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【コース ４】 御岳山ハイキングと青梅レトロ散歩
【コース１１】 小江戸川越をそぞろ歩き『蔵造りの街並み』
【コース１２】 狭山丘陵『トトロの森を歩く』
【コース１８】 本州最東端の港町『銚子』
【コース２０】 徳川家の歴史をたどる
『水戸・偕楽園』
【コース３２】 爽やかな高原を味わう
『北軽井沢』
【コース４２】 天城峠と川津七滝『中伊豆』

﹃らくらくウォーキングガイドＢＥＳＴ ﹄

関東〜東北エリア

お散歩の途中で …

第 回 まっぷる２００７年 版

ゴールデンウィークに向けて︑ご旅行の計画をたてて
いらっしゃる方も多いことと思います︒春風と戯れな

がら︑心地よいウォーキングを楽しみたいこの季節 …
桜前線を追いかけて日本列島を北上する旅も魅力的
ですが︑近頃話題の﹁ Pasmo
﹂を利用して︑下町の路
地裏を歩いてみるのも楽しいものです︒
今回は関東〜東北エリアにかけてのベストスポットを
丁寧に紹介したガイド ブックをご案内します︒
①その土地のベストシーズン ② 歩行時間・距離・難
易度 ③ 駐車場・電車 情報 ④ 途中で立寄りたい食事

処や土産処 ⑤ 知って楽しいご当地コラムなど …
﹃まっぷるシリーズ﹄だけに地図がわかりやすいのが
特徴です︒コースづくりのナビゲーターとしてご活用
下さい︒

46

☆春にぴったりのコースもいろいろ…（全５０コースより抜粋）

50

この本を抽選で３０名様にさしあげます。ご希望のお客様は裏面の応募用紙で
お申し込み下さい。 なお、抽選ではずれた場合でも別途購入を希望する方は
お知らせ下さい。
定価￥９８０
（税込）昭文社発行

所長プレゼント
NO.3

ビッグなプレゼントがいっぱい…
前回好評の『あそんですく』
が
イラスト入りで再登場！
お待ちかね、
『リサとガスパール』の絵本や
『ミニ五月人形』、
『美術展』
も目白押し！
今回の締切は4/14（土）正午です。

ナビぐるめ 48
ピッツェリア『ラ・パーラ』
多摩市山王下１-１３-６ マンションサザンヒル１Ｆ
TEL 042-339-7888
P あり
営業時間 11：30〜14：00 ランチタイム
（ 月〜土）
17：00〜22：00
定 休 日 木曜日
http://www.lapala.com/
石窯で焼き上げる本格派のピッツァと
ナポリの家庭料理が楽しめる人気店。
２００２年７月のオープン、新鮮な魚介類
や旬の野菜を取り入れたアンティパストは、何度訪れてもオーダー
し尽くせないほど種類が豊富。カンツォーネの流れる店内で、大皿
に映える美しいお料理と行き届いたサービスが味わえるのは、毎年、
南イタリアへの料理研修に出かけ、現地の風土や文化をスタッフ
全員が感じて帰ってくるからこそ…。 ナポリピッツァ協会から世界
第２０６番目の公認加盟店としての称号を与えられ、パスタやチーズ、
ワインのメニューもさらに充実…自家製ドルチェの美味しさも格別
です。 さて、昨年４月のイベント
『春だ！ナポリだ！マルゲリータとマ
リナーラを食らう会』が圧倒的に好評だったため、超太っ腹のオー
ナーが『ナビぐるめ』の読者の方のためにお料理とワインの相性が
楽しめるフルコースの企画を提案して下さいました。 題して
『南イタ
リア・マンマの味フルコースと南イタリアのワインを合わせチャオ！』…
風薫る５月、おしゃれで楽しいディナータイムをご一緒しませんか？

