
Winter
2011

パ ト モ ク ラ ブ

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：2012/1/31

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

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）
　　　　　   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 ] 日に日に気温が下がってきて、冬の到来を感じます。皆さん風邪
などひきませんように…そして2012がよい年になりますように…（森）
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9月9日パトリック・キソ・ガーデンにて第3回
Patomoクラブ加盟店交流会が行なわれました。
今回のセミナーは今マスコミで話題の「でんかの
ヤマグチ」代表取締役社長　山口 勉氏が講師を務
めて下さり、大盛況でした。

お客様にトコトン尽くし、
心の商いを実践する。

「でんかのヤマグチ」
代表取締役社長　山口 勉氏

「お客様とのお付き合いは一生涯」「お客様のかゆいところに（かゆく
なる前に）手が届くサービス」「売っておわりではなく、売ってから
商いが始まる」を心がけ独自の取り組みで、相次ぎ進出した家電量販
店との差別化に成功。
地域に密着し、顧客からの絶大な信頼と支持を得て、14年連続の黒字
経営となる。
これからも顧客満足の限界に挑戦し続けていくそうです。

セミナーレポート

山口氏の話を熱心に聞く参加者の皆様

交流会はセミナー後、懇親会になりお料理
とお飲み物を楽しみながら、ロバート牧師
の歌などで盛り上がりました。
各加盟店様からの一言をいただき、そここ
こで名刺交換や歓談が始まり、あっという
間に楽しい時間が過ぎていきました。

ピアノの生演奏

素敵な歌声にうっとり

盛り上がる
会場

今年もたくさんの加盟店様にご参加いただきました

色とりどりのデザート

加盟店交流会が開催されました !!

★　　　　　　　　�同窓会
12/18�（日）
¥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）

★クリスマスディナー
12/24（土）・25（日）　17：30～ , 20：00～
￥10,000 Patomo 会員は 10％割引 !!　¥9,000

中学生以下のお子様無料 !!

★クリスマスイベントのお知らせ★

パトリック・キソ・ガーデンで結婚式を
挙げられたお客様の年に一度の

＊クリスマス・同窓会・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

★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♪

特別割引

*詳細は別紙をご参照下さい

★忘年会・新年会・各種パーティー
Patomo 会員は 10％割引 !!　

A コース　

￥3,500（5 品）

Ｂコース　

￥5,000（6 品）

Ｃコース

￥7,500（7 品）

Ｄコース

￥10,000（8 品）

パーティーコースメニュー

★お客様のご要望に応じて忘年会・新年会・各種パーティー承ります。
人数に応じてお部屋の貸切もできます。
幹事の皆様、お気軽にご相談下さい !!

*詳細は別紙をご参照下さい

★クリスマスディナーメニュー★

＜アミューズブーシュ＞ 
最初の一口小前菜 
＜オードブル＞ 

オレンジの香りをまとったサーモンの低温コンフィ 
ポワロー葱のクリームとビーツのクーリを添えて 

シブレットのオイルソースで 
＜スープ＞ 

ムール貝のポシェ、アサリとムール貝のジュのクリームスープ 
ベルモット酒とレモンバーム風味 

＜魚料理＞ 
鱈のムニエル、ハーブの香るバターソース 

マッシュルームのデュクセル 
冬野菜のマティニヨン 

＜肉料理＞ 
マグレ鴨のロースト 

生姜風味の茄子のコンポート 
カルダモンをアンフィゼしたルビーポートワインソース 

＜デザート＞ 
パティシエ特製クリスマスデザート 

スーパーいなげや

加盟店・独逸屋（どいつや）取材記
今回は閑静な住宅街・町田市の成瀬台にある手作りハム・
ソーセージの独逸屋さんへ突撃レポートです !!

10：00～ 19：00　火曜定休

工場直送販売のスタイルから、お客様の熱い
要望に応え小売店を成瀬台に構えて18年にな
る独逸屋さん。
手作りハム・ソーセージには3つのこだわり
があるそうです。
1、肉にこだわる―使用している豚肉は地元
町田で唯一飼育されている農家のものを中心
に国内産のみを使用。
2、スモークにこだわる―昔ながらの直火式
で、一日かけてじっくりと桜のチップで燻す
本格スモーク。
3、原料にこだわる―増量剤や保存料を一切
使用せず、添加物も必要最小限。お肉本来の
旨みを引き出します。
2009年には「町田私の好きなお店大賞」を受賞。
無塩漬けの製品は地元の小学校給食でも使用
されています。
最近は塩分を気にされるお客様も多いので、
研究しおいしい減塩ロースハムを作るのに成
功したそうです。

取材：森れい子

私も試食させて
いただきました !

