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「きれいだね！」って言われたりし
て、嬉しいし達成感がありますよ！
意外とチャトンを置いていくより
も、土台を作る方が難しいと思いま
した。土台がゆがんでいると、いく
ら並べてもきれいに石が光らなかっ
たり、へこんでいるように見えたり
…。粘土を盛り上げたり、平らにし
たりのバランスが難しいのですが、
形になって仕上がっていく過程は
とても楽しいです。

　 Hさん、Ｊさん
先生が優しいです。緊
張感の中にも達成感が

あ り ま す。「 ま た こ
んな素敵なのがで
きた！」みたいな
感じです。いつも

すごく楽しみです。「フリーセッティ
ング」というデザイン
した下絵をもとに、自
由にダブルグルーを
置いて形作ってい
く作業を今日初め
てやりました。伸
ば し 方 と か、形 を
作っていくのはすごく難しかった
です。手袋にも色がついて真っ青に
なっちゃって！毎月作品が増える
のが楽しみです。増えてもサイズ
が小さいから、置く場所にも困らな
いし（笑）みんなが「可愛い！これを

作ったの？！」ってほめてくれるし
自慢してます。女性はきらきらした
ものが好きですしね。毎回癒されて、
次の講座までの1ヶ月があっという
間、待ち遠しいです。

　 K さん… とてもやりたかっ
た作品だったので、それが
教材に入っていて嬉しいで

す。思ったより難しかっ
たかな…。先生にたくさ
ん直していただいて、何
とか形になったという
感じです。早速明日から

使いたいと思います。

　 Y さん… 今回の課題は作りたい
作品 だ っ た の で 楽 し か っ た で す。
上手くできて嬉しいです！この講
座には私も含め１期生の方がいま
すので、もうまる1年は通っている
ことになりますね。グルーデコ＆
タッセルとか、組み合わせもいろい
ろ。革製品もあるんですよ。

　  T さん、Ｉさん…久しぶりの参加
になりました。姉妹で受
講しています。初めは細

か い 作業 を し て い る
と 眼 精 疲 労 に な っ
ち ゃ っ て（ 笑 ）よ う
やく慣れてきたと
ころです。グルーデ

コはたぶん初めての方にも作りや
すいんじゃないかなと思います。簡
単でキレイだし「置くだ
け な ん だ、や っ て み た
い！」っ て 思 い ま す よ
ね。作品を身に付け
たり実際に使用で
きるところが良い
です。友達からは

参加していただきたいですね！お子
さんを幼稚園に送ったあとのママの
ちょっとした気晴らしにもなったら
いいし、家にこもりがちな方に散歩
がてら出てきてもらうのも、子育て
が終わった方でも、シングルでバリ
バリお仕事されている方の自分磨き
でもいいし…。一歩教室に入ると必
ず仲良くなれます、好きなものが同
じ同志だから。講座を入り口として、
グルーデコ・ジュエリーの世界に興
味を持っていただけたらと思います。

グルーデコは非常に新しいハンド
ワークで、気軽に生活の中の一部と
して楽しんでいただけたらいいなと
思ってこの講座を開きました。

改まったところに付けていく高級
ジュエリーとは違って、すぐそこの
スーパーにお買物に行くときに、ジー
ンズや T シャツに気軽に添えるだけ
で、いつものお買物がちょっと楽し
くなったり、毎日が素敵に変わると
思うんです。

私自身がグルーデコ・ジュエリー
と出会った時から、生活がより楽し
いものに変わったので、広めていき
たいという思いがありました。基本
的に私が提案するアクセサリーは全
て自分で欲しいと思ったものだけで
す。ある意味偏っているかもしれな
いけれど、自分の「好き」を発信した
い！という思いが一番の原点になっ
ています。

生徒さんは下は４歳の男の子か
ら、上は70歳代の方もいらっしゃい
ました。ここの講座ではないです
が、男性の方も学びに来られますよ。

「女性専用」というわけではないので、
男性も気兼ねなくきていただきたい

し、日時があえばお子さんでも

自分の「好き」を発信したい――

その思いが私の一番の原点です

一緒に
グルーデコの
世界を楽しみ

ましょう！

今回ご紹介した講座は
「～シックな大人のアクセサリー～ グルーデコ・ジュエリー」（６か月６回）

毎月第4火曜日  10：00～12：00　６回 19,800円（材料費・備品代別）

グルーデコは、グル―という特殊な下地の上に、オーストリア発祥のスワロフスキーをセッ
トしてつくる今話題のハンドワーク。初心者の方でも簡単につくることができるのが魅
力です。上品で美しいグルーデコ・アクセサリーのある暮らし、いかがですか？

