（アルナ）
名のとおり、
利用者や家族
を明るく包むことを目指す特別養護老人
ホーム。
柿生駅南口から徒歩5分の緑豊か
な丘に立ち、晴れた日には富士山を望む。
系列保育園の子どもたちや地域との交流

丁寧に香ばしく焼き上げたうなぎ
は、
ふっくらとした肉厚な身と、ほ

56年の歴史を持つ幼稚園。自然

どよい脂が特徴。ひつまぶしや大

あふれる敷地には、迷路やアス

ぶりのうな ぎ 半 身 を 使ったうな

レチックがある
「遊び館」や、ツ

重、旬の味を楽しめる
「夏野菜の

リーハウス
「樫の木のとりで」が

冷やしそば」も好評だ。寺家ふる

ある裏山など、子どもたちが夢

さと村の里山風景と、この時季な

中になって遊べる設備が充実。

らでは の 蝉しぐ れ を 楽しみ な が

さまざまな体験を通じ、元気で

ら、存分に味わいたい。

やさしく、最後まで頑張ること

Menu

ができる子どもを育てている。

うなぎひつまぶし
天せいろ
夏野菜の冷やしそば

数々の洋菓子コンテストで受賞歴を持つパティシエ
宍戸氏による、アイスクリーム＆シャーベット全7種
（各249円）
が登場。京都
「丸宗」
の高級宇治抹茶や、フ

柿の実幼稚園

ランス産の完熟フランボワーズ、自家製いちごピュー

蘂044-988-0229

レなど、こだわり素材の味を堪能して。手土産にも。

川崎市麻生区上麻生7-41-1
http://www.kakinomi.com/kakinomi/

注目

、
か さに 満 ち た
大きな 愛と温
。
気
雰囲
アットホームな

じ

け

の まん りょう

蘂045-962-7338

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

蘂044-987-0021

果物
た新鮮野菜や
寺家町でとれ
すめ。

問い合わせ／9時～18時
川崎市麻生区上麻生5-19-10
https://www.arunaen.jp/

注目

3,580円＋税
1,340円＋税
860円＋税

うなぎ・田舎蕎麦 寺家乃鰻寮

柿生アルナ園

イベントも多数。デイサービスやショー
トステイなどの各種支援サービスも。

新登場！厳選素材の
アイス＆シャーベット

柿生

す
注目 のフレッシュジュースもお

ので、
け付けている
見学は随時受
。
を
せ
わ
合
い
まずは気軽に問

幼稚園

のびのび遊んで
大きく育つ森の幼稚園

コスモ葬祭

緑豊かな森を、園長や教職員、保

蘂0120-22-7006

護者、地域住民が一体となって切
り開いて設立。自然の中での原体

・焼肉
ホルモン

験を重視しており、森の植物や生

夏の集まりは仲間や
家族とワイワイ焼肉！

き物と触れ合い、広々とした敷地
でのびのびと遊ぶことで、健やか
な体と情緒豊かな心の育成を目指

上質な肉をお得に味わえると評判の焼肉
店。特にボリューム満点の遊輪カルビ
690円＋税が人気だ。広い店内にはキッ
ズルームもあり、家族や仲間との夏の集
まりに最適。週末は混むので、早めに予

七輪炭火焼肉・ホルモン 遊輪 柿生店

約を。会員登録で特典あり。

川崎市麻生区片平2-25-1 サンパレス日向1F
賚平日17時〜23時30分、土16時30分〜23時30分、
日・祝16時30分〜23時
※L.O.はすべて閉店30分前 贊無休 猾あり
http://epark.mbtn.jp/m/588/

預かり
テル・一時
ペットホ

愛犬のために、
第2の我が家の用意を！
プロのトレーナーが24時間常駐している犬の

蘂044-987-4429

保育園＆ホテル。新百合ヶ丘駅や柿生駅からの
注目

店内が広いの
で、大人数で
の
宴会の利用も
おすすめ！

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/

アクセスが良好で、急用や旅行の際にも預けや
すい。事前に無料体験もできるので、安心だ。
デイ預かりは7時から22時まで対応。ホテル利
用は1時間330円。体重、
多頭、
連泊の割引も。

