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Patr ic  Kiso Garden　発行人 : 松崎 護

町田・相模原地域を “しあわせ色” でいっぱいに！

※パトリック・キソ・ガーデンでのみ有効
有効期限：2011/10/31

まだ入会していない方もまだ入会していない方も

バラの邸宅で季節のフレンチ
をお楽しみください。

株式会社シモン　　町田市木曽東 3－35－33／ TEL042-789-1188   http://pkg.co.jp

株式会社シモン　
町田市木曽東 3ー35ー33 ／ TEL.042ー789ー1188 
[ブライダル]10：00～ 19：00　
[レストラン]ラ ン チ11：30～ 16：00（L.O.14：30）
　　　　　   ディナー17：30～ 22：00（L.O.20：30）
　　　　　   予約制／駐車場完備／火・水定休

http://pkg.co.jp

【交通のご案内】バス／町田駅小田急デパート前４番バス停
より「山崎団地行」で約 15分、「木曽入口」下車、徒歩１分。 
車／東名高速・横浜町田インターから八王子方面へ約20分。
大野台小入口を右折、町田街道を左折して約２分。    

● Patomo クラブのご案内 ●
Patomoクラブとは、町田・相模原およびその近隣地域の活性
化を目的として、パトリック・キソ・ガーデンが主宰する会員
サービスです。
Patomo カードを提示すると、パトリック・キソ・ガーデンお
よび地域の加盟店にてさまざまなサービスが受けられます。
クラブ詳細、加盟店情報はＨＰで
http://pkg.co.jp/patomo/
※お届け先に変更がある方は、お電話又はメール（info@pkg.co.jp）でお知ら
せください。　また、本紙へのご意見・ご感想などもお待ちしております。

[ 編集後記 ]Patomo クラブの制作に携わって早いものでもう１年が経ちます。
これも皆さまのご協力のおかげです。これからもよろしくお願いします♪（森）
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Patomo クラブ加盟店交流会のご案内

日時 ： 9 月 9 日 （金） 18：00 ～　セミナー／ 19：00 ～　懇親会

会場 ： パトリック ・ キソ ・ ガーデン

会費 ： ￥5,000 （ビュッフェ、 ドリンク込み）

＊お申込みは ℡ 042-789-1188 （Patomo クラブ事務局まで）

セミナー講師 ： でんかのヤマグチ
 代表取締役社長 山口 勉 氏

大不況が起こしたデフレスパイラル。
家電業界が一斉に安売りに走るなか、あえて高く
売り続けた「でんかのヤマグチ」。経営の危機を商品を
高く売ることで回避。それでも１４年連続の黒字経営に成功。
お客様に愛される商売の秘訣を語ります。
著書「でんかのヤマグチさんが『安売り』をやめたワケ」他、多数

昨年の交流会パーティー風景

カンブリア宮
殿、ルビコンの

決断など、

マスコミで話
題の

「でんかのヤ
マグチ」社長 

山口 勉 氏が

多忙の中、セミ
ナー講師とし

て駆けつけて
くれます!!

ぜひご参加く
ださい。

速報 !!

★　　　　　　　　クリスマス同窓会
12/18 （日）16：30～開場、 17：00～チャペルコンサート、 17：30～開演

\8,000）→\6,000 ビュッフェ・フリードリンク込み（税・サービス料別）

Merry
Christmas

★クリスマスディナー
　　　　　　12/24（土）・25（日）　17：30 ～（　　　　）　
　　　　　　 \10,000

★忘年会・各種パーティー

\3,500、\5,000、\7,500、\10,000 

★パトリック・キソ・ガーデンでウエディングパーティーされたカップル・ファミリー限定 !!
お子様連れでも安心♪ロバート牧師や当時のウエディングプランナーもご一緒するアットホームな雰囲気♪
年に一度の楽しいクリスマス同窓会を思い出のパトリック・キソ・ガーデンで過ごしませんか？

会員 ・加盟店 ・一般のお客様も大歓迎 !!

Patomo 会員は 10％割引 !!　¥9,000

＊クリスマス・忘年会ご予約は＊
パトリック・キソ・ガーデンまで

℡ 042-789-1188　Fax 042-789-4188

ラストオーダー
20：30

中学生以下のお子様無料 !!

