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いいものあるよ！
つるのまち

西村ガラス・アルミ建材マップNo.

23

上谷 6-8-29  0554-45-1376
9：00～18：00  日曜日  ２台

オススメは『プラマードＵ』。今の窓
の内側に簡単にとりつけることがで
き、断熱、防音、防犯、結露抑制など

様々な効果がある。実際使っている方からは「窓の近くでも冷え
を感じなくなった」との声もあり、評判は上々だ。冷暖房の効き
も良くなるため省エネにもなる。手続きが煩雑な住宅エコポイン
トの申請も手伝ってくれて楽ちん！色の種類も豊富で、和室や浴
室にも対応している。これを機会に『プラマードＵ』で環境にも
家計にもやさしい快適な部屋にしてみては。西村ガラスではほか
に、サッシや網戸などの相談にものってくれる。

店主よりひとこと…小さな事でもお気軽にご相談ください。

エコ内窓で
快適な暮らしのお手伝い
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ネヅデンキマップNo.

12
中央 2-5-22  0554-43-2530 9：00～19：00
日曜日、祝日  ３台

「揚げ物が美味しい」「広くスッキリ使え
る」「手入れが簡単」と定評があるＩＨクッ
キングヒーター。ネヅデンキでは、どんな
型が良いか提案、その家庭の環境・状況を
見て設置、設置後のメンテナンスまで、す
べてやってくれる。ＩＨには、高齢の方で
も操作が簡単で安全、コスト削減などの利
点もある。これを機に台所を万能なＩＨク
ッキングヒーターにし、美味しく楽しく快

適な料理をしてみては。ネヅデンキではこの他にも、家庭の電気関係をトータ
ルでサポートしてくれる。

店主よりひとこと…電気のことなら何でもおまかせください。

楽しく美味しく料理できる優れもの！

施工前

プラマードＵ
施工後
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地域の人々に愛され、親子２代にわたって建築業を営む中野建築。住む人がど
んな家に住みたいかじっくり話し合い、その人にぴったりの家を造っている。
今住んでいる家の不安・不満も解決してくれ、どこに出かけても帰ってくれば
ほっとしてくつろげる家になるように相談にのってくれる。オススメのスーパ
ーウォールは、住まいを高断熱・高気密にできるすぐれもの！冬はあったか、
夏は涼しく、各部屋の室内の温度差も解消される。
「玄関を開ければ温かい」そんな、家族にも地球にも
やさしい家にしてみては。

店主よりひとこと…造ってよかったなあと思える家を
提供します。

住んでみて初めて分かる！スーパーウォールで快適生活

中野建築マップNo.

21
小野 617  0554-43-5839  8：00～20：00
日曜日  ３台

屋根工事のプロ小林板金工業ＫＢリフォー
ムでは、太陽光発電をつける際、屋根に穴
を空けない『キャッチ工法』を用いてい
る。地球にも屋根にも優しいエコリフォー
ムしてみてはどうだろう。屋根だけでなく

家トータルでも、材質をお客さんの要望を聞き細かく選び、分離発注方式を
使い質の良いものをローコストで仕入れるなど、「愛着の持てる家作り」を
全面的にサポートしてくれる。またリフォームでは、新しい物を取り入れつ
つ、古い物を少しでも多く残すようにしている。一生ものの家へのアドバイ
ス・コーディネイトは全て小林板金工業ＫＢリフォームにおまかせ！

店主よりひとこと…愛着のもてる家を一緒に造りましょう。

小林板金工業ＫＢリフォーム
http://web.me.com/kobaban1

マップNo.

19

人生最大の買い物のお付き合い。

上谷 2-2-17  0554-43-4011
8：00～20：00（夜間連絡可） 不定休  ２台

長田板金工業
http://www.osada-bankin.jp/

マップNo.

