
ワインを楽しむ
Wine

アルザス�リースリング
　　　　　　￥３,６７５
ライチを想わせるフルーティー

な香りと、程よい酸味が特徴の

白ワインです。春らしいさわや

かな味わいでこの季節におすすめです。

春のさわやかな気候にぴったりのワインを
赤川マネージャーにききました！

3 4

パトリック・キソ・ガーデンで挙式されたしあわせカップルをご紹介♪
結婚式の身近な疑問にお答えします！

2010.
パ ト モ ク ラ ブ

株式会社シモン　
町田市木曽東 3-35-33 ／ TEL.042-789-1188 
[ 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

町田・相模原地域を “しあわせ色” でいっぱいに！

Patomo Club,   March-Apr i l  2010,   Patr ic  k iso Garden

隔 月 発 行
発 行 人 ／ 松 崎 護

【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。

フレンチで    を満喫フレンチで    を満喫
素材を楽しむ

旬の恵みをたっぷりと！

Lunch Dinner Party

新鮮な素材でおもてなしするため、
固定メニューは置かない

最高級食材もリーズナブルに
フォアグラやブランド和牛など、婚礼用に取りそろえ
た上質かつ希少な最高級食材。レストランでは、それ
らを惜しみなく使った極上のコースをリーズナブルに
ご提供しています。

新鮮な旬の素材を味わっていただくために、あえて固定メニューを置かないの
がパトリック流。その日のコース内容は、毎朝シェフが食材を見て考案。だか
ら１回１回の食事は、驚きに満ちた料理との出会いでもあります。

（左上）長崎直送のサーモンをウイキョウ
で漬け込んだシェフお手製マリネ。ほんの
りスパイシーな香りが食欲を刺激します。
（右上）長崎産真鯛のポワレをシャンパン
ソースで。ソースのコクと甘みがよく合い
ます。

ときには目の前で料
理を仕上げる演出も。
これもおもてなし。

アンティークの
調度品が映える
館内。晴れた日
は光降り注ぐテ
ラスでのお食事
も可能です。

※メニューの内容は日によって異なります。

Material

空間を楽しむ
Space

入学・卒業
のお祝いに

歓送迎会
懇談会に

誕生日や
結婚記念日に

テーマは「味は愛」。作り手の顔が

見えるような料理を通じて感動を与

えたいですね。次はどんな料理が出

てくるか…？そのワクワク感も楽し

んでください。

シェフ　北野　修

レンガ造りのクラシックな館内には、
ゆったりとした時間が流れます。時間
を気にせず、ゆっくり食事や会話を楽
しめる大人の空間です。

[ 編集後記 ] いろいろな加盟店の方とお会いして感じたのは「元気な方が多い！」と
いうこと。町田・相模原の底力を感じました！（Patomoクラブ編集長：浅岡亜紀子）

鮮やかな苺のソースはビタミン
Ｃもたっぷり。ほのかな甘みが
海老や春野菜とよくあいます。

北野シェフが家庭でもできるレシピや
料理の演出を伝授！

◆材料（4人分の目安）◆
むき海老（ゆで）　　　   約 20 尾
菜の花（ゆで）　　　　　  1/2 束
クレソン　　　　　　　  　 2 束
グリーンカール　　　   4 ～ 5枚
（またはリーフレタス、サニーレタス）

