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イベントに
ついて詳細は
こちらから▶

今年の冬のROCKは、
あなたの心拍数を上昇させるアツいイベントが目白押し！寒い時こそROCKに集まって、 美味しいフードやここでしか体験できないイベントを満喫しよう。平成最後の冬、
もうドキドキが止まらない！
！
！
！
初開催

（bpm）

平日限定

Lunch 11:00-15:00（L.O14:00）
Dinner 17:00-21:00（L.O20:00）

280

カレー好き大集合！
！

カレーバイキング

260

ランチ¥2,700／ディナー¥3,780
※中学生以下半額・未就学児無料
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「 ROCKのカレー」はもちろん、
シェフの
個性を活かした数種類のカレールーとそ
れを彩るトッピング、
ライスにナン、ほう
とうまで!?色々な組み合わせを試して自
分好みのカレーをみつけよう！

220

ゾクゾク

要予約

バクバク
毎年恒例!MAX50%OFF！
！

寒いほどお得フェア

クリスマスパーティーにはやっぱりこれ！
！

テイクアウト
Xʼmasパーティーセット
Lセット ¥6,000／Mセット ¥3,800
冷製オードブル ¥2,000

ホームパーティーを盛り上げるボリュー
ム満点のクリスマスパーティーセットを販
売します！骨付きももローストや、チキンウ
イング、
さらにはローストビーフや、
シュト
レンまで。ROCKの味をご自宅でお楽し
みください！

4日間限定！シェフ渾身のおもてなし!

スペシャル
クリスマスメニュー

ウキウキ

八ヶ岳の寒い冬を熱く盛り上げる大人気イベント！その名の通り、
寒ければ寒いほど対象商品の割引率が上がり、最大半額になっ
ちゃいます！
！ROCKでは名物のビーフカレーが対象となります。

この時だけしか食べられない「ロースト
ビーフ&限定メニュー」
が登場します！詳し
くは当日、店内のおすすめメニューをご覧
ください！

初開催
ワクワク

未来のオリンピック選手がここから！?
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eスポーツ大会

180
初開催

初開催

平日限定

平日限定
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14:00-17:00（L.O16:00）
140

ドキドキ

14:00-17:00（L.O16:00）
さむ〜い冬にあま〜い贅沢！

テーブルいっぱいの甘い誘惑

デザートビュッフェ

デザートビュッフェ
¥2,160/60分

120

100

※中学生以下半額・未就学児無料
ケーキにプリン 、チョコレートフォン
デュ、
ソフトクリームなど様々なデザート
が60分間食べ放題です！あま〜い平日の
ティータイムをお過ごしください！

¥2,160/60分
初開催

20:30

集合

-21:00START

Xʼmas Movie Night

¥2,160/1ドリンク+おつまみ
※中学生以下半額・未就学児無料

ROCKスタッフが厳選した、クリスマス

60

シーズンにふさわしい名作映画を店内
巨大スクリーンで上映します！ファミリー
やカップル、
お一人様も大歓迎！

11月

※表示価格は全て税込です。

※中学生以下半額

要予約

聖なる夜は名作映画を
店内巨大スクリーンで上映！

80

0

要予約

12月

21:00START
平成最後のカウントダウンをROCKで！

家に籠もってないでROCKでデザート
ビュッフェを楽しもう！あま〜いスイーツ
が 60 分間食べ放題です！寒い時こそ
ROCKに来て、自分にご褒美を！

初開催

平日限定

20:30集合-21:00START
心と魂を揺さぶる

詳細が決まり次第、web・店舗
にて発表します。
テレビゲームで勝敗を競い合う
「 eス
ポーツ」、
いまやアジアオリンピックのメ
ダル種目としても認定されています！そ
んな話題のスポーツ大会をROCKの巨
大スクリーンで開催！年齢、性別問わず
みんなで盛り上がろう！
！優勝者には超
豪華賞品をご用意します！
！

ROCK Movie Night
¥2,160/1ドリンク+おつまみ
※中学生以下半額・未就学児無料

ROCKスタッフが厳選した、DEEPな映
画を店内巨大スクリーンで上映します!五
感をフルに刺激する熱い夜をお楽しみく
ださい！

カウントダウン
パーティー

69

詳細が決まり次第、web・店舗
にて発表します。

毎年恒例のカウントダウンパーティーで
すが今年はスペシャルです。
何と言っても
平成最後の大晦日！
！振る舞い酒、年越し
そばは当たり前ですが今年はなんと…詳
しくはwebで！
！

1

2019 月

2月

3月

bpm
（time）

ROCKの冬と言えば、誰でも「暖炉でマシュマロを焼く」ことができる
のをご存知でしたか？揺らめく炎を見ながら、
自分で焼いたトロトロの
マシュマロを食べる幸せ！
！お一人様1回、無料でサービスしています。
暖炉横に置いてあるマシュマロをご自由にどうぞ！
！

・・・・・・・

レッ
チャ ツ
レン
ジ!

目指せ!マシュマリスト!?

を焼いてみよう！
教えてくれた人
ROCKスタッフ みく

佐藤 陽介（さとう ようすけ）

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターにレ
ンジャーとして勤務する傍ら、3児の父として
八ヶ岳のアクティビィティに精通するスー
パーお父さん。
八ヶ岳でマシュマロのことは彼に聞け！と言
われるほど焼マシュマロのプロフェッショナ
ル。

クルクルと回していると、
だんだんと色が変わって
きます。
ここで油断は禁物ッ！
！色が変わり出すと、
あっという間に変化していきます。全体が
「きつね
色」
になったら、
サッと暖炉から離してください。
ついつい、炎に近づけたくなりますが、
マシュマロが火に近づきすぎると、
あっ
という間に真っ黒に・・・。炎が出ていな
い
「おきび」
の場所を狙って焼きましょう！

外はカリッ！中はトロトロ〜な
焼きマシュマロの完成！
マシュマロ焼きは恋愛と一緒！焦らずじっ
くり時間をかけて、棒を回しながら焼くの
も大切。一ヶ所だけ集中して焼いてしまう
と、全体がトロトロにはなりません。

この冬は、
ROCKでみんなとワイワイ集まりませんか？
各種パーティーや、家族や友人との集まりな
どにお使いいただける2種類のプランをご用
意しています。ROCK 人気のオリジナルメ
ニューと、
タッチダウンビールやソフトドリン
クの飲み放題がセットで、大変お得です。
ご
予約は、
店頭または、
お電話でどうぞ。

予約期間：11/1〜3月中旬
予約可能人数：8名〜32名
予約TEL：0551-48-2521
※表示価格は全て税込です。

いただき
まーす!

