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Sagamihara

さがみはらのステ
キを
お届
け

平日も休日もステキな毎日♪平日も休日もステキな毎日♪
Life♡橋本で暮らす私の一日Life♡橋本で暮らす私の一日

在住者インタビュー在住者インタビュー
「橋本と私」「橋本と私」

休日はアクティブに！休日はアクティブに！
都会では味わえない、豊かな自然が身近に。都会では味わえない、豊かな自然が身近に。

近くて便利♪趣味もデートも橋本で近くて便利♪趣味もデートも橋本で
思い立ったらすぐに。楽しい場所がそこにある。思い立ったらすぐに。楽しい場所がそこにある。

新宿へも横浜へも直通♪新宿へも横浜へも直通♪
人が集まる街、橋本。人が集まる街、橋本。



今、相模原で一番注目を

集めているエリア、それが橋本。

３線の鉄道が利用できる利便性。

充実したショッピングやエンターテインメントの環境。

豊かな自然、心安らぐ公園など、

多彩な魅力を備えた、個性豊かな街。

あなたも、橋本という街を使いこなしてみませんか？

橋
本
を
、
使
い
こ
な
す
。
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撮影協力 : ミウィ橋本 インナーガーデン
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人が集まる街、橋本。
利便性はアップ。仕事にも、レジャーにも
とても便利なハブ駅としての存在感はま
すます高まって行きます。京王線はもちろ
ん、ＪＲ線でも橋本始発の電車があり、
ゆったり座って行けるのもうれしいところ
です。
　また鉄道だけでなく、車やバスでの移
動も、幹線道路や圏央道の整備でます
ます便利に。周辺は人がたくさん集まる
ショッピングやエンタメの施設も充実し、
その魅力に惹かれて、さらに多くの人が
訪れるエリアになっています。

　2027年、リニア中央新幹線の新駅が
開業する予定の橋本。現在もＪＲ横浜
線、相模線、京王相模原線が利用可能
で、横浜線では横浜・八王子へ、相模線
では茅ヶ崎へ、京王線では新宿へと、
どれも一本。リニア新駅の誕生で、さらに

　京王電鉄の有料座席指定列車。
停車駅は、橋本-南大沢-京王多摩
センター-京王永山-新宿で、所要
時間は新宿まで約40分。全席に電
源コンセントが完備されています。
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JR 橋本駅前

京王ライナー
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イオン橋本店 アリオ橋本ミウィ橋本

駅の近くには暮らしに便利で楽しいスポットがたくさん

　橋本駅すぐそばの複合商業施設。ファ
ッションをはじめ雑貨、インテリア、サービ
ス、食品店舗、飲食店が勢ぞろい。相模
原市立橋本図書館、杜のホールはしもと
も併設しています。

　総合スーパーを核店舗に、ファッション、 
コスメ、雑貨、アミューズメント、キッズタウン、
テニススクール、クラシックバレエ、英会話
等、様 な々世代の方にお楽しみいただける、
大型商業施設です。

　橋本駅北口デッキに面した商業施設で、
食品、ファッション、暮らし、サービス店舗が
揃っています。他に教室・サークル等のコミ
ュニティ施設があり、快適な生活のための
サービスを提供しています。

地下 1 階～ 4 階 / 食料品・ショップ・サービス・カフェ 10：00 ～ 21：00
5 階 / レストラン 11：00 ～ 23：00
※図書館、杜のホールはしもとは異なります。

営
不定休休042-700-7500

1 階 8：00 ～ 23：00　2 ～ 4 階 9：00 ～ 22：00
5 階 9：00 ～ 23：00
※一部営業時間の異なる店舗・施設あり

営
不定休休042-770-1200

イトーヨーカドー 1F10：00 ～ 22：00 2F10：00 ～ 21：00
アリオモール 10：00 ～ 21：00
※一部営業時間の異なる店舗・施設あり

営
不定休休

アリオモール 042-779-3311　イトーヨーカドー橋本店 042-779-8111

JR 橋本駅前
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相模原北公園　☎042-779-5885相模原北公園　☎042-779-5885

　橋本にお住まいの方から「家のすぐ
近くに家族でお出かけできる場所がた
くさんある」という言葉を耳にすること
があります。実際に訪れるとわかります
が、橋本駅から少し離れると、豊かな
緑に彩られたたくさんの公園が点在し

　子育て中のママにも映画を楽し
んでもらうためのサービス。劇場内の
照明はちょっと明るめで、音響も通常
より小さめで上映。赤ちゃんの飲み
物やお菓子も持込み自由で、簡易
授乳、オムツ替えスペースもあります。

