
 
 

 

もっと素敵に、浜田山
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はーとらいん

http://heartline.aikotoba.jp

＊facebook始めました　～はーとらいんスタッフが随時浜田山情報配信中！～

http://www.facebook.com/inokashira.hamadayama

E N 
P I 
T S 
U D 
O L 
L  b
y ku
ma.y
oshi
o

Heart-Line

CONCERT VOL.3

南米のハープ、アルパが奏でる春の調べ

～上松美香　スプリングコンサート～

日時：２０１３年４月１２日(金)１８：３０開場　１９：００開演

上松美香☆アルパ奏者
13 歳の頃よりアルパを始める。15 歳でパラグアイへ渡りグアランバレフェスティバルで金賞及び特別賞を受賞。1999 年 第2 回全日本アルパコンクールに17 歳で優勝。
2000 年のデビューアルバムから2 年間で5 枚のアルバムをキングレコードより発表。2005 年ユニバーサルミュージックよりアルバム「mika AGEMATSU」を発表。先駆的活動をして
いる女性に贈られる「エイボン芸術賞」を受賞。2008 年4 月ＢＳジャパン「写真家たちの日本紀行」番組メインテーマを担当。
11 月　南米パラグアイ国においてコンサートを開催、音楽祭出演。2009 年8 月にはデビューアルバムより通算１2 枚目となる最新アルバム「青春の輝き～上松美香Plays カーペ
ンターズ」を発表。デビュー10 周年を迎え更なる飛躍と共に、日本を代表するアルパ奏者として精力的に活動、後進の指導にも当たっている。

チケット料金：4000円（税込み）
はーとらいん新聞を見た方は、3500円に特別割引いたします。

会場：浜田山会館　杉並区浜田山1丁目36番3号　03-3302-4555

 

浜 田 山 駅

*ジョナサン

*西友

←　会場（駅より徒歩３分)

井の頭通り

浜田山メインロード貸し店舗 MAP

　浜田山メインロード　貸店舗
駅徒歩３分(サーティーワン並び)

　　　《チケット販売》
　　　ミンファプラン 
http://www.minfaplan.com  
　　　03-5378-5690

東北復興支援

仮設住宅で暮らす方々が
作ったクリスマスオーナメ
ントを販売いたします
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福服屋

vis･a･vis

ルボル

03-3290-1566 　10:00～18:00
火曜・水曜定休　フリーサイズ

03-3329-0382 　11:00～20:00
毎週火曜・月末水曜定休　７～９号サイズ

03-3311-1535 　11:00～19:00
火曜定休　　　９号サイズ中心

03-3304-8898 　11:00～19:00
日曜・祝日定休　７～１１号サイズ

03-3329-0618 　10:00～18:30
日曜定休　９～１３号サイズ

03-3290-1758 　12:00～20:00
　　　　　　　　フリーサイズ

03-3306-2800 　11:00～20:00
月曜定休　　９～１１号サイズ

03-3302-1039  10:00～21:00
http://www.rickamon.com
第２・第４木曜定休  XS～5Lサイズ

03-3306-2826 　10:30～20:00 
木曜定休　女性９～１１号サイズ
　　　　　男性９～１３号サイズ

03-3304-2991  11:00～19:00
日曜定休
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フランスや国内の良質で着心地の良い服を
セレクト。繊細なカラーとシルエットが着
る人をより可愛らしくみせる洋服がいっぱ
い！全て一点ものなので「私だけ！」の服
を選んでみては・・・。

 

「品のある洋服」をコンセプトに、お出かけ着からカジュア
ル着まで品揃え。コーディネイトしやすいカラーバリエーシ
ョンが多く、どんなシーンでも幅広く着られそうな服ばかり。

　　「上級カジュアル服」は
30代からの女子力アップに
　　　つながりますね♪

全て天然素材（綿・麻・ウール）で日本で
縫製されたものだけをセレクト。流行に左
右されないシンプルで飽きのこないデザイ
ンはミセスの強い味方。シーズンごとにお
気に入りを増やしていくのもいいかも・・。