★ステンドグラスの美しいチャペルでのミサの後は、クリスマス・キャロルを聴きながら、
大人だけのクリスマス・コースディナーを楽しみましょう♪

★クリスマスイベントのお知らせ★

「パトリック・キソ・ガーデンへ
おかえりなさいませ」

今までパトリック・キソ・ガーデンで
挙式された方の年に一度の

★お客様のご要望に応じて各種パーティー承ります。

Patomo会員は10％割引!!　

●新規加盟店のご紹介 （現在 174 店）

写真館
美容室
美容室
理容業

アイラッシュ専門店
靴小売

薬師スタジオ アメリア町田根岸店
TS-ZEAL 相模大野店
TS-ZEAL 町田店
ヘアーワークス  ミヤモト
町田モディ店 ビューティーアイラッシュ
サニー靴店　町田木曽店

町田市根岸町230 ー 7(アメリア町田根岸2F)
相模原市南区相模大野3ー9ー1岡田屋MORE'S7F
町田市森野 1ー 37ー 1　POPビル2F
町田市玉川学園 7ー 8ー3　MYプラザ 1F
町田市原町田6ー2ー6町田モディ5F
町田市本町田2528公社住宅ハー15ー103

042ー794ー4661
042ー765ー4561
042ー722ー5334
042ー728ー7992
042ー739ー5002
042ー791ー2927

5％割引
一部メニュー（縮毛矯正）を除いて30％off
初めてご来店なさるお客様allメニュー10％off
初めてご来店のお客様、各メニュー 10％サービス
ご利用のお客様にケラチントリートメントプレゼント!!
一万円以上の靴をお買い上げの方、5％割引

職　種 店　舗　名 住　所 電　話 Patomoカード特典

Ｐａｔｏｍｏクラブ会員と加盟店さま限定 !!
ＨＰのアンケートに答えると先着１０名様にパトリック・キソ・ガーデンのペアランチ券をプレゼント中!! ふるってご応募下さい♪　http://pkg.co.jp/patomo/index.html

検　索

●Patomoクラブ会員と加盟店の皆様へお知らせ●
PatomoクラブはWeb   http://pkg.co.jp でも公開しています

Webのアンケートにお答え頂いたPatomoクラブ会員と加盟店の皆様の中から、先着10名のお客様にランチペアお食事券をプレゼント♪

加盟店・ルームズ大正堂 取材記
今回は大正元年創業、2012 年には創業 100 周年を
迎える、家具の大正堂本店のレポートをお送りします

株式会社 家具の大正堂
〒252ー0398　℡042ー747ー4411
相模原市南区上鶴間本町 9ー50ー45
http://www.rooms-taishodo.co.jp
【平日】10：30～ 19：00
【土日祝日】10：00～ 20：00
【定休日】不定休

ルームズ大正堂は国道 16号沿い、東名「横浜・
町田IC」より八王子方面へ約3kmのところに、
ひときわ目を引く全館 5フロア、2500坪の本
店があります。現在東京都と神奈川県に 9 店
舗を展開し、大正堂オリジナル商品から国内
外の高品質家具まで多数取り揃え、「いいもの
ながい おつきあい」をモットーに快適な生活
空間を提案しています。
本店４階は、寝具・ベッド
を中心に商品が展示され、
実際に20台以上のベッドに
横になって寝心地を確かめ
られるマットレスの体感
ルームもあります。また羽
毛布団や、今話題の冷感ジェ

ルマットなども実際
に手に取って試せるのが良かったです。
各フロアには購入した家具を長く大切に使う
ためのメンテナンス用品も取り揃えられ、大
正堂みなさんの家具への愛
情を感じました。

本店外観

各フロア充実した品揃え

マットレス
体感ルーム

　　　　
７/16（土）～９／４（日）

福岡木工のまち・大川家具祭り

本店５F 催事場

大
好評イベント開催中

!!

Patomo会員特典
全店舗で商品5%割引

うちわのサービス中

取材：森れい子



クラブ
お得情報いっぱい♪

Ｐａｔｏｍｏ　カードを持って
お店へＧｏ!！

会員特典

お買い上げ合計金額より10％割引
（特価品、花キューピット関連商品、
配送料、加工料、造園工事代金等は除外）
総合園芸店　
渋谷園芸 相模原店マリポサ
相模原市南区古淵3ー13ー31
042ー755ー3829

　エンゲージリングルース 　
（ダイヤモンド）より15％off　
　マリッジリングより15％off
ジュエリー アイプリモ町田店
町田市森野1ー39ー15
042ー710ー6136

