
株式会社 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（JR横浜線古淵駅より徒歩約5分）
TEL：042ー755ー3829
｛営｝10：00～18：00（1･2月）9：30 ～18：30（3～12月）
年中無休（元日のみ休み）
Patomoカードでお買い上げ金額より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）

http://www.shibuya-engei.co.jp/

おすすめ春のガーデニング　　　　
　ガーデニング初心者にお

すすめなのが 3～ 4月に蒔く春蒔き
ハーブの種です。ルッコラ、チャイブ、

バジル、パセリ、ベビーリーフなど葉物は育
てやすいので、ぜひチャレンジしてみて下さい。
小さめのポットやプランターに種を蒔き、ベラ
ンダや外の陽当たりの良い所に置きましょう。
可愛い芽が沢山出てきたら、間引き　　　

をしそれもいただけます。目で　　　
楽しみ、香りで楽しみ、舌でも

　　楽しめます。

加盟店･マリポサ取材記
暖かくなってきたら、そろそろお庭やベランダのお手入れを
始めませんか？今回は総合園芸店のマリポサに伺いました。

ハーブの種

渋谷園芸相模原店マリポサは2010年3月
リニューアルオープンしました。明るく
広い店内には季節の花々が所狭しと並
んでいます。海外から直接買い付けてい
るアイアンやテラコッタ、ガーデン小物
にいたるまで、園芸に関するあらゆる物
が揃い、ガーデニングビギナーからベテ
ランまで満足できる品揃えです。店外の
売り場には外植え用の苗や果樹、寄せ植
えなどがたくさん展示され、コーナー
ごとに イメージが演出されており、見
るだけでもとても楽しめます。

また植物好きでそれぞれに得意分野を持
つ専門スタッフが、常駐しているので小
さな事から大きな事まで気軽に相談でき
る雰囲気です。

イギリスの有名テラコッタ･ウィッチフォード

可愛い小物が沢山 店舗外観
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いよいよ日本初ガーデンバンケット
（全天候型屋外パーティー会場）が 2/23 誕生 !!

2010 年夏�どのオリーブにするか･･･
一番型の良い木を発見したところ

新たなパワースポットが誕生
パトリック･キソ･ガーデンに愛と平和の象徴である樹齢300年の
オリーブの木がやって来ました。
古くは枝葉をオリンピックの勝者に与えられ、国連の旗にもデザイ
ンされているオリーブ。植樹されたものはスペイン･アンダルシア
地方から海路2ヶ月の旅をし、日本の風土になじませてからこのプ
リンセス･ローズ･ガーデンに来ました。スペイン産の歴史を感じさ
せる巨木をオーナーがシンボルツリーとして選び、聖なるパワース
ポットとして300年から400年へと続く新たな歴史を、この地で刻ん
でいきます。

10 月オリーブの木がガーデンに
やって来る

11 月ロバート牧師による地鎮祭

2011 年 2 月完成予定 !!

プリンセス･ローズ･ガーデンのできるまで

●Patomo クラブ会員の皆様へお知らせ●
Patomoクラブは次号（2011夏号・5月発行）よりWebでの公開になります
Webをご覧になれない方はお手数ですが、Patomoクラブ事務局までご連絡下さい。042－789ー1188

次号よりWebのアンケートにお答えいただいた中から30名のお客様に5000円分の御食事券をプレゼントいたします

完成イメージ

イメージ

パトリック・キソ・ガーデンに日本初の屋外パーティー
会場（ガーデンバンケット）を備えたガーデンが3月に
オープンします。
会場名はモナコのグレース･ケリー王妃をイメージして
プリンセス･ローズ･ガーデンと名付けました。
花と緑に囲まれた中、フォーマルウェディングパーティー
からカジュアルパーティーまでオールシーズンご利用い
ただけます。

Spring
2011

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　火定休
[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）火・水定休
　　　　　   予約制／駐車場完備

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 ] 皆様のご協力のおかげで無事 Patomo クラブ春号が出来上がりました。これ
からも楽しい誌面を作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。（森）
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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：2011/4 /30