ワンピース(ウールカノコ）　　\19950
カーディガン(ウール) 　　　　\18900
バック(バックスキン)      　 \25200
ネックレスパール(アヤコ真珠) \44520
　　　　　　　　　　　　　　(税込み)

セーター　　\21000
スカート　　\19950
　　　　　(税込み)

ベロア　　\18900
スカート　\23100
　　　　　(税込み)

ジャケット  　\14800
ワンピース　　\ 7900
アクセサリー　\ 2000
　　　　　　　(税込み)
　　　　　　　　

上着　　　　　　\9975
インナー　　　　\6825
パンツ　
　定価の30%OFFで\5072
スパッツ　　　　\3990
　　　　　　　(税込み)

帽子　\10500
　　(税込み)

ベスト　　　　　\18690
ニット　　　　　\15225
パンツ　　　　　\10500
ポシェット　　　\ 8000
　　　　　　（税込み)

ケープ　　　　　  　　\40950
チュニック(イタリー)　\30450
スパッツ　　　　  　　\11550
マフラー(麻)　  　　　\23000
　　　　　　　　　　　(税込み)

男性・女性共にコロンビア・ミレー・ラフマンなどアウトドア用
の服を中心に品揃え。ジーンズはリーバイス・エドウィンを取り
揃え、裾上げは７分！股上の深いミセス対応のジーンズも人気。
今話題の“山ガール”スタイルはトレッキングはもちろんのこと、
ジョギングやウォーキング、
街着としてもＯＫ。

シルエットがよりきれいに見える服をセレクト。
年齢とともに変わってくる体型も立体裁断の服
でカバーし、美しい装いをお手伝いしてくれま
す。カジュアルからパーティードレスなど幅広
く取り揃えています。

良質で型くずれがなく、ずっと愛着をもっ
て着られる服をセレクト。
ベーシックカジュアルでおしゃれな装いは
浜田山ミセスにぴったり！

　　手つむぎの帽子は肌触り
　がよく、かぶり心地が最高
　　　　　　です！

地元でアウトドアウェアが
買えるなんて嬉しいですね♪ 　　デザイナーだったオーナーが

　親切にコーディネイトの相談にも
　　　のってくれます♪

ビザビ

パセオ

　　　豊富な洋服から
オーナーがコーディネイト
　してくれるのが嬉しい！
　　　　　　　　楽しい！

ハンナ

　　　高級感ある服がお手頃価格。
　とてもお得感があって嬉しいです♪

Ｂｅｎｅｆｉｔ'ｓ
ベネフィッツ

スポーツ、旅行、散歩など機能性とおしゃれを
合わせもったアクティブなカジュアル服を品揃え。
アフターゴルフなどのちょっとしたパーティー服
も扱っています。

最新のトレンドの服をピックアップしています。
着回しができる合わせやすい服が多く、ワンピー
スはチュニックにといろいろ楽しめます。
靴やバックもお手頃価格。全身コーディネート
される方も多いです。

　   毎月、商品は変わります。
常時セールコーナーがあるので楽しみ！！

ワンピース　\24150
ファー　　　\19950
　　　　　　(税込み)

Ｒｉｃｋ Ａｍｏｎｓ
リクエモン

ジャケット　\39000の40%OFF
スカート　　\16000の40%OFF

浜田山の街には、たくさんの洋服屋さんがあります。
ショーウンドゥを横目でチラリ！入ってみたいけど、ちょっと不安･･･。
そんなスタッフの思いから、今回は洋服屋さんに潜入！

浜田山

12月リニュアルオープン

地元でメンズを中心にカジュアルな洋服屋を創業
し、なんと40年のリクエモン。ラガーマンだった
オーナーが、質が良く、耐久性のある商品を厳選
しています。キッズも100cmから扱っています。