ています。アジサイで有名な相模原北
公園、プールも充実した LCA 国際小
学校北の丘センター、ちょっと足を延ば
せばイルミネーションやアウトドアアトラ
クションが楽しめる、さがみ湖リゾート
プレジャーフォレストなど、楽しいスポッ
トが目白押し。特にお出かけを計画し
ていなくても、「これから行ってみよう
か？」と気軽に出かけられるので、週
末が待ち遠しくなること間違いなしです。

思い立ったらすぐに。楽しい場所がそこにある。
MOVIX橋本
ほっとママシネマ

☎050-6865-6065
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☎0570-037-353
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国内最大級のアートの生産地！『SUPER OPEN STUDIO』

　相模原周辺の美術系大学（４大
学）と連携し、そこで学ぶ美大生や卒
業生、また、子どもたちや地域の方 、々
商店街や企業、学校、研究機関、市
民グループ等と協力して、ワークショッ
プなど様 な々アート事業を展開する

「アートの活動拠点」です。

アートラボはしもと

　相模原周辺は、美術系大学が多く、卒業
後も様 な々世代のアーティストが、周辺に留ま
り、倉庫や廃工場を改築したスタジオを構え、
作品制作を続けています。そうした20軒以上
の共同スタジオや100人を超える作家の

制作現場を毎年秋に一斉に公開するのが
「SUPER OPEN STUDIO」です。このアート・
プログラムは2013年に始まり、スタジオに所属
するアーティストが主体となって活動し、会期
中には、スタジオを巡るバスツアーや
ワークショップも行い、市民が
多くのアーティストと交流でき
る機会となっています。

Pick Up！

☎042-703-4654

LCA 国際小学校北の丘センター　☎042-773-5570

さがみ湖イルミリオンハッスル スパイダーマッスル モンスター☎0570-037-353
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都会では味わえない、豊かな自然が身近に。

　「緑がたくさんある場所で子どもを育て
たい」。そう考える方も多いのではないで
しょうか。橋本は、都心に近いという利
便性がありながら、身近には豊かな自然、
歴史的景観を楽しめる場所もたくさんあり
ます。橋本駅南口からバスで約 30 分以

　相模川の雄大な流れと、沿岸に
広がる豊かな自然に囲まれた宿泊施
設でお風呂やカラオケなどがリーズ
ナブルに利用できます。相模川の景
観を楽しみ食事ができる「レストラン
清流」は、日帰り客にも人気です。

上大島キャンプ場　☎042-760-6066

内で行ける「上大島キャンプ場」は、毎年、
たくさんの家族や仲間たちで賑わいます。
相模川河川敷にあり、バーベキューやキャ
ンプが楽しめます。また、隣接する相模
川散策路は、相模川や周辺の自然との
ふれあいの場として、多くの人々に親しま
れています。この一帯は「相模川自然の
村」として、「清流の里」や「相模川自
然の村公園」、「古民家園」など、自然
や歴史に触れられる場所でいっぱいで
す。こうした緑豊かな環境を楽しめる暮ら
しが実現できるのも魅力のひとつです。

清流の里

☎042-760-2711 又は 0120-988-547
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古民家園でほっとひといき

Pick Up！

☎042-769-8243

　上大島の相模川河畔の一角にある相模
川自然の村公園は、水とみどりのレクリエー
ションシンボルゾーンとして整備された風致
公園です。公園南側の展望台からは公園
の全景や相模川の様子が一望でき、四

四季折々の自然や水と緑を満喫

　美しいアーチ型の小倉橋は、「かな
がわの景勝50選」、「神奈川の橋100
選」、「相模川八景」に選ばれ、「選奨
土木遺産」にも認定されています。夏に
は、ライトアップや灯篭流しが行われ夏
の夜を幻想的に浮かび上がらせます。
シーズンになると橋下には、食材や器
材を揃えてバーベキューを楽しむ人の
姿も見られます。

提供：一般社団法人 相模原市観光協会

提供：城山商工会

季折 の々花 や々自然を楽しめます。
　夏には、園内にある水深の浅い「四季
の小川」と「日だまりの池」で、小さなお
子様でも安心して水遊びができます。また、
春のお花見では、河津桜などが楽しめる
人気スポットです。