20
大野 98-19  0554-43-0663
8：00～20：00  日曜日  ３台

小さな仕事も丁寧に、創業86年の信頼と実績のある長田板金工業。自分
の家を作るように一生懸命仕事に向かう3代目と4代目が営んでいる。3代
目は社寺銅屋根専門の屋根会社で修業した屋根のスペシャリストで、難し
いとされる銅板屋根をやりこなすことができる。古い伝統的な技術を要す
る建物から、最新の住宅ソーラー屋根まで丁寧に対応してくれる。また、
逸品カタログを見たことを電話で告げれば、家周りの無料診断や相談にも

乗ってくれる。困っていることがあれば小
さなことでも親切に対応してくれるので、
気軽に相談してみては。

店主よりひとこと…ホームページで私たち
の屋根葺き替えの施工例をご覧ください。

屋根・雨どいのことならお任せ！
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丸栄不動産
http://www.maruei-f.jp

田野倉 448  フリーダイヤル0120-45-1274
9：30～18：30  なし ８台

創業35年目を迎える丸栄不動産では、「良質で
安心できる商品・サービス」を提供してきた。
充実したホームページでは、社長がモデルの
『エータくん』が、常に新しい情報を教えてく
れる。不動産だけでなく、その地域の雰囲気も
知ることができてとても便利だ。また、店舗に

はキッズコーナーが設置されていて、お子さま連れの方でもゆっくり落ち着い
て納得のいくまで話し合える場所となっている。ショップのような開放的な雰
囲気の丸栄不動産。ウィンドウショッピングのように気軽に相談してみては。

店主よりひとこと…お客様の夢を実現させるため誠心誠意努めます！

不動産のエキスパートに会えるお店

マップNo.

1

中沢畳店マップNo.

11
つる 1-3-31 0554-43-3207
8：30～20：30  不定休  １台

イ草には様々な種類があるが、ここでは古くから
伝わる在来品種を使用している。国産のイ草で作
った畳表は、耐久性が高く、長く良いものを使い
たい方にオススメ！生産者にもこだわっており、
日本一の畳表生産地である熊本県に直接おもむ
き、自分の目で確かめて納得した生産者から仕入れている。日本独自の文化であ
り、温度調節ができ、防音・断熱効果やアロマテラピーのような沈静効果もある
畳。自然が見直されつつある今、畳によって癒しを手に入れてみては。中沢畳店
ではほかにも、襖や障子、網戸のことも相談にのってくれる。

店主よりひとこと…１畳からでも気軽にご相談ください。

こだわりの一級技能士がいる店

築庭一島園
ちくてい いっとうえんマップNo.

2
小形山 583  0554-43-8020
8：00～17：00  不定休  ２台

本格的な造園から一本の木のお手入れまで、確かな技術を持ち、マナーを心得
た職人が親切に対応してくれるのがウレシイ。質が高く丁寧な仕事は、数十年
にわたり多くのお客様から高い信頼を得ている。また、大型イベントの本格デ
ィスプレイ制作も手掛けるガーデンデザイナーがいて、庭づくりに入る前にイ
ラストで具体的なイメージを描いてくれるので、納得した仕上がりが実現でき

るのも築庭一島園ならではのサービスだ。グリーンカ
ルテによる事後のフォローアップも充実していて大切
な庭をキチンと管理してくれるので安心して任せられ
る。まずはお気軽に相談してみては。

店主よりひとこと…和洋問わず、庭や樹木についてお
気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

緑に囲まれた新たな“癒し”の空間づくりをお手伝いします！！
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おむすびのおおみやマップNo.

4
古川度 554-3  0554-45-5360
6：00～14：00  月曜日  ６台

おむすびを一口食べると、上質な海苔の歯ごたえ、新潟産コシヒ
カリのほんわりとした甘味、そして具材の味と香りが口のなかい
っぱいに広がってくる。量産のおにぎりにはない存在感があり、
まるで店主夫妻とスタッフの「思い」が伝わってくるようだ。惣
菜も有機栽培の素材にこだわり、富士山湧水育ちの『水かけ菜』は
新鮮な食感で冬季の定番メニューになっている。また、コロッケ
に使用する男爵イモも地元農園から直接仕入れるなど、地産地消
にもこだわっている。店主自らが厳選した素材でつくる「手作り
の味」を堪能してみては。

店主よりひとこと…真心と安心も一緒にお届けできるよう努めてい
ます。

海苔よし、米よし、具材よし！！
口に弾ける手作りおむすび

な ら やマップNo.