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

Grass Between 町田市根岸町539 042ー792ー0005 ホットコーヒー、アイスコーヒーサービス
総合園芸店 株式会社 渋谷園芸相模原店マリポサ 神奈川県相模原市南区古淵3ー13ー31 042ー755ー3829 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）　　　　　　　
税理士 税理士法人エミライズ 町田市本町田2938ー1 042ー723ー4403 初回相談料無料

職　種 店　舗　名 住　所 電　話 Patomoカード特典

ポイント　ドットコム 町田市図師町604ー5　Ｗｉｎｓ　Ｂｌｄｇ．042ー797ー5858 携帯ホームページの作成費用30％割引自動集客装置販売
携帯ホームページ作成

●新規加盟店のご紹介（現在 163 店）

ジュエリー アイプリモ横浜元町 神奈川県横浜市中区元町1ー 20 045ー228ー1808 エンゲージリング ルース（ダイヤモンド）より 20％Off, マリッジリングより 20％Off

　東京町田学園　町田･デザイン専門学校　町田市森野1ー26ー8　　　　　　042ー726ー3211学校法人･専門学校
民芸品の輸出入･
販売 小さなミュージアム　有限会社　カルニー　町田市広袴町522　　　　　　　042ー734ー9708　5％割引

1年次授業料を2万円免除

ゲーム風景

ご結婚される予定の方をご紹介ください
お二人がパトリック･キソ･ガーデンで挙式と披露宴をご成約さ
れますと、ご紹介者に全国百貨店共通商品券 10万円分をプレ
ゼントします。詳しくは 042-789-1188 までお問合せください

担当（松永、中里、大滝）

町田商工会議所主催の「第２回独身者交流会」が11月5日、パト
リック・キソ・ガーデンで開催されました。申込多数のため、当

初の定員より大幅に増やし計120人の婚活
パーティーになりました。この申込み人気
は日本一だったそうです。
参加者は1分間ずつのフリートークやゲーム、
じゃんけん大会などで盛り上がり、和気あい
あいとした雰囲気の中で会は進みました。

日本一の大人気・婚活パーティー

ゴルフ練習場
ネイルサロン･まつげエクステ
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木曽東周辺

美容室･エステ パトリック･キソ･ガーデン ヘアメイクサロン
木曽東3ー35ー33　 ℡042ー794ー9300
｛営｝10：00～ 19：00　火定休
 会員特典 全商品（エステ･ヘアカット等）
5％off（婚礼メニューは除く）
●一人占めの隠れ家エステルームで
優雅なひと時をお過ごしください。
･ベーシックエステ　￥12,600
･背中トリートメント　￥5,250

プラスチック製作　リバストン工商 株式会社
木曽東3ー22ー21 　℡042ー792ー7008
｛営｝9：00～ 18：00 土･日･祝定休
 会員特典 見積り無料、製作費5％割引
●ディスプレイケース･展示台等製作
します。まずは見積りから！

リサイクルショップ　とく得ハウス
木曽東 3ー 24ー 15  ℡042ー 789ー 3404
｛営｝12：00～17：00（冬期）日定休･その他不定休
 会員特典 買取価格 10％アップ
●ご不用品何でもご相談下さい。着物買取強化中。
無料引取り品目: パソコン、ラジカセ、コンロ、アンプ他
古い愛車お売り下さい。お休みが多いのでお気軽に
お問い合わせ下さい。0120ー 893ー 155

家電　でんかのヤマグチ
木曽東 4ー 19ー 18  ℡042ー 793ー 2278
｛営｝10：00～ 19：00　水定休
 会員特典 電池切れのテレビリモコ
ン持参で電池無料交換
●遠くの親戚より近くのヤマグチ。
地域のお客様と“心” でつながり、
家一軒まるごとお世話する街の
デンキ屋さんです。

不動産　有限会社　京南
木曽東 4ー 19ー 11 ℡042ー 793ー 0611
｛営｝9：00～ 18：00　定休無し
 会員特典  仲介手数料30％割引
（賃貸）
●地元不動産の信頼と実績～
不動産全般、何でもご相談
下さい。
社員一同お待ちしております。

衣裳　パトリック･キソ･ガーデン衣裳室
木曽東3ー35ー33 ℡042ー789ー4825
｛営｝10：00～ 19：00　火定休
 会員特典 ご両親様の衣装を10％off で
レンタル
●ご両親様の衣裳を豊富に取り揃えてお待
ちしております。
･モーニング　￥18,000 ～
･留袖　　　　￥15,000 ～