いちご　　　　　　　    半パック
(Ａ) オリーブオイル　    大さじ 3
(Ａ) 赤ワインビネガー 小さじ 1/2
(Ａ) 塩・胡椒　　　　　　 　適量

Chefs Recipe ’Chefs Recipe ’
１. 海老は半分にスライス。グリーンカールは太めの千切り。
クレソンは適当な大きさにちぎっておく。

２. コーヒーカップに海老と葉物野菜（グリーンカール、ク
レソン）を交互に重ね入れ、崩れないようにしっかり押す。

３. 皿にカップをひっくり返して盛り付ける。

４. 苺はヘタを取り、ミキサーにかけ、こし器で種を取り除く。

５.4 に (Ａ) の調味料を加減をみながら加え、味を調える。
　 （塩は強めの方が味がよい）

６.３の周りに５をまわしかけ、菜の花をのせる。

ミキサーがないので裏ごし器を使用しま
したが、調味料を加減すればおいしく仕
上がります。野菜をたくさん摂れて家族
にも好評でした♪（浅岡）

★自宅で作ってみました★

&A
QＱ．地元の会場を選ぶメリットは何ですか？

Ａ．親族が参加しやすいことはもちろん、
　　挙式前の打合せに便利です。

　会場が家から近いと、身内も式に参加しやすく何かと便利ですよね。しかし、
おふたりにとって最大のメリットは “打合せに行きやすい” こと。
　挙式前は、衣装・料理・演出・席次・ギフトなど決めることがたくさん！
打合せ回数は多い人で１０回程度にも。もちろん少なくまとめることもでき
ますが、たとえばドレスがすぐに決まらなかったとき、家が近ければ次の日
程を調整しやすいですよね。「今日決めないと…」とあせらず、気持ちに余裕
をもって準備を進めることは、納得のいく挙式づくりにもつながりますよ。
（コーディネーター　今井 紗恵子）

2009 年 12 月 19日挙式
山本浩平さん、まみさんご夫妻

草木が芽吹き、外出が楽しくなるこの季節。パトリック・キソ・ガーデンでは、
そんな春の気分を満喫できる食と空間をご用意しています。

御来店前日（定休日除く）までにご予約ください

火・水定休
ご予約・お問合せ042-789-1188

Patomoカードで
　　　　  10％OFF!!
●パーティー時の無料バス送迎
　承ります
●お誕生日・記念日にケーキ
　プレゼント

ブライダルレポート

お２人が好きな紫でブーケやドリ
ンク、会場をコーディネート。
ウェルカムドリンクを直接手渡し
するなど、ゲストとのふれあいを
大切にしたアットホームな披露宴
でした。

毎日がブライダル相談会
模擬挙式や試食会、ドレス試着など、いろいろなイベン
トを開催。フェア・相談会の詳細はHPで！

フェア・相談会・各種プラン詳細はHPで→http://pkg.co.jp/

しあわせ色のWプランしあわせ色のWプラン
ウエディング

お急ぎ婚、オメデタ婚でも安心の
挙式プランが期間限定で登場。

３ヶ月以内の挙式限定カップルご紹介でお食事券プレゼント！
パトリック・キソ・ガーデンでご結婚されるカップルをご紹介いただくと、
ご紹介者に３万円お食事券をプレゼント！さらに、ご婚礼カップルは挙式
費用が１０万円割引になって、お互いハッピー！