13
中央 3-4-7  フリーダイヤル0120-43-6307 
9：00～19：00  月曜日  ６台

苺なの？
お菓子なの？
苺のスイーツ登場！

とにかくかわいい！苺のスイーツ『ほのかな苺』が、ならや
に新登場！可愛らしい絵のピンク色のパッケージに、色も形
も本物の苺そっくりのおかしが包まれている。中には角切り

にしたドライの苺が入っていて、口に入れた
瞬間ふわっとした苺の味がほのかに広がる。
小さいお子さんからご年配の方まで、ほんの
りやさしい苺の味を味わってみてほしい。な
らやでは他にも、店内にある石窯で焼き上げ
るシュークリームやチーズケーキ、プリン
など様々な絶品お菓子が食べられる。

店主よりひとこと…ほのかな香りとおいし
さをお菓子に込めました。手土産にどうぞ！

御菓子司すが やマップNo.

14
中央 3-4-3  0554-43-2673
9：00～19：00  不定休  ５台

創業明治25年。伝統の味を守り手作りの和菓子を作り続けてきた
すがや。自慢のあんこは、北海道からあずきを仕入れることから

始まり、創業時から変わらぬ製
法で仕込んでいる。そんな自家
製あんこが使われた最中は、全
国から注文が来るほど大人気。
また、特製のあんこが生地に包
まれた『かりんとうまんじゅ
う』も絶品！あんこをベース
に、黒蜜を練りこんだ皮や、揚

げ油までこだわった逸品。揚げたてのさっくり感、一日経ってか
らのしっとり感、どちらの食感も楽しめる。

店主よりひとこと…すがやの歴史から新しい味が生まれました。ぜひ
ご賞味ください。

こだわりぬいた逸品！
かりんとうまんじゅう

4
ほのかな苺…137 円

かりんとうまんじゅう…120 円



お菓子の か じ やマップNo.

8

あたたかいオーナー夫妻が迎えてくれる
昔懐かしのお菓子屋さん
一歩足を踏み入れると昔懐かしの小さな駄菓子からフ
ァミリー用のビッグサイズのものまで、2000種類以上
のお菓子が目に入る。スーパーなどの出店により駄菓

子屋さんが減ってしまった今、子どもたちに「昔自分たちが味わったような気持
ちを体験してもらいたい」という思いから作られた店は、小さな子どもはもちろ
んその親世代やお年寄りまで楽しめる空間となっている。予算に応じてお菓子の
詰め合わせもしてくれるので子どものイベントにもとても便利！駄菓子だけでな
くご当地ものもあるので一度立ち寄って掘り出し物をさがしてみては。

店主よりひとこと…送迎や配達、出張販売も行います。気軽にご相談ください。

スマイルフィットネススタジオマップNo.

34

夏狩 1673-1  0554-43-9566  10：00～21：00  
土・日・祝日  １６台

生涯通して楽しく笑顔でフィットネス！
今年で15周年を迎えるスマイルフィットネススタジオでは、
健康運動指導士の資格を持つ先生が一人ひとりにあった運動
メニューを考えてくれるので、安全に楽しく健康づくりを行
うことができる。近頃、キッズや若い人に人気のヒップホッ
プをはじめ、今年日本最大のコンサートに出場したフラダン
スや、ピンクレディーの振付でシェイプアップするエアロビ
など、すべてプロのインストラクターによるレッスンを受け
ることができる。中でも星空ヨガは体の硬い人や体型を美し
くしたい人にはオススメ！！一度体験してみては。

店主よりひとこと…アットホームな雰囲気なので、お気軽に体
験してください。

リップスティックビューティーサロンマップNo.

35

夏狩 1673-1  0554-43-5738
9：00～19：30  火曜日  １６台

海野社長も訪れた！
都留のビューティースポット

カットやカラーだけでなく風水を取り入れ、
店内をビューティーパワースポットにするこ
とで、来るだけで美しくなれるように構成し
ている面白いお店。15周年を迎え今年は特に
「男のモテ髪」に力を入れている。モテには

欠かせない印象を良くする技を持った店主によって、悩みを見抜いてトータルサ
ポートをしてもらえる。親子で美容師をしているので、あらゆる年齢層の方が訪
れて楽しんでいる。店主は情報発信を盛んに行っていて、先日はブログのファン
としてヴァンフォーレの海野社長も訪れたようだ。あなたも一度訪れてみては。