フレンチレストラン パトリック･キソ･ガーデン
木曽東3ー35ー33 ℡042ー789ー1188
｛営｝ランチ /11：30～ 16：00
ディナー/17：30～22：00 火･水定休
 会員特典 ランチ･ディナー10％オフ　
婚礼利用時 10万円サービス
（ご紹介者は10万円のプレゼント）
＊歓送迎会　3500円～

花屋　株式会社 シーズン花達
木曽東3ー35ー33  ℡042ー789ー1188
｛営｝10：00～ 19：00　火定休
 会員特典 全国･海外にお花をお届け
できます
●春もすぐそこ！ご卒業御祝･ご入学
御祝･春の花達ブーケ承ります。
お申し込みは Fax で
Fax 03ー 3723ー 8710

クリーニング ファッションクリーニング三洋
木曽東 4ー 28ー 21 ℡042ー 793ー 6821
｛営｝8：00～ 20：00　月定休
 会員特典  5％割引クーポンプレゼント、
染み抜きサービス
●プロの手仕上げをお試し下さい。
きっとお気に召します。
集配可

ジュエリーデザインスタジオ弥馬屋
木曽東 4ー 30ー 24  ℡042ー 792ー 0316
｛営｝10：00～ 18：00　日定休
 会員特典 店頭商品 10％割引
（修理･リフォーム･オーダーメイド除く）
●著書『宝石の裏側』（新潮新書）
重版記念フェア！
良いもの、ユニークなものを
取りそろえました。

広告･看板　エイキくいっくサービス
木曽東 4ー 21ー 3  ℡042ー 793ー 0268
｛営｝9：00～ 18：00　
第 2･4 土、祝･日定休
 会員特典 5％割引
●看板、オリジナルグッズ、携帯HP
メール配信（3キャリア公式サイト、
i コンシェル対応）●モバタン町田メール
会員募集中 !!（クーポン有）

塗装　石田塗装
木曽東 3ー 13ー 5  ℡042ー 793ー 6758
Fax 042ー 793ー 6759
 会員特典 見積り･ご相談･半年後
の点検無料
●この道一筋 40年。塗装に
関する事、何でもご相談下さい。
作業工程、完成までをアルバムに
して進呈いたします。

塗装　東亜塗料株式会社
木曽東 2ー 2ー 23 東亜ビル 2階 
℡042ー 727ー 2311
｛営｝8：30～ 17：30　
第 1･3 土、日定休
 会員特典 塗り替えのアドバイス、
相談･見積り無料
●塗料と塗装のパートナー
塗料･溶剤･FRP資材の専門商社

木曽周辺は昔は一面桑の木畑でし

た。かつての八王子から横浜への

シルクロード沿いにのどかな田園

風景が広がります。団地いちょう

通りは秋になると、とても美しい

いちょう並木です。住宅街の中には

魅力的なお店もたくさんあります。

パトリック･キソ･ガーデン
レストラン
衣裳室
ヘアメイクサロン
シーズン花達
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ご来店前日（定休日除く）までにご予約ください
●お誕生日・記念日にケーキプレゼント
●パーティー時の無料バス送迎承ります

■パーティーコース 　￥3,500～
■ドリンクプラン　 　￥1,500～

（税・サ込）

ご予約・お問合せ 042-789-1188
レストラン火･水定休

『春野菜のバーニャカウダ』

この季節、歓送迎会にいかがでしょう
パトリック・キソ・ガーデンではお客様の

ご要望に細かくお答えできるよう、様々な

パーティープランをご用意しております。

まずはお電話でお気軽にお問合せください。

この時季ならではの新鮮野菜を生で召し上がっ

ていただきたいと、春メニューのご用意をいた

しました。珍しいあやめカブ、ピーナツバター

かぼちゃ、ホワイトセロリ等を、アンチョビや

にんにくの入ったイタリアンソースと味噌や七

味の入ったオリジナルの和風ソースでお楽しみ

下さい。

パトモカードで10％OFF

＊こちらのメニューは通常のコースのオードブルと差替えてお召し
上がりいただけます。詳しくはホールスタッフまでお尋ね下さい。

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

｛美容室]5000円以上の技術料金より
10％OFF

｛カフェ｝ランチ1000円を10％OFF
美容室･輸入雑貨･カフェ
neo Park（ネオパーク）
横浜市青葉区あかね台 1ー 31ー 9
ベルジュあかね1F 045-984-0061

