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落ち着いたくつろぎの空間
木を基調とした店内でいただける「塩
レモンラーメン」は、ローストポーク
と三つ葉との調和が取れた１杯。「自
家製レモンサワー」はオリジナルの
配合で、レモンを漬けた焼酎とレモ
ンシロップ 3種類の味を提供。

SHOP DATA
042-595-6408　 立川市柴崎町 2-2-18　
JR 立川駅南口徒歩 5 分　 ランチ（全日）

11:30～14:00 月～金、祝前日： 17:00～23:30 
（料理 L.O. 23:00 ドリンク L.O. 23:00）土・

祝日 : 12:00～23:30 （料理 L.O. 23:00 ドリンク L.O. 23:00）　 日曜
（月・祝の場合は月曜）　HP https://katsugiya-tachikawa.owst.jp

鴨と肴　担ぎ屋　立川

塩レモンラーメン
780 円（ランチ税込　
ディナー税別）

自分に贅沢なご褒美時間を
本格的なフルコース料理を、特別な
人と特別な時に利用したいフランス料
理店。爽やかなレモンとハーブのソー
スを添え香ばしく焼いた鴨のコンフィ
や、レモンで柔らかく煮込んだ岩中
豚肩ロースのレモンマリネをぜひ。

SHOP DATA
042-526-6716　 立川市柴崎町 3-5-2　

むつ花ビル 2F　 JR 立川駅南口徒歩 3 分　
ランチ 12:00 ～ 14:00（L.O. 13:00）ディ

ナー 18:00～21:30（L.O. 20:00）　 月・火
曜　 HP http://www.restaurant27.hello-
net.info/index.html 

レストラン　ヴァンセット

岩中豚肩ロースの
レモンマリネ
3,200 円（税別）

仔鴨のコンフィ
レモンとハーブのソース
3,200 円（税別）

木がふんだんに使われた個室で
こだわりの食材を
宮崎牛や鮮魚、旬の食材を重厚感
と木の香りが漂う一枚板のテーブ
ルで楽しめる。飲み放題つきの豪
華舟盛りコースもあり、A5 宮崎牛
のタタキや馬刺しなどの単品メ
ニューも。

SHOP DATA
042-595-6659　 立 川 市 錦 町 1-3-27　
JR 立川駅南口徒歩 4 分　  11:30 ～翌

1:00 （料理 L.O. 翌 0:00 ドリンク L.O. 翌 0:30）　
無

大衆酒場「和海」

とびしまレモン
はちみつハイボール
580 円（税別）

バラエティ豊かなメニュー
立川産の野菜をはじめ、季節の食材を
ふんだんに使ったメニューが多いイタリ
アン。「サーモンとアボカドのサラダ生塩
レモンドレッシング」は、とびしまレモ
ンの爽やかな酸味と香りが楽しめる。

SHOP DATA
042-595-6705　 立川市錦町 2-3-4  1F　
JR 立川駅南口徒歩 7 分　 ランチ 月～

金 11:30～15:00（L.O. 14:30）ディナー 月～
木、 祝 前 日 18:00～23:00 （L.O. 料 理 22:00 
ドリンク 22:30）金・土 18:00～翌 0:00 （L.O. 
23:00）　 日曜・祝日　 HP https://belsalice
tachikawa.owst.jp

ベル　サリーチェ

サーモンとアボカド
のサラダ生塩レモン
ドレッシング
S 450 円　L 850 円
（ともに税別）

創業 69年の老舗寿司店
様々な和食料理を自宅で堪能でき
る宅配専門店。「塩麹」に立川とび
しまレモンを皮ごと加えた「レモ
ン塩こうじ」は、レモンのさっぱ
りとした香りを加え、「糀」による
消化酵素の働きで肉や魚が柔らか
くなる調味料。

SHOP DATA
042-524-6266　 立 川市柴崎町 2-2-

26　 JR 立川駅南口徒歩 3 分　 11:00
～20:00　 原則無休　 HP https://www.
facebook.com/irifunecyaya/

入船茶屋

和食屋さんの
レモン塩こうじ
650 円（税込）

24 時間どんな時でも
たっぷりの海鮮料理を
産地にこだわりを持った浜焼き
スタイルの海鮮居酒屋。店内は
まるで漁港のような雰囲気。石
巻直送の新鮮な生牡蠣や富山直
送のズワイガニなどと、生搾り
のレモンサワーとの相性は抜群。

SHOP DATA
042-595-6898　 立川市錦町 2-1-3 ICHIGO M2 ビル 2F　
JR 立川駅南口徒歩 3 分　 24 時間営業　 無　 HP https://

ototo-tachikawa.owst.jp

大衆海鮮居酒屋　おっ魚

とびしま産！生レモンサワー
580 円（税別）

諏訪通り沿いに佇むケーキ店
自家製レモンのマーマレード入り生地にレモン果汁入り
シロップをしみ込ませ、贅沢にレモンを丸ごと使ったレ
モンケークは、特注の型を使って
一口サイズに切るとケーキ全体の
味が伝わるように細長く作ってい
るそう。要冷蔵で 7日間日持ちが
可能。