お肉の味がしっかりしてとても
美味しかったです♪

Patomo会員特典
5％割引（1000円以上購入の場合）

店舗外観

製造工程

ハムの熟成中 町田私の好きなお店大賞
贈答用に大好評の「ソーセージセット」
￥4200（消費税・送料・箱代込み）
人気のソーセージ５種類の詰め合わせ

＊ネット販売もしています

山口 昭 店長

お肉本来の味を生かす

手作りハム・ソーセー

ジを作っています。

ぜひ一度召し上がって

みてください。

お待ちしています

●新規加盟店のご紹介 （現在 178 店）
職　種 店　舗　名 住　所 電　話 Patomoカード特典
交通広告
ホテル
保険業
一時保育所

株式会社　皆成
有限会社　ホテル新宿屋
ジブラルタ生命保険株式会社 町田第一支部
まろんちゃんのおうち

品川区西五反田 3ー1ー10
町田市原町田 6ー13 ー 22
町田市森野 1ー 35 ー1 ジアロ町田 4F
町田市南成瀬 1ー8 ー7 成和ビル 1F

03ー5759ー0812
042ー722ー3112
042ー723ー0011
042ー710 ー8751

駅・電車・バスの広告 会員様特別価格
ワンドリンクサービスもしくは女性限定アメニティグッズプレゼント!!
年金、介護、運用の相談無料。粗品プレゼント
「ままろん絵本カフェ」初回に限り、1時間無料でご利用できます

●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♪



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

お買い上げ金額より
5％OFF（全品対象）

シルバーアクセサリー、レザーアイテム販売
CHAPTER　ONE 
町田市原町田 2ー 2ー 1　
アムール町田1Ｆ 042ー 710ー 

当店のおすすめそうざい
一品サービス !!

地域原産形 試食 HAMAYA 
町田市能ヶ谷 2ー 14ー 5
山口ビル 101号 
090ー 3210ー 5280 

初回相談料無料　

税理士 税理士法人エミライズ
町田市本町田 2938ー 1
メゾン熊澤 2Ｆ 042ー 723ー 4403

スピーディー・
丁寧に治療します

歯科　田端歯科医院 
町田市原町田 2ー 4ー 3
スカイパレス町田 2Ｆ 
042ー 723ー 5339

無料ハンドマッサージ、
お試しエステ１時間30分3000円、
アペックス肌分析個肌対応化粧品
無料サンプルプレゼント

エステ・化粧品販売　
ポーラザビューティ町田東口店
町田市原町田 6ー 17ー 7 
042ー 725ー 2270 

一人一人の園児が「一人で
できるように」をめざしている
素晴らしい幼稚園です

幼稚園　桜美林幼稚園 
町田市常盤町 3613ー 3 
042ー 797ー 0796 

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

携帯ホームページの作成費用
30％割引

モバイルＨＰ作成
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 

5％割引
ドイツ木製民芸品の輸入･販売
有限会社 カルニー 小さなミュージアム
町田市広袴町 522 
042ー 734ー 9708 

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

全メニュー１０％割引
（要予約）

ネイル  株式会社  パナシェ　
サイズ ネイル チュチュ 相模大野店
相模原市南区相模大野 3ー 8ー 1
ステーションスクエアＢ館７Ｆ
042ー 767ー 1951 

全店舗で商品５％割引

家具 ルームズ大正堂 新横浜店
横浜市港北区大豆戸町
0120ー 086ー 741

入校金4200円無料
初月受講料50％オフ

テニススクール
株式会社 ゼストテニスクラブ
相模原市中央区中央６ー２ー１
042ー 752ー 0007 

ご両親様の衣装を
１０％オフでレンタル

衣裳
パトリック・キソ・ガーデン衣裳室
町田市木曽東 3ー 35ー 33
パトリック・キソ・ガーデン内
042ー 789ー 4825 

就業規則、
無料診断承ります

人事・賃金・評価制度コンサルタント
株式会社 高橋賃金システム研究所
八王子市寺町 1ー 1 
042ー 627ー 0521 

ホットコーヒー、
アイスコーヒーサービス
ゴルフ練習･ネイルサロン･まつげエクステ･エステ
Grass Between 
町田市根岸町 539 
042ー 792ー 0005 