　相模川自然の村公園内で、県指
定重要文化財に指定された旧青柳
寺庫裡を復原・展示。入場は無料
で、囲炉裏や、茅葺き屋根を葺き替
えしたときの記録などを見学でき、江
戸時代の古民家を堪能できます。
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柔らかな光が差し込むのどかな空間…

柔らかな光が差し込むのどかな空間…



Profile
橋本生まれ橋本育ち。
新宿で仕事をするようになった今も橋
本に住み続け、橋本を愛する理由を伺
いました。
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橋本と私

Ta lk

撮影協力 DEL GLUTTON DINER　☎042-703-5550
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4年ほど前に務めさせていただきました。
活動を通じて色々な方と交流を深めること
ができ、相模原市の方とも様々なお話をす
ることができるなど、とても貴重な経験で
した。自分が育った、大好きな街の魅力を
発信できるのは本当に楽しくてやりがいの
ある仕事でした。だから今回こういう場で
お話ができる機会をいただいて、とても嬉
しく思っています。
私は、生まれてからずっと橋本という街に住
んでいます。小学校、中学校、高校までは
家の近くの学校に通い、仕事も橋本から新
宿まで通っていますが、本当に住みやすく
暮らしやすい街だと思っています。これから
もずっと住み続けたいと思っています。

相模原市観光親善大使の経験が
あるそうですね？

今回、インタビューを受けるにあたって、自分
が橋本という街のどんなところが好きなのか、
改めて考えてみたのですが、浮かんだ言葉が
「安心」ということと「暮らしやすい」ことで
した。
生まれ育った地域という心地よさもあり、住む
人たちがお互いを思いやっているのを感じま
す。例えば、通勤のため橋本駅まで自転車で
通う途中、登下校する子どもたちを、近所の
方やお母さん方が見守っている姿を見たり、
子どもたちがすれ違う人に「おはようございま
す」と元気にあいさつをしているのをよく見か
けるんですね。そういう光景を見ると、人と人
とのつながりがちゃんとしている地域だという
ことを感じます。住人同士のコミュニケーショ
ンがあれば、何かおかしなことがあった時に
気づきやすいですよね。私のことを小さい時
から知っている方が多くて、顔を合わせると
未だに「いくつになったの？」と聞かれたりす
るんですよ（笑）。近隣の方と支え合いながら
暮らしていける街だから毎日安心して過ごせ
ると思っています。

橋本の魅力はどんなところですか？

橋本の好きなところを教えてください！

これからやりたいことがあるそうですね？

橋本や相模原市の魅力を発信する仕事に関
わっていけたらと思っています。自然が豊
か、教育機関が充実している、交通の便が良
いなど、そこで育ってきたからこそ分かって
いる魅力はもちろん、リニア中央新幹線の駅
ができたり、どんどん新しく生まれ変わって
いくこの街の魅力を発信して、少しでも地域
貢献をしていきたいと思っています。

何かしたいことがあれば、殆どが橋本の街で完
結できるということですね。例えば、お買いもの。
わざわざ都心に出なくても、大概のものが橋

本駅周辺の店で揃うんですよ。服を買うとき
も、都心だとお店がありすぎて、迷ってし
まって困るくらいです。休日を過ごすのも橋
本が中心です。休日、特に土曜日は時間を無
駄にしたくないので、午前中にジムに行って
その後はゆっくりしたい。でも、だらだらはし
たくないので、映画を見る、カフェに行く、
ショッピングをするなど、予定を入れていま
す。もちろん、ジムも、カフェも、映画も、
ショッピングも全て橋本です。映画を見るの
が大好きなので、映画館が近くにあるという
のも橋本の好きなところ。午後から映画を見
て帰りに食事して帰っても、そんなに遅くな
らないので安心ですしね。
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Profile
結婚を機に橋本に移り住んだご主人。
ずっと橋本育ちの奥様。子育て真っ最
中のお二人が感じている橋本という街
の良い所を伺いました。

橋本と私

Ta lk

撮影協力 アリオ橋本店 キッズタウン
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妻：交通の便がとても良いというのは、橋
本の大きな魅力だと思います。ＪＲ横浜
線、相模線、京王相模原線の3線が利用で
き、少し待てばどの路線も始発で座れま
す。今、職場までは京王線で通っているので
すが、通勤時間は30分ほど。以前の仕事で

妻：安心して子育てができることですね。
今、5歳の息子と2歳の娘の子育て真っ最
中。急に発熱したりすることも多いのです
が、家の周りに耳鼻科、眼科、小児科などの
クリニックがとても充実しているので安心で
す。保育園も充実していて、おかげで仕事と
両立することができています。スーパーなど
のお店も多く、仕事帰りに買い物をして子ど
もを保育園に迎えに行き、帰宅して食事の用
意、という流れが、スムーズにストレスなく

