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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/ 1/31

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

パトリック・キソ・ガーデンのチャペルにあるステンド
グラスは、ニューヨークの五番街にあるセントパトリッ
ク大聖堂のステンドグラスを譲り受けたものです。
1907 年にイギリスのステンドグラス製作会社の老舗
ジョンハードマン工房で製作されました。長い時間を経
たステンドグラスの光は厳かな雰囲気があります。

大切
な人
と一緒 に・・

・聖なる夜は

アメリカのサンクスギビングホリ
デー (11 月第 4 週末 ) が終わると今
年もオレゴンから 10 フィート（約
3 メートル ) もある本物のモミの木
がやって来ます。生木のリースも
館内いろいろな所に飾られて、全
体がオレゴンの森の香りに包まれ
ます。ツリーにはリボンやオーナ
メントを飾り、木元にはクリスマ
スプレゼントが沢山置かれ、｢夢見
るツリー｣の完成です。

シェフ　北野　修
マキシム・ド・パリで長年活躍した後、
いくつもの有名店でシェフとして腕
を振るい、数多の著名人の舌を魅了
してきた技と感性の持ち主。自身の
テーマは『味は愛』

デコレーションのテーマは　�
�����ラブリークリスマス　　　　　　　　　　
�愛のあふれる空間で伝統的な暖かいクリスマスをお楽しみ下さい

　Lovely�Christmas�

パトリック・キソ・ガーデンでは例年大好評の《クリスマスキャロル＆ディナー》を今年
のクリスマス･イブにもご用意しております。テーマは “愛”。チャペルに響くパイプオル
ガンの音色とクリスマスキャロル、そしてロバート牧師のお話。大切な方とご一緒に素敵
な時間をお過ごしください。きっと忘れられないクリスマスになるでしょう･･･

クリスマスイベント

今年の PKG
クリスマスのテーマは

“愛”

　クリスマス（23日、24日）ご予約承り中
ご予約･お問合せはパトリック･キソ･ガーデンまで

TEL�042-789-1188

Menu 一口オードブル
キッシュロレーヌ
オニオンスープのグラチネ
伊勢海老のポワレ
 （シャンパン&グリーンソース)
パッションフルーツのグラニテ
特選和牛のグリエ
 ( 赤ワインソース)
ブッシュドノエル･モカ　
バゲット&コーヒー
 

クリスマスカラー （緑
×赤 ) を意識した楽
しい盛り付けです。
PKG 自慢のシャンパ
ンソースを是非一度ご
賞味下さい。

パトリック･キソ･ガーデンでは 12月 23 日･24 日の 2日間、
それぞれのイベントをご用意して、お客様をお待ちしております。

12月23日

12月24日

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
お二人のスタートの地である
パトリック･キソ･ガーデンで、
クリスマスパーティーを楽しみませんか？

ビュッフェ、フリードリンク
￥6,000 ( 税･サ込）

クリスマスキャロル＆ディナー
＊24 日のランチではこちらのコースメニューの
ご予約も承ります

17:30 ～ 22:00
￥10,000 （税･サ別）

皆様のご来場を

お待ちしています !!

スタッフ一同

●新規加盟店のご紹介（現在156店）

ペット わんわんサロン･takeo 042-728-1130 初回トリミングまたはシャンプー10％割引

化粧品販売 シナリー  チェリム営業所 042-721-8804 天然由来成分100％でハンドマッサージ無料

パン小売り ブーランジェリー  ラミ  カリン 042-724-4517 5％割引（1000円以上購入の場合）
和食レストラン 梅の花  町田店 0120-10-2988 乾杯ドリンクサービス
社会保険労務士事務所 多摩労務管理事務所 042-627-0521 就業規則無料診断承ります

針灸マッサージ 株式会社リフレッシュグループ 042-723-6363 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1,950円。各店2回迄利用可