キルティングジャケット　\18690
シャツ　　　　　　　　　\ 8295
チノパン　　　　　　　　\ 7350(税込み)

タウンカジュアルからアフター
５のイタリアンテイストのセレ
クトショップ。
店構えは高級ブティックですが、
価格は年間を通してアウトレッ
トプライス。
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ダウンベスト
　　\45150
　　(税込み）

 

 

 

手作りバック　\15000
　　　　　　(税込み)

エレガントで可愛らしい大人の女性のために

今話題の
｢葛の花ダイエット｣
取扱い中。
キャンペーンも実施中
　　　(Nalelu化粧品)

カーディガン(ピッコーネ)　\16800
インナー(ランバンスポーツ)\16800
パンツ(レオナール)　　　　\29400
帽子(ランバンスポーツ)　　\10500
　　　　　　　　　　　　　(税込み)

\8400

カジュアルフレンチの個性派ショップ

おしゃれなタウンカジュアルをお手頃価格で

こだわりは天然・良質素材 ベーシックだけどエレガント

マダムのトータル
　　　　　ファッション

COAT & KNIT 
　　　COLLECTION

着る人をより美しく

コーディネイト  

働く女性のＯＮとＯＦＦをテーマに！

ワンランク上の大人カジュアル 家族に着せたい
　好感度アップなカジュアルウェア

\5980

ジャケット\38000
襟が３パターン
　　　　調整可能

　色調もアースカラーなので、
アクセサリー・バックなど小物使
  いを楽しむこともできます♪

 

　これからの季節にはカナダグースのダウンベスト
がおススメ！一枚あると、とても便利そしてお洒落です♪

 \28350

ジャケット(ランバン)　  \79800
インナーニット(ランバン)\39900
スカート(BIKI)　　  　　\36750
帽子(ランバン)　      　\18900
　　　　　　           (税込み)

　高級ブランドを始めとした
デパートのような品揃えが嬉し
　　　　　いです♪

ニットチュニック 　\30450
ストール(フランス)  \5800
レギンス　       　 \9240
ブーツ(フランス)　 \32000
　　　　　　　　   (税込み)

 

モデルはオーナーの
　　　　　石原さん

  １２/５(水)～９(日)
　　期間中に限り

５０・６０％OFF

その他、店内全商品
　　　　４０～６０％OFF

浜田山駅

西友

コモディイイダ成城石井

○ジョナサン

○　←みずほ
　　　　　銀行
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①Erie

②paseo

③TanTan

⑤Benefit's

④HANNAH

⑥Rick
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はじめまして

スタッフ

イチ押

 

し！
まんねり食卓を打破！(第２弾)

浜田山

お湯出し、水出しどちらでも抽出可
能なティーバック。
手軽で簡単に、香ばしくて、苦味の
少ないほうじ茶が楽しめます。
子ども達が大好きなお茶です。(木村)

「ほうじ茶」５０袋入り　368円

販売：サミット高井戸東店

発行者　「はーとらいん事務局」

〒168-0065　杉並区浜田山３－３０－５内　Tel.090-2494-7305

編集者：　安藤富美子　矢吹典子　高田小百合　木村真知子　高木洋子

メール:　hamadayama-mrs@mail.goo.ne.jp

協賛:　(株)エリアネット
印刷所:　(有)ヤマオー事務機　中野区南台２－４９－８   http://www.yamaoh.com

定期的に浜田山の旬な情報を
                         お届けします。

ケータイで左記のQRコードから空メール
を送ってください。

エリアネット浜田山
http://www.hamadayama.ne.jp

 

 

 

浜田山の無料メルマガ

Heart Line Vol.36 2012年11月　3000部発行

 
Ｈｅａｒｔ－Ｌｉｎｅ は2000年10月に創刊して以来、今年で13年目を迎えました。 浜田山の情報を主にした
ミニコミ誌の発行、講習会、手作りマーケットの企画、運営など地域に根ざした活動をしています。