夫：若いころからサッカーの選手として活
動していて、知人からサッカーと仕事が両
立できる環境と誘われて相模原に移住。妻
との結婚を機に橋本に転居しました。以前
は東北地方のある街に住んでいたので、相
模原に来たときは人も交通量も多く驚きま
した。橋本に移ってみると、緑も多く安心
して暮らせる雰囲気を感じましたね。でも
買い物や交通などの利便性は都会と変わら
ないところが、とても気に入っています。
妻：横浜で生まれ、すぐに家族で橋本に転
居してきました。それ以来ずっと橋本育ち
です。これまでの人生で何度か転居を考え
るタイミングもあったと思いますが、結局
橋本に住み続けているので、この街が大好
きなんだと思います。

便利さ、暮らしやすさは
都会と変わりません。

は新宿まで通勤していたので、始発で座っ
て行けるというのは何物にも代えがたい魅
力で、なかなか引っ越すことができません
でした。
夫：私は車での通勤ですが、道路が年々整
備されていて、車での移動も楽で便利に
なっていますね。都内にも、横浜にも、湘
南や箱根、山梨方面への観光地にもそれほ
ど時間をかけずに出かけることができま
す。一番恩恵を受けているのは圏央道で
す。小中学生のサッカーチームのコーチを
していて、試合のために埼玉方面に行くこ
とがあるのですが、本当に便利になりまし
た。個人的には、茨城県の実家への往復が
とても楽になり、助かっています。

何と言っても橋本の魅力は「電車の始発駅」
ということ。この魅力にはとうとう勝てませ
んでした（笑）

橋本という街の「暮らしやすさ」は
どんなところですか？

できるので助かります。
夫：妻が仕事の時には、私が子ども二人の面
倒を見ることがあるのですが、近くに広い公
園がたくさんあり、遊びに行くのに事欠かな
いところが良いですね。
妻：子育てするには、緑が多いことや思い
切り体を動かせるスペースが大事だと思っ
ているので、橋本は本当に良い環境だと思
いますね。
夫：公園はもちろん、商業施設などにもおむ
つ替えスペースが充実していて、子育て世代
を応援してくれている気がします。
妻：子育てはもちろん毎日の生活がストレス
なく送れる街、それが橋本じゃないかしら。
夫：そうだね。
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休日
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写真協力
『スパンダスタジオ』

☎  042-703-4290

写真協力
『Relax&Beauty salon -LUCIA-』

☎042-703-7222

都内まで
楽々出勤♪

駅から近くて

とっても便利！

写真協力
『杜のホールはしもと』

☎ 042-775-3811

晴れた日はテラス

でのお食事も
おすすめです

素敵な演奏に
うっとり夢心地

From: 

shops

From: 

shops

撮影協力
『Bistro Masa 極』

☎ 042-703-0734

撮影協力
『オギノパン（ミウィ橋本）』

☎ 042-780-8121（本社）

記念日など
にも、どうぞ

ご利用ください
From: 

shops

オンもオフも充実した日々 を送る
２人の橋本ライフをご紹介します

京王線で都内へ出勤。
さぁ、今日も一日がんばろう！

会社帰りにネイルサロンへ。
仕事疲れもリフレッシュ♪

オギノパンで明日の朝食のパン
を購入。どれも美味しそう！

朝からヨガで、身体も気分も
スッキリ♪

午後は友達と一緒にカフェでランチ。
おしゃれでおいしいメニューばかり！

ランチの後はコンサートを鑑賞。
ゆったりとした時間を堪能…♪

ディナーはちょっぴり贅沢なコース
料理を。また一緒に来ようね♪

7：00

19：00

20：30

10：00

13：00

16：00

19：00

橋本で暮らす
私の一日
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Life

撮影協力
『Evergreen Cafe（ミウィ橋本）』

☎  042-700-7558

いろいろあって

迷っちゃう♪

働くワタシ編

平日

朝ヨガで

１日を気持ち良く

スタート！

休日

13

キッズルームも

あって、安心♪

写真協力
『Hair Atelier Ririan』

☎  042-703-6197

撮影協力
『橋本図書館』

☎ 042-770-6600

撮影協力
『Santo Fuego』

☎ 042-703-4118

撮影協力
『BURGERSCAFE

GRILLFUKUYOSHI 橋本店 』
☎ 042-703-1534

パパ、よろしく

お願いします♪

元気に頑張っ
てきてね！

From: 