店主よりひとこと…ロックやサブカル好きな方大歓迎の美容室です。

法能 2473  0554-43-3419  10：00～19：00  
月・火曜日（祝日は営業） １７台
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落ち着いた静かな場所にある隠
れ家のようなおしゃれなお店。
ここでは似合うスタイルを提供

するだけでなく、ダメージを考えながら不満を解消してくれる。「髪が健康でなけれ
ば良いスタイルは作りだせない」という店主は、ヘアケアマイスターの資格を持って
いる。ダメージが気になっている人もここでなら、
ナノスチーマーを使ったり選りすぐりの材料を使っ
たり、髪に優しいカラーやパーマを施してくれるの
で安心だ。専門家ならではのトータルアドバイスも
もらえるので男性も女性も気軽に訪れてみては。

店主よりひとこと…人との出会いを大切にして、貴
方だけの貴方のためのスタイル作りをさせていただ
きます。

Comfort（コンフォート）マップNo.

30
田原 3-1-28　サンハイツポポロ１Ｆ 090-2554-3988
9：00～19：00  月曜日・第１，３日曜日  共同１２台  

予約専用メールアドレス：comfort-3988@docomo.ne.jp

理容室ならではの技で
女性もリフレッシュ
女性理容師が一人で営んでいるお店。他のお客さんに気を使わなくてい
いように店内は１席で、ゆっくりとリラックスして過ごすことのできる
空間になっている。ここでは美容室では味わうことのできない理容室な
らではの技『顔そり』があり、古い角質がとれて一度でお肌が美しくな
るのを実感できる。また肌の悩みの相談も受けてくれるので、満足する
こと間違いなし。化粧のノリも良くなるそうなので、成人式や結婚式な
どのイベント前にいいかも。男性はもちろん女性にもオススメの理容
室。これまで行ったことのない人もぜひ一度訪れてみては。

店主よりひとこと…予約優先でのんびりお過ごしいただけます。
お気軽にお越しください。

髪 工 房 omataマップNo.

10

クボタ薬局マップNo.

26
上谷 6-9-27  0554-43-2700
9：00～20：30  日曜日  ４台

やさしい人が生きにくい今
の世の中。やさしいものが
求められているのでは？今
回紹介するのは体にも心に
もやさしい漢方薬『人参牛
黄、能活精、日水清心
丸』。気持ちがあがってド
キドキしてしまう人やお年
寄り・体力が落ちている人
には『人参牛黄』、飲むアロマテラピーといわれ精神的に参っ
ている人には『能活精』、今回紹介する中でも最強で気力を充
実させたい人には『日水清心丸』がおすすめ。最近なんか疲れ
ていると感じるあなた、漢方で心も身体も健康にしませんか。

法能 1135-1  0554-43-3036
9：30～19：00  月曜日、第３日曜日  ３台  

ヘアケアマイスターによる
髪にもお客様にもやさしいもてなし

6

店主よりひとこと…健康面から美容面まで何でもご相談ください。

生きづらい世の中の救世主！！



１枚の写真があなたの人生を語
ってくれる・・・。しゃしんのイ
ソで今オススメしているのが遺影写真。自分の最期を飾る
一枚を、プロの技で撮って残してもらえる。趣味を楽しむ
姿やお気に入りの道具を持ったポーズ、好きなスポーツの
ユニフォームを着たりなど、とことんこだわることがで
き、それを自分自身で決められるという利点も。着ている
服や要望のイメージに合わせて背景の色や額縁を変えるこ
ともできる。「せっかくだから撮ってみようか」という気

軽な気持ちで自分の軌跡を最高の
１枚で残してみては。

店主よりひとこと…写真のことな
ら何でもお気軽にご相談ください。

カメラタイム
http://park11.wakwak.com/̃c-time/

マップNo.

27
上谷 5-11-18  0554-43-1337
9：00～20：00（日曜日は 10：00～18：00）
毎月最終日曜日  ４台  

思い出のビデオテープがDVDでよみがえる
昔家族で撮ったビデオ、頑張って走る子供たちの姿、若い頃のなつか
しい思い出・・・後々に残したい、もう一度みたい。そんな思い出のビ
デオテープや8ミリフイルムを押入れに眠らせたままにしていません
か。大切に残してきた思い出たちを、もう一度手軽に見れるようにす
るには、8ミリフイルム、ビデオテープを持ってカメラタイムにいく
と良い。知識が豊富で何でも相談に乗ってくれる店主は、あなたの要
望に合わせて思い出のビデオをDVDでよみが
えらせてくれる。ビデオの他、古い写真など
も諦めずに気軽に相談してみては。

店主よりひとこと…デジカメ・写真・ハガキ
印刷・パソコン修理もお気軽にご相談下さい。

しゃしんのイソ
マップNo.