乗　馬 乗馬クラブ  クレイン東京 042-737-5600 体験乗馬1回コース30％割引（5,250円→3,675円。別途装具レンタル･保険1,250円）

生花店 フラワーキャンディーズ 042-812-7600 商品代金5％割引

町田市本町田2973-7マリノビル101

町田市成瀬台4-28-3
町田市成瀬台3-8-29

町田市真光寺町1227

町田市原町田6-14-4興輪ビル3F
町田市成瀬4581-7
町田市中町3-1-11
八王子市寺町1-1

職　種 店　舗　名 電　話住　所 Patomoカード特典

Patomoクラブ加盟店

店　名：（会社名と異なる場合はご記入下さい。お客様には店名をご案内します）

申込日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　業種 :

会社名：

住　所： 〒

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：

代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　携帯：

メール：（必ずご記入下さい）

お客様への特典：

会社（お店）の特長：

加盟店登録料は無料です。

株式会社シモン（パトリック･キソ･ガーデン）TEL 042-789-1188 加盟店推進プロジェクト

同封広告募集 !!
ご覧の会報誌「Patomoクラブ」に御社の

印刷物を同封しませんか？

加盟店のみなさま

広告サイズ
Ａ４以下　￥10／1 枚
Ｂ４以上　￥15 ／1枚
（Ａ４より大きい物全て）

リーフレット、会社案内、クーポン等、
いろいろな紙質、形状のものが入れ
られます。
印刷物持込みで、7,000組単位で
申し請けます。
詳しくは担当までお問合せ下さい。

Patomoクラブ
加盟店推進プロジェクト

担当 : 佐藤、大滝、福本、中里
TEL 042-789-1188

町田・相模原周辺には頑張っているお店や会社がたくさんあります。それを地元
の皆さんにお伝えし、地元で買い物していただきたいとの熱い想いから、昨年
10月にPatomoクラブはスタートしました。一社で出来ることは限られていても、
加盟店が強い絆をつくると大きなパワーが生まれます。Patomo加盟店は現在
約150社。目標の500社に向けてまだまだ募集中です。

加盟店にご登録の際は、この用紙にご記入のうえ、FAXにてお送り下さい。ご不明な点が
ございましたら、担当までお気軽にお問合せ下さい。

お申し込み用紙

　　　　　　　お詫びと訂正
前号（2010 秋号）の Patomoクラブでご紹
介した、Grass Between様の社名と電話番
号に一部間違いがございました。正しくは
042-798-0121です。ご迷惑をおかけして申
し訳ございませんでした。

ＦＡＸ　042-789-4188

募集中!!

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 ] 今回の冬号から制作の担当になり、無事発行できるのか？と不安でしたが、皆
様のご協力のおかげでPatomoクラブが出来上がりました。ありがとうございます。（森）
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自動車用品  東京ロータリー商会
川崎市麻生区虹ヶ丘3ー 3ー 4
tel. 044ー 989ー 0573