※熱々ですので、食べる際は十分にお気を付けください。

ROCKパーティープラン in WINTER（要予約）
※予約状況によりご利用いただけない日もございます。
あらかじめご了承ください。

BEATLESプラン
1名様 ¥6,480

ROLLING STONESプラン
1名様 ¥4,860円

前菜/トルティーヤチップス/サラダ/
フラムクーヘン/フライドチキン・ポテト・
ソーセージ盛り合わせ/甲州麦芽ビーフ
ステーキ/カレーorパスタ/デザート
+ドリンク飲み放題(ビール全種類/
マルサンワイン赤・白/日本酒/焼酎/
ソフトドリンク/100%ジュース/
ドリップコーヒー/紅茶)

前菜/トルティーヤチップス/サラダ/
フラムクーヘン/ポテト・ソーセージ盛り
合わせ/ポークグリル/カレー/デザート
+ドリンク飲み放題(レギュラービール
5種/ソフトドリンク/コーヒー/紅茶)

その時だけしか食べら
れないメニューもある
かも？
！乞うご期待！
！
！

シェフの週替わりメニューはじめます。
この冬、ROCK では定番メニュー以外に、週替わりで、
シェフのおすすめメニューを
「ランチ」
と
「ディナー」
でご提
供いたします。
どんなメニューがでるのかは、テーブルに
ある
「おすすめメニュー」
をチェックしてください。

ROCK シェフ
小田切

ROCK 料理長
菊原

ROCK シェフ
ヒエップ
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発酵よりも古い
オールモルトの
かな香りと、
ならではの華や
した甘さが特
い。ほんのりと
ふくよかな味わ
美しいビール
ルビー色をした
徴の艶やかな
け苦味を出し
年よりも少しだ
です。今回は例
てみました。

伝統的な甘みと苦味のバランス

アルト

L ¥780
S ¥580 / ピッチャー ¥3,000

香り
カラメル麦芽の濃
厚な香りとホップ
の苦味がバランス 甘味
苦味
のいいエールタイ
プのビール。
フルーティーな香
りがあるため、暖炉
コク
爽快感
の火を見ながらワ
［上面発酵］
イン感覚でお召し オールモルト
ALC 5.0% IBU 21
上がり下さい。

タッチダウンのキレが
黒ビールの常識を変える！
ドイツ語でシュバルツは
「黒」
という
意味。
ラガービールのシュバルツは
見た目によらずすっきりとした味わ
いで、
コーヒーやチョコレートのよう
なアロマとほんのりロースト麦芽の
香 ばしさを感じる。ドイツの詩 人
ゲーテが愛したシュバルツビールの
「ケストリッツァー」がヘッドブル
ワー松岡の目標。

上品な香りと大人の苦味

ショコラ シュバルツ

L ¥780
S ¥580 / ピッチャー ¥3,000

冬限定。
ブラック麦
芽のこげこげしさ
と苦 味 が 特 徴 。ラ 甘味
ガーなので、後 味
スッキリのタッチダ
ウンならではの黒
ビールです。

香り

苦味

コク

爽快感

オールモルト
［下面発酵］

ALC 5.5% IBU 35

＊運転者、および 20 歳未満の方へのアルコール提供はいたしません。 ※表示価格は全て税込です。

TOUCHDOWN BEER
ただのクラフトビールではありません。ROCKは
「つくっている場所からほんの数歩の場所でビー
ルを楽しめるお店」
だって知っていましたか？

ROCKでお出ししているタッチダウンビールは、
本場ミュンヘンから輸入する天然酵母と、伝説の
ビール職人・山田一巳の門外不出の製造方法に
こだわり、ROCK地下にある八ヶ岳ブルワリーで
つくられます。
日本はもとより世界のビアアワード
で数々の一等賞をいただいた、
ここだから飲める
生ビールです。ぜひ、ROCKのフードと一緒にお
楽しみください。

サイズの違いについて
ピッチャー

L

S

300ml

500ml

2000ml
すっきり爽やか、
ほのかな香り

カラメル麦芽が生む深い味わい

L ¥780
S ¥580 / ピッチャー ¥3,000

L ¥780
S ¥580 / ピッチャー ¥3,000

ピルスナー

R

H
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ハッピーアワー限定ビール

10:00~17:00
ケルシュ S ¥300
低アルコールビール
「ケルシュ」
300mlがなんと¥300!!
開催時間も価格も
規格外のお得さ！
！

タッチダウンの原
点となったビ ー
ル。麦本来の香り
と味を楽しめる、
デュンケルと並
ぶ不動の人気メ
ニューです。

デュンケル

香り

甘味

「ダーク」を意味
する名前を持つ、
濃くて澄んだ 色
のビール。深みが
ありつつスッキリ
した定番人気商
品です。

苦味

コク

爽快感

L ¥780
S ¥580 / ピッチャー ¥3,000

L ¥780
S ¥580 / ピッチャー ¥3,000

甘味

苦味

爽快感

タッチダウンのな
かでも特に飛び抜
けた個性を持つ一
杯 。麦 芽のリッチ
な風味、香り、
コク
が非常に深い味わ
いです。

香り

で世 界 一 の実力
を持つビール。キ
レ 味と上 品 な 苦
み、爽やかさが魅
力の一杯です。

苦味

コク

香り

WBA2016
Rice Beer 部門

甘味

爽快感

ヴァイス

甘味

苦味

コク

爽快感

驚 くほ どフ ル ー
ティーな香りを感
じる白ビール。小
麦 由 来 の 心 地よ
い酸味と、モルト
の 深 い 味 わいを
楽しめます。

香り

甘味

苦味

コク

爽快感

オールモルト
［下面発酵］
ALC 6.0%／IBU 26

オールモルト
［下面発酵］
ALC 7.0%／IBU 25

ライスブレンド
［下面発酵］
ALC 5.5%／IBU 25

オールモルト
［上面発酵］
ALC 5.0%／IBU 12

Awards
2015 WBA ダークラガー部門 日本金賞

Awards
ʼ BEST
2014 WBA ボック部門 ASIAｓ
2015 IBCボック部門世界第1位

Awards
2016 WBA Rice Beer部門 世界第1位

Awards
2017 IBC ヴァイツェン部門 世界第1位

2
▶

3
▶

清里ラガー

4
▶

▶

ピルスナー

150ml×5種

ピルスナーはビールの基本です。
そこから色の濃い順
番に飲み進めてみてください。ヴァイスは個性的な香
りと味わいのため、最後がおすすめです。

＊運転者、および 20 歳未満の方へのアルコール提供はいたしません。

デュンケル

未成年とドライバーの方には、
アルコールは提供しません。

5

ビアフライトセット
レギュラーのビール5 種類を少しずつお試
しできるセット。実 はたくさん 飲 める 、
ROCK随一のお得なメニューです。

L ¥860
S ¥660 / ピッチャー ¥3,300

清里ラガー

Awards
2015 WBA ジャーマンスタイルペール部門 日本第1位

1

¥1,560

フルーティーなホワイトエール

オールモルト
［下面発酵］
ALC 5.5%／IBU 21

ビアフライトセットおすすめの飲み方 !