16
中央 2-7-5  0554-43-3418
9：30～19：30 なし ５台  ありのままの自分を最高の1枚で残す。

ｉスタジオ
マップNo.

15
中央 1-4-24  0554-45-5440 
10：00～19：00（予約の場合は何時でもOK） 
水曜日  ５台  

白を基調にした落ち着いた雰囲気のおしゃれなスタジオ。「写真には人を幸せに
する力があります」と語る店主が、あなたの最高の 1枚を心をこめて一緒につく
りあげてくれる。七五三、入学、卒業、成人式、結婚式…。人生の節目ごとに撮
る写真は、数年後きっと家族の宝物になる。一度しかない
今、この瞬間のあなたを、家族を、ｉスタジオでありのま
ま自然に、写真という形で残してみては。毎年 1枚ずつ居
間に飾れば、そこはたくさんの想い出に囲まれた素敵な
空間となり、家族の絆を感じられ、みんなが優しい気持ち
になれる。

店主よりひとこと…写真は人を幸せにする力があります・・・
愛を掴みに愛すたじおにおいでください。

家族の絆　～大切な家族のありのままを写したい～

7



黒を基調としたシックで落ち着いた雰囲気の店内は、おしゃれで女性も
入りやすい。座敷で仲間と楽しく、またカウンターで一人ゆっくり過ご
すこともできる。ホルモンはリーズナブルなだけでなく、ヘルシーなの
に栄養満点。さらにコラーゲンが豊富なのでお肌がピチピチに！また店
内には大型テレビが２台あり、大勢でスポー
ツ観戦することもできる。定番からオリジナ
ルの一品料理を食べて、お肌だけでなく心も
ピチピチになってみては。送迎もあるので安
心して過ごせそうだ。

店主よりひとこと…大好きなホルモン焼きを
食べてもらいたくてお店をつくりました。

6月にリニューアルオープンした、外観・内装
ともに海を感じさせるおしゃれでカワイイお

店。ここでは海が好きなオーナー
によって集められた、世界のサー
フポイントで愛されているビール
や伊豆の島焼酎など、他では味わ
うことのできないお酒が数多くそ
ろっている。ほかにもカクテルや
リーズナブルなフードメニューも
豊富で、明るく楽しく過ごせるの
で女性客も多いようだ。雰囲気も、
お酒も、食事もトータルで楽しめ

る空間なので、一度訪れるとリピートしたくなるに違いな
い！友達や家族と楽しくいろんなお酒を味わってみては。

店主よりひとこと…海をイメージした明るい雰囲気をお楽し
みください。

KAT S U RA
マップNo.

6
四日市場 490  0554-43-2931 
昼 11：00～14：00 　夜 17：30～23：00（金曜､休前日 24：00)
火曜日、第１月曜日  ６台  

潮風をイメージする
楽しく過ごせる空間！

みとおし
マップNo.

3
井倉 250  0554-45-8622
10：00～16：00 土･日曜日・祝日 １０台

みとおしは「チャレンジドを地域の光
に」をモットーに、障がい者が地域の
人々と交流しながら山梨の素材を使用
したオリジナル商品を作っている。都留
市産業祭りや各地のボランティア祭り
などのイベントに参加して、和菓子やク
ッキー、ベーグルなどの食品や、ヘアバ

ンド、陶芸品などの小物を販売している。すべてがオリジナ
リティ溢れる手づくり商品で、特に食品は県内産の素材にこ
だわって丁寧に作っているため評判も上々。最近はメッセン
ジャー号（ケータリング車）を配備して各種イベントに参加
しているので、心をこめて作る手づくりの味をお試しあれ。

Heart to Heart
～メッセンジャー号で結ぶ地域のＷＡ～

店主よりひとこと…お米やジャガイモ
などの有機栽培も始めました。メッセ

ンジャー号はレンタルもします。

居酒屋＆炭火焼 よろしくどうか
マップNo.

