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Patomo Club,   Ju ly-August  2010,   Patr ic  Kiso Garden　隔月発行 /発行人 :松崎 護

加 盟店交流会のご案内加盟店交流会のご案内

講 師：「裏通りでも人の集まるお店の条件とは」
　　　　　株式会社マネジメントコア前田　代表取締役　前田 進 氏
　　　「最近のＬＥＤ照明動向」
　　　　　東芝エルティーエンジニアリング株式会社
　　　　　エンジニアリング事業部　設計担当課長　林 久永 氏
日 時：8月 20日（金）セミナー 17：00～／懇親会 18：00～
場 所：パトリック・キソ・ガーデン
会 費：￥3,500（料理、フリードリンク込み）
◆お申込みは、お電話 042-789-1188（Patomoクラブ事務局）まで

元気なまちづくりについて、共に考えるセミナーと懇親会を
開催いたします。ぜひご参加ください。
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町田・相模原地域を “しあわせ色” でいっぱいに！

●新規加盟店のご紹介（現在143店）

テニススクール ミヤムラテニスセンター 042-339-3860 オートテニス1回400円→200円

インテリア カーテン専門ショップ　森の風 042-722-2214 ブラインド関連の取付料無料（高所、コンクリート付は除く）
音楽企画 音楽工房アトリエMINS（ミンス） 042-798-1728 アトリエMINS企画のコンサートチケット5％割引
自動車教習所 学校法人 五島育英会 東急自動車学校 042-372-0109 記念品進呈

美容室・輸入雑貨・カフェ neo Park（ネオパーク） 045-984-0061 [美容室]5,000円以上の技術料金より10％OFF　[カフェ]ランチ（1,000円）を10％OFF
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 042-794-9300 全商品（エステ・ヘアカット等）５％OFF（婚礼メニューは除く）

観賞魚販売・リース 日海センター 042-791-0301 水槽セット　消費税分（5％）サービス

職　種 店　舗　名 電　話 Patomoカード特典

●取材協力●PRANA( プラナ）（042-739-3676）クーポン有り●取材協力●PRANA( プラナ）（042-739-3676）クーポン有り

「自分の体型は変わらない･･･」とあき
らめている方は多いですが、案外むく
みで損をしている場合も。むくみを改
善するだけでも、体がスッキリして疲
れもとれますよ。
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●取材協力●パトリック・キソ・ガーデン ヘアメイクサロン（042-794-9300 直通）クーポン有り●取材協力●パトリック・キソ・ガーデン ヘアメイクサロン（042-794-9300 直通）クーポン有り
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レポート夏の夏のBeautyBeauty いま話題の美容法や夏にオススメのお手入れを

Patomo加盟店で体験してみました。「今さら遅
い？」なんて思わず実践してみる価値アリ！美容の
プロによる夏のアドバイスも必見です♪

いま話題の美容法や夏にオススメのお手入れを
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ビューティー

プ ロ ジ ェ ク ト

＊体験したのは･･･
Patomo突撃隊Ａ子。年
中冷えとむくみに悩まさ
れ、いまだ正月太りが戻
らない３０代。

　町田駅前「PRANA」さんで体験し
たのは『タラソバーンボディコース』。
　副店長小林さんのゴッドハンドによる
オイルマッサージで、リンパの循環を良
くした後、海藻成分たっぷりのタラソパッ
ク＆ヒーティングで汗と共に老廃物の排
出を促します。
　なんとお手入れ後はお尻、太もも、ふく
らはぎが１～3cmサイズダウン。こんな
に水分や老廃物がたまっていたとは･･･！
　日頃からむくみを予防するには、筋力
アップや、汗をかいて代謝をよくし、体
を冷やさないよう工夫することが大切だ
そうです。これを機に、日々の生活の改
善も心がけたいと思いました。
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●取材協力●YOSAPARKエステージ（042-758-4117）クーポン有り
　　　　　　「サロン全国展開中」詳しくはお問合せ下さい。
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　YOSA（ヨサ）とは、ハーブのミストで
体を芯から温める温浴法。相模原駅前
「YOSAPARK エステージ」さんでは、アット
ホームな空間でYOSAが体験できます。
　ケープを着用して椅子に座り、水分補
給をしながら全身でミストを浴びます。
普段なかなか汗をかかない私でも、10分
たった頃から玉状の汗が次 と々…。不思
議なのは汗がサラサラなこと！これは老
廃物と共に皮脂腺から出る汗の特徴だそ
うです（汗腺から出る汗はベタつく）。
　終了後はウエアが絞れそうなくらい大
量の汗をかき、心身ともにスッキリした
状態に。１回の体験で体脂肪率１％減。
肌もツルツルに♪
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　「夏は断然、まつ毛パーマがおすす
め！」と教えてくれたのは「パトリック・
キソ・ガーデン ヘアメイクサロン」の
山田さん。さっそく体験してみました！
　まつ毛パーマに使うのは、マカロニの
ような小さなロット。これで丁寧にカー
ルをつけていきます。実に細かい作業！

