
涼しく、ゆっくり、快適な夏の食事を

新百合ヶ丘エルミロード5階のL-DININGは、日常使いから
ちょっとした贅沢を味わう店まで、さまざまなバリエーシ
ョンのレストランが集まるフロア。和食、洋食、中華、カ
フェのなかから目的や気分に合わせて選びたい。また、夏
にぴったりのメニューも充実。テラス席のある店やゆった
りと過ごせる店で、家族と、友人と、また1人でも、気兼
ねなく涼みながら食事を堪能して。

多種多様の味を、いつでも誰とでも楽しめるレストラ
ンフロア。夏を元気に過ごすメニューがそろう。

新百合ヶ丘エルミロード

和食、洋食、中華、
カフェと充実

17店舗がそろう「L-DINING」。そのうち13店
舗では、テイクアウトメニューを実地しており、
充実の品ぞろえ。各店舗の味を自宅で楽しん
で。詳しくは館内に掲示されているポスター
をチェック！

Information

1
［グルメ］

来館された方（5階フロア
にスタンプ台あり）

スタンプ条件
蘂044-965-3111 
川崎市麻生区上麻生1-4-1 賚10時〜20時 5Fレストランフロ
ア 賚11時〜20時贊8/19㈭
https://www.odakyu-sc.com/l-mylord/

6/25オープンの「築地 とう庵」は
炊き立て羽釜のご飯が自慢。

注目

ローストビーフとオイスターを存分に
O
オ ー シ ャ ン ク ラ ブ

CEANCLUB B
ボ ン ダ イ ズ

ONDIS 2
［グルメ］

新百合ヶ丘駅から徒歩3分の異国情緒あふれる店。
夏のおすすめはローストビーフの食べ放題とオイス
ターが楽しめる「サマーコース」5,500円。親しい仲
間や大切な家族と気軽にオーシャンレストランの雰
囲気を楽しみたい。開放的なテラス席も。「マスク
飲食実施店」認証済みで感染拡大防止対策も万全。

蘂044-819-8397 
川崎市麻生区上麻生１-3-2 2F 賚11時〜23時30分（L.O.22
時30分、ドリンクL.O.23時） 贊無休 
https://www.oceanclub-bondis.com/

食事された方、またはテ
イクアウト注文の方

スタンプ条件

「サマーコース」500円OFF
他の割引との併用不可。【2021年8月31日迄有効】

ミスモ特典

不動産市場が活発な新百合ヶ丘は、
良い物件が目白押し。地元で開設
39年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23名の営業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。

不動産売買の相談は東急リバブルへ！
東急リバブル 新百合ヶ丘センター4

［住まい］

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

売却または購入の相談を
された方

スタンプ条件

売却相談はHP、スマートフォン、
FAXで24時間受付中。

注目

開放的なリゾート空間でBBQを満喫

新百合ヶ丘で愛され続けるフレンチレストラン。南仏リゾー
トを思わせる優雅な店内、窓の外に広がるガーデンプール、
緑に囲まれたテラス席とプライベート感満載。この季節に特
に人気なのはテラス席でのガーデンバーベキュー（雨天でも
利用可。10月下旬まで）。8/7㈯には毎年恒例の夏祭りを
開催。プールの利用や16時からのブッフェ、そうめん流し
などで夏を楽しんで（予約制）。

駅近とは思えない静けさと豊かな緑に
囲まれたガーデンプール。バーベキュー
で南国リゾート気分を。

アサオガーデン

夏野菜や肉類のほか
魚介類コースも

⃝ ガーデンバーベキュー
 4,400円　
　  ※要予約(前日まで)、そうめ

ん流し付き。プラス2,200
円で魚介類付き

⃝ 2時間飲み放題
 2,750円〜
⃝ 夏祭り8/7㈯ ※要予約
 大人　6,050円　
 子ども3,850円　
※料金はすべてサ料別

Menu

3
［グルメ］

予約して来店された方

スタンプ条件
蘂044-966-3600 
川崎市麻生区上麻生3-13-1 ベルクレエ新百合ヶ丘2F 
賚11時30分〜15時（L.O.14時）/17時〜21時（L.O.20時） 
贊月曜 ※予約でのバーベキューのみ営業

7/1からプール開始！利用料は大
人2,200円、子ども1,650円。

注目
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ブレンドした国産小麦と天然酵母
を使用したこだわりのパン屋。定
番人気のクロワッサンは外はサク
ッ、中はふわっとした食感がやみつ
きになる。地元の農園から仕入れ
た食材をふんだんに使ったサンド
イッチも人気。季節限定で登場す
るレモンデニッシュやレモンあん
ぱんもおすすめ。