32
田原 4-3-3  0554-45-4649 
日～木曜日 17：00～23：00
金・土曜日 17：00～25：30 月曜日  ５台  

専門店でコラーゲンたっぷりのホルモンを召し上がれ！
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今年10周年を迎え新装開店した天寿！店内は和風の落ち
着いた雰囲気でカウンター、テーブル席から小部屋、16
畳部屋まで人数に応じて快適に過ごすことができる。法
事・祝事など宴会席は、あたたかい品をあたたかいうち
に召し上がってもらえるように20人程度までの受け入れ
となっている。天寿はなじみのお客さんが多く、家族の
記念日などに訪れるお客さんもいる。コース料理だけで
なく、食事だけでも気軽に過ごすことができ、ちょっと隠
れ家的なお店、大切なひと時を家族や仲間と天寿でゆっく
り過ごしてみては。

店主よりひとこと…一度来たらまたご来店していただけ
るよう心掛けています。お気軽にお越しください。

和処 天 寿
マップNo.

17
中央 3-6-2  0554-45-7233
昼 11：45～13：30　夜 17：00～21：30（ラストオーダー）
月曜日  ３台

旬のお刺身と揚げたて天ぷらのお店

割烹 好 浩マップNo.

24
上谷 6-7-11  0554-43-6318 
昼 11：00～13：30　夜 17：00～21：00 (割烹)
不定休  ２０台 冬のイメージが強い鍋焼き

うどん。しかし、ここ好浩
の鍋焼きうどんは暑い夏も
大人気で、一年を通して愛
されている。自家製味噌に
煮干しの出汁と歯ごたえの
ある手打ちうどんはとにか
く絶品。具がたっぷりのっ
ていてボリュームも満点！

なじみの客も多く、創業期から変わらぬ味だとか。たしか
に、一年中食べていたい。店主自らが栽培した米や野菜を料
理に使ってつねに新鮮なものを提供するという、こだわりの
割烹もおすすめだ。

店主よりひとこと…昔から変わらぬ味をご賞味ください。

絶品！
鍋焼きうどんといったらここしかない！

ファミリー食堂宝来
マップNo.

33
大幡 1517-9  0554-43-7151 
昼 11：00～14：00　夜 17：00～21：00
月曜日(月曜祝日の場合は翌日)  １０台

人が、家族が、集うお店！

「美味しいものをたべてもらいたい」そん
な気持ちから、来る人の要望に応じて様々
なメニューを提供している宝来。創業当時
から変わらぬ懐かしい味のラーメンをはじ
めとし、子どもから大人まで家族全員が満

足できる品ぞろえとなっている。お持ち帰りもできる新メニューのキッ
ズオードブルは、揚げ物やフルーツなど子供に人気のメニューにプレゼ
ントもつく。お子さんの誕生日にオススメ！一度訪れると再び戻りたく
なる温かい場所、そんな宝来に、家族みんなで足を運んでみては！

店主よりひとこと…家族が安心してくつろげる店を
心がけています！

9

鍋焼きうどん…600 円



素材から作るこだわりのソ
ースを使ったメニューが味
わえる、おしゃれで落ち着

いた雰囲気の洋食屋さん。数あるメニューの中で最も人気があるのが
ハンバーグ。店主の細やかなこだわりがたくさん詰まった逸品であ
る。お肉をミンチにするところから自店で行っているので鮮度は最高。
さらに3週間かけてじっくり煮込まれたソースは、煮込みハンバーグ
と普通のハンバーグでは違うものを使うらしい。このこだわりのハン
バーグのために遠くから訪れる方や、常連さんも多いようだ。洋食屋
さんのこだわりのハンバーグを一度ゆっくり味わってみては。

店主よりひとこと…カレーもこだわって作っています。辛いもの好きにはた
まらないインドカレーの数々をご賞味ください。

インドレストランマハラジャマップNo.