　数分置くと、まつ毛にきれいなカー
ルが！ビューラーではなかなか作れな
い曲線美です。カールの具合は、目
の形やまつ毛の長さに合わせて調整
が可能だそう。夕方になっても上向き
のままのまつ毛にはテンションも上が
りますよ♪
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最近は体が冷えている人が目立ちます
が、体温が 1 度下がると免疫力は
30％下がるといわれます。体を芯から
温めることで代謝が上がり、美容と健
康の両方に効果的です。
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まつ毛パーマは、エクステンションよ
りも管理が楽なので初心者にもおすす
め。汗、皮脂や海でメイクが落ちても
まつ毛が下がらないので、夏こそチャ
レンジしてほしいですね。
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夏こそは･･･
むくんだ足をスリムに！

ヨ 　 　 サヨ 　 　 サ
芸能人にも人気！
噂のＹＯＳＡで全身美容

汗・海もＯＫ！
まつ毛パーマで目力UP!

今回、美容のプロの方々にお話を伺って、
美容と健

康はつながっているということがよく分
かりまし

た。ほんの少しでもキレイに変化したこと
を実感す

ると、気持ちまで明るく前向きになります
！

体 験 後 記

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

【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 ] 最近、目にも紫外線対策が必要だと知りました。この夏は帽子や日傘、
サングラスを習慣にしてみようと思います。（Patomoクラブ 浅岡）
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楽ヤセ＆代謝コース (60分)楽ヤセ＆代謝コース (60分)
5,800円　→　4,800円5,800円　→　4,800円 タラソバーンボディコース(70分)タラソバーンボディコース(70分)

15,750円 → 9,800円15,750円 → 9,800円リラクゼーションコース(45分)リラクゼーションコース(45分)
3,800円　→　3,000円3,800円　→　3,000円

まつ毛パーマ
5,250円 → 4,200円
まつ毛パーマ
5,250円 → 4,200円

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可 ※他券との併用不可 ※他券との併用不可有効期限 2010.8.31有効期限 2010.8.31

YOSAPARKエステージ
相模原市中央区相模原 2-9-1-201 
tel.042-758-4117

PRANA
町田市森野 1-25-22
tel.042-720-5061

パトリック・キソ・ガーデン ヘアメイクサロン
町田市木曽東 3-35-33
tel.042-794-9300

※パトリック・キソ・ガーデンでのみ有効
有効期限：2010/10/31

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。

※効果には個人差があります。

しあわせ色づくりのお手伝い
レストランサービススタッフ募 集
しあわせ色づくりのお手伝い
レストランサービススタッフ募 集
資 格：18歳～ 30歳代の元気で明るい男女
時 間：（A）月・木・金の週３日　10時～15時
　　　  （B）土・日・祝の週２日　10時～ 15時または 10時～ 19時

時 給：（A）1,000円～ 1,200円 　（B）1,200 円～ 1,400 円 
待 遇：制服・お食事付き
応 募：お気軽にご来館orお電話下さい
　　　 パトリック・キソ・ガーデン TEL.042-789-1188（担当：赤川）

：
：

：
：
：

（パート＆アルバイト）

※土・日・祝は婚礼パーティーの配膳のお仕事です。

今回ご協力いただいたお店です！
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Ｑ． 保険、 どれを選
べば安心できる？
Ｑ． 保険、 どれを選
べば安心できる？

Ｑ. 保険料、 払い続け
られるかな…。
Ｑ. 保険料、 払い続け
られるかな…。
「万が一の時、ご家族にとってい
ちばん大切なことは？」。それを
はっきりさせることで、保険料を抑
えることができますよ。