ミスモ特典

している。柿の実幼稚園の姉妹園。

夢の森幼稚園

も
メールやLINEで
預けている間、

注目 様子がわかるので安心。

蘂044-988-7811

町田市三輪町1051-2
http://www.kakinomi.com/yumenomori/

犬家保育堂
蘂0120-184-195

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

エンディング
ノート進呈

注目

夢の
な 森 の中で、
1万 坪 の 広 大
ている。
れ
さ
開
展
が
ような保育

本誌持参で来店された方。
1組につき1冊。
【2017年8月31日迄有効】

葬祭

「心、大切に」
信頼の葬祭店で旅立ちを
地元から信頼され、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。
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ミスモ

2017年8月号

ミスモ

心療内科

あさお

ふ るさと の 銘 菓

精神科

井澤クリニック

第

○

○

○

○

○

休診

46

○

○

○

9:30〜
14:00

初診の方はお電話で予約をお願いします

夏期休診 8/11㈷〜17㈭

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

ヨーグルトの酸味さわやか

夏野菜のスピードカレー
材料

診療時間の詳細は

津田眼科

TSUDA Eye Clinic

作り方

2～3皿分

ニンジン、レンコン、

ゴ ボ ウ …。 素 材 の 色、

形、風味を生かした野

菜菓子は繊細な芸術品

のよう。江戸時代に長

期保存を目的に作られ

た砂糖漬けで、大変珍

重されたという。梅鉢

屋はこの江戸の技法を

唯一受け継ぐ老舗だ。

切った野菜をゆで、砂

糖蜜で煮詰める。蜜の

濃度を徐々に高めなが

コンは４～５日、ナス

は １ 週 間 ほ ど 煮 込 む。

この作業をご主人が一

人で行うというから驚

く。
「濃度の管理はも

ちろん、焦げつかない

ように気を遣います」

うっすら砂糖をまとっ

たダイコンは、周りは

サ ク っ と し て い る が、

中は切りたてのように

みずみずしい。どれも

素 材 の 個 性 が 味 わ え、

種類ほどそろ

甘さもさっぱり。季節

により

20

ら、
〝煮ては冷まし〟を

何 日 も 繰 り 返 す の だ。

http://www.mismonet.com

うが、新しい野菜にも

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

挑戦している。お茶や

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

一度に濃い蜜で煮ると

島田朋子

イス）
に置き換えると、よりスパイシーな香り
のカレーに仕上がります。旬の夏野菜
（ゴー
ヤ、ナス、トウモロコシ、枝豆など）
を使って、
それぞれの夏カレーを楽しみましょう。

コーヒーのほか、お酒

カレー粉は、数十種のスパイスの辛み、色、
香りをバランスよく配合。十分炒めることで
旨みが引き出されます。仕上げのカレー粉を
市販のガラムマサラ
（香りづけのミックススパ

とも好相性。ホテルの

豆知 識

バーなどでも提供され

⑥器にご飯を盛り、カレーをかける。

ているという。

⑤残 りのカレー粉小さじ1を加えて、1～2分
間煮て味をみる。適宜塩を加える。

崩れてしまうのだと

④Aを加えて、中火で10分間煮る。ミニトマ
ト、オクラを加えて、さらに10分間煮込む。

か。野菜の状態に合わ

③牛 肉を加えて、カレー粉小さじ2をふり入
れる。牛肉の色が変わり、カレー粉にもしっ
かり火が通るように炒める。

せて煮る時間を調整す

②フライパンにサラダ油大さじ1を入れ、ショ
ウガとニンニクのみじん切りを入れてから
中火にかけ、香りを出すように炒める。

るが、ショウガなどは

①ミニトマトのへたを取る。オクラのガク部
分を包丁でグルッとむいて、斜め半分に切
る。牛肉を一口大に切り、小麦粉をまぶす。

３日、ニンジン、ダイ

ご飯����������� 2～3皿分
ミニトマト����������200ｇ
オクラ������������� 5本
牛肉切り落とし��������150ｇ
カレー粉��� 小さじ2＋1
（分けておく）
小麦粉�����������小さじ１
ショウガ
（みじん切り）
 ��� 親指大分
ニンニク
（みじん切り）
 ��� 親指大分
A はちみつ��������小さじ２
しょうゆ��������大さじ１
トマト水煮
（缶）
������100ｇ
プレーンヨーグルト ����100ｇ
固形ブイヨン�������� 1個
水����������� 100ｍｌ
サラダ油���������� 大さじ1

