あけまして
おめでとうございます♪

さわやかメール

今月は『開運賽銭箱』や
『こち亀時計』など、
新年らしいポップな
プレゼントがいっぱい…
今年の運だめしは
『さわやかメール』からどうぞ！

http://www.sawayaka-mail.com
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ワ−ナー・マイカル.・シネマズ
多摩センター様のご協力により、
『映画特別ご鑑賞券』
を25組
50名様にプレゼントいたします。
◎ご希望の方は裏面の応募用紙で
お申し込みください。応募NO.★7
２００５年 月 日 ︑待 望の
﹃シ ネマコン プレックス ﹄が
多 摩センターにオープン⁝
﹃ お 散 歩 感 覚で 映 画 館に 行
ける﹄喜びは感 動に近く︑す
でに何 本かの作 品 を 鑑 賞さ
れた方も多いのでは⁝ ︒施設
内は８スクリーン︑総 座 席 数
１８０６席 ︒︵ 車 椅 子スペース
席 ︶最 大 劇 場で ある１番
スクリーンには ︑バルコニー
席でワンランク上のシネマタ
イムが楽 しめる﹃ ゴールドク
ラス﹄︵ 席 ︶を 併 設 ︑最 新の
音 響 設 備﹃ ＷＭＳＳ
︵ワムス︶﹄
の導 入により︑クリアで迫 力
のあるサウンドが満喫できま
す ︒﹃ サ ポートステーション ﹄
や﹃ サービス 介 助 士 ﹄な ど
質の 高いお 客 様 サ ポートも
万 全 ︑並 ば ず ゆった り ⁝ ︑
観たい映画をインターネット
で予 約 購 入できる﹃ｅ席リザ
ーブ﹄はとにかく 便 利 ！ルー
ニー・チューンズの可愛いキャ
ラクターが お 出 迎 え ︑最 高
の映 像・音 響・サービスを 心
ゆくまで楽 しみましょう ︒
10

78

11
15

ワーナー・マイカル初の新サービス『ゴールドクラス』のご案内
◆通常の鑑賞料金にプラス500円でご利用いただけます。
◆ハイクオリティシート、お好みの1ソフトドリンク付、専用のラウンジスペースなど、
ゆっくりくつろいで映画を楽しんでいただけるサービスをご提供します。(1番スクリーンのみ）

お散 歩 の途 中で⁝

第 回 〜新春特別編〜
﹃ワーナー・マイカル・シネマズ多 摩センター﹄

新春ビッグプレゼント！

ナビグルメ 34
ロビーラウンジ

『デュエット』
多摩市落合1-43
京王プラザホテル多摩2Ｆ
TEL 042-374-0111（代）
営業時間 平日・土曜 11：00〜23：00
日曜・祝日 10：00〜22：00

http://www.keioplaza.co.jp/tama
吹き抜けが心地よい、開放的な空間…ゆったりとしたソファに
腰をおろし、チェックイン前のひとときをすごしたり、アフタ
ーディナーの余韻を楽しんだり、ロビー前のラウンジには、ホ
テルならではの洗練された雰囲気が漂っています。お友達との
おしゃべりには、ホテル特製の『ケーキセット』（￥800税サ
込み）がおすすめ…お手頃なお値段と上品な味わいは人気メ
ニューとして定着。カウンター席ですごす至福の時間…ワイン
やカクテルをかたむけながら落着いたひとときが楽しめます。
一日一組限定、新スタイルの挙式『ブライトセレモニー』の提
案も魅力的。身近なホテルを上手に利用してちょっぴり華やい
だ時間をすごしたいものです。

知ってお得な割引サービスいろいろ
☆ファーストディ 毎月1日は映画ファンの日……………￥1000均一
☆レディスディ
毎週水曜日は女性に限り ……………￥1000均一
☆シニア割引
60歳以上の方 …………………………￥1000均一
☆レイトショー
夜9時以降に上映するすべての作品…￥1200均一
※詳細については直接お問合せください。

多摩市落合1-45-2 丘の上パティオ2Ｆ
TEL042-355-8700（10:00〜22:00)
Pあり( 映画有料鑑賞で3時間サービス）

www.warnermycal.com

BOOKのご紹介

《リターンズ》
きだちりゅうすけ

木立 龍介
昭和50年10月25日生
永山店店長

『ねぶたまつり』（ラッセラ〜ラッセラ〜…）で
おなじみ、青森県青森市出身の30歳。身長186
センチ、国士舘大学バスケット部の主将をつとめ
た筋金入りのスポーツマンだけに統率力は抜群…
永山店の店長として、一家の大黒柱（愛妻陽子さ
ん、長男汰一くん、次男侑太くん）として大車輪
の活躍。入社８年、思い起こせばしんどいことも
いくつか…①配達2日目でみぞれ交じりの雪に遭
遇したこと、②家族サービスで出かけた大阪で飲
み水にあたりA型肝炎を患ったこと、③汰一君 5
歳の時、全身麻酔を要する耳の手術がとてつもな
く心配だったこと。現在は健康維持のために落合
⇒永山の道のりを「ちゃりんこ」で通勤し、10キ
ロのダイエットにも成功！（所要時間10分とはス
ゴすぎ…）、独立して所長になるのが目標、お客
様のご要望にお応えできる人材育成が第一、率先
垂範で頑張るリードマンの未来にエール！
所長より一言：独立への道のりには大変なことも
いっぱい…だからこそ、将来の夢
を語り合う陽子さんとの時間を大
切にしてほしい。