保険は複雑ですよね。万が一の
時に「毎月いくら、どの位の期
間お金が必要か？」。そこから考
えると、保険選びがカンタンに。

新婚
さんの

ための

新婚
さんの

ための 結婚

出産

加入前提の説明会ではないので
どなたでもお気軽に！

0120-507-357

株式会社エクセルライフ
http://excellife.jp/

大和市つきみ野 4-3-7　営 平日 9:00 ～ 18:00　土日祝予約制　
交 田園都市線つきみ野駅徒歩３分 駐 有 Patomo特典 保険相談無料

エクセルライフ 検 索

無 料 で 随 時 開 催 中！

無料冊
子

無料冊
子

プレゼ
ント

プレゼ
ント

「生命保険はどう選べば
いい？」そんな疑問を
実話でやさしく解説

「生命保険はどう選べば
いい？」そんな疑問を
実話でやさしく解説

加入しなくてもＯＫ！その前にギモンを解決！加入しなくてもＯＫ！その前にギモンを解決！

保保 ででもも険険 相相 会会談談何何

●お申込はＨＰで！

●お申込は電話またはＨＰで！

守りたい家族が出来たら…守りたい家族が出来たら…

初級編初級編保 険 講 座

保険にも “ぴったりサイズ” があります！
オーダーメイドの洋服を作るように、ご家族にぴったりの保険をご提案。
街の保険屋さんは、いわば保険のコーディネーター。「今の保険で大丈夫？」
そんな疑問もお気軽にご相談ください。（エクセルライフ　髙梨さん）

Patomo 会員のみなさんの担当です！

Patomo 会員のみなさんの担当です！

閑静な住宅街にあるアット
ホームなオフィスです。



車検・整備料金
１０％割引
車検・整備料金
１０％割引

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

有限会社　東和自動車
町田市忠生 1-28-21 
tel.042-792-5518

買取価格
１０％アップ

買取価格
１０％アップ

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

リサイクルショップ とく得ハウス
町田市木曽東 3-24-15 
tel.042-789-3404

すきまちポイント
２倍プレゼント
すきまちポイント
２倍プレゼント

ポイント還元率
２％ → ５％還元
ポイント還元率

２％ → ５％還元

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

弘文堂
町田市木曽西 4-9-3 
tel.042-792-2141

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

商品 ５％割引商品 ５％割引

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

家具・インテリアの専門店
ルームズ大正堂　本店
相模原市南区上鶴間本町 9-50-45 
tel.042-747-4411

株式会社ファニチャーアクセス
村内家具　相模原店
相模原市南区鵜野森 3-50-1 
tel.042-747-1211

店頭商品 １０％割引
（修理・ﾘﾌｫｰﾑ・ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ除く）
店頭商品 １０％割引
（修理・ﾘﾌｫｰﾑ・ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ除く）

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

ジュエリーデザイン スタジオ弥馬屋
町田市木曽東 4-30-24 
tel.042-792-0316

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

1000円以上購入の場合
５％割引

1000円以上購入の場合
５％割引

手造りハム・ソーセージ　独逸屋
町田市成瀬台 2-2-8 
tel.042-721-7401

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

杏仁豆腐サービス杏仁豆腐サービス

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

中華料理　縁
町田市森野 4-15-16 
tel.042-725-0664

ランチ・ディナー１０％オフ
婚礼１０万円サービス
（ご紹介者に３万円お食事券）

ランチ・ディナー１０％オフ
婚礼１０万円サービス
（ご紹介者に３万円お食事券）
パトリック・キソ・ガーデン
町田市木曽東 3-35-33 
tel.042-789-1188