講師インタビュー

宅間ちさ先生（左）とアシスタントの高井講師（右）
とっても息の合ったお二人でした。

講師紹介
JGA 日本グルーデコ協会認定講師
 宅間ちさ先生

CCJ ビーズアーティスト、CC J パワー
ストーンセラピスト。2017年に第2回
日本グルーデコ協会主催グルーデコ・
アワードにてインスタ部門賞入賞（受
賞作品名：Sakura Collection）。

詳細はくにたちオープンスクールまでお気軽にお問い合わせください。
ホームページでは講座ガイドもご覧いただけます。

8月9日（木）14：00～17：00　2,750円（材料費別：3,240円）

大きなあごを動かしながらパワフ
ルに進む、かっこいい「クワガタ虫
型ロボット」をつくります。モーター
と歯車を利用した「動く」工作を通
して、幾何学や運動体に関する物理
への興味、関心も高めることができ
ます。対象：小学生以上（3年生以下
は保護者の付き添いが必要です）

～モーターと歯車で動く～
クワガタロボットを作ろう！

CLUB WAD 代表　梁取 弘明

夏の思い出を作ろう

9月27日（木）
（午前）10：00～12：00
（午後）13：30～15：30

各回3,400円（材料費別：220円）

満員必至の大人気1日講座。あなたの美し
さを引き出す色や、個性を輝かせる色を
探します。お一人ずつコンサルタントが
お似合いの色を診断・アドバイスします。
気になる方はお早めにお申込ください。
　

見つけようマイカラー
（午前）（午後）

スタジオ HOW カラー＆イメージコンサルタント　佐藤 敬子

夏のおしゃれを楽しむ

こども・大人・シニアの方へ 全360講座開講中！

受講者の皆さんに受講後の
感想を伺いました！

お疲れさま
 でした！

▲ 本日の課題、リボン型ブローチ。可愛い！

ＮＨＫくにたちオープン 受付時間 9：30 ～19：00 （土・日曜は15：00まで　祝日休み）

学校法人 ＮＨＫ学園



不安でも
先生が丁寧に

教えてくださるので
安心して作業に集中
できますよ！

制作するオリジナルジュエリーの
こと。しかもこちらの講座で使用す
るのは、オーストリア発のスワロフ
スキー。アクリルストーンなどとは
違い、上質な輝きを放つジュエリー
に仕上がります。

今回の課題はリボン型ブローチ
とペンダントトップ＆イヤリング。
土台となるグルーをまずは手でこ

ねて、形を作っていきます。
作業用の手袋をしてはい
るものの、手のひらは粘
土の色で真っ青に…！美

昨 年 の ４ 月 か
ら始まった新講座

「グルーデコ・ジュエリー」。初心者
でも美しく上品なアクセサリーを
作ることができる人気の講座です！

グルーデコ・ジュエリーとは、W 
Glue（ダブルグルー）という接着効
果のある樹脂粘土をベースに、チャ
トンと呼ばれるマシーンカットを
されたスワロフスキーを配置して

Q.  オープンスクールってどういうところですか
さまざまなジャンルのプロフェッショナルが講師として、対面・グルー
プレッスンでお教えするところです。興味のあるジャンルや行きたい
講座の曜日と時間をぜひホームページでご確認ください。

Q.  いつから受講を始められますか
通年で開講していますので、いつからでも始められます。語学や楽
器、囲碁などは事前にレベルを確認するため、ご見学・体験をお勧め
しています。

Q.  入会金・年会費はありますか
入会金・年会費はかかりません。

Q.  見学や1日だけ体験することはできますか
ほとんどの講座は見学（無料）ができ、講座によっては体験受講（有料）
ができます。時間や料金などは講座によって異なります。詳細はお
問い合わせください。

Q.  受講申込の手続きの流れを教えてください
電話で予約をしてください。予約受付後7日以内に、直接窓口におい
でいただくか、コンビニエンスストアか郵便局で受講料をお振込み
ください。 ▲「前で写るのやだ～」って言いながら皆さんやっぱり

仲良しで楽しそう！和やかな良い雰囲気が伝わってきます。

通って学べるカルチャーセンター「NHK学園くにたちオープンスクー
ル」。健康・アウトドア・手工芸・音楽・語学 など幅広いジャンルの講座を
開講しています。同じ趣味をもつ仲間との交流の場としても人気です！