←堀之内方面

ますかわ

まさと

桝川

雅人

74

当店で人気の
オリジナルプレゼント
ご紹介します♪

昭和４３年１１月２日生
山形県酒田市出身
（センター店 お客様サービス係）
担当エリア：
１３区
乞田・貝取・豊ケ丘 １・２丁目

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

所長プレゼントNO.１

中

沢

池

公

園

３年前の４/１０号に永山店スタッフとして登場。理由あって…？
しばらく放浪の旅に出ていたが年明けより復職、センター店で再
スタートを切る。穏やかな庄内弁と優しい眼差しはそのままだが、
顔つきがシャープになったのは昨年秋より始めた玄米食で１０kg
の減量に成功した証。(驚）箱根の有名レストラン『オー・ミラ
ドー』でチーフシェフを務めた職歴があり『医食同源』を提唱、
話題の『マクロビオティクス』や『デトックス』について語れば
エンドレス…自分で結果を出したので説得力もあり。昨年山形の
父上が他界、明るい４０代を迎えられるよう、具体的な目標を
持って努力することが今の課題。浜口あゆみの大ファン、朝刊を
配達している間に「黒豆」をコトコト炊いたりするとはさすが
料理人、これからやってみたいことは『太極拳』…ユニーク大
賞「ますじぃ〜」の再出発にエール！
所長より一言：明るいけれど、職人気質のストイックな一面も
あり？ お客様からの評判も良いので、今後は
じっくりと頑張って欲しい。

（対象年齢 ３〜５歳）

くみたてかんたん！
接着剤や工具を使わず、
簡単に組み立てられます。
ひとりでたのしい！
自分だけの机でお絵かきや
お勉強が楽しめます。

ウン通り

永山方面→
多摩センター駅

堅苦しいことは抜きにして、今宵は飲んで食べて楽しんじゃってください！ byオーナー
◉日 時
◉参加費
◉定 員

５月１６日（水） １８：００〜 （ラ・パーラ店内）
おひとりさま ４０００円 【特別料金】
１２名（先着順、定員になり次第締め切ります。）
内

容

☆アンティパスト
（前菜）
1.冷製アンティパスト・ミスト
（鮮魚のカルパッチョ・フルーツトマトのカプレーゼ・魚介と
黒米のインサラータ）など

2.温製アンティパスト・ミスト
（本日の揚げ物フリット・貝のグラティナータ・トリッパ）など

☆プリモピアット
（第一の皿）
3.ピッツァ・マルゲリータ（トマトソース・バジル・モッツァ
レラチーズ使用のナポリを代表するピッツァ）

４.ピッツァ・クワトロ・フォルマッジオ （４種類のイタリア
チーズを使用したナポリピッツァ）

５.パスタ・アル・ラグー
（イノシシのミンチを煮込んだソースに幻のチーズを和えた
ショートパスタ）

☆セコンドピアット
（第二の皿）
６.ブラザート・ディ・マンツォ・コン・ポルチーニ
定価 ￥3675
サイズ（組立時）
幅７５０ミリ×奥行き４９９ミリ×高さ５４７ミリ

所長プレゼントNO.２
転 出されたお客 様から
問い合わせを頂くことが
あります︒
﹃さわやかメール﹄
のよ
うなプレゼントが転 居
先の販 売 店にないので
すが⁝
﹃アニマルフック﹄
という
たった一つのプレゼント
が５年の歳 月を経て
現 在のような形 式に
なりました︒
﹃ 美 味しい﹄﹃ 可 愛い﹄
﹃ 便 利 ﹄﹃ 壊れちゃった﹄
e t c ⁝ など︑
色 々なお声を聞かせ
て頂くのもグッズ選び
の参 考になります︒
新 聞を読んでいるとつ
いてくる＋αのサービ
スをお楽しみ下さい︒
所長
？
！

ニュータ

ラ・パーラ 初夏の特別企画
『南イタリア・マンマの味フルコースと
南イタリアのワインを合わせチャオ！』

好評につき（３/１０号）再登場！

『あそんですく』

唐木田駅↓

←

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

リターンズ

ローソン

松が谷トンネル

インフォメーション
スタッフ紹介

ラ・パーラ

セブン
イレブン

（牛ホホ肉の煮込み・ポルチーニ風味）

☆デザート・コーヒー
以上６皿のお料理に対して、それぞれ４種類のワインをお出しします。
１： 白ワイン
２：ライトボディ赤ワイン
３・４：ミディアムボディ赤ワイン
５・６：フルボディ赤ワイン

毎月、根強い人気の球根プレゼント！
当店では カリスマ球根 と
呼ばれる最高品質の球根を
お届けしています。
今月は春のスペシャルプレゼントとして、
人気品種『カサブランカ』 に便利な
しゃべるセット をつけてお届けします。

参加ご希望のお客様はFAX・おはがき・ホームページからお申込下さい。
申込先 〠206-0033 多摩市落合１-２０-１
０ ASA多摩センター内
FAX ０４２-３７３-３１
５４ http://www.sawayaka-mail.com
『南イタリア・マンマの味フルコースと
南イタリアのワインを合わせチャオ！』係 まで
※上記イベントの詳細については直接『ラ・パーラ』にお問い合せ下さい。