（上）最高級Ａ５ランクの仙台黒毛和
牛のグリエ。舌でとろけるやわらさ。
（左）フランボワーズとバニラの紅白
ムース。酸味と甘味のバランスが絶妙
に溶け合います。

Ａコース￥3,500
オードブル /スープ /お魚料理 /お肉料理 /デ
ザート /パン・コーヒー

Ｂコース￥5,000
オードブル /スープ /お魚料理 /仙台黒毛和牛
/デザート /パン・コーヒー

Ｃコース￥7,500
アミューズ /オードブル /スープ /長崎直送お
魚料理 /仙台黒毛和牛サーロイン /デザート /
パン・ コーヒー

Ｄコース￥10,000
アミューズ /冷前菜 /スープ /フォアグラ料理
/手長海老料理 /グラニテ /仙台黒毛和牛フィ
レ肉 /デザート /パン・ コーヒー

税・サ込＊フリードリンクプランもございます。税込・サ別税込・サ別

Muguet ミュゲ　￥1,890
オードブル /スープ /お魚料理またはお肉料理
/デザート /パン・コーヒー

Camelia カメリア　￥3,350
オードブル /スープ /お魚料理 /お肉料理 /サ
ラダ /デザート /パン・ コーヒー

Iris イリス　￥4,830
アミューズ /オードブル /スープ /お魚料理 /
グラニテ /お肉料理 /サラダ /デザート /パン・
コーヒー

Violette ヴィオレット　￥3,990
オードブル /スープ /お魚料理 /お肉料理 /サ
ラダ /デザート /パン・コーヒー

Lis リス　￥6,800
アミューズ /オードブル /スープ /お魚料理 /
お肉料理 /サラダ /デザート /パン・コーヒー

Rose ローズ　￥9,450
アミューズ/冷製オードブル/スープ/温製オー
ドブル /お魚料理 /グラニテ /お肉料理 /サラ
ダ /パトリック特製デザート /パン・ コーヒー

春野菜と海老のサラダ
苺ビネガーソース

ランドセル・教科書・
上履き入れ・名札など
をお持ち下さい。

〈振袖レンタル〉
スペシャルパックプラン

98,280円～98,280円～

内覧会
限定!

240,530円～通常価格 が…

【振袖レンタルセット】振袖、長襦袢、肌 襦袢、裾よけ、
帯、帯締め、帯揚げ、帯枕、帯板、伊達衿、衿芯、伊達締め、
腰ひも、三重ひも、草履、バッグ、髪飾り

　0120-019-119
TEL.042-720-4492
町田市本町田2946－3

本町田店

原町田店

　0120-360-640
TEL.042-710-0640
町田市原町田2－4－3

10：00～19：00／水曜定休／駐車場完備
http://www.yakushi-s.co.jp／E-mail mm@yakushi-s.co.jp
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山崎団地116,000円～ 26,250円 98,280円

前撮り&当日
振袖レンタル

前撮り
美容・着付・撮影

オリジナル写真集
『振袖物語』
（30㎝角・12ページ）

なんと！
今だけ
なんと！
今だけ

2011年に成人式を迎えるみなさんに朗報です!!
振袖レンタル内覧会振袖レンタル内覧会2011年

成人式
一点もののブランド振袖＆正絹振袖300着が勢揃い!!　531

迄

撮影料 3,150円
                + お写真代
撮影料 3,150円
                + お写真代

お子様の新たな門出を
お祝いします。

入園・入学入園・入学

マタニティフォトマタニティフォト今注目の今注目の

スペシャル撮影特典（5/9迄）
〈マタニティフォト撮影の方〉
お宮参りの撮影料1ポーズ無料 !

撮影料 3,150円+お写真代
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うなぎ屋 うなぎ割烹双葉（町田小田急百貨店9Ｆ） 042-726-8844 一品サービス
職　種

Patomo新規加盟店のご紹介
店　舗　名 電　話 Patomoカード特典

衣裳 パトリック・キソ・ガーデン衣裳室 042-789-4825 ご両親様の衣装を１０％オフでレンタル
インテリア 有限会社　インテリア参壱々丸 042-793-1874 商品５％割引
装花 株式会社　シーズン花達 042-789-1188 全国・海外にお花をお届できます
スイミングスクール 協栄スイミングクラブ町田 042-793-1251 成人・ウォーキング・リフレッシュ・ベビークラス　優先無料体験（前日まで要予約）
テニススクール TOP　インドアステージ多摩 042-311-0303 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　インドアステージ相模大野 042-767-5030 体験レッスン無料
テニススクール 株式会社　ゼストテニスクラブ 042-752-0007 入校金4200円無料　初月受講料50％オフ
テニススクール ジュエ　インドアテニス 042-797-2849 体験レッスン１回無料・入会金の5,250円無料
ソフトウェア 株式会社　ソフト開発 042-795-7613 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

税理士法人 りんく
TEL.042-730-7891

「資金調達や経営設計立案など適切なアド
バイスをしております。厳しい世の中だか
らこそ、協力しあうことは大切ですね」
【特典】相談料１時間無料

小久保さん
刑部さん

１月２１日、Ｐatomo クラブ加盟店による
賀詞交歓会がパトリック・キソ・ガーデン（新
館アンジェラ）において開催されました。
当日は約 40 名が参加し交流を深めると共
に、これからの地域発展に向け、お互いの
熱い想いを語り合う活気ある場となりまし
た。ここでは笑顔の素敵な地元加盟店のみ
なさまをご紹介します！

地元の魅力
再発見 !!
地元の魅力
再発見 !!