▲使用するのはスワロフスキー。上質
で気品ある輝きを放ちます。

7月1日（日）13：00～15：00　3,200円（材料費別：1,000円）

医食同源が根付いている韓国では、
古来より木の実や果実、穀物などを
飲みやすくしたものを「お茶」と呼
んで親しんできました。韓国の代表
的なお茶や体調を整える夏のお茶
をご紹介し、歴史的背景や文化につ
いてもお話します（試飲あり・お土
産つき）。

はじめての韓国茶
～からだにやさしいお茶と文化のお話～

国際薬膳師・韓方茶セラピスト　梅田 恵美子

夏に負けない体を手に入れよう

どの講座が自分に合っているかわからない、続けられるか不安な方は、1日講座から始めてみ
るのもおすすめ。くにたちオープンスクールでは、魅力的な1日講座を数多くご用意しています！

7月11日（水）13：00～17：00　5,150円（材料費別：1,980円）

履き心地が良く、夏の室内履きに
ぴったりな「布ぞうり」を作ってみ
ませんか。コットン地のさまざまな
色柄のキットの中からお好きなも
のを選び、お気に入りの1足を作り
ます。

蔭山はるみの
布ぞうり講座

ハンドメイドクリエイター 
蔭山 はるみ

涼を楽しむ

▲

▲

「バキューム」と呼ば
れる小さなチャトンを吸い
つけて作業しやすくするた
め の 器具（ 右 ）と 土台 と な
るダブルグルー（上）

しく繊細なジュエリー
を完成させるまでには、
なかなか大変なんですね！

「黒の方がデザインが締まるよ」
「この形でも可愛いね！」と話しな

がら和気あいあいと、時には黙々と
作業に没頭しながら講座は進んで
いきます。その間も先生は、進行具
合をチェック、アドバイスしながら、
丁寧にサポートしていきます。楽し
いトークを織り交ぜながらも、適確
に修正部分を指示する姿にはさす

がプロ！と思わされます。
先生が「自慢のクラス」と仰る

だけあって、皆さんとっても仲
良し。講座に来て友達になるこ

とも多いそうです。笑い声の
絶えない素敵な講座でした！

とっても
楽しかった
　です！



国立駅前郵便局
せきやビル7階に移転いたしました。

国立駅前郵便局

042-572-4
803

国立駅前郵便局

ビルの７階に郵便局がオープン！

小さな郵便局のよいところ
店内写真



※商品パッケージ以外の写真はイメージです。　表示価格は消費税抜の価格です。品切れの際はご容赦下さい。　広告有効期間／６月14日（木）～６月27日（水）

西友国立店（せきやビル1F ～3F）
☎042-576-2401（電話承り時間 9：30～21：00）

［営業時間］24時間営業 ※一部を除く
［定休］年中無休

３Ｆ 化粧品・衣料品・
家庭用品のフロア

２Ｆ 生鮮食料品のフロア

１Ｆ 食料品のフロア

西友国立店 フロアガイド

いきすぎた商品愛が溢れ出す
ポケスタッフの偏愛すぎる逸品をご紹介！

昨年末のリニューアルオープンで、ますます便利に
生まれ変わった西友国立店。今回は、気になって仕方
がない、でも誰に言っていいかわからない！そんなモ
ヤモヤにズバリ！お答え致します！