shops

写真協力
『アリオ橋本』

☎ 042-779-3311

家族みんなで
楽しめます♪

子どもたちは
絵本に夢中！

撮影協力
『イオン橋本』

☎ 042-770-1200

From: 

shops

保育園へ向かう長男を送り出し。
いってらっしゃい！

保育園から帰ってきた長男と
一緒に美容室へ。

お仕事帰りのパパと合流して
今日は外で夕食を。

パパに買い物をお願いして
ママと子どもは先にお家へ。

家族で橋本図書館へ。こどもの
ほんのコーナーで楽しく読書♪

お昼は焼き立てピザランチを。
とってもおいしいね！

グランドガーデンで
キッズイベントを鑑賞。

8：00

17：30

18：30

19：30

10：00

13：00

15：00

写真協力
『橋本七夕まつり実行委員会』

おいしい
食べ物も
たくさん！

家族で七夕祭りへ。
ライトアップがとっても綺麗♪

19：00

自慢の
味を是非ご堪能

ください！

子育てママ編

女子会や
ご家族ともお気軽に

お越し下さい！

平日



橋本駅

神明大神宮

きちんと

魚菜市場

奥の掌

Frydaysocks
初雁

寿し徳

GOHAN

麺や
菜かむら

焔

Dining Homare

Bistro Masa 極

ストラーダディエイト

和風酒でじま

SKY second

美容室 amie

Produce

DAYS hair design

Relax&Beauty
salon-LUCIA-

BOOKOFF

エンゼルハウス
保育園
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赤レンガに囲まれたオシャレな
ダイニングバー。落ち着いた雰
囲気で女子会にもデートにも◎

橋本赤レンガ10

日曜日
営
休

042-738-2173

プチ・ラパンとはフランス語で子うさぎとい
う意味。うさぎをモチーフにした焼菓子を
数種類揃えており、季節に応じた各種
生菓子はティールームでイートインも可。

プチ・ラパン7

10：00 ～ 19：00（イートイン18：30）
水曜日

営
休

042-779-5304

沖縄料理が楽しめるライブハウス。
音楽好きの方の交流の場所となる
ようにドラムやピアノなどの楽器や、
音響機材も豊富に揃えている。

沖縄料理  まやぁぐすく8

営
月曜日、日曜日休042-703-0720

11：30~14：00、18：00~22：00
ランチは木金土のみ

第 1 月曜日

“ハワイ”の雰囲気を忠実に再現した店内
はもちろん、本場を愛するスタッフ達が腕
をふるう料理、ハンバーガー・ステーキ・ロ
コモコなどの名物メニューが人気。

17：00 ～ 25：00（料理・ドリンク LO24：00
※火曜日のみ料理 LO23：00ドリンク LO24：00）

営
休042-774-4180

LOCO  STYLE9

心と爪の健康を一番に、買い物帰
りや、仕事の帰りに気軽に立ち寄
れるカフェのようなサロンをコンセ
プトにしているネイルサロン。

素材を吟味し一つ一つ丹精を込
めて作られた和菓子が人気。相
模原を代表する食べものの一
つ、酒まんじゅうは、創業当時
から好評を得ている。

志美津屋1

8：30 ～ 19：00営
水曜日休

042-773-3606

昭和48年創業の手作りレストラン。
タラバガニを使用したカニクリームコ
ロッケが自慢。オリジナリティあふれる
肉料理とカニクリームコロッケのコン
ビネーションディッシュがおすすめ。

ランチは無農薬玄米や麦めしのとろろ
定食や玄米チャーハンを。夜はお酒がメ
インで、10種の地ビールと40種のオーガ
ニックワインを飲みながら、多くのメ
ニューの中からつまみを楽しむビストロ。

カフェこたつ2

11：00 ～15：00（LO14：00）17：30 ～ 23：30（LO22：45）営
月曜日休

042-810-8538

しみずや かふぇこたつ

はし もとあ か れ ん がろこ 　 す たい るおきなわりょうり　まやぁぐすくぷ ち・ら ぱ ん
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人　口：722,796 人
　　　　　（2020 年 1 月 1 日現在）