有限会社 Gきらら訪問看護ステーション
町田市木曽西 4ー 35ー 41
tel.042ー 794ー 2255

ソフトウェア 株式会社 創林
相模原市南区古淵 2ー16ー9ー401 
tel.042ー 733ー 9331

有限会社 インテリア参壱々丸
町田市山崎町 307ー 1 
tel.042ー 793ー 3110

広告･看板 アイワ広告 株式会社
町田市旭町 1ー 21ー 14
tel.042ー 710ー 1200

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

塗装 石田塗装
町田市木曽東 3ー 13ー 5
tel.042ー 793ー 6758

学校法人 五島育英会 東急自動車学校
多摩市唐木田 3ー 6 
tel.042ー 372ー 0109

エステ 株式会社 愛育 PRANA
町田市森野 1ー 25ー 22 
tel.042ー 720ー 5061

酒屋 川田屋 株式会社
町田市森野 1ー 26ー 10 
tel.042ー 722ー 4327

テニススクールジュエ インドアテニス
町田市小山町 747
tel.042ー 797ー 2849

写真館 薬師スタジオ 本町田店
町田市本町田 2946ー 3 
tel.042ー 720ー 4492

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

造園　グリーンハート
町田市金井町 1883ー 4 
tel.042ー 735ー 3016

美術館 西山美術館
町田市野津田町 1000 
tel.042ー 708ー 2480

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 
tel.042ー 726ー 1500

工務店 株式会社 鈴木工務店
町田市能ヶ谷 3ー 6ー 22 
tel.042ー 735ー 5771

ニコニコキッチン相模原町田店
町田市金森 431 
tel.042ー 721ー 1228

有限会社 菓子工房ジューンブライド
町田市森野 6ー66ー1フローラ森野1F 
tel.042ー 721ー 0015

バルーン装飾･演出 バルバルーン
町田市真光寺2ー18 ー 1　2 ー106　 
tel.042ー 735ー 4553

司法書士　宮島勝美事務所　
町田市中町 1ー 11ー 7 
tel.042ー 728ー 0671

化粧品･日用品 ケーズ･ビューティー･ライフ
町田市能ヶ谷 6ー 31ー 17 
tel.042ー 319ー 6747

印刷 福川印刷 株式会社
町田市忠生 3ー 6ー 5 
tel.042ー 791ー 2411

会員特典

Ｐａｔｏｍｏ　カードを持って
お店へＧｏ!！

クラブ
お得情報いっぱい

半年後の点検無料半年後の点検無料５％割引５％割引ランチ・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）

５％割引５％割引

町田市在住
高木様

中古看板 特価割引中古看板 特価割引

見積り･相談無料、
工事金額の5％割引
見積り･相談無料、
工事金額の5％割引

ライス無料ライス無料

相談無料相談無料

商品5％割引商品5％割引

岩盤浴50％割引
エステ20％割引
岩盤浴50％割引
エステ20％割引

体験レッスン1回無料
入会金の5,250円無料
体験レッスン1回無料
入会金の5,250円無料

量り売り麦･芋焼酎
5％割引

量り売り麦･芋焼酎
5％割引 全商品5％割引全商品5％割引

バルーンギフト商品
1０％割引

バルーンギフト商品
1０％割引

登記相談無料登記相談無料

初診料無料
（1回限り）
初診料無料
（1回限り）相談･見積り無料相談･見積り無料 天然成分100％化粧品による

メイク無料体験
天然成分100％化粧品による
メイク無料体験

ヘルパー2級講座 受講料1000円割引、
フィリピンにある高齢者住宅をご入居に
あたり生活必需品5000円分贈呈

ヘルパー2級講座 受講料1000円割引、
フィリピンにある高齢者住宅をご入居に
あたり生活必需品5000円分贈呈

町田タウンのマイページ
初期費用･作成費無料
町田タウンのマイページ
初期費用･作成費無料

小売料金を
卸価格でご提供

小売料金を
卸価格でご提供

記念品進呈記念品進呈

入館料
1200円→1000円

入館料
1200円→1000円

町田市在住
坂崎様

パトモカードで10％OFF

火・水定休
ご予約・お問合せ 042-789-1188■パーティーコース 　￥3,500～

■ドリンクプラン　 　￥1,500～
（税・サ込）

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

薬師スタジオのプロカメラ
マンが記念の1枚を撮影い
たします。（要予約）

みんなが

集まるこの機会に

キレイな集合写真
撮影しませんか？

みんなが

集まるこの機会に

キレイな集合写真
撮影しませんか？

撮�影�料￥6,300
写真K判¥1,050

クリスマスには
ワインをもっと楽しみたい ・・・
興味はあるけれど、何を頼んだらいいのか迷ってしまう・・・
そういうお客様は多いようです。そこでパトリック・キソ・ガーデン
のフロアマネージャーにおすすめのワインを聞いてみました。今年の
クリスマスはワインを楽しみませんか？

忘・新年会、そして謝恩会の季節がやってきました !!
時がたつのは早いもので、もう忘・新年会そして謝恩会のシーズンがやってきました。
以前にパトリック・キソ・ガーデンでパーティーをされた方にお話を伺ってみました。