25
上谷 6-10-9  0554-56-7064 
昼 11：00～14：30（ラストオーダー）夜 17：00～21：30（ラストオーダー）
第２・４火曜日  ５台

インドの王様の名前が店名の由来だという『マハラジャ』。現地出身
のシェフが作る本格インドカレーはどれも絶品！インドの代表料理の
ナンは、現地から取り寄せたタンドールという釜で注文を受けてから
作り、備長炭で焼きあげている。８種類あるカレーは、食べる人の好
みによって辛さを調節できる。この秋から加わった新メニューのドラ
イカレーとスープカレーもオススメ。店長いちおしのナンロールはテ
イクアウトもできる。こだわりのナンとカレーを合わせたボリューム
たっぷりのナンロールで、気軽にインド気分を味わってみては？

店主よりひとこと…ビックサイズのナンが自慢です。

都留でインドが味わえる！！ 本格インドカレーの店。

マップNo.

31

TOM’S KITCHENでオススメするのが『タコラ
イス』。一度食べるとハマってしまうため、
リピート率が高いんだとか。サルサソースに
タコミート、野菜とチーズが使われていて、
本場メキシコの味を気軽に味わうことができ
る。ピリ辛でさっぱりしたアジアンタコライ
ス、こってりおいしいチーズタコライスにつ
づき、今回新メニューのビビンバタコライス

が登場。ボリュームたっぷりの、ビビンバとタコライスが織りなす濃
厚な味をぜひご賞味あれ！また、予約すると750円からできるTOM’S
式（ボトル式）の飲み放題も行っている。また、甲府生まれのオーナ
ーが作る、今話題の「鳥もつ丼」も絶品だ。

店主よりひとこと…創作料理を提供しています。ぜひお試しください。

田原 2-12-23 1F 090-8723-2713
18：00～24：00（ラストオーダー 23:00　昼は予約制）
不定休  無

レストラン鎌　倉
マップNo.

29
上谷 5-9-15  0554-45-1131
11:00～21:30  木曜日  ２０台

ハンバーグといえば鎌倉！
出来たてアツアツを味わって

10

煮込みハンバーグ（ライス or トースト付）…1,430 円
ハンバーグ…………………………………1,190 円より

カフェめし屋TOM’S KITCHEN

ビビンバタコライス…880 円

お店の一番人気、タコライス！！



八  起マップNo.

9
法能 949  0554-45-0267
11：00～21：30（延長可）
木曜日（予約があれば営業） １２台

幅広い世代に愛される 昔ながらのあったかい味
なじみのあるメニューが豊富
で、ほっとできる雰囲気のお
店。唐揚げが有名だが、ここ
では創業当初から変わらぬ自
家製タレと、分厚い本ロース
のカツからなるカツ丼も食べ
られる。ひと口食べると甘く
やさしい味が広がりあたたか
い気分になれる。昔から食べ

続けられているこのカツ丼には小さなファンもいる。「おじさ
んのカツ丼が一番！」と友達を連れて食べにくる近所のけんと
君だ。八起は年齢に関係なく友達と、家族とゆっくり楽しく食
事ができる場を提供してくれる温かいお店である。宴会もで
きるので仲間と楽しいひと時を過ごしてみては。

店主よりひとこと…いつも初心を忘れず感謝の気持ちと真心
をこめて作っています。

和牛焼肉ヒロシ
マップNo.

7

和牛焼肉が味わえる焼肉ヒロシでは、午後7
時以降からの絶品オリジナルメニューがあ
る。それは、韓国製の特殊な網を使い、遠赤

外線でじっくり肉のうまみを引き出しながら焼くことが出来る逸品だ。
その名も『焼きしゃぶ』。生でも食べることの出来る鮮度最高の肉をこの
絶妙な焼き方の出来る網で軽く炙り、さっぱり
おろしダレで食べると…今まで食べたことのな
い食感と味わいが楽しめる。ここで1つポイン
トなのが、焼きすぎないこと。肉の旨みとジュー
シーさを存分に味わうために気をつけたい。ぜひ
一度あなたも『焼きしゃぶ』を食べてみては。

四日市場 256  0554-45-6184
平日 17：30～22：00　土日祝 17：00～22：00
無休 10 台

食べたことある!?
絶品！焼きしゃぶ

古川度 397-1  0554-45-8733
10：30～14：00 水曜日 ４０台

平日は地元の人たち
でにぎわい、休日に
は県外からも「太く

て長く腰の強い吉田のうどん」を求めてたくさんの人が訪れる人気
のお店。開店当初からお客さんの「おいしかったよ」の一言のため
に頑張る、あたたかい店主と従業員が迎えてくれる。ここでは吉田
のうどんでは珍しい『山菜うどん』が味わえる。都留の自然にぴっ
たりの山菜がのったうどんは絶品で、自然とほほえんでしまう。さ
らに自由にかけられる揚げ玉や自家製の辛味を加えればおさらだ。
この辛味も人気でお土産に買って帰る人も多いらしい。一度訪れる
とまた来たくなるお店である。