5％割引
（1000円以上購入の場合）
パン小売　ブーランジェリー　ラミ　カリン
町田市成瀬4581ー7
042ー724ー4517

塗り替えのアドバイス
相談・見積り無料

塗料販売店　東亜塗料株式会社
町田市木曽東2ー2ー23東亜ビル2F
042ー727ー2311

5％割引
写真館 薬師スタジオ原町田店
町田市原町田 2ー 4ー 3
042ー 710ー 0640

5％割引
写真館 薬師スタジオ本町田店
町田市本町田 2946ー 3
042ー 720ー 4492

5％割引
写真館 薬師スタジオアメリア町田根岸店
町田市根岸町230ー 7（アメリア町田根岸 2Ｆ）
042ー 794ー 4661

岩盤浴９０分 １２００円→
１０００円（初回・女性のみ）
岩盤浴　アイルアピ町田
町田市原町田４ー５ー７ヒカリビル
３Ｆ　042ー724ー4841　

ランチ･ディナー10％オフ
婚礼10万円サービス
（婚礼紹介者に10万円プレゼント）

パトリック･キソ･ガーデン
町田市木曽東 3ー 35ー 33
042ー 789ー 1188

初回トリミングまたは
シャンプー10％割引

ペットのトリミングサロン
わんわんサロン･takeo
町田市本町田2973ー7マリノビル101
042ー728ー1130

国産車１万円・
輸入車２万円割引

自動車販売　株式会社 ケーユー
町田市鶴間1670
042ー796ー6111

定期的な飲食業社様お取引き
1ヵ月の仕入れ代金から2％引き
青果卸売　株式会社 ＫＯＫＯＹＡ
町田市金森532ー1ー202
042ー727ー4270

販売品１０％割引
リフォーム　有限会社　マルカワイズ
町田市原町田2ー27ー2
042ー725ー2323

ＨＰ制作時にフラッシュ１点
無料、ご案内カード割引作成
web制作　レリッシュ 株式会社
町田市成瀬ヶ丘3ー4ー3 ｶｲｾ工業
事務所2Ｆ  042ー705ー9111

パッケージ商品の
３～５％割引

旅行代理店　
株式会社 タビックスジャパン 町田支店
町田市原町田5ー8ー18
042ー728ー6011 担当：豊島

ものがたりメニュー
無料体験試食

保育園　ののはな文京保育園
相模原市南区文京 1ー 6ー5
042ー705ー3355

５％割引
（特売品を除く）

金物　株式会社 平野屋金物店
町田市原町田5ー7ー21
042ー722ー2057

新居へのオーダーカーテン
照明器具の割引

インテリア 株式会社 マックスゼロ
座間市入谷5ー2591ー17
046ー207ー7345

１０％割引
話し方の　ＮYコミュニケーションズ
町田市成瀬台 1ー 20ー 36
042ー 723ー 9399（FAX同じ）

肩こり･腰痛･足の疲れ･目や頭の
疲れに30分マッサージコース
1950円。各店2回迄利用可　
針灸マッサージ･リラクゼーション　
あい整骨院
町田市原町田6ー14ー4興輪ビル1F
042ー723ー6363

10％割引
居酒屋　
串カツ・鉄板焼　東屋（あがりや）
町田市南成瀬 5ー1ー 7 中嶋ビル1F
042ー 728ー 3150

体験乗馬1回コース30％割引
（5250円→3675円。別途装具
レンタル保険1250円）総額4925円

先着20名様
体験乗馬無料ご招待!!

＊9月末までに受講される方に限ります
＊装具レンタル保険1250円のみご負担　
下さい＊お申込みはお電話で、Patomo
クラブをご覧になった旨お伝え下さい

スポーツ･レジャー　
乗馬クラブクレイン東京
町田市真光寺町1227
042ー718ー4404（火・水午前定休）

特別優待企画
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旭クリーニング

アイワ広告

中町薬局

宮島勝美事務所

モリヤ動物病院中町センター病院

若葉堂

梅の花 町田店

岡本社会保険労務士事務所
三ノ輪建設

えびす屋商事

旭町・中町は JR 横浜線と小田急線・町田駅

の北西に位置し、町田の官公庁舎の集まる

エリアです。駅からも歩いてすぐの便利な

地域でたくさんのお店が集まっています。

司法書士  宮島勝美事務所
町田市中町1ー11ー7 ℡042ー728ー0671
{営}8：30～17：15　土日祝定休
 会員特典　登記相談無料
●25年の実績と経験を重ね、4人の司法
書士がお応え致します。