体験レッスン無料
テニススクール 
トップインドアステージ相模大野
相模原市南区相模大野７ー９ー１５
ＭＫビル５Ｆ 
042ー 767ー 5030

1１月・12月に記念日やパーティーで
パトリック・キソ・ガーデンでお食事さ
れる方の花束5％割引（5日前までに要予約）
花屋  （株）シーズン花達（はなたち）
町田市木曽東 3ー 35ー 33
03ー 3717ー 5538（℡またはＦａｘで
パトモを見た旨伝えて下さい）

「ままろん絵本カフェ」初回に限り
1時間無料でご利用できます

一時保育所 まろんちゃんのおうち
町田市南成瀬1ー 8ー 7     　　　
成和ビル1F  042ー 710ー 8751

648

ご利用のお客様にケラチン
トリートメントプレゼント !!
アイラッシュ専門店 
町田モディ店ビューティーアイラッシュ 
町田市原町田6ー 2ー 6
町田モディ5F  042ー 739ー 50023277

3,000円以上お買い物をして
頂いた方、ティーサービス
紅茶、ハーブ小売卸
ロプチューティーガーデン玉川学園店
町田市玉川学園 1ー 22ー 
042ー 725ー 6998
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中華料理 縁

町田・デザイン専門学校 メモリア
オーネット

よみうりカルチャー
TS-ZEAL

アイプリモ

ジブラルタ
生命保険

ホテル町田ヴィラ

愛育 PURANA

町田市森野は小田急線町田駅の改札を

出てすぐの所から、北西に広がる街で

す。駅周辺には隠れ家的なお店がたく

さんあります。町田の中でもとてもに

ぎやかな所です。

ホテル町田ヴィラ 
町田市森野 1ー20ー10　℡042ー 724ー 0840
http://www.machida-villa.com
 会員特典　宿泊料割引 シングル 6300円、
ツイン 11550円、ＤＸツイン 12600円、
トリプル 15855円
●小田急線町田駅北口より徒歩 2分。
ゆっくり寛げると評判を頂いております。

トータルエステティック PRANA 
町田市森野 1ー 25ー 22　℡042ー 739ー 3676
〔営〕10：30～ 21：00（平日・土）
10：30～ 19：30（日）　火曜定休 
 会員特典　エステ２０％割引
●ブライダルエステをはじめとし、
トータル的に女性の美と健康のさま
ざまなメニューを取り揃えています。
是非一度ご来店下さいませ。

インテリア カーテンショップ　森の風      　　　
町田市森野 6ー 82ー 1　℡042ー 722ー 2214
http://www.daydreamers.co.jp
〔営〕10：00～ 19：00　火曜定休  会員特典　ブラインド関連の取付料
無料（高所、コンクリート付などは
除く、他の特典との併用不可）
●リニューアルOPENして、さらに
選びやすくなりました！

洋菓子　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 
℡042ー 721ー 0015
〔営〕10：00～ 20：00　不定休 
 会員特典　全商品　５％割引
●新鮮なお菓子を豊富に取り揃えて、
ご来店をお待ちしています。

中華　中華料理　縁 
町田市森野 4ー 15ー 16　
℡042ー 725ー 0664
〔営〕11：00～ 15：00
17：00～ 22：00　木曜定休 
 会員特典　杏仁豆腐サービス
●当店人気№1のエビチリを
是非一度ご賞味下さい。

不動産　有限会社　クラウン興業　森野店
町田市森野2ー25ー9 東海町田マンション1F ℡042ー 723ー 1370
〔営〕9：00～ 18：00　毎週日・第二土曜定休 
 会員特典　仲介手数料　１０％割引
●地域の駅前からロードサイドまで貸
店舗・事務所・テナントをお探しの方
はおまかせください。
 http://www.tenpotenpo.jp
 

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
〔営〕11：30～ 19：30　木曜定休 
 会員特典　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
●おふたりが描く理想のリングをご
提案いたします。

カルチャーセンター　よみうりカルチャー町田
町田市森野 1ー 37ー1 ＰＯＰビル 7Ｆ 
℡042ー 722ー 4030
http://www.ync.ne.jp/machida/
〔営〕10：00～20：30　一部祝・祭日休館 
 会員特典　入会金 5250円が半額
●やってみたいこと、きっと見つかります！多彩な
約 500講座を取り揃えて、お待ちしております。
ぜひ一度、見学・体験参加してみませんか！