店主よりひとこと…お客様の笑顔が一番！ひとりでも多くのお客様に喜んでいただきたい。

地元の人たちに愛されている
親しみやすい吉田のうどんの店

店主よりひとこと…他では食べられない焼きしゃぶをご
賞味ください。

山もとうどんマップNo.

5

11

山菜うどん…中 350 円、大 550 円



山梨スポーツ都留店マップNo.

28
田原 2-1-8  0554-43-1778  10：00～20：00  
水曜日  １０台

世界最高級のアンダーウェア『SKINS』がさらに性能UPした！運動中
はもちろん、家でリラックスしている時やデスクワークをしている
時、なんと寝ている時まで着用することができる。血流を良くし、酸
素供給量を増加させるため、運動時には力が発揮でき、着用時常に疲
労を解消する効果を持つ。あなたもこれを着用し、24時間その力を
体感しよう！他にも、ランナーにオススメの『4DM』がある。走りを
極めたい人、気軽にランニングを始めたい人、どちらもこれで今まで
にない「走り」を体験してほしい。

店主よりひとこと…ウォーキングシューズも高機能。

こんな感覚初めて！高性能アンダーウェア

マップNo.

22 BOMB/JOKER（ボム/ジョーカー）
http://www.joker-shop.com

上谷 6-6-14  0554-45-1116
11：00～20：00 (金､土曜日は 20:30)
不定休  ２台

Real B Voice や roial などの国内王道ブランド
から VOLCOM や STUSSY といった海外コア
ブランドなど、アメリカンカジュアルやサーフ

系の商品をカリフォルニアから直輸入している。小物も充実してい
るため、このお店だけでトータルコーディネイトができる。また郡
内で唯一、人気のクロックスの正規取扱店である。毎月お得なクーポ
ンや最新情報が手に入るメルマガ会員も募集中！来た人の要望に答
えて一緒に商品を探してくれるので、アメカジ初心者でも安心。こ
れを機に最先端のカジュアルファッションを体験してみては。

店主よりひとこと…気軽に入って何でも相談OK！！

気分はアメリカン!?
アメカジセレクトショップ！！

マップNo.

18 マツダヤ靴店
中央 2-8-12  0554-43-2545
9：30～21：00 なし（正月は定休）
５台

スポンジに少量つけて薄くのばすだけで、
保護・ツヤだし、撥水、カビの予防、表面の
汚れ落としなどの効果を持つ、ドイツ生ま
れの『ラナパー・レザートリートメント』
マツダヤ靴店一押しの優れものだ。色移りせずにベトつかず、革の色も選ばず
に色・ツヤがよみがえるので、靴の色に合わせた靴墨も不要。カバンやコートな
ど靴以外の革製品、オーストリッチやリザードなど爬虫類の製品、木製の家具、
黒檀・紫檀のお仏壇もラナパーにかかればピカピカに！シューフィッターの資
格を持つご主人が、足を診て、あなたにぴったりの靴も見つけてくれる。

店主よりひとこと…愛着あるものをサポートします。

▲

色・ツヤがよみがえるラナパー・
レザートリートメント 使用前 使用後
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11 中沢畳店

6  KATSURA7 和牛焼肉 ヒロシ
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19 小林鈑金工業KBリフォーム23 西村ガラス・アルミ建材

24 割烹 好　浩 33 ファミリー食堂 宝来

30 Comfort（コンフォート）

31 カフェめし屋TOM’S KITCHEN

29 レストラン 鎌倉

20 長田板金工業

32 居酒屋＆炭火焼よろしくどうか

34 スマイルフィットネススタジオ

21 中野建築35 リップスティックビューティーサロン

26 クボタ薬局

28 山梨スポーツ都留店

22 BOMB/JOKER

25 インドレストランマハラジャ

27 カメラタイム

宝エリア田原・上谷エリア

東桂エリア 小野・法能エリア
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