春もいよいよ〜。
今月は「猫のファイルセット」や
「アクセサリースタンド」、
フラワー柄の「ガーデニングフォーク」など
春にぴったりのプレゼントがいっぱい…。
おいしい保存食、今回は
越後製菓の「醤油せんべい」を
ご用意しました。
『黒田清輝展』のチケットも登場。
たくさんのご応募おまちしています。

201６年3月10日（木）vol.３６９

今月の締切は３月１６日（水）です。

お散歩の途中で …
第121回
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【オーナーより ごあいさつ】

ピザ＆スパゲティー

豊ヶ丘六丁目

ハウスリーク

ピザ＆スパゲティー
ハウスリーク

『 H o u sel eek 』
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『一本杉公園周辺桜マップ』

の道

営業時間

一本杉公園

ランチタイム11:00〜16:00 LO15:15（平日）
LO14:30（土日祭日）
ディナータイム17:00〜21:30 LO20:30

定休日 水曜日／駐車場あり
http://houseleek.jp/

インフォメーション

※アサウェブタマに特集記事あり

一本杉公園そば、赤い外観が目を惹くおしゃれなレストラン。
１ ９ ８ ７年のオープン。 イタリアンにこだわらないカジュアルなメニューが人気、素材を厳選したフレッ
シュ野菜たっぷりのスパゲッティをはじめ、「魚介類のトマトスパゲティー」（￥１３００）も変わらない
おいしさ。 自家製のピザ生地とピザソースを使ったあっつあつのピザ… 季節限定「カキとホーレン
草のピザ」（Lサイズ￥１６７０）はとにかく絶品。 ドイツビールフェア開催中、「ヴァイスビール」と「ピル
スナー」はお料理との相性も抜群 ！ ワンちゃんとのお散歩には一本杉公園の桜が美しいテラス席を
ご利用下さい。 店内はウッディでやさしい空間... ご家族やお友達とのお集まりに足を運んでみま
せんか?

スタッフ紹介 １５3
く ろ だ

しんぺい

黒田 真平
平成 7年12月18日生 (20歳）
愛媛県松山市出身
センター店カスタマーサービス
担当エリア：12区 落合1・2・3丁目 豊ヶ丘1丁目

多摩ニュータウン通り

シフトで生計をたてる。 週に1度の休みは夕日のきれいな地元『梅津寺海岸』でリフレッ
シュ。 求人誌で見つけた東京での仕事... しくしくと続く奥歯の痛みから解放されたい
一心で社会保険完備の会社が決め手となった。 “きっかけは虫歯から...” なんとも珍し
い就活エピソードに心が和む。
1 : 4 0 A M 出勤のため、夕食後は寝ないですごすが、キンクマハムスターの『ぽんすけ』
(女の子/8ヶ月)との同居が独り暮らしの寂しさを解消してくれる。 食欲旺盛な『ぽんす
け』は要ダイエット... 体重が重すぎて回し車が回らない。
お酒も解禁、エナジードリンクカクテル 『レッドブル&ウォッカ』がお気に入り。 お金が貯
まったら国分寺に暮らす同級生とタイに行きたい。 離れて暮らす両親には誕生日プレゼ
ントを贈りたい。 心優しき青年にエール !

タブロイド３２ページ フルカラー

ご紹介

《Pizza》

Lサイズ(直径２１cm)
チーズはデンマーク産サムソチーズ ニュージーランド産チーズ
イタリア産モツァレラチーズを使用しております。

朝日

ジュニア
学習年鑑
２０１６

土・日・祝日
ピザLサイズのみ 単品\1000〜
ピザは11種類 『カキとホーレン草のピザ』も
ランチセットになります。
本日のスパゲティー 単品…\1200
〔ドリンクメニュー〕
ドリップコーヒー・アイスコーヒー
紅茶 (Hot or Ice)・ オレンジジュース・コーラ

スモークサーモンとフレッシュトマトの
アーリオオーリオスパゲティー…\1400
魚介類とトマトのスパゲティー …\1300
ソーセージと季節野菜のトマトスパゲティー …\1200
ナポリ風あさりときのこのスパゲティー …\1200

【ケーキセット】

《Antipasto》 前菜
5種ソーセージとモツァレラチーズの盛り合わせ…\648
たことトマトのアーリオオーリオペペロンチーニ…\548
ベーコンとポテトの香草焼き…\477
3種ソーセージの盛り合わせ…\500

※抽選にはずれた場合でも購入を希望される場合はメッセージ欄でお知らせ下さい。

所長より特別プレゼント

平日
ピザは Sサイズ (直径16cm) 単品 \800〜
Lサイズ (直径21cm） 単品\1000〜
から選べます。
本日のスパゲティー 単品…\1150
〔ドリンクメニュー〕
ドリップコーヒー・紅茶 (ポット)(JANATダージリン)
エスプレッソ・ オレンジジュース
レモンマートルハーブティ (ポット)