美容室　TS-ZEAL 町田店 
町田市森野 1ー 37ー 1　POPビル 2F 
℡042ー 722ー 5334
〔営〕10：00～ 20：00　火曜定休 
 会員特典　初めてご来店なさるお客様
all メニュー 10％off
●着付け or セット or メイク 20％off
早朝営業いたしております。

結婚情報サービス　株式会社 オーネット 町田支社
町田市森野 1ー 36ー 14 ビオレ町田ビル 5階 
℡042ー 724ー 3283 
〔営〕平日12：00～、土・日・祝祭日10：00～
（6/20 より節電対策の為、営業時間を変更
させていただいております）火・金曜定休
 会員特典　プレミアムプラン入会金 1万円割引
●オーネットなら、自分のスタイルにあった
活動が実現できます。

ジブラルタ生命保険株式会社 町田第一支部 
町田市森野 1ー 35ー 1 ジアロ町田 4F
℡042ー 723ー 0011
〔営〕9：00～18：00　土・日・祝定休 
 会員特典　年金、介護、運用の
相談無料。粗品プレゼント
●生命保険のみならず、介護・税金・
相続・運用についても相談承ります。

イタリアン メモリア 
町田市森野 1ー 34ー 2 鹿嶋屋ビル 1Ｆ 
℡042ー 728ー 0666
〔営〕11：30～14：30（14：00ＬＯ）
17：00～23：00（22：00ＬＯ）　月曜定休 
 会員特典　１ドリンクサービス
●秋の味覚！松茸・ポルチーニ茸入り
特別コース　5250円→3150円

学校法人   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 ℡0120ー 27ー 0204
 会員特典　一年次、授業料を2万円免除
●めんどうみの良さに定評のある、元気
で明るい総合デザインの専門学校です。
体験入学・授業見学の情報は、ＨＰや
お電話などでお問い合わせ下さい。
HPはこちら…
http://www.mdc.ac.jp

サンデーヨガ＆ストレッチ

シモンの
考えていること

パトリック・キソ・ガーデンは 2002 年4月28 日にオープンして、来春で 10 年目を迎え

ます。

皆様にはあまり知られていないかもしれませんが、母体は町田に 3 店舗ある、薬師ス

タジオです。

オーナーの松崎は49歳のときにお客様が感動できる写真館を創りたいという一念で薬

師スタジオを立ち上げ、七五三、成人式、お宮参りの他に「写真だけの結婚式」と言

うプランをスタートさせました。

そのうちに、「写真だけの結婚式」の撮影のスタイルに限界を感じ、婚礼の1ヶ月前に

前撮りの出来るチャペルを創りたいと、パトリック・キソ・ガーデンを誕生させました。

場所は木曽交差点のため、その街のシンボルになる様にと、世界中から素材を集める

ことにしました。

イギリスの伝統ある古城のレンガ、ニューヨーク五番街・パトリック大聖堂のステン

ドグラス、ダイアナ元妃の実家のパイプオルガン、日本に二人といない長谷川氏によ

る天井のフレスコ画と、本物にこだわり「どこで撮影しても絵になる」様に考えました。

お料理も本格フレンチを…と考えフランスに飛び、そこでがんばっていたシェフ・当

時29歳の秋岡亮平を三日間徹夜でくどき落としスカウトして、本物のフレンチの美味

で地元の皆様にはとても喜んでいたきました。

私達は、パトリック・キソ・ガーデンで結婚式を挙げられたお客様のお子様の、お宮参

りから、節句、七五三、入学式、卒業式、成人式、そして毎年の結婚記念日など生涯

を通じてお付き合いいただき「しあわせ色」を町田、相模原、大和市近隣に広げてい

きたいと思っています。

パトリック・キソ・ガーデンと薬師スタジオの経営理念は以下の通りです。

パトリック・キソ・ガーデン誕生秘話

株式会社　シモン　株式会社　薬師スタジオ
代表取締役　会長　松崎　護

プリンセス・ローズ・ガーデンへの門に
経営理念のプレートを掲げています

一. しあわせ色のストーリーをつくる使命感を持つ。
一. どうしたら感動させることができるかいつも考える。
一. 善行・利他行を積む。
一. 誰にも負けない努力をする。
一. 感謝の心を忘れない。
一.仕事とは考え方×熱意×能力
一. 一流のサービス、一流の技術、一流の人間力を目指す。
一. 恒に平和と愛を失わない。

【経営理念】
（株）シモン

（株）薬師スタジオ
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