１ドリンクサービス１ドリンクサービス

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

イタリアンレストラン　メモリア
町田市森野 1-34-2 鹿嶋屋ビル1Ｆ 
tel.042-728-0666

レンタル商品1万円以上で500円割引、
内祝いギフト1万円以上で500円割引・
2万円以上で1000円割引

レンタル商品1万円以上で500円割引、
内祝いギフト1万円以上で500円割引・
2万円以上で1000円割引

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

株式会社ベビーランド タマベビー
町田市根岸町 466-1 
tel.042-791-0323

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

コンサート・イベント等の
ご招待チケット進呈
コンサート・イベント等の
ご招待チケット進呈

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

イベントプロデュース ＤＯ！プランニング
町田市金井町 2295-26 
tel.042-736-9886

初回相談料無料初回相談料無料

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

岡本社会保険労務士事務所
町田市中町1-12-16アイケーブリック203 
tel.042-705-8316

相談料無料相談料無料

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

中村好孝　司法書士事務所
相模原市南区相模大野 3-13-1 
tel.042-740-9660

ご葬儀の祭壇費用
１０％割引
ご葬儀の祭壇費用
１０％割引

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

株式会社　せん・カネコ
町田市野津田町 214 
tel.042-735-3309

仲介手数料
５０％割引
仲介手数料
５０％割引

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

不動産  成木屋　有限会社
町田市本町田 2669 
tel.042-723-4479

初診料無料
（一回限り）
初診料無料
（一回限り）

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

モリヤ動物病院 つきみ野病院
大和市つきみ野 8-13-9 
tel.046-271-6660

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

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

付加価値商品
２０％割引
付加価値商品
２０％割引

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

有限会社　旭クリーニング
町田市旭町 1-9-5 
tel.042-723-5604

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

入会金6300円無料
カーペットシューズプレゼント

入会金6300円無料
カーペットシューズプレゼント

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

スポーツゾーンジップ テニスアリーナ
町田市三輪町 22-1 
tel.044-988-9311

入会時にオリジナル
ハンドタオルプレゼント
入会時にオリジナル

ハンドタオルプレゼント
スポーツゾーンジップ ゴルフアリーナ
町田市三輪町 2016 
tel.044-988-0405

ルーム料金 ２０％割引ルーム料金 ２０％割引

有効期限 2010.8.31※他券との併用不可

シダックス 町田金森クラブ
町田市金森 540-1 
tel.042-724-2232

Patomo加盟店でお買い物しよう！

ウ エ デ ィ ン グ　　レ ポ ー ト

WeddingReportWeddingReportWeddingReport

&A
Q

シェフが教える料理教室
花 嫁 料 理 教 室 R e p o r t

この春からスタートした「花嫁料理教室」は、単にレシピ通りに作るだけでなく、
日々の料理で役立つコツが満載です！
[講師 ] パトリック・キソ・ガーデン　料理長　北野　修

身近な食材の扱い方
知っていると便利！知っていると便利！

いちごの洗いすぎはＮＧ。

ヘタは取らずに、ザルに

入れてさっとホコリを洗

い流す程度で十分。

普段よく使う食材も、ちょっとしたコツで

より美味しく、楽に料理ができます。

スライスして冷凍すると

甘みが増します。一度に

使い切れないときに便利。

洗わず適当な大きさに裂

きます。冷凍すると甘み

が増し、干すと香りがよ

くなります。

下ゆでは沸騰した湯に

塩・エビを加え再沸騰後

15秒程度でＯＫ。つやの

あるプリプリのエビに。

Ｑ．お盆に両家の顔合わせを予定しています。
親としての心構えや知っておくべき事はありますか？

●家や地域によって、考え方や習慣は異なるもの。
　服装や費用の負担など、予めすり合わせを。

●挙式当日の気になることも確認しておくと安心。

　顔合わせには「こうしなくてはならない」という決まりは特に
ありません。どのような会にしたいのか、予め両家で相談してお
きましょう。たとえば、どんな服装で臨むのか、費用は誰が負担
するのか、手土産は用意するのかなど。最近は仲人を立てない
場合が多いので、結婚する２人が調整役になるのが一般的です。

　両家がそろうこの機会に、挙式や披露宴で気になることも確
認を。たとえば挙式当日の服装。たまに「列席はいつもの礼服で」
とお考えのお父様がいらっしゃいますが、それは平服にあたりま
す。正礼装のモーニングを着るのが基本で、レンタルも可能。
服装の格が両家でチグハグにならないようにしておくと、直前で
あわてずに済みます。また、顔合わせの場所に挙式会場を選ぶと、
下見や試食を兼ねることもできますよ。

ご紹介いただいたカップルがパトリック・キソ・ガーデンで結婚式を
挙げられる場合、ご紹介者様に３万円のお食事券をプレゼント。さら
に、ご結婚されるカップルには１０万円の挙式割引が！

卵白の一部をメレ
ンゲにすることでふ
わふわに！混ぜな
がら火を通し、上
面が固まりはじめ
たら裏返します。

裏返すときは、軽
く油を塗った蓋や
プレート、お皿な
どを使うと便利。
みごと全員成功！

本日の山
場 “オム

レツ返し
”

本日の山
場 “オム

レツ返し
”