TOUCH DOWN

マイルドな苦味と爽快感

プレミアムロックボック

香り

コク

濃く、
甘く、
深い、
長期熟成ビール

プレミアム
ロックボック

ヴァイス

ハンドルキーパー運動に
ご協力ください。

NON ALCOHOL
サントリーオールフリー

¥580

TOUCH DOWN

フリーフロー（飲み放題）

TOUCH DOWNフリーフローのルール

90分/1名様

1

¥2,160

レギュラービール5 種の飲み放題コー
スです。

▶

※飲み放題ビールのシェアは、
ご遠慮ください。

2

3

▶

対象ビール 各300ml

・ピルスナー
・デュンケル
・プレミアムロックボック
・清里ラガー
・ヴァイス

お席で「 TOUCH DOWN
飲み放題」
とご注文ください！

1 杯目のビールと一緒に、開始
と終了時間を記載したカードを
お渡しします。

2 杯目以降はビールサーバー
カウンターで直接ご注文くだ
さい。
その際カードをご提示く
ださい。

※表示価格は全て税込です。

4

ROCK CURRY

まかない飯と酒のつまみから
生まれた“顔”

ROCK創業以来愛され続けるビーフカレーの
7つの秘密をご紹介します。

レーズンバター

創業直後の貧乏だったROCKでスタッフが大好きだったまか
ないが
「バター醤油ごはん」。
ほかほかごはんとバターはもとも
と相性がいいんです。
「だったらカレーにもバターを」
と載せた
のが、
お酒のつまみだったレーズンバター。

1

5

八ヶ岳の農家も
まるごといただきます。

とにかく煮込む、
ひたすら寝かす

地元野菜

煮込み

カレーに使う野菜はもちろん、同じお皿に盛られる
サラダの野菜も地元産。八ヶ岳の恵みを召し上がれ！

ROCKのカレーは最低でも10時間以上、1日かけ
て煮込みます。煮込んだあとは寝かせ。今度は最低
2日かけて冷蔵庫で寝かせます。

2

6

カレーと一緒に
食べるためのサラダ

仕入れミスから
生まれた隠し味

ドレッシング
カレーと交互に食べたときに一番美味しくなるよ
うに、ROCKではビネガーを使わないオリジナルレ
シピのものをつくっています。

3

牛を一頭
まるごと仕入れ

イチゴジャム

7

ROCKビーフカレー

その味はもはや
店にも変えられない

¥1,290

甲州麦芽ビーフ

Big

甲州麦芽ビーフを一頭丸ごと買い、カ
レーにもたっぷり使っています。牛一頭は
約1,000リットルのカレーになります。

Regular

¥1,080 / Half ¥860

もっともスタンダードなROCKのカレー。
カレー、
サラダがひと皿にのった、
40年以上変わら
ず愛され続けています。

店頭販売用に大量に仕入れたイチゴジャムがまっ
たく売れず、苦し紛れにカレーに入れたところ、
と
びきり美味しくなったんです。

40年の歴史

※写真はレギュラーサイズです。

40年以上にわたって愛していただき、たくさんの方の記憶の
一部になったことで現在のROCKのカレーは完成しました。今
ではサラダを別皿に盛って提供しただけで
「これじゃROCKの
カレーじゃない」
とお叱りを受けます。ROCKのカレーはお店
のものでなく、
すでにお客様のものなのです。

サイズの違いについて
ごはんとルーの量が変わります。
ご飯の量

ベーコンカレー

ファイヤードッグカレー

ビーフカレーに大きな厚切りのオリジナル
ベーコンと温泉卵をトッピング。80年代に登
場し、今ではビーフカレーに次ぐ人気です。

温泉卵とカラブレッサというピリ辛のソー
セージをトッピングしたメニュー。90年代に
登場。

Big ¥1,720
Regular ¥1,510 / Half ¥1,290

Big ¥1,720
Regular ¥1,510 / Half ¥1,290

ダブルベーコンカレー

Big ¥1,940
Regular ¥1,720 / Half ¥1,510

「ベーコン1枚では足りない！」
という人のた
めに厚切りベーコンをダブルでトッピング。

ダブルファイヤードッグカレー

ベーコン&ファイヤードッグカレー

ピリ辛ソーセージを2本トッピングした大ボ
リュームのビーフカレーです。

厚切りベーコンとピリ辛ソーセージ、温泉卵
をトッピングしたROCKの全部盛りカレー
です。

Big ¥1,940
Regular ¥1,720 / Half ¥1,510

Big ¥1,940
Regular ¥1,720 / Half ¥1,510

Big

400g

Regular

250g

Half

130g

※ルーの量はごはんに伴います。
※サラダのサイズは変わりません。

※表示価格は全て税込です。

FLAMMKUCHEN

VEGETABLE
ビールのお供におすすめです。野菜は全て地元産です。

ドイツで有名なピザのようでピザではないフラム（炎）クーヘン（菓子）。
八ヶ岳ブルワリーヘッドブルワーの松岡がつくるタッチダウンビールにバツ
グンに合うおつまみです！もちろんお食事としてもお召し上がりください。

はくれいだけのグリル
バター醤油

ROCKフライドポテト

クリームチーズ

¥750

¥750

長野県小海町で栽培される白麗茸を軽くグリル
しました。風味と食感をお楽しみください。

プロシュート

2 種類のフライドポテトを、特製クリームチーズ
ディップソースでお召し上がりください。

¥860

ヨーグルト / プロシュート / 野辺山産レタス

SPEED MENU
1

4

お待たせしません！とりあえずの一品を頼みたい方はこちら。

2

5

3

6

1,青トマトのピクルス
2,野辺山キムチ
3,種付きオリーブ
4,にんじんマリネ
5,ポテトサラダ
6,パリパリザーサイ

甲斐サーモンスモーク

¥910

ヨーグルト / 甲斐サーモン / ハーブソース

ALL ¥480
SIDE DISH

オールドファッション

¥640

ヨーグルト / オニオン / ベーコン

ここが

ミニカレー ¥640

石焼きガーリックライス ¥540

ライス ¥220

それでもカレーを食べたいあなたに！

お肉に合わせるならガーリックライス。

国産こしひかりです。

（お茶碗約一杯分）

（お茶碗約一杯分）

K
ROC
！
ナル！
オリジ

本場ドイツのフラムクーヘンはサワークリームを塗って焼きますが

ROCKでは濃厚なジャージー牛乳ヨーグルトをソースとして使用して
おります。
ピザとは違う、
サクサクな軽めの食感や、ROCKオリジナル
のトッピングをお楽しみください。
ROCK 料理長 菊原
※表示価格は全て税込です。

STEAK / GRILL

MEAT

800°
Cまであがる上火式のセラミックヒーターで焼き上げるステーキや

こだわりのドイツ製法で作られた腸詰屋ソーセージと
ビールに合う肉料理です。

オリジナリティ溢れるグリル料理です。

腸詰屋 ソーセージ
3種盛り ¥750 / 7種盛り ¥1,400 / 冷製盛り ¥860

サーロインステーキ
225g

国内産の原料にこだわった安心安全のソーセージです。
ROCKSTORE、通販でも販売しておりますのでお土産にもおすすめです。

¥3,880

甲州麦芽ビーフの特徴である、
上品な肉の旨味をご堪能あれ。

冷製盛り

Big!!