当日は声楽家・宗孝夫さん、いづみさんによる歌のプレゼントが。
宗孝夫さんは 10歳でデビューして以来、今年でプロ生活 50周
年。声楽家としてだけでなく、合唱指揮・指導、作詞、演出など
幅広い分野でご活躍されています。

●● 音楽生活50周年 ●●

宗孝夫 音楽事務所（宗声
会）

TEL.044-988-8345

【特典】宗声会主催のコンサート
チケット５％割引

株式会社パナシェ　
サイズ ネイル・チュチュ 相

模大野店
TEL.042-767-1951

「相模大野ステーションスクエア
７Ｆのネイルサロンです」
【特典】全メニュー１０％割引
（要予約）東出さん

ホテル町田ヴィラ
TEL.042-724-0840

「お客様の心に残るホテルを目指して、
一同心のこもったサービスを提供して
います」
【特典】宿泊料割引 シングル 6,300 円、
ツイン 11,550 円、ＤＸツイン 12,600
円、トリプル 15,855 円

藤井さん

有限会社 協同建設
TEL.042-734-5145

「リフォームのことならお任せください。
昨今は “自分自身のリフォーム” をしな
いと、厳しい世の中かもしれませんね」
【特典】リフォーム実施でワイヤレス連
動型火災報知機３台プレゼント

大河原さん

栄楽内装
TEL.042-712-5887

「ご相談、お見積りだけでもＯＫです。技術とセンス
には自信あり！お客様のご要望をお聞かせ下さい」
【特典】５％割引

森川さん

ベッカライ麦畑
TEL.042-734-2241

「おいしくて安いパンを販売してい
ます。近くにお越しの際はぜひお立
ち寄りください」
【特典】1,000 円以上お買い上げで
５％割引

草薙さん

中華料理　縁
TEL.042-725-0664

「食べやすい中華を提供しています。
『中華は脂っこい？』と感じている方
は、ぜひ一度食べに来てくださいね」
【特典】杏仁豆腐サービス

深田さん

矢口商店
TEL.042-791-0325

「木曽バス停そばでお米、お酒を扱っ
ています。おじいちゃん、おばあちゃ
んでがんばっていますよ」
【特典】お米１０ｋｇで３００円引、
５ｋｇで 100円引（お持ち帰り）

矢口さん

リカーポート　蔵家
TEL.042-793-2176

「手に入りにくいお酒を多数扱っています。
自分へのごほうびやプレゼントにどうぞ！」
【特典】お得なイベント情報等ご案内・すき
まちポイント２倍サービス

浅沼さん

魚儀　誠屋
TEL.042-791-0027

「地域のしあわせをどう形づくって
いくかは、まさにこれから。これ
を機に盛り上げていきたいですね」
【特典】５％割引

佐藤さん

ケーズ・ビューティー・ライフ
TEL.042-707-9507

「青森ヒバを使った手作り製品や、
天然成分だけの化粧品など、健康・
環境によい商品を提供しています」
【特典】天然成分 100％化粧品に
よるメイク無料体験

秋山さん

「エステ、整体のサロンです。ホテル、
スパ等への派遣も行っています」
【特典】技術料１０％割引（要予約）

川戸さん有限会社 エステージ　YOS
Aパーク

TEL.042-758-4117

有限会社 アイ・クリエイ
ツ

TEL.042-795-9048

「ホームページは目が不自由な方などへの
配慮も大切。バリアフリー化に力を入れ
たウェブ制作を請け負っています」
【特典】ホームページに関する相談無料

羽川さん

宮島勝美事務所
TEL.042-728-0671

「司法書士として 24年。週末は障害
児教育にも携わっています。“心”を “カ
タチ” に変えていくことが大切ですね」
【特典】登記相談無料

宮島さん

タビックスジャパン 町田支
店

TEL.042-728-6011

「安くてよい旅行を多数扱っている人気店で
す。スタッフ 20名程でがんばっています
（www.tabix-japan.com/machida/）」
【特典】パッケージ商品の３～５％割引