1組

2

名様

美しい富士山と大自然の
湖畔リゾート

近隣自治体の総合医療体制
川崎市多摩区

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

受付時間
診療科目

9:00〜11:30
13:00〜16:00
内科・小児科

※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

受付時間 9:00〜11:30/13:00〜16:00

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

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
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。

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

東京都町田市

健康福祉会館
tel 042-725-5414

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

9:00〜17:00

どの医療機関も出かける前に必ず電話で確

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

認を取り､ また保険証は忘れずに持参を。

8月19日㈯

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︲ ︲1
TEL 0 ３︲３３７０︲１１２１
FAX 0 ３︲３３７4︲2952

アキ社会保険労務士事務所

14

秋山 秀子

15

社会保険労務士

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

25

代表社員
税 理 士

東京都世田谷区上馬2︲ ︲4
フレックス三軒茶屋6F
TEL 03︲3412︲8221
FAX 03︲3412︲8224

応 募方法

名様

暑中お見舞い
申し上 げ ま す

47

写真はイメージ

※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。

60

開国の港町、浦賀では、毎

夏、 年以上続く
「浦賀みなと

祭」
が開催される。当日は浦賀

港周辺で、関東大震災受難者、

水難者、引揚船関連戦病死者

などの慰霊法要をはじめ、奉

納 舞 や 大 灯 籠・ミニ灯 籠 の 展

示・点 灯 な ど が 行 わ れ、 ま つ

15

り囃子が響く中、模擬店も立

20 20

ち並んで、大勢の人でにぎわ

30 12

う。イベントの最後を飾るの

19

は、花火大会。ペリーの黒船

19

が停泊した浦賀沖から、
500

●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など
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、ご了承ください）
。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。

8

発が打ち上げられる。

【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
【宛 先】
ミスモ編集部「8月号プレゼント」係
●FAX 044-959-3751 ●Eメール mismo@mismonet.com
【締 切】
2017年8月25日㈮（当日消印有効）

日時
日㈯ 時〜 時
月

花火は 時 分～ 時
荒天中止
場所
西浦賀みなと緑地及び浦賀港
周辺地域
アクセス 京浜急行浦賀駅から徒歩 分
問い合わせ ０４
 ６-８４１-４１５５
（浦賀みなと祭実行委員会）

ハガキ･FAX･Eメールのいずれかを利用して ■希望賞品 ■アンケートの回答 ■住所 ■氏名 ■年齢 ■性別
■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。

川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

浦賀みなと祭

各地のイベントや見どころの
情報をお届けします

日･祝日､ 木曜日

薑 044-965-1171

川崎市百合ヶ丘歯科保健センター
tel 044-966-2261

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

町田市休日・準夜急患こどもクリニック tel 042-710-0927

フランス料理
「クイーン・アリス」
では、
11/30㈭ ま で、 平 日 限 定 で、 開 業 （平日限定）
20周年を記念した特典付きディナー （1名あたり7,500円）
コースを用意。今だけのスペシャル
メニューをぜひ楽しんで。ディナー
は17時30分～21時（L.O.）。
1組

2

休診日

横浜市青葉区の歯科診療

東京都墨田区八広2-37-8 営業時間／9時～18時 定休日／日曜、
祝日、
第2・4月曜
野菜菓子
「すみだ川」中10種2,376円 中12種 3,456円 ※内容は季節により多少異なる