リブロース
1ポンドステーキ

7種盛り

450g

¥6,800

赤身と脂身のバランスが最高！とにかく
“ステーキ！”という方にオススメします。

フライドチキン
Regular

¥750 / Half ¥480

小麦粉の代わりに米粉を使った、
グルテンフリーのフライドチキンです。

レギュラーサイズ

スパイシーチキンウイング

¥860

ビールのお供に最 高です！
！メキシカンな
ポテトと一緒にどうぞ！

on!!

Seas

ハンバーグ
トマトソースの チーズ 焼き

¥1,640

北杜市産トマトを使ったトマトソースで。

燻製生ハム &
パルミジャーノ

¥1,300

生ハム / 白カビサラミ / パルミジャーノ
すべてイタリア産です。

牛スジ肉豆腐

¥580

牛スジと豆腐をじっくり煮込みました。

SET MENU セットメニュー
ライス&みそ汁（漬物付）
+¥300
※セットメニューのみでのご注文はできません。

on!!

Seas

八ヶ岳湧水サーモンのグリル
柑橘系バターソース

¥1,620

清里の湧水で育った八ヶ岳湧水サーモン。ゆず
やすだちの果汁と、
山梨県産の白ワインビネガー
のバターソースで。

※表示価格は全て税込です。

PASTA / TACOS

BREAD / KIDS

ROCK オリジナルのパスタとタコスです。

ブレッドは全てオリジナルです。キッズメニューはお子様向けに
スパイスや塩味を控えめに仕上げています。

特に、自家製ケチャップを使ったナポリタンがおすすめです！

ic!!

Class
ナポリタンスパゲティ

厚切りトースト
¥970

北杜市産トマトの自家製ケチャップを使った
昔懐かしいナポリタン。

名物の厚さ8cm の特製食パンに自家製
ミックスベリージャム、
ホイップクリーム、
ミニ
ソフト、
レーズンバターを添えて。

¥970

全粒粉トルティーヤのメキシカンタコス

¥970

スパイシーミートソース / チーズ / トマト / レタス / ローストポテト
具材をトルティーヤに包んでお召し上がり下さい。

オリジナルパン

ブレッツェル

ガーリックトースト

油脂、卵は使っておりません。
ROCKオリジ
ナルの白パンとライ麦パンです。

噛みしめると小麦の旨味を感じる、ドイツ発祥
の素朴なパン。おつまみにもオススメです。

オリジナルのブレッドにガーリックバ
ターを。おつまみにもオススメです。

キッズカレー

キッズハヤシ

キッズジュース

スパイスを控えた辛くないカレーです。

甲州麦芽ビーフをトロトロに煮込み
デミグラスで仕上げた本格派。

オレンジ / ぶどう / アップル

¥280

¥280

¥480

トルティーヤチップス
-2 種のディップソース -

¥640

地元産野菜を使用したオリジナルチリソースと
アボカドソースでお召し上がりください。

¥640

¥640

各¥180

※表示価格は全て税込です。

DESSERT

BEVERAGE
有機栽培認証されたコーヒー豆、
オーガニック茶葉、
日本で唯一の有機 JAS 認証を取得しているジャー
ジー牛乳など、
素材にこだわってご提供しています。

独り占めするもよし！みんなでシェアするもよし！
！
ボリューム満点のデザートがROCKのこだわりです。

COFFEE
クリームブリュレ

有機栽培認証されたコーヒー豆を使用。フレーバーラテの甘味は、アガベシロップを使っています。

good

¥640

ジャージー牛乳、生クリーム、
卵のシンプルな味わい。

ドリップコーヒー（ice/hot）＊おかわり自由

¥480

キャラメルラテ（ice/hot）

¥680

ジャージーカフェラテ（ice/hot）

¥650

ヘーゼルナッツラテ（ice/hot）

¥680

TEA（HOT/ポット450ml）
イエティ
カップジェラート

ジャージーミルク/ チョコラム
レーズン/キウイソルベ / ほうじ
茶ラテ/ゴルゴンゾーラチーズ

各¥380

Big!!

¥860

温かいシナモンアップルにバニラアイ
ス、
ホイップ、
フルーツをトッピングした
BIGサイズのデザートです。

紅茶

good

ハーブティー

¥480

ジンジャーツイスト/トロピカル/デトックス/ワイルドベリー
グリーンティー

¥480

マラケシュミント/ジャスミン

MILK

!!

on
Seas

ベイクド
メガバウムクーヘン

日本で唯一有機JAS認証を取得した清泉寮ジャージー牛乳を使用しています。

¥680

good

¥650

ロイヤルミルクティー ラテ（ice/hot）

¥680

good

ミルキーラッシー トロピカル（ice）

¥680

バンホーテンココア（ice/hot）

¥680

ジャージーミルク（ice/hot）

¥650

花豆オ・レ（ice/hot）

¥1,080

ソフトクリーム

¥480

アールグレイ/ダージリン/オレンジドルチェ

八ヶ岳南麓・北杜市高根町のジェ
ラートファクトリー・イエティ。上
質なジャージーミルクを使用した、
個性豊かなジェラートです。

ホットアップルクリスプ

カリフォルニアのティーブランド「マイティーリーフ社」製オーガニック茶葉を使用しています。

材料にこだわった無添加
バウムクーヘンです。

ミルキーラッシー プレーン（ice）

¥540

PREMIUM 100% JUICE

濃厚ソフトクリームに
グラノーラ。

Big!!