１Ｆレジの近くに一
部の人気商品を陳
列致しました。ま

た冷ケース内では、冷
やした大型ペットボト
ル飲料もご用意してい

ます。お米売り場は、一
部商品 を１Ｆエ レ ベ ー

ター近くに陳列
していますので
ご利用ください。

鈴木さん

商品スペースを広くし
ました。商品数も増やし、
品切れがないよう注意

致します。広くしたスペース
を使い、これから品揃えアイ
テム数を増やしてまいります。

お答えします！

　6 月から国立店のユニフォー
ムが新しくなりました。濃いグ

レーの生地に、ポケットもたく
さんついて機能的！背中に
は白文字で「Happy to Help」

の文字が。「喜んでお
手伝いします」「お

役に立てて嬉し
いです」という
意味があります。

こっそりチェック
してみて下さいね。

Happy to Help!
お役に立てて嬉しいのです

　みんな大好き「みなさまのお墨付き」！愛し
愛され気が付けば５周年。ラインナップも充実
し、誰もがマストバイで鬼推しなアイテムを胸

に秘めているはず…。そこで今回は！ポケットオルケストラル編集部独断
と偏見で「みなさまのお墨付き♥私の偏愛すぎる逸品」をご紹介いたします！

甘いナポリタンが
苦手な方もお試し
を！ト マト の 酸味

が美味しいです。あまっ
たソースをチーズと一緒
にパンにのせて焼いたら
簡易ピザトーストにも。（Ｙ）

みなさまのお墨付き
２人前のトマトとマッシュルーム
ナポリタン（245g・2人前） ￥85（

税
抜
）

みなさまのお墨付き 
国産ほうじ茶
 [ポット用ティーバッグ]（50袋入り）￥238（

税
抜
）

みなさまのお墨付き
牛乳 成分無調整（500ml）￥121（

税
抜
）

みなさまのお墨付き 
ふくよか焙煎の練りごま白（110g）￥298（

税
抜
）

某有名メーカーよ
りも、断然こちらの
方が香り高くて味

もしっかり。濃いめに煮出し
て、１：１で牛乳と割れば絶品
ほうじ茶ラテに！牛乳で煮
出さないのがポイント。（Ｓ）

無敵です。ゴマ本来
の旨みにやみつきで
す。ハチミツやポン

酢と混ぜてもよし。そのま
ま野菜やパンにもよろし。ア
イスや豆腐にもマッチして
美味しさが止みません。（Ｇ）

「お墨付き」を初
めて買ったのが
こ の 商品 で す。

それ以来ずっと買い続け
ています。質と量と価格
がわたしの好みにびった
りでした。毎日の生活に
欠かせない一品です。（Ｋ）

人気のお徳用菓子は

すぐ売切れちゃうみたい！

もっと見つけやすく

置いて欲しい！

 お答え

 します！

　お客様の声  

お墨付きのお菓子、

売り場が小さくなってない？

俺の大好きなヨーグルト

 レーズンも置いてよ！

前にはあった

お気に入りのコーヒーや

シリアルが

見当たらないよ！

大きなペットボトルや

お米は２Ｆに置いてあるから

持つのが重くて大変なの…。

 なんとかできない？

サラダ売り場が

１Ｆから２Ｆに変わって

ちょっと不便かな。お惣菜と　

一緒ならいいのに。

国立店

チョコレート、クッキー
と も に ス ペ ー ス を 拡
大し、1品ごとの数を
増やしました！お客様の目
に留まりやすい配置に変
更しましたので、ぜひま
たご利用くださいね。

マネージャー
細井さん

１Ｆにサラダ売り
場としてまとめ
させていただき

ました 。「冷し中華」な
どの涼麺もコーナー化

し ま し た の で、ぜ ひ 一
緒にご利用くださいね！

青果チーム
小川さん、渡辺さん

コールスロー
ミックス（1袋）

￥89（
税
抜
）

「みなさまのお墨付き ヨーグル
トレーズンチョコ」ご用意致し
ました！今までの 2Ｆから、お
買い求めしやすい１Ｆへ売り場

を移動しております。その他にも、ゼ
リーやかりんとうなど密かに人気の商品
もご用意。こちらもぜひお試しください！

リーダー
山本さん

　ウォルマートカード セゾン
なら、そんな辛い場面でも
ささっとサインレスで支払い
が可能。さらに SEIYU での毎
日のお買物で3％オフ、6月は
16日・23日がなんと5％オフになるとい
うナイスなカード。年会費も無料なので、

持っておけばうっか
りな自分のお守りに
なってくれるかも。

※サインレス決済は3万円未満のお買物（1回払い）に限ります。 
※一部割引除外商品がございます。※ご請求時に割引となります。 
※詳しくは売場係員までお問い合わせください。

　西友の夏ギフト、今年も大切なあの方の喜ぶ顔が
目に浮かぶ “イチオシ”な品が揃いました。素材や味
にこだわった逸品、人気シェフ監修の和惣菜ギフト、
地方の美味しいものを選りすぐったご当地ギフトな
ど。もちろんリーズナブルな価格のお値ごろギフト
や、「贈答用ならではの味わいを自宅で気軽に楽しみ
たい！」という方のために、ご自宅用お取り寄せギフ
トもご用意しました。国立店3F で承り中です。