赤ワイン

白ワイン

8

クラウディ･ベイ　
ソーヴィニヨン･ブラン’08
￥6,300 ★★★★
ニュージーランド南島北部
産。しゃきっとした小気味
よさを感じさせるワイン。

アルザス･リースリング　
テュルクハイム ’07　
￥3,675　★★
リースリングはアルザスを
代表する品種。

モエ･エ･シャンドン　
ブリュット　アンペリアル
￥9,450　★★
シャンパン製造の最王手。
芳醇なのどごしと新鮮で長
続きする後味が特徴。

シャサーニュ･モンラッシェ
シャトー･ド･ラ･マルトロワ’08 
　￥10,500  ★★
　白ワインの王様と言われ、　
　酸味と甘味、樽香が上手く　
　バランスしています。

ヴァンダンジュ　Ｄ．ロジェ
ヴィオニエ’ 07　
￥3,800  ★★
ミネルヴォア注目の若手生
産者、シャトー･ド･リュー
が造る芳醇なヴィオニエ。
ミルクティーの様な風味を
持つ。

Patomo

加盟店MAP
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化粧品　シナリー　チェリム営業所
成瀬台 4-28-3　
tel.042-721-8804 
[ 営 ]9：00～17：00　
土･日･祝休
　　　　　ハンドマッサージ無料
●『脱石油で暮らす』をテーマ
に化粧品･日用品を提供してい
ます。

食肉　ホームデリカ　ＴＡＩＣＨＩ
成瀬が丘 3-4-12　
tel.042-799-0229
 [ 営 ] 10：00～19：00　日休
 全商品10％割引
●季節限定の栗ソーセージ、
かぼちゃソーセージ発売中!!
ぜひご賞味ください。

ｗｅｂ制作　レリッシュ株式会社
成瀬が丘3-4-3カイセ工業事務所2F tel.042-705-9111
 [ 営 ]8：30～17：30土日祝休
 ＨＰ制作時にフラ
ッシュ1点無料、ご案内カード
割引作成
●ご要望にあったデザイン、
有用なシステムをご提供いたし
ます！お気軽にご相談下さい。

飲食　串カツ・鉄板焼　東屋（あがりや）
南成瀬 5-1-7中嶋ビル1Ｆ　tel.042-728-3150
 [ 営 ] 平日18：00～23：00
　　　休日17：30～23：00　月休
 10％割引
●串カツは「ソース2度漬け禁
止」の大阪スタイル。お好み焼
などの鉄板焼も充実。お食事
だけでもお気軽にどうぞ。

Patomo特典

Patomo特典Patomo特典

話し方の　ＮＹコミュニケーションズ
成瀬台 1-20-36
tel.042-723-9399
 [ 営 ] 9：00～ 17：00　不定休
　　　　　　　10％割引
●話し方、コミュニケーション
力育成セミナー等を個人向けに
丁寧に実施。

ハム･ソーセージ　独逸屋 (どいつや )
成瀬台 2-2-8　
tel.042-721-7401 
[ 営 ]10：00～19：30　火休
 5％割引
（1000円以上購入の場合）
●地産地消。町田産の豚肉を
主な原料に、美味しくて安心な
製品造りをめざしています。

生花　フラワーキャンディーズ
成瀬台 3-8-29　
tel.042-812-7600
 [ 営 ] 11：00～ 19：00　木休
 商品代金5％割引
●プリザーブド･切り花･鉢が
揃う可愛いお店です。
電話注文 ok, 全国発送可。

健康ジュース　タヒチアンノニジュースはら
玉川学園 8-19-15
tel.042-722-3253
 [ 営 ] 不定休
 11ケース（4本）全て
お飲み頂いてもご満足頂けない場
合は商品代金 100%返金いたし
ます。（ご購入後30日以内でご家
族1回限り適用）