はーとらいん新聞は、サンブックス浜田山店に常時設置されています。

 

★編集後記★

店長おススメの本
～サンブックス浜田山店～

「シルバー川柳
～誕生日ろうそく吹いて立ちくらみ～」
　　　　　　　　　　(ポプラ社￥1000税込み）

次回：2013年5月

もっちもちが美味しすぎる
　　　　　　　１０種の雑穀パン！

北海道産の雑穀を中心に黒米・発芽玄米
・大麦・きび・あわなど１０種の雑穀
が入っていて、芳ばしくもっちり食感！
トーストすればさらにもっちもち！
あとをひく美味しさです。(安藤)

販売：　西永福北口商店街　パン「komorebi」月曜定休

ニンニク風味の白キムチタイプの浅漬けの素。
漬け物好きの我が家では、キュウリ、大根、カブ、
白菜とこの浅漬けが頻繁に登場。お手軽に出来て、
この味わいはオススメです。(矢吹)

食パンにマヨネーズと一緒にぬって
トーストすると、ちょうど良い塩気
と香ばしさで、朝食がすすみます。
フライドポテトに添えたり、パスタ
とあえたり、メニューが広がります。
　　　　　　　　　　　　　(高木）「たらこスプレッド」

　　マリンフード(株)１５０ｇ　348円
販売：カルディ

イタリアビエモンテ地方の郷土料理の一つ。
にんにくとアンチョビを贅沢に用いた旨味と
風味がたっぷりな特製ソース。是非、温野菜
にかけて召し上がってください。　　(高田)

 

浜田山商店街に仲間入りした、温かな雰囲気のお店です。
｢お気に入り浜田山ショップ」に是非加えて下さいね。

思わず笑えるこの１冊！
こんなにシュールで笑える本はない！
シルバー世代の切実な心の叫びが川柳に。
思わず「フッ」と笑ってしまうけど心が「ほっこり」
と温まります。
　　店長イチ押し川柳･･･・　「起きたけど　寝るまでとくに　用もなし」

1/2斤　185円・１斤　370円(焼き上がり12:30頃)

「浅漬けの素」北杜食品　385円

販売：スーパーバリュー杉並高井戸店

販売：成城石井

「バーニャカウダ」信州自然王国(株)
　　　　　　　　　　　　　160ｇ　798円

 

我が家の愛飲茶

忙しい朝食に！簡単にできるピリ辛お漬物！

ファッティーズ

カジュアルに楽しめる
　　　大人のレストランバー

　週末は混み
合うので早めの
予約がおススメ
　　　　　　です。

お店の名前「Fatty's」は太っちょ・食いしん
坊という意味で、たくさん飲んで食べて欲
しいというオーナーの思いが込められています。
他店では味わえない丁寧に作り上げたイタリア系のお料
理。イベリコ豚のスモークハム(600円)、サワラのエスカベ
ッシュ(600円)など、旬の素材を扱った日替わりメニューが
多々で、毎日行っても飽きない美味しさ！
野菜、魚、肉のバランスが絶妙で、一度食べたらまた訪
れたくなるリピーターが続出！！

TEL: 03-３３０４-２６０５　　住所: 浜田山１－２３－７
定休日: 水曜日
営業： １８：００～２７：００(AM3:00)

パテ・ド・カンパーニュ

洋服屋さんに、それぞれこだ
わりのセレクトがあり、覗いて
みること必見です。取材中、
私達も素敵な洋服を見つけて
は試着し、お財布のヒモが緩
んでしまったことは言うまでも
ありません（笑）

アットホームな教室であなたも
ご一緒にパッチワーク・キルト
作りを楽しみませんか？　
火曜・金曜クラス（月2回）募集中　　

＊問い合わせ＊　
　　　080-3399-6934
 　　　高井戸東1丁目
　　　　　　　　　　小林

野菜をもっとおいしく

麻紗古アート・キルトスタジオ

パッチワーク教室

生徒募集

体験レッスンも受け付けています！
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