薬局 中町薬局
町田市中町1ー11ー8 ℡042ー720ー0321
{営}月・火・水・金 9：00～19：00　
木・土 9：00～18：00　日定休
 会員特典　一般市販薬等 
消費税分サービス
●お薬のことなら、なんでもご相談
下さい。

社会保険労務士事務所 岡本社会保険労務士事務所
町田市町1ー12ー16アイケーブリック203
℡042ー705ー8316
{営}9：00～18：00　土日祝定休
 会員特典　初回相談料無料
●社会保険、年金、人事問題をアドバ
イス。お気軽にご相談ください。

不動産の売買・賃貸・管理  えびす屋商事有限会社　
町田市中町1ー17ー12 ℡042ー722ー2215
（小田急線町田駅前第2踏み切りそば、
河合塾前）
 会員特典　賃貸の場合  仲介手数料
１０％割引
●不動産のことなら、何でも
お気軽にご相談下さい。

建設 株式会社 三ノ輪建設
町田市中町1ー17ー3 ℡042ー722ー5155
{営}8：00～17：00　日定休
 会員特典　増改築料金１０％割引
●事務所、店舗、住宅などの新築・
増改築をお考えの方、お気軽にご相談
下さい。
パトリック・キソ・ガーデンのアンジェラ館と
プリンセス・ローズ・ガーデンは当社が建設し
ました

和食レストラン 梅の花 町田店
町田市中町3ー1ー11 ℡0120ー10ー2988
{営}ランチ11：00～16：00　
ディナー17：00～22：00 年末年始休
 会員特典　乾杯ドリンクをサービス
●心のこもったおもてなしと美味しいお
料理でおくつろぎください。

和菓子 まちだ庵 若葉堂
町田市中町3ー24ー6 ℡042ー723ー1634
{営}9：00～19：00 月2回火曜定休
 会員特典　５％割引
●夏のお菓子！
ぷるんとのど越し爽やかな上品な甘さの
水まんじゅう。旬を味わって下さい。
プルーンとチェリートマトも仲間入りで
す。 http://www.wakabado.co.jp

クリーニング 旭クリーニング
町田市旭町1ー9ー5 ℡042ー723ー5604
{営}平 日／8：30～19：30
     日・祝／9：00～18：30　水定休
 会員特典　付加価値商品２０％割引
●いつでも必ず
12時お預かり5時お渡し！
（特殊品は除く）

広告・看板 アイワ広告 株式会社
町田市旭町1ー21ー14 ℡042ー710ー1200
{営}9：00～18：00　日祝定休
 会員特典　中古看板 特価割引
●企画から製作設置まですべて
のニーズにお応えする看板専門
メーカーです。

自動車販売　東京スバル株式会社 町田店
町田市旭町2ー14ー11 ℡042ー722ー0211
{営}ショールーム／9：30～19：00
工場／9：30～18：00　水定休
 会員特典　車検整備10%OFF　
スバル純正用品10%OFF
●車検見積り無料です。
おいしいコーヒーをご準備して
お待ちしております。

動物病院 モリヤ動物病院 中町センター病院 
町田市中町2ー15ー18 ℡042ー726ー1500
{営}9：00～12：00　14：00～19：00
日・祝も診察しています
 会員特典　初診料無料（一回限り）
●節電中の暑い夏 !!
ワンちゃん、ネコちゃんの一時預かり
しています。9：00～19：00　
1時間200円～  詳しくは当院まで

http://www.ebisuyasyouji.co.jp

水まんじゅう（漉し餡・白餡・
プルーン・チェリートマト）
4種類　1個 168円

Patomo 会員と加盟店のみなさま！これらの看板の設置場所を答えて、
ワイン引換券をゲットしよう !!

Ａ

Ｃ

Ｄ

＊応募方法＊（応募資格は Patomo 会員と加盟店様に限ります）

上の A ～ D の看板はそれぞれどこに設置されているでしょうか？

答えを官製はがきに記入して、ご応募下さい。全問正解者の中から抽選で50 名様に

ワイン（1本）引換券をプレゼントします。

記入事項：①答え A ～ D　②お名前　③ご住所　④電話番号　⑤会員・加盟店

送り先：〒194-0032　町田市本町田 2946-3　株式会社シモン�事務局

＊当選発表はワイン引換券の発送をもって代えさせていただきます。

Ｂ

ご存知ですか？
今、話題の看板

クイズ
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