レジで支払おうとしたら

財布にお金が入ってなかった

楽して得して夏ギフト
ゆったり涼しい3Ｆで承り中です

誰かに聞いて欲しいこの思い

消費者テスト
支持率

98.1%

消費者テスト
支持率

92.6%

みなさまのお墨付き　
塩レモンゼリー
（8個入り）

￥92（
税
抜
）

カンロ　
金のミルクキャンディ（80g）

￥178（
税
抜
）

 お答え

 します！

 お答え

 します！

 お答え

 します！
 お答え

 します！

カルビー
徳用フルグラ（800g）

￥628（
税
抜
）

職人の珈琲
ドリップモカブレンド（18P）

￥348（
税
抜
）

リーダー
中原さん

▲お米売り場は１Ｆ
エレベーター近くに
もあります！
※商品は変更される場合が
ございます。

副店長
伊藤さん

消費者テスト
支持率

96.4%

きほんのき
烏龍茶・緑茶（2L）

各￥93（
税
抜
）

伊藤園
健康ミネラルむぎ茶（2L）

￥118（
税
抜
）

みなさまのお墨付き　
フルーツゼリー
ぶどう・みかん・りんご
（8個入り）

￥92（
税
抜
）

消費者テスト
支持率

98.1%

消費者テスト
支持率

98.1%

消費者テスト
支持率

74.3%

消費者テスト
支持率

98.2%

消費者テスト
支持率

89.5%

みなさまのお墨付き　
細めの黒糖かりんとう
（120g）

￥92（
税
抜
）

みなさまのお墨付き　
芋かりんとう（90g）

￥92（
税
抜
）

ブルボン アルフォートファミリー（204g）
ネスレ キットカットミニ（14枚入り）
不二家 カントリーマアムバニラココア（20枚入り）
有楽 ブラックサンダーミニバー（173g） 各￥248（

税
抜
）

よりどり2個￥470（税抜）

〈日本ハム〉
国産 プレミアム美ノ国ギフト（美しの二段重ね箱）

　　　　　￥4,250（
税
抜
）￥5,000 

▲（
税
抜
）

玉ねぎとレタス
サラダ（1袋）

￥97（
税
抜
）



Far Yeast Brewing

Takao Beer

Ishikawa 
　Brewery

Distant Shores 
Brewing

SAKE-BOUTIQUE  SEKIYA（せきやビル1F・B1）
☎042-576-3111（代表） ☎042-571-0001（店直通）

［営業時間］11：00～22：00　［定休］無休

表示価格は消費税抜の価格です。品切れの際はご容赦下さい。

最近若い女性の間でも大人気のクラフトビール。「地ビール」
＝「地方」というイメージが強いかもしれませんが、東京に
もたくさんのクラフトビールブルワリーがあることをご存
知でしょうか？独自のこだわりと情熱でユニークなビール
を作り続けている東京の魅力的なブルワリー。今回は意外
と身近で作られている、おすすめのクラフトビールをご紹介。

東京
CRAFT BEER！

★…酒ブティックせきやでご購入可能　★…CRAFT! KUNITA-CHIKA でご注文可能

  多摩川流域and

2種類の酵母「ワイン酵母」と「アビィ酵母」に
加え、スモークドモルトを使用し、樽香を
思わせる燻製香がまろやかな味のアクセ
ントとなっています。

①「馨和 KAGUA」
　 Rouge Special Edition 2017★

Far Yeast Brewing 株式会社 / 小菅村
330ml / Alc 11.0% / ￥685（税抜）

2

7

ビールの多様性と豊かさをもう一度取り戻す

　多摩川と相模川の源流に位置し「多摩川
源流」をキーワードに村づくりが行われて
いる山梨県小菅村。Far Yeast Brewing 株式
会社の自社工場「源流醸造所」は、そんな豊
かな自然が広がる村で、昨年醸造製造を開
始した。「日本発のオリジナリティ溢れるビー
ルを世界中に発信し、誰もがワクワクする
ような新しい価値を創造していく」。そんな

ヴィジョンを掲げ、ビールに多様性を取り
戻し「民主化していく」ことをミッション
として活動している。東京都の水源のひと
つである多摩川源流の水を使い、小菅村の
恵みと村の人の想いが詰まった個性溢れる
ビールを日々作り続ける。醸造ごとに洗練
され変貌するビールを通して、次はどんな
嬉しい驚きを私達に見せてくれるのだろう。