国産小麦など食材にこだわるパンが豊富
ぱんやのともぱん8

［ショップ］

蘂044-299-8879 
川崎市麻生区片平7-7-1 ヒルサイドコート1F 賚8時〜18時 
贊水曜、第1・3・5木曜 Ⓟあり

購入された方

スタンプ条件

数量限定のツイストドーナツは、
午前中来店か電話予約を。

注目

エイジング毛はハリやコシがなく
なりパサつきがち。でもカラーや
矯正は続けたいという方に、頭皮
トラブルの原因となるジアミン不
使 用 の カ ラ ー「 ザ ク ロ ペ イ ン タ
ー」、エイジング毛のほかさまざま
な髪質に対応しナチュラルな仕上
がりが好評な「縮毛矯正ジーニア
ス」がおすすめ。

エイジングヘアのための新メニュー登場！
ヘアー＆メイク エルフ 6

［ビューティー・
リラックス］

蘂044-989-4163 
町田市三輪緑山1-5-5 賚9時〜18時 贊火曜、第1・3水曜 
猾あり　予約優先　http://www.hair-elf.net/

施術をされた方

スタンプ条件

コロナ対策をしているため、安心
して施術を受けられる。

注目

毎年恒例！人気のかき氷を旬の桃で

パティスリーエチエンヌでは、期間限定でかき氷を販売。
毎年心待ちにするファンも多いという人気商品だ。ふわふ
わの氷の上に、旬の果物を使用したシロップやジュレ、ムー
スなどがたっぷりとかかり、食べ進めると中にはぜいたく
にも果実がまるごと入っているものも。桃が旬を迎えた今
の季節は、山梨県産の桃をまるごと使用したかき氷もお目
見え。

直接仕入れた桃を使ったかき氷。地元の果物を使用し
たものなど常時4〜5種ほどのかき氷が。

パティスリー エチエンヌ

今が旬の桃の
スイーツも人気

⃝ まるごと桃杏仁のかき氷 1,458円
⃝ ピスタチオフレーズのかき氷 1,620円
⃝ 桃ミルクのかき氷 1,296円
⃝ ブルーベリーチーズのかき氷 1,296円
⃝ 西内小夏のかき氷 1,242円

Menu

5
［ショップ］

購入された方（本店8/7㈯〜
10㈫、エルミロード店は除外）

スタンプ条件
蘂044-455-4642 
川崎市麻生区万福寺6-7-13 マスターアリーナ新百合ヶ丘1F
賚10時〜18時（変更の場合あり） 贊月・火曜（変更の場合あり） 
https://www.etienne.jp/

8/7㈯〜10㈫、10周年記念フェア
を開催。購入者にプレゼントも。

注目

とうふ屋の茶寮ならではのスイーツ登場

とうふ屋うかい 鷺沼店では四季の庭園を望める2階席「茶
寮 春待坂」で、7/15より平日限定でカフェメニューをスタ
ート。ふわとろ食感がたまらない「芳醇こだわりパンケーキ」
は、自家製豆乳を使った香り高い生クリームに自家製あん
こと黒蜜を添えて。名物「豆水とうふ」付きの彩り豊かな三
段重の弁当も人気。季節の風情とともに、名店の味わいを
気軽に堪能できる。

丁寧に焼き上げた「芳醇こだわりパンケーキセット」
（上）。人気の「花やぐ小町御膳」（下）。

とうふ屋うかい 鷺沼店

平日はゆったり
ランチとカフェを

⃝ 花やぐ小町御膳
　 ランチタイム11時30分〜14時30分（L.O.）
 3,300円
⃝ 芳醇こだわりパンケーキセット
　 カフェタイム13時〜16時（L.O.）
 2,200円

Menu

7
［グルメ］

飲食、お土産を購入された方

スタンプ条件
蘂044-865-1028 川崎市宮前区鷺沼1-18-4 
賚11時30分〜14時30分（L.O.） ※カフェタイム13時〜16時

（L.O.）/17時〜20時（L.O.）、土・日・祝11時〜19時30分（L.O.） 
贊月曜 猾あり　https://www.ukai.co.jp/saginuma/

とうふ商品1品プレゼント
食事をされた方。1名1品。【2021年8月31日迄
有効】

ミスモ特典
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充実の品ぞろえ！家電ホームセンター

ユニディはDIYやガーデニング、アウトドア、ペット用品な
どがそろうホームセンターと、エアコンやTV、冷蔵庫、洗
濯機など充実した家電コーナーが魅力のホームセンター。
店内のDIYスタジアムでは毎日ワークショップを開催。木
工作や寄せ植え、手芸などさまざまなジャンルの講座を用
意。趣味を見つけたり興味を掘り下げたり、家族で楽しめ
るユニディに足を運んでみて。