ハウスリークピザ…\1300
漁師風魚介類のピザ…\1400
モツァレラチーズのマルゲリータ…\1000
モツァレラチーズのマリナーラ …\1100
サラミバチカンアンチョビオニオンガーリック…\1200
半熟卵と野菜ベーコンのピザ… \1150
たことバチカンアンチョビオニオンのジェノバピザ…\1200
バチカンアンチョビオニオンガーリック…\1000
トリプルチーズとフレッシュバジルガーリック…\1400
バナナとマシュマロのデザートピザ…\1200

定価 380円 （税込）

応募 ★NO.1

《Insalata》

日本と世界の最新データがぎっしり！！

調べ学習に、必携の一冊！

定価
2484円 （税込）

3/25 （金） 【朝日ジュニア学習年鑑別冊】
発売！ イラストとマップとデータでわかる日本の地理

オリジナルマンゴーケーキセット…\800
単品…\450
本日のケーキセット…\780／単品…\430
〔ドリンクメニュー〕
ドリップコーヒー ・ カプチーノ
※コーヒーはすべて産地・焙煎を厳選した
ストレートコーヒー

ハウスリークサラダ…\686
モツァレラチーズとアンチョビのアーリオオーリオサラダ…\900

ニュースや統計、知りたいことは全部のっている！

レモンマートルハーブティ (ポット)
ダージリン・アールグレイ

《Kid’s Pizza》
サラミとフレッシュトマトのピザ (Sサイズ)
オレンジジュース付…\720

《Sweets》

定価 3024円 （税込）

大好評！
第7９回

バスツアー

クレームブリュレ…\500
オリジナルマンゴーケーキ…\450
アフォガード…\450
シャーベット (フランス産) …\380
本日のケーキ (3種類) …各\430

小野路配水場前
交差点

★ランチは基本 スパゲティーorピザ+300円で
サラダとドリンクがつきます。

《Spaghetti》

『映画ドラえもん公開記念特別号』を1５名様にプレゼント致します。
ご希望の方は裏面の応募用紙またはHPからお申し込みください。

Houseleek
尾根幹線道路

【ランチセット】

【ディナーメニュー】

映画ドラえもん 公開記念特別号 ２０１６春

の
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一本杉公園

所長よりひとこと… 永山店にも松山出身の青年(白石剛大)がひとり...。
大陸的で優しい性質ながら意思の強さを併せ持つ一面には共通点あり。
デスクワークよりもお客様との接客が好き。 可能性は無限大、新しい
自分にチャレンジしてほしい。

チャットボード

パルテノン多摩

※価格は全て税別です。

・・・・・

上之根大通

ばいしんじ

多摩センター駅

青木
葉通

【レモンマートルをご存知ですか?】
店内ではオーストラリア産のオーガニックハーブ『レモンマートル』製品を
多数販売中。 爽やかな柑橘系の香りの『レモンマートル』には抗炎症・
抗菌・抗酸化作用などの効用があり、カルシウムやビタミンE・亜鉛など
が豊富。 香りの主成分シトラールの含有量は世界一 ! (レモングラスより
多い) シトラールは血管を弛緩させたり自律神経の調和を促す働きが
あります。 ぜひお試しください。
レモンマートルティパック…\1100／茶葉…\620
エキナセア・レモンマートルブレンドティ…\548／ ジンジャーレモンマートル…\548
エッセンシャルオイル…\1300／ レモンマートルリップクリーム…\1200
好評 ! レモンマートルキャンディ…\93／\300／\540

181cmの長身、顔のパーツが小さく、ひと昔前で言う「しょうゆ顔」の癒し系男子が仲間
入り。 3つ上の姉、2つ上の兄に可愛がられた末っ子の次男坊。スポーツ歴が痛快...小学
校時代は長身を生かしてミニバス、中学時代はカーブドライブを武器にして卓球、高校時
代は父親のススメもあり空手。 運動能力に優れ、どの競技でもまずまずの戦績を残す。
情報処理学科を卒業後、親元を離れ独立、地元の医療機器メーカーにプログラマーとし
て就職するが半年で退職。 その後はセブンイレブンで半年、ローソンで半年、連日の夜勤

BOOK

地域のみなさまに支えられて、
オープン２９周年を迎える事が
できました。 目まぐるしく変わる
世の中で、いいのか悪いのか
お店は２９年前と同じ。
メニューも２９年間お出しして
いるものもあります。
オープン当初にいらしていただいた
お客様が可愛いお孫さんを連れて
いらしてくださるのも
うれしい限りです。
これからも皆様に愛される
お店として、スタッフ一同頑張ります。

(どちらも JANAT)(ポット)

マルコポーロ (マリアージュフレール)(ポット)
★価格は全て税別です★
キリトリ線

さわやかメール

特別
クーポン

お食事をされた方に ドリンク
（オレンジジュース または コーラ）を
サービス いたします。
有効期限 2016年3月31日まで

韮山反射炉と三島スカイウォーク
■旅行期日：3月23日（水）
■旅行代金：大人 93００円

※昼食付き

中高生 ８８５０円
小学生 ８５５０円

◆本日（3/10）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