東京都渋谷区渋谷2-6-8  5F（本社）、山梨県北都留郡小菅村4341（源流醸造所）
URL　http://faryeast.com/

Far Yeast Brewing 株式会社（源流醸造所／山梨県北都留郡小菅村）

小麦麦芽のまろやかな口当たりの
なかに、希少なシングルホップ由来
の白ワインを偲ばせる華やかな香
りと品の良い苦味が感じられます。

⑥ TOKYO BLUES
　シングルホップウィート★

石川酒造株式会社 / 福生市
330ml / Alc 5.5% / ￥460（税抜）

エール酵母由来の華やかな香りと、小
麦由来のフルーティーな香りが楽しめ
るセゾンスタイル。ホップの苦味は少
なく、心地良い酸味を感じるほどドラ
イでシャープな仕上がり。

④東京ホワイト★
Far Yeast Brewing 株式会社 / 小菅村
330ml / Alc 6.0% / ￥515（税抜）

クリーンな苦みと華やかな香り、キレ
のある味わいのベルジャン IPA。ベル
ジャン酵母とアメリカンホップによる
華やかな香りのベルジャン IPA。

⑤東京 I PA ★
Far Yeast Brewing 株式会社 / 小菅村
330ml / Alc 6.0% / ￥515（税抜）

高知県馬路村産の「柚子」と、シトラ
をはじめとした「柑橘系の香りのホッ
プ」を効かせた、フレッシュで鮮やか
な香りが特徴のベルジャンIPAです。

②「馨和 KAGUA」IPA ★
Far Yeast Brewing 株式会社 / 小菅村
330ml / Alc 7.0% / ￥642（税抜）

モザイクホップをメインに “キレッ
キレ ”に苦味を際立たせる一方で
アルコール度数を低めに設定し、
何杯でもゴクゴク飲める爽快な
ビールに仕上げています。

③ファイナルカット
　セッションエール★

Far Yeast Brewing株式会社/ 小菅村
330ml / Alc 4.5% / ￥515（税抜）

オレンジピールとコリアンダーの香味、
クリーミーな喉ごしが美味しいベル
ギースタイルの小麦麦芽を使用。

⑦多摩の恵　ベルジャンウィット★
石川酒造株式会社 / 福生市
500ml / Alc 5.0% / ￥584（税抜）

CRAFT!  

KUNITA-CHIKA

にてご提供中※

※期間限定品のため無くなり
　次第で終了となります。

高尾ビール株式会社
おんがたブルワリー＆ボトルショップ
東京都八王子市下恩方町 1557
URL　http://www.takaobeer.com/

高尾に暮らす私たちが、山
でも麓でも楽しく過ごせ
たら。そんな想いをもとに
ビールをつくりはじめました。
自然豊かな高尾の街でつくるクラフ
トビールを、ぜひお楽しみください。

ディスタント・ショアーズ・ブルーイング
株式会社
東京都東村山市秋津町3-14-2
URL　https://distantshoresbrewing.com/

ビール祭り
にて樽生

ご案内予定※ 3つの会社のパートナー
シップで設立されたブル
ワリー。大好きなクラフト
ビールを都内で醸造するのが
夢の始まりです。｢Distant Shores｣ とは、
｢遥かな岸｣という意味を表しています。

★★

3

4

1

5

8
6

最大5年熟成させることが可能で、瓶
詰め後はホップのきいた爽やかさが、
3～5年後には熟した果実のような味
　　　　　　　　　わいに変化します。

⑧多摩の恵　
　ボトルコンディションビール★

石川酒造株式会社 / 福生市
500ml / Alc 5.5% / ￥630（税抜）



☎ 042-505-6736国立せきやビルB1階
17:30～23:00(L.O. 22:15)
定休日/火曜日

くにたち村酒場

「桃太郎ファイト」は、桃太郎シリーズの「桃太郎
ファイト」という品種。採れる量は少ないけれど、
糖度が高くて食味にすぐれた美味しいトマト。真
夏よりも雨が降る季節の前あたりが味がのってい
て良い時期だそう。