¥540

¥540

コカ・コーラ

¥480

アップル

¥540

コカ・コーラZERO

¥480

山梨県産ぶどう

¥540

ジンジャーエール

¥480

good

山梨県産もも

¥540

アップルタイザー

¥480

good

山梨県産トマト

¥540

ペアタイザー

¥480

グレープタイザー

¥480

ウーロン茶

¥480

¥580

カフェデリス

¥580

ミニソフト

¥380

オーガニックエスプレッソ
in ソフトクリーム。

good

ビネガードリンク（八ヶ岳産リンゴとブルーベリー）

クリームソーダ
規格外のボリューム !
メロンソーダ in ソフトクリーム。

SOFT DRINK

good

オレンジ

¥540

ブラッドオレンジ

フルサイズは食べきれない
という人にオススメ！
！
※表示価格は全て税込です。

ALCOHOL

mini

山梨県、特に八ヶ岳周辺は、名水に恵まれており、数多くの酒蔵・酒造メーカーがあります。
ビール、ウイスキー、ワイン、日本酒、焼酎といろんなお酒が一気に楽しめる、世界でも珍しい土地なのです。
山梨の地で育まれた、個性豊かな味わいを、ぜひ ROCK のお食事と一緒にお楽しみください。

VOL.03

WHISKEY
メイカーズクラフトハイボール（ストレート/ロック/水割りも提供可）

シングル

¥780

清里開拓の父、
ポール・ラッシュの故郷ケンタッキー州でつくられるバーボン
「メイカーズマーク」。

「『うまくない』
って言われたら冗談でもヘコむもん」
̶̶ROCK料理長・菊原和徳インタビュー

WINE

「料理さえあればレストランができる」

グラスワイン

甲州 百
（白）

グラス120ml

¥580

ベリーA 百
（赤）

グラス120ml

¥580

マルサン葡萄酒／辛口

マルサン葡萄酒／ミディアムボディ

果皮の香りや味わいを感じることができる心地よい白ワインです。

木苺のような甘い香りと程よいタンニンが特徴の軽やかな赤ワインです。

本日のグラスワイン
（赤・白）

グラス120ml

オススメの県産ワインをご提供いたします。

ルバイヤート 甲州シュールリー（白）ボトル

¥3,900

グレイス ロゼ
（ロゼ）

ボトル

¥780
¥5,400

丸藤葡萄酒／辛口

中央葡萄酒／辛口

フレッシュなアロマと生き生きとした酸味、そして甲州種特有の渋みがバランス
良く調和した深みのあるキリッとした辛口甲州。

やわらかく丸みのある口当たり 、
ジューシーな果実味と綺麗な酸味が口の中でま
ろやかにとけ込み、ほのかなピンクペッパー風味がアクセント。

グレイス グリド甲州（白）

ボトル

¥3,900

ボトル

¥3,900

勝沼醸造／ミディアムボディ

中央葡萄酒／辛口
まろやかな口当たり、ほんのり甘みを感じる辛口、酸味、柑橘系の果実味とスパ
イスの風味、ほのかな苦みがアクセントとなっています。

アルガーノ ボシケ
（白）

アルガーノ クラン
（赤）

ボトル

¥5,400

ベリー系の香りと豊かな果実味に加え、柔らかい酸味、円い渋みがバランスよ
く調和するミディアムボディです。

ルバイヤート ルージュ樽貯蔵（赤）

ボトル

¥5,400

勝沼醸造／辛口

丸藤葡萄酒／ミディアムボディ

ソービニヨンブランのような華やかな香り、穏やかな酸味とほのかな甘味が絶妙
なバランスです。

１２か月小樽で熟成させた落ち着きのある香りと凝縮感のあるバランスのよい味
わいが楽しめます。

SAKE / SHOCHU
七賢

風凛美山

300ml

¥980

甲斐男山 本生

山梨銘醸／純米酒

八巻酒造／本醸造生酒

米の旨味を引き出しながらふわりと感じる上品な甘味が爽やかに鼻を抜けていき
ます。
幅広い料理と合います。

寒中に丹精込めて仕込んだすっきり飲める生酒。

武の井

純米吟醸

300ml

¥980

武の井酒造／純米吟醸酒

生いき

300ml

谷櫻酒造／本醸造生酒
生酒用に特別に醸した爽やかでフルーティーな味と香り。

¥980

八ヶ岳の舞

というわけではないですが、
「料理がない

̶̶その辺が20年ROCKを続けている理由

レストラン」
というのはありえません。
そう

̶̶ROCKって面白いお店だと思うんです。

なんですかね。

いう意味で、料理はやはりレストランの土

この規模の人数が入るお店で、
メニューの数

菊原 うーん……それと単純に居心地がよ

台であり骨格といえるでしょう。

もすごく多い。でも、それをいちいち全部つ

かったんです。最初に来たときに楽しかった

くってるでしょう？

というのもそうだけど、根本的な部分で自分

では、そのROCKの土台、骨格をつくって

菊原

お店が大きかったりメニューが多かっ

の料理に対する考え方と社長の考え方がズ

いるのが誰かというと、料理長の菊原和

たりするから、大手のチェーン店みたいなつ

レてない。自称料理好きな人って
「おいしいも

徳、通称「菊さん」
です。ROCKにやってき

くり方してると思われてたりするんですよね。

のをつくって、自分で食べるのが好き」
ってい

て今年でちょうど20年になる菊さん、一体

あと、
「ROCK？ カレー屋さんでしょ？」
って言

う人と、
「 人に食べてもらって、おいしいって

どんな人なのか、
改めて話を聞きました。

われたり
（笑）。でも、煮込み料理は店で煮込

言ってもらうのが好き」
っていう人がいると思

これから料理が楽しくなる時期に
「できあい」は考えた方がいい

んでるし、付け合わせの野菜やソースなんか

うんです。僕は後者で、
「おいしかった」
ってい

もキッチンでつくってる。できあいのものって

われるのが快感になってる。冗談でも
「うまく

̶̶ROCKに来たのはいつ頃なんですか？

きないんです。

（笑）。そういう考え方って、社長も三上さん

菊原

̶̶菊さんは「ひとつのものをつくり続けた

（ROCK総支配人）
も根本的にはいっしょで

時29歳かな。僕は高校卒業後に東京や地元

い」
というより
「いろんなものをつくりたい」
っ

しょう？ この部分がズレていたらきっと辞め

の大きなレストランをいくつか渡り歩いたん

てタイプに思えます。

てたと思います。

1998年、
ちょうど20年前の夏です。当

ほとんど使ってないから、料理人でないとで

ですけど、ある時期夕方には閉店になるお店

菊原

で働くことになったんです。夜時間があっても

としてそうなってしまったの かもしれない

遊びに行くばかりになってしまって
（笑）。
それ

（笑）。
ラーメン屋とかトンカツ屋をやろうかと

で夜バイトをはじめたのがこのお店だったん

思ったこともあるんですけど、ずっと同じもの

それは……そうかもしれないし、結果

カントリー喫茶店だった初代ロックが生まれたのは1971年。開放的でア
メリカンスタイルだった2代目を経て、今のROCKは3代目です。清里の開
拓時代から受け継がれる
「開拓者スピリッツ」
を基に、40年以上変わらな
いROCKビーフカレーや、店舗に併設されたブルワリーでつくられた本物
のクラフトビール、地元食材をふんだんに使った料理をお楽しみください。

720ml

¥2,300

八巻酒造／純米酒

武の井

つくってたら嫌になるだろうなって。

お店で正式に働くことに。

¥980

純米酒らしい飲み口でしっかりとした飲みごたえ。辛口。

美山錦100％使用。
爽快感ある上品な口当たりの辛口純米吟醸。

谷桜

甲斐男山 清里

300ml

です。結局居心地がよくなってそのままこの

90ml

¥540

萌木の村ROCK

https://rock1971.jp/
ROCK MAGAZINE https://rockmagazine.jp/
タッチダウンビール通販サイト https://www.yatsugatake-beer.com/
Follow Me!! 公式SNSで最新情報を発信中！

ない」
っていわれると、無茶苦茶へこみます

ウェブサイト
「ROCK

MAGAZINE」ではインタ

ビューの完全版を公開中!!