世帯数：327,512 世帯
　　　　　（2020 年 1 月 1 日現在）

面　積：328.91 ㎢
行政区：緑区／中央区／南区
                 の 3 区制

検索相模原市

相模原市基本情報

相模原市の暮らし、
手続きなどについては
市公式HPをご覧ください。

駐車場

病院

フード

美容

学校

ショッピング

公園

銀行・ＡＴＭ

ホール・娯楽

スポーツ・エクササイズ

宿泊神社

ランチ 11：00 ～ 15：00、18：00 ～ 26：00

橋本駅

ペデストリアンデッキ

きちんと

魚菜市場

BURGERSCAFE
GRILLFUKUYOSHI 橋本店 

DEL GLUTTON DINER

金華楼

キャトナップ

山十

カラオケ
花 -hana-

居酒屋 ゆるり。橋本店

jam cafe BASE

ZEB HASHIMOTO

Evergreen Cafe

SANTO FUEGO

イオンリテール
イオン橋本店

ミウィ橋本
橋本パークホテル

みずほ銀行 橋本支店

りそな銀行 橋本支店

三菱 UFJ 銀行 橋本支店

Hair Studio
yuse

ドン・キホーテ SING
橋本駅前店

スウィートフラワー

HK LOUNGE

MOVIX 橋本

カラオケ シダックス
相模原橋本駅前クラブ

カラオケファンタジー

宮上公園

相模原みどり
スポーツクラブ

スパンダスタジオ

フィッツミー
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赤レンガに囲まれたオシャレな
ダイニングバー。落ち着いた雰
囲気で女子会にもデートにも◎

個室やソファー席を備える東南ア
ジア風の気取らない店内で、各種
のアヒージョ、パエリア、パスタ
を提供する。ワインも取り揃える。

ORIENTAL  BISTRO  OPIUM

17：00 ～ 24：00（LO23：30）営
無休休

042-810-0210

13

“自分らしいおしゃれを楽しむ
チャーミングな大人の女性の
ファッション”をコンセプトに国内
外よりセレクトされた商品が並ぶ。

セレクトショップ  Blanc

11：00 ～ 18：00営
日曜日休

042-855-0442

心と爪の健康を一番に、買い物帰
りや、仕事の帰りに気軽に立ち寄
れるカフェのようなサロンをコンセ
プトにしているネイルサロン。

M's nail11

042-770-5889
月～土   9：00 ～ 21：00  日祝   9：00 ～ 18：00
年末年始　12/31 ～ 1/4

営
休

オールハンドのアロマリンパをは
じめ、最新美容機器での「フェイ
シャル」「ボディ」「光脱毛」トー
タルで女性のキレイをお手伝い♪

Face&Bodycare  LuLu12

10：00 ～ 20：00 水金土 22：00 迄営
不定休休

042-703-5008

モダン鉄板焼と魚介が贅沢に楽
しめるお店。世界各国の珍しい
ワインなど種類が豊富に取り揃
えられている。

鉄板焼  志野5

11：00～15：00（LO14：00）17：00～24：00（LO23：00）営
日曜日休

042-700-1855

名物「若鳥のてば揚げ」「つぼ
むし」を始めとして、リーズナ
ブルでボリュームたっぷりのラ
ンチメニューも大好評。

鳥忠  さがみの亭  橋本店

11：30 ～ 23：00（LO22：30）営
無休休

042-772-3326

4

昭和48年創業の手作りレストラン。
タラバガニを使用したカニクリームコ
ロッケが自慢。オリジナリティあふれる
肉料理とカニクリームコロッケのコン
ビネーションディッシュがおすすめ。

レストランティファ3

11：00 ～ 14：00（現状ランチ営業のみ）営
日曜日休

042-771-8133

ランチは無農薬玄米や麦めしのとろろ
定食や玄米チャーハンを。夜はお酒がメ
インで、10種の地ビールと40種のオーガ
ニックワインを飲みながら、多くのメ
ニューの中からつまみを楽しむビストロ。

黒毛和牛や豚肉、鶏肉など新鮮で
良質な国産肉や自家製惣菜、焼き鳥
など、約100種が並ぶ元気なお肉屋
さん。優良小売店鋪の県知事・会頭
表彰も受けた名店。

ミートショップ  寿々木6

10：00 ～ 19：30営
月曜日休

042-772-4129

とりちゅう　さがみのてい　はしもとてん

おりえんたる　びすとろ　おぴゅーむふぇいすあんどぼでぃけあ　るる せ れくとしょっぷ 　 ぶ らんえむずねいる

れすとらんてぃふぁ
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てっぱんやき　しの みーとしょっぷすずき

おしゃれで
美味しいゴハンが
たくさん♪