季節のお花を
お値打ち価格に

園芸 萩原総合園芸センター
町田市下小山田町 1229ー 10
042ー 797ー 6597

全店舗で商品5％割引
家具 株式会社 家具の大正堂
相模原市南区上鶴間本町9 ー50 ー45
042ー 701ー 5211

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

パソコン商品
10％割引

パソコンショップ コムシーズ
町田市小野路町 3186ー 5
042ー 735ー 6482

5％割引
内装業 栄楽内装
相模原市中央区共和 3ー 12ー 12
042ー 712ー 5887
www.eiraku.racms.jp

鈑金、塗装、車検につき
割引クーポンプレゼント
（ネット検索より）

ガツン･ガツン･ガツン･鈑金･塗装 
有限会社 カーセンター江口
町田市図師町 602ー 7
042ー 791ー 6575

相談料1時間無料
会計事務所 税理士法人 りんく
相模原市中央区共和 4ー13ー 5 1F
042ー 730ー 7891

水槽セット 
消費税分（5％）サービス
観賞魚販売･リース 日海センター
町田市木曽西 4ー 5ー 1
042ー 791ー 0301

体験レッスン無料 
入会者にはもれなく

テニスシューズプレゼント
テニススクール
TOPインドアステージ多摩
多摩市鶴牧3ー1937TamaTime内
042ー 311ー 0303

IT に関する無料相談
各種システム開発･Webシステムの

10％割引
ソフトウエア 株式会社 ソフト開発
町田市鶴間 1839 クレインドビル
042ー 795ー 7613

お米10kgで200円引
5kgで100円引
（お持ち帰りの場合）

米屋 矢口商店
町田市木曽西 5ー 28ー 19
042ー 791ー 0325

10％割引
（500円以上お買い上げの場合）

フラワーショップ ハナマル ワン
町田市木曽西 5ー 43ー 30
090ー 3220ー 1705

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

技術料10％割引
（要予約）

エステ･整体 
エステージYOSAパーク
相模原市中央区相模原2ー9ー1ー 201
042ー 758ー 4117

5％割引
和菓子 株式会社 若葉堂
町田市中町 3ー 24ー 6
042ー 723ー 1634

入会金5250円が半額
カルチャーセンター 
よみうり文化センター町田
町田市森野1ー37ー1 POPビル7Ｆ
042ー 722ー 4030

宗声会主催のコンサートチケット
5％割引

音楽 宗 孝夫 音楽事務所（宗声会）
川崎市麻生区白鳥 4ー 2ー 19
044ー 988ー 8345

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

保険相談無料
保険代理店 有限会社 ティー･アイ･シー
町田市山崎町2200ー 3ー 17ー 104
042ー 789ー 0566

ご購入者全員にフェイシャル
サービス券プレゼント
下着 シャルレ代理店株式会社 旺山
川崎市麻生区上麻生 2-35-3
（小田急線 新百合ヶ丘駅近く）
044ー 954ー 3011

金物店頭販売品
5％割引

金物 愛知金物建材株式会社
町田市木曽町 2464
042ー 791ー 1100 

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

12月２３日
初めての

クリスマス同窓会
がありました

2010年12月23日に『パトリック・キソ・ガー
デンで結婚式を挙げた方々の同窓会』と題した
クリスマスパーティーが行われ、ご家族6人で
ご出席の松崎鈴香様に取材しました。
「チャペルでロバート牧師のお話があって、
続いてクリスマスキャロルのミニコンサート
と、厳かな雰囲気でとても感動的でした。

カードマジックで盛り上がる会場

1階に移動して皆で乾杯をしてから食事が始まり、各テーブルを女性マジシャンが回った
り、ウエスタンルックのロバート牧師が、ギター片手にクリスマスソングを歌ったりと、
楽しい催しが続きあっと言う間に時間が過ぎてしまいました。

こうして二人のスタートの地であるパトリック・
キソ・ガーデンで家族と一緒にクリスマスを過ご
せたのは素敵な思い出になりました。」
という貴重なお話が伺えました。
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