トマトの湯む
きはガスで時

短♪
トマトの湯む

きはガスで時
短♪オムレツの具はさいの目状に

カットして下ゆでします。

教室では 1 人 1
人が 1 から 10 ま
での作業を行いま
す。シェフのレク
チャーが終わると
さっそく実践！

Menu
具だくさん

オムレットスフレ

生徒さんの声
「こんなにフワフワの
オムレツが自分で作れ
るとは思いませんでし
た。楽しかったです！」

シェフ’s メッセージ
「家庭の料理は毎日の
こと。楽しく作るのが
いちばんです。」

コ ツ が 満 載 ！ ＊花嫁料理教室 生徒募集中！＊
日程：オードブル・魚料理・肉料理の３回セット、各 19:00 - 21:00
　　　オードブル：7/26（月）　魚：8/9（月）　肉：7/12（月）または 8/23（月）
対象：女性またはカップル（初級者向け）
定員：１回先着８名限定
料金：パトリック・キソ・ガーデンにて婚礼をされる方、又はPatomoクラブ会員の方

⇒会員価格１回 5,000 円（通常 1 回 5,500 円）
※会員の方が、ご友人をご紹介いただき一緒に教室に通われた場合、
会員様は紹介割引としてご友人お 1 人につき 500 円割引

◆お申込みはパトリック・キソ・ガーデン（電話 042-789-1188）まで

Congratulatio
ns!

Congratulatio
ns!

おふたりは淵野辺駅前の「税理士法人
りんく」にお勤め。Patomo加盟店から
しあわせ色のカップルが誕生しました！

刑部俊朗さん、志穂律さん
2010.5.29 挙式

「大勢の方が来てくれるので、皆で楽しめる
披露宴にしたかった」と語るおふたりは、
ゲストとの記念撮影にひと工夫。テーブル
ごとにカードをひいてもらい、指示のあった
ポーズで記念撮影をしました。どんなポーズ
が出るか･･･、ゲスト全員ドキドキしながら
も大盛り上がり！

たまねぎ

エビ

いちご

しめじ

Couple ’ s  Vo iceCouple ’ s  Vo ice
すべての場面が印象的で、町田でも
こんな素敵な結婚式ができるんだ！
と感動しました。

カップルご紹介でお食事券プレゼント！カップルご紹介でお食事券プレゼント！カップルご紹介でお食事券プレゼント！

親族・ゲスト
の た め の
親族・ゲスト
の た め の

こんな時どうする？

ブライダルＱ＆ＡブライダルＱ＆Ａ

夏休みはパトリック・キソ・ガーデンへ！
ウエディングフェア毎日開催！
夏休みはパトリック・キソ・ガーデンへ！
ウエディングフェア毎日開催！
夏休みはパトリック・キソ・ガーデンへ！
ウエディングフェア毎日開催！
パトリック・プレミアムフェア

チャペルコンサートフェア

オリジナルスイーツフェア

8/11,18

8/12,13,16

8/14,15模擬挙式
あり！
模擬挙式
あり！

そのほか毎日フェア開催中
詳しくは HP またはお電話で
http://pkg.co.jp/
 042-789-1188

無料
試食付

無料
試食付

無料
試食付

夏はアワビが美味しい季節です。夏はアワビが美味しい季節です。

アワビは栄養満点の食品です。豊富なビタミン
類に、タウリン、アルギニン、コンドロイチンな
どを含み、美肌効果や老化防止、疲労回復、
視力低下予防、肝機能向上などが期待できると
いわれます。旬を楽しみながら夏を乗り切りま
しょう！

火・水定休

ご予約・お問合せ

042-789-1188

ご来店前日（定休日除く）までにご予約ください

●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

 誕生日　結婚記念日
お祝い、おもてなしに。
家族のお祝い事や、久しぶりに会うご友人
とのお食事に、ゆっくりと会話を楽しみなが
らおいしいフレンチを味わってみませんか？

10％OFF!!カードまたはクーポンで

※要予約。既存のコースに組み込んでお召し上がりいただけます。

夏の旬・アワビを贅沢な岩塩包み焼きで。
羅臼産昆布とシャンパンがアワビを程よいやわ
らかさに蒸しあげます。和のテイストを取り入
れた夏の味覚をご堪能ください。

7･8 月限定メニュー7･8月限定メニュー

ひとくちメモひとくちメモ

オムレツの具は冷
蔵庫の残り物でＯ
Ｋ！この日は人参、
じゃがいも、たま
ねぎ、しめじ、おく
ら、トマト、ハムを
使用。

ちょっとしたアイデアで盛り付けも華やかに！
完成後は料理に合うワインと一緒に試食＆歓談♪

楽しい

アワビの岩塩焼き～海の宝石箱仕立て～アワビの岩塩焼き～海の宝石箱仕立て～
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