クイーン･アリス
20周年記念
ディナーコース

045-682-2216（クイーン・アリス直通） https://ybht.co.jp

9:30 〜 13:00
14:00 〜 16:00

近隣自治体の歯科医療体制
川崎市 歯科医師会の歯科診療

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

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

横浜ベイホテル東急

土

インフォメーション

受付時間
･日曜､ 祝日

横浜市青葉区

富士屋ホテル河口湖アネックス
富士ビューホテル

横浜ベイエリアの
人気ホテルが20周年

9:30 〜 13:00
15:00 〜 19:00

日曜・祝日の休日急患診療

川崎市麻生区

税理士法人髙津会計事務所
髙津 一正

約3万坪の庭園を抜ければ河口湖、と
いうロケーションのリゾートホテル。
庭園を望むレストランでは、素材の
風味を生かしたフランス料理や日本
料理を楽しむことができる。

月･火･水･金

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

東京都稲城市

神奈川県・横須賀市

診療時間

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

綟あり

向じま 梅鉢屋 ご注文・問い合わせ蘂 03-3617-2373 FAX 03-3617-2372

旅ごよみ 〜第 44 回〜

診療内容

夏期休診 8/20㈰〜8/27㈰

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

平日宿泊券（1泊2食付）

http://okazakiiin.com/

東京都墨田区
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Pure Life

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
受付は終了の30分前まで
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

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202
VOL .

12

内科･小児科･循環器科･胃腸科

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前
■ 夏季休診：8/10㈭ 〜14㈪

回

野菜菓子

09:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

岡崎医院

神経科

2017年8月号

暑中お見舞い申し上げます

TEL 048-441-0111（代表） FAX 048-441-6672
〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南一丁目5番43号
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ミスモ
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レジャー

ミスモ

グルメ

オーシャンビューの温泉誕生

スクール

グルメ

イベント

スクール

スクール

2017年8月号
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ショップ

新食感のすり身たこ焼き

授業・部活体験！食堂で試食も

大人の空間で旬の料理を堪能

ミューザ川崎市民交響楽祭

8/5㈯オープンキャンパス

見学ツアー＆フリースタディ

人気のパンが50種以上！

7/15㈯、 温 泉・ス パ 施 設
「THERMAL SPA
S.WAVE」が誕生した。温泉エリアでは、露天
風呂や貸切スパで大磯温泉をゆったり満喫でき
る。水着着用スパエリアでは、海との一体感が
味わえるプールや岩盤浴を楽しんで。

小田原の老舗、鈴葊かまぼこがプロデュースす
る、天然魚のすり身を使ったたこ焼きの専門店
が今年6月にオープン。ふわっとしてプリプリ
の食感と魚の旨みを、アジア・ビアカップで12
年連続入賞の箱根ビールとともに楽しんで。

9/23㈷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8/20
㈰から26㈯まで（定員あり）。詳細はHPを。

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。お洒落な店内で、
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。

8/27㈰14時から、かわさき市民オーケストラ
2017（幹事／宮前フィルハーモニー交響楽
団）による演奏会を開催。曲目は、チャイコフ
スキー／
「眠れる森の美女」
組曲、マーラー／交
響曲第5番。指揮は横島勝人氏。

明治34年創立、女子教育の歴史と伝統を持つ
日本女子大学が、8/5㈯に人間社会学部のオー
プンキャンパスを開催する。現代社会学科・社
会福祉学科・教育学科・心理学科・文化学科の学
びの魅力に、ぜひこの機会にふれてみて。

自ら考え、
自ら学び、
自ら行う姿勢を大切にして
い る 同 校。7/29㈯・30㈰、
8/12㈯ ～ 16㈬・
19㈯・20㈰の各13時から、夏季休暇期間学
校見学ツアー
（予約不要）
を開催する。フリース
タディ
（要予約）
は、
9/16㈯9時30分～。

トナカイの青い看板が目印の、可愛い三角屋根
のパン屋さんには、常時50種類以上のパンが
並ぶ。バターの香りが豊かに広がるフォンダン
クロワッサン
（210円）や、米油で揚げたスパ
イスカレードーナツ
（180円）
が人気。