★毎週木曜日は

『ピアノミニコンサート』を開催
19：00〜/20：00〜/21：00〜
第2・第4金曜日は『フルート・ピアノによるミニコンサート』を開催
19：00〜/20：00〜/21：00〜

★おすすめ！『ホテルオリジナルケーキとコーヒーまたは紅茶のセット』
平日 11：00〜17：00／休・祝日 10：00〜17：00
￥800（税金・サービス料込）

インフォメーション
スタッフ紹介 59

『デュエット』さんからのインフォメーション

★特別な日をおふたりに… 《ブライトセレモニー》
ロビーラウンジ『デュエット』での挙式。
キリスト教式の式次第をセレモニーアレンジします。
感動の入場シーンは会場中央のセレモニーテーブルへ
続くバージンロードを踏みしめて、たくさんのゲスト
に見守っていただける新しい挙式スタイルです。

なんでもわかるビックリ科学誌

週刊

かがくる

挙式料／￥180,000（税込価格 ￥189,000）
※お問合せはブライダルスタッフまで… TEL042-374-5932

プラス

∞⇔∋⊆∽≠≒∇♂＆♀ （全50冊）

3月9日(木)創刊 予約受付中！
創刊号サービス定価240円 2号以降定価490円 ※価格は税込

みんなからの熱い期待にこたえて
よりパワーアップした続編登場！
宇宙のふしぎから、人間のからだのしくみまで、
「はてな？」はまだまだいっぱい。
そんな「はてな？」を一気に解決！マンガを
楽しく読むうちに「科学する心」が育ちます。

週刊『街道をゆく』に欧米編がいよいよ登場！
これで全『街道』が揃います！
週刊

司馬遼太郎

本日発売！

21 世紀に蘇る司馬遺産

『街道をゆく』
朝日ビジュアルシリーズ

欧米編 全10冊 毎週火曜日発売
定価560円 (税込）

毎回大好評
『ゆきえさんの絵本の会』のご感想
会場のイワオ企画さんは ゆきえさんの絵本の会
にぴったりの雰囲気で、ゆきえさんの絵本と共に
私たちの心に暖かなクリスマスを刻んでくれまし
た。子供達の笑い声と絵本が好きな人々がかもし
出す空気が、本当に心地よい時間でした。娘は大
きくなっても、きっとこのクリスマスの「お話の
夜」を覚えている事と思います。
豊ヶ丘 Tさんより
ゆきえさんの絵本の会 は、ほんとうに楽しい
時間でした。とても短く感じましたが、一瞬一瞬
がキラキラしていて印象に残りました。何より
参加されているお子様方の笑い声がとても可愛ら
しく、大人も子どもも皆でフツウに楽しめるんだ
なーと、ゆきえさんのスゴさを改めて感じまし
た。読んで下さった絵本を後から手にとってみ
ましたが、ゆきえさんにかかるとさらに活き活き
し出すんですね。また参加したいです。
Kさんより

二〇〇六年の幕開けを
どのようにおすごしで
しょうか？
三月にはトリノ五輪︑
六月はドイツでのワー
ルドカップ︑今年はス
ポーツ観戦にみどころ
がいっぱい⁝︑臨場感
あふれるひとときを
ご一緒しましょう︒
セレクトショップ
﹃ Minicre﹄
wも
ミニおひなさまやイン
ポート小物など春らし
い商品をそろえて一月
中旬に再オープン予定︑
メール配信サービスも
検討中︑スタッフ一同
今 年 も フ ル パワ ー で
頑張ります︒ 所長

大好評！ 第20回バスツアーのお知らせ

『早春の秩父路 長瀞の蝋梅とイチゴ狩り』

コース：多摩センター駅 7：00
永山駅 7：15

◆期
日 / 2月22日(水）
◆旅行代金 / 7300円（昼食弁当・宝登山ロープウェー・イチゴ狩り付）
◆お申込み・お問合せは 朝日旅行会まで TEL03-5777-6722 担当 笹嶋
◆本日（1/10）、新聞チラシが折り込まれていますのでご覧ください。

関越道〜花園I.C〜長瀞・宝登山の
蝋梅・弁当昼食〜両神・福寿草の
群生地〜吉田・イチゴ狩り〜
雁坂トンネル〜勝沼I.C〜
中央高速〜国立府中I.C〜
永山駅 19：45
多摩センター駅 20：00（予定）