見ているだけでつい欲しくなってしまう商品がたくさ
んそろっている3階家電コーナー。

ユニディ 若葉台店

DIYスタジアムは
毎日開催中！

⃝ 購入商品の配送サービス
⃝ 木材カットサービス
⃝ 充実したレンタル工具サービス
⃝ 軽トラック貸出サービス
⃝ 大型家電製品は、最短即日配送・設置
※各種サービスは有料

Information

9
［ショップ］

来店された方（2階サービ
スカウンターで受付）

スタンプ条件
蘂042-350-6901 
稲城市若葉台2-6 賚7時〜21時（2F）、9時30分〜21時（3F）、
10 時〜19時（リフォームコーナー） 猾あり
https://www.uniliv.co.jp/shop/detail/39

ユニディの店員が配送設置をして
くれるのも魅力。

注目

オリジナリティ豊か！夏限定パンも登場
パン工房 トナカイ13

［ショップ］

トナカイの青い看板、可愛い三角屋根が目印のパン
屋。夏の人気メニュー「タンドリーチキンカレー(ピ
ザパン)」や「夏限定ココナツレモンツイスト」など、
季節のメニューを含め常時50種以上が並ぶ。パン
に合わせてブレンドしたオリジナルのドリップコー
ヒーとともに楽しみたい。

蘂044-948-8660 
川崎市多摩区長沢2-20-30 
賚8時〜18時30分 贊土・日曜、祝日 猾あり

来店された方

スタンプ条件

「ドリップコーヒーパック」進呈（1袋）
800円以上購入の方。【2021年8月31日迄有効】

ミスモ特典

12種類もの多種多彩なお風呂を堪
能できる｢おふろの王様 町田店｣。
天然温泉の露天風呂や、ぬるめの
高濃度炭酸泉の内湯でじっくり身
を委ねられる。町田駅、期間限定で
南町田グランベリーパーク駅北口
から送迎バスを運行。「ふろきん町
田」で検索を。詳細はHPで。8/22
㈰までは20時閉店（受付19時）。

風情ある天然温泉で夏の疲れを癒して
おふろの王様 町田店12

［レジャー］

蘂042-767-2603 
相模原市南区鵜野森1-24-9 賚9時〜24時（最終受付23時） 
贊無休（メンテナンスのための休館あり） Ⓟあり 
https://www.ousama2603.com/shop/machida/

入浴をされた方

スタンプ条件

入館料 大人480円
通常850円、土・日・祝950円。本誌持参、大人2名
1回まで。コピー不可。【2021年8月31日迄有効】

ミスモ特典

イートインコーナー「ここdeデリ」
が開店3年目を迎えた。「ガブリン
グステーキ」のビーフカットステー
キ150g 980円（写真は200g）や、
生パスタの店「ペルグラーノ」のぷ
りぷり海老のジェノベーゼ 680
円、マルゲリータ M 580円などが
人気。購入品のイートイン、テイ
クアウトも可能。

気軽に味わえる「ここdeデリ」
イオンスタイル上麻生11

［グルメ］

蘂044-969-3260 
川崎市麻生区上麻生4-3-1 賚9時〜22時、ここdeデリ11時〜
19時　https://tinyurl.com/1omwkwrf

「ここdeデリ」でオーダー
された方

スタンプ条件

フライドポテトサービス
合計900円以上（店内飲食）の方にフライドポテ
ト（110g）進呈。【2021年8月31日迄有効】

ミスモ特典

有機野菜や特別栽培の野菜など、
全国からこだわりの果物と野菜を
集めて販売している同店。湘南や
鎌倉など神奈川県の地場野菜も人
気で、トマト（麗夏、ステラなど）、
きゅうり、なすなどがそろう。夏レ
シピにぜひ取り入れて。果物や野
菜を丸ごと使ったスムージーなど
のテイクアウトメニューも好評。

有機野菜や特別栽培の野菜がそろう
三井ナチュラルガーデン10

［ショップ］

蘂045-299-2396 
横浜市青葉区美しが丘1-4-1 たまプラーザSTビル103 
賚10時〜17時 贊水曜　
https://m-natural-garden.stores.jp/about

来店された方

スタンプ条件

オリジナル紙袋を進呈
購入された方。「ミスモを見た」と一言を。1名1
回限り。【2021年8月31日迄有効】

ミスモ特典
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麻生区の由緒ある寺院「法雲寺」に
設立された永久の郷「ホーステイル