T YO!!U
I WAスN
中
タッフ募集

ROCK
萌木の村ROCKでは、一緒に働いてく
れる“元気で笑顔が素敵な仲間”を募
集しています！

TEL / 0551-48-2521
FAX / 0551-20-7551

武の井酒造／米焼酎
八ヶ岳南麓の伏流水から丹念に醸した米焼酎。
スムーズなのに味わい深い山梨
県唯一の本格純米焼酎です。

※運転者、および 20 歳未満の方へのアルコール提供はいたしません。 ※表示価格は全て税込です。

ROCK Free wifi password:0551482521
Director&Designer／三上浩太&進藤久宇&篠鉄平（Agile Club） Photographer／砺波周平、小林雅之、五味貴志 Writer／小林聖 Chef／菊原和徳 Brewer／松岡
風人 Model／三上彩夏、徳丸未来、西鍋早葵（YATSUGATAKE BAKERʼS） Special thanks／ALL ROCK STAFF、公益財団法人キープ協会清泉寮、佐藤陽介、舩木上次、
（中村洋平）and you♡
木内節雄、豊里レオナルドトモヒロ、
中村圭佑、Henry D. Thoreau、合同会社ヤツガタケシゴトニン

1

名物カレーとクラフトビール

萌木の村ROCK

営業／10：00〜23：00（GW・7月〜8月）
11：00〜21：00（9月〜6月）
定休日／年中無休
TEL／0551-48-2521

2

TOUCHDOWN BEER醸造所

3

八ヶ岳ブルワリー

ROCK STORE

営業／10：00〜23：00（GW・7月〜8月）
11：00〜21：00（9月〜6月）

村内にあるクラシックホテル

4

ホテル ハットウォールデン

営業／チェックイン 15：00
チェックアウト 11：00
定休日／年中無休（冬期休館あり）
TEL／0551-48-2131

TEL／0551-48-2521
※レストランご利用以外のお客様も
お買い物いただけます。

希少なウイスキーに出会えるかも

Bar Perch

営業／
17:00〜25:00(L,O 24:00)(GW・7/1~8/31)
17:00〜24:00(L,O 23:00)(9/1~6/30)
定休日／なし
TEL／0551-48-2131

営業／10：00〜18：00
定休日／年中無休
TEL／0551-20-7552

ROCK直営お土産ショップ

5

6

果物の灰釉を使ったオリジナルの焼物

7

萌木窯

営業／10：00〜17：00
定休日／火曜日
TEL／0551-48-5080

『猫』グッズのみを集めたお店

ル・シャ・デ・ボワ

営業／10：00〜17：00
定休日／金曜日
TEL／0551-48-3075

ナチュラル ガーデンカフェ

エレン

10

ナチュラルガーデンを一望できる

メリーゴーラウンドカフェ

営業／10:00~18:00 (5月〜11月)
10:00~17:30 (12月〜4月)
定休日／木曜日
TEL／0551-48-3741

営業／10：00〜17：00
（12/1~3/31(冬季 休業)）
定休日／不定休
TEL／0551-48-3522

Area Map

小物とドッググッズのお店

営業／10：00〜17：00
定休日／年中無休（臨時休業あり）
TEL／0551-48-2596

萌木の村広場 のオープンガーデンカフェ

8

9

11

12

10

13

11

森の中に佇むメリーゴーラウンド&カフェ

カントリーフードテラス

営業／10：00〜18：00
（5月〜11月）
10：00〜17：30
（12月〜4月）
定休日／木曜日
TEL／0551-48-3741

12

13

「身に付ける」がテーマの雑貨店

メイフェアⅡ

営業／10：00〜18：00
定休日／木曜日
TEL／0551-48-4767

「テディベア」
を中心としたクラフトアート

メイフェア

営業／10：00〜18：00
定休日／木曜日
TEL／0551-48-4671

14

地場産業の商品を集めた食品館
八ヶ岳市場 メイフェア食品館

営業／10：00〜18：00
定休日／木曜日
TEL／0551-48-5643

14

萌 木 の 村マップ
1

2

3
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20
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16
24

25

26

15

15

手づくり1点もの大人のデニム

まるてんぼう

営業／10：30〜17：00
定休日／火曜日
（臨時休業あり）
TEL／0551-48-3333

16

山梨の果物を使ったお菓子やクッキー

営業／9：30〜16：00

18

TEL／055-282-6066

おみやげショップ

バー

優しく広がる
「香り」がテーマのお店

フェアーヘブン

ホテル

19

ランチと自家製ケーキ

キャロル

営業／10：00〜18：00
定休日／水曜日
TEL／0551-48-2520

20

心が温かくなる小さな手仕事たち

てんつく
りん

営業／夏期

営業／10：00〜17：00
定休日／火曜日
TEL／0551-48-5128

定休日／なし
（冬期休業あり）

カフェ

YUWAの布にLIBERTYの小物やクロス

シュガープラム

営業／夏期 10：00〜18：00
冬期 10：00〜17：00
定休日／火曜日
TEL／0551-48-5100

ジィア マリア

レストラン

17

森の小さなガ ーデンカフェ

フェアリー テイルズ

営業／10：00〜17：00
定休日／木曜日
（1/4〜4/15まで冬季休業）
TEL／0551-48-2988

22

稀少なオルゴ ールが楽しめる博物館

ホール・オブ・ホールズ

23

山梨の味が揃う食品と癒し雑貨

エッセンガルテン

営業／10：00〜18：00

定休日／無休（冬期定休あり）
TEL／0551-20-7712

24

写真家吉村和敏のミニギャラリー

吉村和敏 清里フォトギャラリー

営業／10：00〜17：00

営業／10：00〜16：00

定休日／火曜日
（夏期無休）

定休日／HPをご確認ください。

TEL／0551-48-2812

TEL／0551-48-３５３５

TEL／0551-30-7720

冬期

ワンちゃんもご一緒に

21

10:00〜18:00
10:00〜17:00

（オルゴール展示室は最終入館16:30）

定休日／木・金曜日
（冬季休業あり）

25

オリジナルオルゴールの製作販売

メインスプリング ゼンマイ屋

営業／10：00〜18：00
定休日／火曜日
TEL／090-2308-2344

26

27

ネイチャーアクティビティ情報の発信基地

八ヶ岳アウトドアアクティヴィティーズ

営業時間／9:00〜17:00
定休日／水・木曜日 (7〜9月無休)
TEL／080-4436-8423

八ヶ岳の自然木でトナカイや森の動物

自然木工房ONO

営業／10：00〜17：00
定休日／水曜日
TEL／0551-45-7717

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545
TEL／0551-48-3522
URL／https://www.moeginomura.co.jp/