ブロック肉をお店で切って塩漬けにして熟成させ
ています。

絶品桃太郎絶品桃太郎ファイトのカファイトのカプレープレーゼ ゼ 69690円絶品桃太郎ファイトのカプレーゼ 690円

ズッキーニと塩漬け豚の串焼き 880円

イワシと新玉ねぎのマリネ 590円 TOMAGIN
トマ
トと
ジン
のジ
ュワ
っと
カク
テル

トマ
トと
ジン
のジ
ュワ
っと
カク
テル

トマ
トと
ジン
のジ
ュワ
っと
カク
テル

690 円

イワシと甘い玉ねぎのさわやかなマリネ。栄養も
豊富で玉ねぎとお酢効果で体にいいことづくめ。

トマトとジンのカクテル。リモンチェッロが入っ
ていて、爽やかでトマトの新鮮な香りが癖になり
そう。

農家から毎日届く
新鮮野菜が自慢

円
く

旬の野菜を食べよう
地元の美味しい

食べ物は、

明日の元気 !!

※野菜の入荷状況によりメニュー・価格は変更になることがあります

Distant Shores Brewing 
3つの会社のパートナーシップで立ち上げたブルワリー。
クラフトビールを都内で醸造するのが夢の始まり。
サンクトガーレン
アメリカでビールの醸造と販売を始め、1997年には厚木市に
醸造施設を造り、スウィーツビールなどの販売も開始する。
石川酒造
明治時代に建てられた創業約150年の老舗。酒造見学もでき、
地ビールや地酒を飲みながら食事も楽しめる。

Glass/200cc   670円
Regular/350cc 970円

クニタチカは 7月 8日に 1周年を迎えます

夏に嬉しい！

サクサクでアツアツ！

2018年7⽉8⽇（⽇）CRAFCRAFT! KUNITA-CHIKKUNITA-CHIKAにて
⼀部 13:00〜17:00 ⼆部 17:30〜22:00
会費：3,000円（飲⾷チケット 300 円 ×10 枚付）
主催：SAKE-BOUTIQUE SEKIYA（042-571-0001）

クラフトビールの魅力は、個性と銘柄ごとのストーリー性。
味も色もさまざまなクラフトビールの世界を覗いてみよう！

パイナップルエール
サンクトガーレン ● 厚木
ゴールデンパインをたっぷり使用
した夏季限定のフルーツビール。
泡までほんのり甘いパイナップル
風味。

I (mitaition)PA
Distant Shores Brewing ● 東村山
IPA からビタリングの工程を除いた「IBU
ゼロ」のイミテーションペールエール。
フルーティな香りで夏にぴったり！

昼飲み昼飲み
大歓迎大歓迎

日曜日
15:00 開店

採れたてのトマトとモッツァレラの
絶妙な味わい！ 650円

地元産
トマトのカプレーゼ地元産
トマトのカプレーゼ

季節野
菜のフリット盛り合わせ

豚肉の旨さがにくい

CRAFT! KUNITA-CHIKA
×

SEKIYA ビール祭り 2018ビール祭り 2018

認定山
形豚の肩ロースグリル

地元で採れた甘く水々しい新たまねぎを
カツオと合わせてサラダ仕立てに。
暑い日にピッタリ！ 700円

地元産ズッキーニと岩手産
ブラウンマッシュルーム。
アツアツが美味しい！ 700 円

レギュラークラフトはいつでもお飲みいただける定番品、ゲスト
クラフトは銘柄が入れ替わる限定品で、なくなり次第終了してし
まいますが、別の種類のビールも入荷されるので要チェックです。

※ビールの種類は季節によって
　変わる場合がございます。

山形県で認定された旨味たっぷりの
豚肩ロースを贅沢にグリル。
肉食派におすすめ！ 1500 円

さっぱりが嬉しい！

☎ 042-843-0607

国立せきやビルB1階
18:00～23:30
金 18:00～24:00
日 15:00～22:00
(L.O. 30分前)
定休日/月曜日

CRAFT! KUNITA-CHIKA
クニタチカ

どちらのカプレーゼも絶品！
是非食べ比べてくださいね 表示価格は

全て税込みです

季季節季季 野菜野野 のフリット盛り合わわせせ

ル

地元産ズッキーニと岩手産

地元で採れた甘く水々しい新たまねぎを



多摩の恵 ベルジャンウィット
石川酒造 ● 福生
オレンジピールとコリアンダーの香味、
爽やかな味わい。クリーミーな喉越しの
ホワイトエール。

ブルワリー紹介

地元
産新
たまね

ぎとカツオのサラダ仕立て