（つくしの意）」は、緑豊かな環境の
もと、ご本尊「阿弥陀如来坐像」に
見守られながら、永代にわたって
供養が受けられる樹木葬スタイル
の墓苑。総額250,000円〜、後継
者や管理費不要。送迎付き無料見
学あり。

樹木葬スタイルで永代にわたる供養を
法雲寺　新百合ヶ丘墓苑18

［サービス］

蘂0120-1441-97（メイスンワーク） 
川崎市麻生区高石2-6-1（法雲寺） 賚9時〜17時 贊水・木曜 
猾あり　https://masonwork.co.jp/cemetery/hounji/

来苑された方

スタンプ条件

アンケートご記入の方に、エンディ
ングノートをプレゼント。

注目

銀座、原宿を経て百合ヶ丘駅徒歩3
分の好立地に移転オープンした女
性専用フットケアサロン。シュー
フィッター有資格者が角質ケアや
魚の目など足の悩みを解決。書籍

『東京エステ・ホテルスパ美シュラ
ン2013』でも取り上げられ、リラ
ックスできる空間でフットケアと
エステができる。

女性限定ドイツ式フットケアで素足美人
フットケア専門サロン salon de PureBody 15

［ビューティー・
リラックス］

蘂080-5944-0325 
川崎市麻生区高石1-1-5 百合ヶ丘(noi)ビル202 賚平日11時〜
20時30分、土・日・祝11時〜19時 贊不定休　要予約
https://salondepurebody.com/

女性限定。予約時にスタ
ンプラリー参加と伝えて

スタンプ条件

ドイツ式フットケア8,000円
通常80分11,000円。他の割引との併用不可。
【2021年8月31日迄有効】

ミスモ特典

旬の味覚が満載の夏限定メニューが登場

昭和2年創業。厳選した素材と味わい深さを常に追求して
いる、江戸前寿司と本格和食の老舗。家族の集まりなど、
夏の宴に特におすすめなのが、旬の食材を使った「夏の恵
み膳」（5,060円）だ。さざえのつぼ焼きやうなぎ、とろや
ハモのにぎり、魚介料理など、ぜいたくな“夏の恵み”を存
分に堪能できる。また、中とろや鉄火巻が入った豪華な一
人前寿司「たちばな（橘）」は大切な来客にも最適。

旬を味わえる限定メニュー「夏の恵み膳」（上）。一人前
寿司「たちばな」は来客にも喜ばれる（下）。

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館

出前やテイクアウト
でも本格寿司を

⃝ 夏の恵み膳 5,060円
⃝ 盛り合わせ「ばしょう（芭蕉）」 8,640円
　 ・3〜5人前盛り合わせ
 3,888円〜8,640円
⃝ 一人前寿司「たちばな（橘）」 2,160円

Menu

14
［グルメ］

1名2,000円以上食事さ
れた方

スタンプ条件

アイスクリームサービス
本誌持参で食事をされた方。他の割引、特別価格
メニューとの併用不可。【2021年8月31日迄有効】

ミスモ特典

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 

8/31㈫まで「夏のご来店予約キャン
ペーン」を実施中。特設サイトから
来店予約のうえ、モデルハウスを
見学すると「ル・クルーゼ　ラウン
ドプレート（19cm）」がもれなくも
らえる。ほかにも家族で楽しめる
イベントが盛りだくさん。夏休み
に子どもと一緒に訪れたい。詳細
は下記特設サイトで確認を。

来店予約でもれなくプレゼント

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/yell/exhibition/shinyuri/

来場された方

詳細・予約は
二次元コードから

スタンプ条件

17
［住まい］

マイホームの購入や売却、リフォー
ムや注文住宅まで、住まいと暮ら
しに関わるすべてを無料で相談で
きます。担当コンシェルジュは宅
建や建築士などの資格を持ち、情
報に精通しているため心強く、適
切な会社も紹介してくれるほか、
細かな段取りのサポートも安心し
て任せられるので、ぜひご利用を。

住まいと暮らしの無料相談窓口

東急株式会社 住まいと暮らしのコンシェルジュ たまプラーザ店

蘂0120-312-109 
横浜市青葉区美しが丘2-17-5 ROOF125 1F 賚10時〜19時 
贊無休 猾あり　https://www.tokyu-sumaitokurashi.com/
store/tamaplaza/

ご来店＆ご相談された方

「アイスクリームスプーン＆
バターナイフ」をプレゼント
ご来店＆ご相談された方。【2021年8月31日迄
有効】

ミスモ特典

スタンプ条件

16
［住まい］
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スタンプラリー参加店MAP

たくさん
まわってね！
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