大磯プリンスホテル

たこ右衛門・箱根ビールバー

日本大学第三中学校

あざみ野 割烹

蘂042-789-5535

蘂045-511-7099（問い合わせは15時〜18時）

宮前フィル事務局

日本女子大学 人間社会学部

日本女子大学附属高等学校

パン工房 トナカイ

神奈川県中郡大磯町国府本郷546
http://www.princehotels.co.jp/oiso/

神奈川県小田原市栄町1-1-17
賚11時～19時 贊無休
http://www.kamaboko.com

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

横浜市青葉区新石川1-9-8 1F 賚11時30分〜13時
30分
（L.O.）
/18時〜20時
（L.O.）贊月曜、第1・3火曜
※祝日は確認 http://www.azamino-sekido.com

問い合わせ／平日9時～18時 贊土・日曜、祝日
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
チケット／A席1,500円、B席1,000円（全席指定）

会場／西生田キャンパス 川崎市多摩区西生田1-1-1
日時／8/5㈯10時～14時30分
（受付終了14時）

川崎市多摩区西生田1-1-1
http://www.jwu.ac.jp/hsc/

川崎市多摩区長沢2-20-30 賚8時〜18時30分
贊日曜、祝日、第1・3土曜 猾あり

シネマ

スクール

サービス

イベント

スクール

レジャー

グルメ

イベント

写真はイメージ

蘂0463-61-1111

7/28㈮公開！おすすめシネマ

蘂0465-21-3344

9/10㈰ 学校説明会

便利な新型車内モニター設置

SEKIDO

人気曲のサックスライブ

蘂044-870-7187

夜の説明会「多摩 la ナイト」

蘂03-5981-3786（学務課入学課）

園内が「すぶぬれランド」に！

Ⓒ2017
「君の膵臓をたべたい」
製作委員会／Ⓒ住野よる/双葉社

“泣ける小説”として口コミが広がり、2015年
の発売後、瞬く間にベストセラー小説となった
『君の膵臓をたべたい』
が待望の実写映画に。主
題歌はMr.Childrenの新作
「himawari」。心を
揺さぶるメロディーが、感動のラストを彩る。

蘂044-952-6705

うなぎ弁当で夏を乗り切ろう

たまプラーザ夏祭り開催

旬の素材にこだわり、味はもちろん、見た目も美
しく日本の四季を演出する懐石料理 有吉が、8月
末まで限定で、
「うなぎ弁当」
を提供。秘伝のタレ
を絡め、ふっくら焼き上げたうなぎに、前菜、お造
り、きも吸い付きで、4,200円＋税。宅配も行う。

34回目となる夏祭りが、7/29㈯・30㈰に開
催される。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多数。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。

写真はイメージ

「明るく元気な進学校」を目指す完全中高一貫の
男子校。9/10㈰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。

小田急バスでは今年、ルート途中の停留所名を
表示できる新型モニターを全車両に導入した。
後部座席からも見やすい画面で、3つ先のバス
停までが表示される。事前に降車予定のバス停
を確認できるので、安心して乗車できると好評。

8/27㈰、都内を中心にライブ活動も行ってい
る萩原隆氏が、自身監修の譜面シリーズから人
気曲を演奏する
「 め ち ゃ モ テSax LIVE in
KEIHIN」
（一般3,000円、
京浜楽器会員2,000円）
を開催。ピアノは神多
（山岡）
恭子氏。

8/26㈯17時～19時、夜の説明会を開催。学
食体験やクイズ大会、部活動紹介の後、18時
から説明会を行う。さらに15時30分からアカ
デメイア棟利用体験も。さあ、集まらナイト！
7/29㈯～8/25㈮にHPで予約を。

7/15㈯～9/10㈰の期間限定で
「ずぶぬれラ
ンド」
を開催。
「最強、ずぶぬれ！」
をテーマに、
「グッジョバ!!」が1日3回
「ビッジョバ!!」になる
など、園内のいたるところで水しぶきが舞う。
暑い日は、ずぶぬれになって楽しもう。

イオンシネマ新百合ヶ丘

東京都市大学付属中学校

小田急バス

京浜楽器 ミュージックシティ百合ヶ丘

大妻多摩中学校

よみうりランド

懐石料理

蘂044-966-1111

蘂045-902-0335

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

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

問い合わせ／月〜金9時〜17時30分
http://www.odakyubus.co.jp/

開催場所／MOUZA yurigaoka
（ミュージックシティ
百合ヶ丘4階） 開場／14時45分 開演／15時
問い合わせ／jet@keihingakki.co.jp