※ペット可以外の店舗の近くには、
ワンちゃんを繋げるドッグ・パーキングがございます。 ※各店舗の営業時間、
定休日、
料金などはシーズンによって変わる場合がございます。

﹁森の生活﹂を体現するホテル
﹁ハット ウォールデン﹂という 名 前 は︑
ヘン

森の生活 ﹄
という随想か

リー・デイヴィッド・ソローというアメリカ人作
家の
﹃ウォールデン

ところへ行くんですが︑
どこも最高の一流ホテル

のあとサンフランシスコ︑
ロサンゼルスといろんな

す︒当時日本人なんてひとりもいなかった︒そ

テルをやる﹂
ってイメージですね︒

もあったと思います︒
﹁成功した人は牧場とホ

いたんです︒それはポール・ラッシュ博 士の影 響

足を運んできてくれて︑ 日過ごしていく︒夜

なんです︒ホテルという 場 所は︑
いろんな人が

そして︑
ホテルのすごさというのは﹁出会い﹂

でも︑
僕はそんな大きなホテルは建てられな

なんです︒

い︒それで案内してくれた知人に﹁もっと身近

ると 心が貧しくなる﹂というもの︒自 然とナ

ました︒その思 想は﹁ 人 間はものが豊かにな

生 活 を 記した日 記 をもとにこの本 をまとめ

いう 湖のほと りの︑森の中で生 活 をし︑その

開拓の父であるポール・ラッシュ博士がお前に何

んです︒そうしたら怒られましてね︒
﹁清里の

な自分の参考になるホテルを見たい﹂と言った

合える︒ホテルのなかに家をつくって︑ 時 間︑

インからチェックアウトまで人と出 会い︑付き

はバーで語 り 合 うことだってできる︒チェック

︵最善を尽くし一流たるべし︶
という
First Class
言葉ですよね︒
﹁一流であるためには︑
ものまね

泊 施設といったら清 泉 寮と民宿︑旅 館くらい

た︒当 時の清 里にはまだペンションもなく︑宿

そして︑清 里にも ゲストハウスが必 要 だっ

だった︒どんな人でも︑
一流の人たちでも迎え

思うくらい︑
人と付き合いたかったんです︒

というんです︒ある意味では哲学書のような

最高のものに触れて︑
そこから自分にできるこ
とを想 像しろ﹂ということなんです︒それで︑

代のころからホテルに憧れて

理想のまちに
ホテルがあることが大事だった
僕はもともと

たいと思っていたんです︒

すめられ︑﹁清里で生きるとき︑
何を大事にし

だから︑
そうやってできたこのホテルは︑
具体

ら れるホテル︑ゲストハウスというのをつく り

ら れたんです ︒それで︑
﹁ハットウォールデン﹂

れとは別の形でイメージをつくっていった︒その

に清 里は人が来るようになり︑
そして洋 風の

萌木の村に大きな影響を与えたヘンリー・D・ソロー。
ここには1854年
出版の
『ウォールデン』初版本も保管されている。

いろんな一流ホテルを回っていった︒

当 時 私は恩 人でもある友 人にこの本をす

するんじゃなくて︑最 高の雰 囲 気を味わって︑

呼ばれたらいつでもお客さんと話をしたいと

24

本ですね︒

チュラルに生きることが本 当の豊かさなんだ︑

と言った？﹂と︒ Do Your Best and It Must Be

ら 取ったものです︒彼はウォールデンポンドと

の中にある
「Bar Perch」です。萌木の村に訪れる方のPerch＝とまり木と

なければならないかといったらこれだ﹂と教え

﹁ハット ﹂というのは小 屋ですね ︒
つまり
……
﹁ウォールデンの小 屋 ﹂︑﹁ 森の生 活 ﹂という 意
イメージにあったのは︑
自分が育った清里にある

それはホテルそのものをつく りたいという
ホテル︑
宿泊施設というのがほかになかった︒オ

としたソファ席とバーカウンターがございます。季節感あふれるカクテル

なれるよう、
暖かな暖炉や鳥のモチーフを配した陶板の煙突、
ゆったり

ぞお寛ぎください。

や、
希少なウイスキーなどをご用意。食前に軽く、
また食後にゆるりと、
どう

的なモデルがないんです︒
一流ホテルを見て︑
そ

味を込めた名前をつけたんです︒
清 泉 寮であり︑
キープ協 会の聖アンデレ教 会
でしょうね︒そういうイメージを小さい形にま
とめていったのがこのホテルということなんで
しょう︒だから︑
見る人によってはヨーロッパとか
アメリカに似ていると言うけれど︑
同時に同じ

ものまねでなく︑
一流を知ってつくれ
ただ︑
ホテルをつくるといっても︑
当時の僕は
建物はどこにもないんです︒自分と︑周りのい

よりも︑理想のまちづくりにそういう施設が
シャレな家 族や若 者が泊まるのにちょうどよ

ろんな人の趣味や夢を詰めてできている︒

歳 ︒ホテルの経 験なんて

計 画を立てたとき
まったくない︒そんなときに︑
ホテルオークラに
勤めていたある知人に﹁ホテルをやるならアメ
リカのいろんなホテルを見ろ﹂と勧められて︑
アメリカを１か月以上渡り歩いたんです︒