豊嶋さん

株式会社 創林
TEL.042-733-9331

「地域ポータルサイト『町田タウン』を運
営しています。ウェブ上のショッピング
センターのような感覚でお店を探せます」
【特典】町田タウンのマイページ初期費用・
作成費無料

林さん

株式会社 フジオ工業
町田労働基準協会
TEL.042-793-1181

「建設に携わって 40年。労働基準協会と
して社会貢献にも力をいれています」
【特典】労働基準に関する相談無料

水流さん

有限会社 マルカワイズ
TEL.042-725-2323

「屋根、外装のリフォーム提案
のほか、備長炭など暮らしを快
適にする商品も扱っています」
【特典】販売品　１０％割引

野川さん

有限会社 カトー保険事務所
TEL.042-793-4331

「地元で40年の保険代理店です。
お客様から信頼されるように、
わかりやすく、適切なご提案を
心掛けております」
【特典】保険相談無料

加藤さん

アイワ広告 株式会社
TEL.042-710-1200

「企画デザインから製作設置まで
すべてのニーズにお応えする看
板専門メーカーです。看板なら
アイワ広告をぜひ！」
【特典】中古看板　特価割引

高橋さん

株式会社 エクセルライフ
TEL.046-272-1881

「つきみ野駅近くの保険代理店です。みな
さんとも交流をもてると嬉しいですね」
【特典】保険相談無料

バルバルーン
TEL.042-735-4553

「バルーンディスプレイやギフトを扱う風
船専門店です。バレンタイン、クリスマス
などに活用してくださいね」
【特典】バルーンギフト商品　１０％割引

比護さん

南さん

株式会社 アサミホテル　
相模原第一ホテルANNE

X
TEL.042-757-6551

「古淵駅から徒歩 2分のビジネスホ
テルです。私自身は長年、ブライダ
ルの仕事にも携わってきました」
【特典】宿泊料１０％割引（ﾁｪｯｸｲﾝ
14：00　ﾁｪｯｸｱｳﾄ12：00）

小林さん

株式会社 オーネット
TEL.042-724-3283

「婚活ブームといわれる昨今。きっかけ作り
が難しい世の中ですが、多くのカップルの一
押しをお手伝いしたいです」
【特典】プレミアムプラン入会金 1万円割引

黒図さん株式会社 愛育　PRANA
TEL.042-720-5061

「ホテル町田ヴィラ向かいのエステサロンです。
個人店ならではの高い技術をご提供いたします」
【特典】岩盤浴５０％割引、エステ２０％割引

有限会社 カーセンター江口
TEL.042-791-6575

「安い !! 早い !! 腕よし !! 代車無料 !! 中古部品でより
格安に !! ちょっと頑固おやじかなぁ…。コツンとぶ
つけたら馬駈交差点角、(有 )カーセンター江口へ！」
　　　【特典】ネットで割引クーポンプレゼント　
　　　　　　（www.car-center-eguchi.com/）

まがけ

江口さん

「町田・相模原は老若男女が行き交う活気ある街。いろいろなチャンスの種が潜んでいます」
Patomoクラブ顧問

荒木 繁さん

「しあわせ色と
は

『絆』からうま
れる色。

連携・信頼・思
いやりの絆を

2010年はカ
タチに

していきましょ
う！」

東京商工会議所 
新現役チャレンジ支援事業
ナビゲーター 
　　　　　加藤　良博さん

サービス精神いっぱいの個性あふれる地元のお店。気軽に足を運んでくださいね！

Ｐatomoクラ
ブ賀詞交歓会

レポート201
0
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