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

稲城市矢野口4015-1
http://www.yomiuriland.com/

横浜市青葉区もみの木台6-8
賚11時30分〜14時30分/17時〜21時30分
贊木曜 猾あり http://www.ariyoshi.com/

蘂044-965-1122

蘂044-948-8660

蘂03-3415-0104

蘂03-5313-8330（お客さまセンター）

3D1/2

126×94mm

蘂044-966-4538

蘂042-372-9113

有吉

たまプラーザ駅前通り商店会

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
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玉川大学
ッジで
オープンカレ
！
充実ライフを

7/27㈭から受付開始！
はじめる。広がる。深める。
玉川大学継続学習センターでは、
緑豊かなキャンパスで、多彩な公
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。
講座一例

注目の講座

■屋
 外のスケッチ

■コ
 ントラクトブリッジ

■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
■折
 紙を楽しむ

「学びたい」気持ちに応えてくれる大学の公開講座。
多彩なテーマの講座が続々と登場するこの機会に、
知識を深め、仲間とともに学ぶよろこびを体感して！

初中級

■面
 を打つ
［能面・狂言面］

（無料・要申し込み）

入門講座

コントラクトブリッジを覚えたい初心
者を対象とした、ゲームの楽しさを理
解するための体験講座。
9/22㈮・29㈮ 各13時～15時

■漆
 芸の魅力

横浜美術大学

■絞
 り染／ベンガラ染
■

落語を楽しむ

■ペ
 ーパークラフトアートを楽しむ
■世
 界遺産の魅力

描く・造る・彫る・聴く
気軽にアートを楽しもう

■世
 界の名作をご一緒に
■大
 名家の香道／煎茶道

■俳
 句／書に親しむ／小筆書道
■コ
 ントラクトブリッジ

（無料・要申し込み）

■エ
 アロビック／ハワイアン・フラ
■英
 語でYOGA

■フ
 ランス語／スペイン語／ドイツ語／中国語

幅広い世代に向け、初心者から経

TAP
（玉川アドベンチャープログラム）
の紹介も兼ねた体験講座。体験教育を
ベースに人とのかかわり方などをグルー
プワークを中心に学ぶ。

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
て難しいものではなく、ごく身近

10/21㈯ 9時～12時30分

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
〒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

■玉
 川アドベンチャープログラム

検索

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？

■は
 じめての俳句

今、注目されている俳句。基礎を学び
ながら俳句を作り、読み方もわかるよ
うにレクチャー。出合う俳句を、もっ
と深く理解できるように。

講座一例

注目の講座

■デ
 ッサン入門編

楽々ステップアップ絵画講座

■デ
 ッサン初級編

～失われし絵心を求めて～

■自
 由に描く水彩画

■デ
 ッサン入門編

■油
 絵静物画・風景画

■油
 絵人物・コスチュームモデル
■銅
 版画

■日
 本画・初級
■日
 本画・中級

■電
 動ろくろに挑戦

■初
 めての木工、初めての漆
■木
 彫教室～干支を彫る～

■デ
 ッサン初級編

■自
 由に描く水彩画
この3講座は絵を描いてみたいけれど
何から始めてよいかわからない人、
シニ
ア世代でも気軽に受講できる内容。横
浜美術大学教授をはじめ、プロの講師
が個人のペースやレベルに応じて丁寧
にアドバイス。複数受講で割引もあり。

申込締切日： 8/30㈬

■大
 理石彫刻の技法を学ぶ

■甦
 るシルクロード壁画の世界

～①法隆寺金堂壁画と敦煌莫高窟第57窟の復元
■西
 洋絵画にあらわされた世界
■こ
 どもアトリエ村・秋
■青
 葉6大学連携講座

■生
 涯学習受講者に履修証明

「PAS育成プログラム」

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

検索

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」
は、アートに関
するアカデミックな知識と技能を習得
したことを公的に証明する制度。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、履修証明書を交付する。

本誌掲載の情報は2017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。
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