成瀬台入口

成瀬駅東

成　瀬

パン　ピッコリーノ
南成瀬 5-1-10　
サンプラザ西之久保
tel.042-720-1717
 [ 営 ]9：00～ 19：00　月休
 パンのみ10％割引ンの
●国産小麦と天然酵母で体に
やさしいパンを作っています。

昭和薬科大学
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ブルゴーニュ･ピノ･ノワール
ブジャール･ペール･エ･フィス’ 07
￥3,990　★★
ブルゴーニュを代表する名門
メゾンのワイン。

シャトー・モンペラ･
ボルドー ’ 06　　
￥6,300 ★★★★★
マンガ｢神の雫｣で紹介され、
一躍有名になったワイン。
複雑味と厚みがあり長い余
韻を生む。

バローロ　リゼルヴァ
テッレ　デルバローロ’00
￥8,400　★★★★
ガーネット色に輝き、風味
豊かで力強く、スミレのよ
うな香り。｢ワインの王様で
あり、王様のワインである｣
と言われている。

フィエフ･ド･ラグランジュ’07
￥7,400　★★★
サントリーが所有し、高い
実力を維持しているラグラ
ンジュのセカンドワイン。
肉厚で長い余韻が楽しめる。

ヴォーヌロマネ　ジェラール　ミュニュレ　’０７
￥12,600 ★★
エレガントな酸とフレッシュな果実味が生き
生きとした風味になっている。

ハイバンク　
カベルネソーヴィニヨン
リザーブ ’ 01
￥20,000　★★
味わいの凝縮感には勇壮さ
をも感じさせる、オースト
ラリアワイン。

マネージャー　赤川　泰三
マキシム・ド・パリ本店勤務を経て、
銀座や表参道等の一流店で支配
人として活躍してきた おもてな
しの第一人者。★＝おすすめ度

サンセール　シレックス
ミッシェル･トマ ’08　
￥5,880　★★
「シレックス＝火打石」の名
前通り、ミネラル感たっぷり。

シャブリ　
ウィリアム･フェーブル’08
￥4,200　★★★
切れ味のいい酸味と大地か
らの豊かなミネラル分、み
ずみずしい果実味を持ち、
生の魚介類にぴったり。

シャトー･モンペラ･ブラン’08
￥4,830　★★★★★
高い評価のボルドーに続き、
2005年に白ワインがリリー
スされた。ピュアな果実味と
豊かなアロマが特徴。

私は娘の幼稚園卒園時に幼稚園のお
母さん方とパーティーをしました。
パトリック･キソ･ガーデンのバスが
送迎してくれたので、往復から盛り
上がり、そしてレストランはまるで
お城のようなステキな雰囲気で非日
常を楽しんできました。

ビュッフェスタイルでしたが、ハリーポッター
の晩餐のようなテーブルが用意されていて、
ゆっくり座って食事ができました。暖かいお
料理も次々出てきて、美味しかったです。い
つもはお互い普段着のママ友ですが、たまに
はおしゃれして外食もいいものですね。

ウィズ

保育園　成瀬くりの家保育園
成瀬 1-5-1　
tel.042-710-8177 
[ 営 ]7：00～19：00　日祝休
 無料育児相談
●育児相談、園庭開放、
一時保育受け付け中 !
駅前には親子カフェもあり!

会員特典

会員特典会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

成瀬街道 成瀬センター前
パン　ラミ　カリン
成瀬 4581-7　
tel.042-724-4517 
[ 営 ]11：00～18：00　水休
 5％割引
（1000円以上購入の場合）
●ソフトからハード系まで自家
製の焼き立てパンをどうぞ。

会員特典

サペラヴィ　レット　ベネヒ’07
￥3,150　★★
グルジアは世界で一番早く
ワインを作った所。

ローゼン

町田市の玉川学園･成瀬地区は緑の
多い閑静な住宅街で、その中に魅力
的なお店があります。是非一度、足を
運んでみて下さい。

玉
川
学
園
前

小
田
急
線
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