必 要だったということなんです ︒清 里 全 体が
かったんでしょうね︒
いろんな人に来てもらえ

た︒清里の本当に素敵な景色がどんどん壊さ

どうにか清 里を守 らなきゃいけないと思って

10

最初に泊まったのはニューヨークのウォルドル

お客 様を受け入れるひとつの場 所で︑
そのな
た ︒また︑ポール・ラッシュ先 生の 関 係の 方 も

フ＝アストリア︒
ニューヨークで一番いいホテルで

かの役割としてゲストハウスをやりたかった︒

でも︑
同時に駅前はタレントショップやファン

泊まりに来てくれたりもしました︒

﹁若いのがホテルを始めた﹂
ってことでわざわざ

ブームを迎えはじめていました︒若い人がたく
シーグッズのお店が乱立するようになり︑﹁高

ハットウォールデンも 計 画した当 初は無 謀

れていってしまった︒そのときの駅 前の様 子は

原の原 宿 ﹂なんて呼 ばれるよ うになっていっ

な計 画といわれていたんです ︒民 宿くらいし

ノイローゼになるくらい嫌でしたよ ︒だから︑

いたんです︒

かない土地に︑宿 泊 料が民 宿の

倍もするホ

ていった︒

さん来るよ うになり ︑年々賑わうよ うになっ

ンができた1 9 7 6 年ごろ︑
ちょうど清 里は

萌木の村もそうなんです︒
ハットウォールデ

には舩木上次の理想のまちづく
りの夢が込められていました。

来るわけがないといわれていた︒でも︑
結果的

バーやステンドグラス、オルゴールなど、ホテルには若き舩木上次と仲間たちの趣味と
こだわりが随所に。

1

いを五感を通してお楽しみいただける様、
スタッフ一同、
趣を凝らし思

ホテルハットウォールデンができるまで。

テルを建てるって話でしたからね︒お客さんが

れたステンドグラスの玄関。Bar PerchやRestaurant Nestに置かれた

それには農 業と観 光だけではダメで︑創 作

クラシカルな暖炉があたたかくゲストをお迎えいたします。四季の移ろ

する人 や 思 想・思 索 する人たち︑そ ういうい

森の生活に憧れ自然とともに暮らすをコンセプトに1978年に開業した

ろんな営みをする人が必 要だった︒そうして
生まれたのが萌木の村なんです︒理想のまち

清里でもっとも古いホテルです。木の階段を登ると、森の生活が描か

【営業時間】
ハイシーズン(GW・7/1〜8/31) 17：00〜25:00(L.O 24:00)
オフシーズン(9/1〜6/30［GW除く］）17：00〜24：00（L.O 23:00)
定休日／なし(ホテル休館日除く）
★ご宿泊以外のお客様もお気軽にご利用ください。
【冬のスペシャル料金】
スタンダードルーム 1泊朝食付 7,000円
（お二人でのご宿泊の場合、
お一人なら9,000円となります。）
営業／チェックイン15：00 チェックアウト11：00
定休日／年中無休（冬期休館あり） TEL／0551-48-2131

をつくるためにひとつの村を構 想したという

萌木の村（株）代表取締役社長。1971年清里で
初の喫茶店「ROCK」
を開店。それから5年後、ホ
テル
「hut Walden」
を開業。清里開拓の父ポー
ル・ラッシュ博士の遺志を受け継ぎ、清里を誇り
の持てる場所にするために、野外でのクラシック
バレエ公演「清里フィールド・バレエ」
をはじめ、
さ
まざまな活動を続けている。1949年生。

【テーブルチャージ】
ハイシーズン(GW・7/1〜8/31) 500円
オフシーズン(9/1〜6/30
［GW除く］
） 無料
（ハイシーズン期間中、
お一人様につきそれぞれ1,000円以上のご利用でテーブ
ルチャージを無料にさせていただきます）
※ワインのお持ち込みは、
１本につき3,000円を頂戴しております。前もって係に
お申し付け下さい。

い出づく
りをサポートさせていただきます。

わけです︒そういう 理 想のまちに︑
ホテルがあ

けです︒

大人がゆったりと癒される隠れ家的空間が、
ホテルハットウォールデン

社長・舩木上次が28歳の時に完成したホテルです。
このホテル

萌木の村に佇むホテルハットウォールデン。1976年、萌木の村

3

バーパーチ

26

るというのが僕にとっては重要だったというわ

舩木 上次 ふなきじょうじ

Bar Perch
ハットウォールデン

hut Walden

LIFE IN THE WOOD

森の中の
メリーゴーラウンド
萌木の村の
﹃とまり木 ﹄
に︒
なぜこんな 場 所にメリーゴーラウンドが

②19:30−20:00

あるのでしょうか︒それは︑萌木の村社長で

※大変寒いことが予想されますので、防寒対策をしっかり行ってください。

ある舩 木 上 次がアメリカを訪れた際に︑
ア

【ナイトツアー
（1人1回乗車できます）
】

ト ランタにあ る 港 の 先 ︑埠 頭 の 先 端にメ

18:00−21:00点灯

リーゴーラウンドがあるのを見て︑﹁ 遊 園 地

（写真撮影OK/ご自由にお過ごしください）

じゃなくてもメリーゴーラウンドがあるん
だ﹂と感 動したことが始まりです︒しかも︑
アトランタの 港 だけではなく︑
アメリカ中
部の自 然 公 園の中にもメリーゴーラウンド
があったのです︒そして︑
そのメリーゴーラウ
ンドで戯れるおじいさんと孫をみた時︑﹁た
だ そこに 自 然 があるだ け だ と一般 の 人 が
入っていくのはハードルが高いかもしれない
が︑
メリーゴーラウンドが
﹃ とまり 木 ﹄となっ
て人 と 自 然 を 繋いでいるのだ ﹂という 強い
印象が残りました︒↓

このメリーゴーラウンドは︑
アメリカにあ
社のものです︒
メリーゴー
る Chance Rides
ラウンドはヨーロッパ発 祥ですが︑萌 木の村
ではポールラッシュ博 士 との 関 係 もふまえ

リーゴーラウンドは︑
アメリカからバラバラ

て︑
アメリカから 買 うことに決めました︒メ

社の
で到着し︑川鉄商事と Chance Rides
方々が組み上げてくださいました︒
それまでの事 例では︑
日 本では︑遊 園 地

客 様が足 を 伸 ばさないことが悩みでした︒

その頃の萌 木の村では︑広 場のあたりにお

そこで舩 木は︑
あそこの丘にメリーゴーラウ
ンドを置いたら 素 敵ではないか？と︑
ふとア

即 決の舩 木によって︑計 画 が実 行にうつさ

メリカで見た風 景を思い出しました︒即 断

れていく中で﹁とうとう 上 次が血迷った︒﹂
﹁ 萌 木の村は︑遊 園 地 化していくのでは？﹂

しかし︑舩 木は俗 な 事は一切 考 えていな

と大ブーイングを受けました︒

かったし︑
お金 儲けのことなど微 塵も思って
いなかったのです︒ただ︑
このメリーゴーラウ

ないかと思っただけなのです︒

ンドが萌木の村の
﹃ とまり木 ﹄
になるのでは

冬の夜に灯るナイトツアー︒
この冬は︑通 常では乗ることのできない
夜に︑
メリーゴーラウンドをお楽しみいただ

イルミネーション点 灯を行います︒真っ暗な

けるツアーや︑インスタ映 え 間 違いなしの

森の中で︑
フィラメントによる暖かな光に照
らされた︑幻 想 的なナイトメリーゴーラウ
ンドを︑
ぜひお楽しみください︒

※天候により、
中止となる場合がございます。

で使われることしかなかったので︑ Chance

集合場所/萌木の村ROCK エントランス 参加費/無料

時間/①18:30−19:00

社からは日 本でもこんな使い方があ
Rides
るのかと驚かれていました︒
﹁ 森の中にある

本では唯一なのではないでしょうか？

【ナイトメリーゴーラウンド】

期間/11月1日〜3月中旬

メリーゴーラウンド﹂は︑
ここ萌 木の村が日

Event Information