SHOP DATA
042-527-8300　 立川市柴崎町 2-4-19 オネストヴィレッヂ 1F

西側　 JR 立川駅南口徒歩 5 分　 11:00～19:00　 月曜定休・
火曜は不定休（祝日の場合変更有り）　HP https://www.pjinke.com

パティスリー　ジンケ

ケークシトロン 1,400 円（税別）
持ち歩きは常温（高温多湿を避ける）

様々なシーンで活用できる
フランス語の邸宅（シャトー）から
連想し、くつろげる空間を演出する、
ホテル１階に構えるレストラン。レ
モンのムースにジュレをのせ、レモ
ンギモーヴとピールをトッピングし
たレモンの風味爽やかなスイーツ。

SHOP DATA
042-503-9100　 立川市錦町 1-12-1　 JR 立川駅南口徒歩 7

分　 ランチ（平日）11:30～14:30（土日祝）11:30～15:00 ティータ
イム（平日）14:00～17:00（土日祝）14:30～17:00 ディナー 17:30～22:
00 L.O. 各時間帯終了 30 分前 ※感染症対策のため営業時間は変更に
なる場合有り　 無　HP https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/restaurant/

ホテル日航立川 東京  All Day Dining 紗灯

Tout Citron
（トゥーシトロン）
レモンを使ったケーキ
420 円（税別）

主催：立川市
　　　立川市商店街振興組合連合会
協力：たちかわ商店街研究会

＜事務局＞
〒 190-0012   立川市曙町 2-38-5　立川ビジネスセンタービル 12F
TEL：042-527-2788　FAX：042-527-8288

立川レモンプロジェクト
2020 TACHIKAWA LEMON PROJECT

「立川レモン＠とびしま」　
今季グリーンレモン初出荷！

国産レモンの収穫時季は 10 月末から 5 月まで。出始
めの 10 月から 12 月までは実がグリーン、黄色くな
るのは 1 月を過ぎてからになります。この時期だけ
の希少なグリーンレモンもお楽しみいただけます。
立川の有名店や名物店長が腕によりをかけたレシピ
を考案。
皮まで美味しい立川レモン＠とびしま。
11/6 ～期間限定でお楽しみいただけます。

＊レモンがなくなり次第終了

自家製レモンサワー
490 円（税別）

ディナー税別）

自家製レモンサワー

様々な和食料理を自宅で堪能でき
る宅配専門店。「塩麹」に立川とび
しまレモンを皮ごと加えた「レモ
ン塩こうじ」は、レモンのさっぱ
りとした香りを加え、「糀」による
消化酵素の働きで肉や魚が柔らか

立川レモンプロジェクト

岩中豚肩ロースの

S 450 円　L 850 円
（ともに税別）

様々なシーンで活用できる
フランス語の邸宅（シャトー）から
連想し、くつろげる空間を演出する、
ホテル１階に構えるレストラン。レ
モンのムースにジュレをのせ、レモ
ンギモーヴとピールをトッピングし
たレモンの風味爽やかなスイーツ。 Tout Citron

生しぼりレモンサワー
600 円（税別）

南 口

新鮮な極上の和牛が揃う
冷凍は一切使わず、毎日直送され
る国産牛がいただける焼肉店。厚
切りにした霜降りの A5ランクの和
牛に、酸味たっぷりのレモンサワー
が最高の組み合わせ。宅配やテイ
クアウト、ネット販売メニューも
豊富。
SHOP DATA

042-595-9229　 立 川市柴崎町 2-2-
26 入 船ビル 2F　 JR 立 川駅南口徒歩
3 分　 16:00～23:00 （L.O. 料 理 22:00 
ドリン ク 22:30）　 月 曜　 HP https://
meatpunch-tachikawa.com/ 

焼肉ミートパンチ

レモンサワー
480 円（税別）
レモンサワー

※コースのメインより

木がふんだんに使われた個室で

宮崎牛や鮮魚、旬の食材を重厚感
と木の香りが漂う一枚板のテーブ
ルで楽しめる。飲み放題つきの豪
華舟盛りコースもあり、A5 宮崎牛

立 川 市 錦 町 1-3-27　
 11:30 ～翌 とびしまレモン
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立川の言わずと知れた人気店
重厚感のあるゆったりした落ち着いた
店内。個室も完備されており、女性に
嬉しい産地こだわりの野菜を使用した
ヘルシーメニューも。レモンの味わい
がワンランクアップした料理がいただ
ける。

SHOP DATA
042-528-0855　 立川市曙町 2-8-5 シネ

マシティ1F　 JR 立川駅北口徒歩 1 分　
月 ～ 土・祝 前 日 11:00 ～23:00 （ 料理 L.O. 
22:00 ドリンク L.O. 21:00）日・祝日 11:00
～22:00 （ 料 理 L.O. 21:00 ド リ ン ク L.O. 
21:00）　 無　HP https://oriental.owst.jp

MOTHERS ORIENTAL  立川北口店

米豚のロースト
～ヘーゼルナッツ
レモンソース～
1,550 円（税別）

リモンチェツ
ジンジャーエール
680 円（税別）

南口で 50 年以上の老舗店
熱々鉄板にのった羽根付き餃子や立
川うどを使った「うどラーメン」で
話題の広東料理店。立川とびしまレ
モンを使った特製のレモンソースは、
三元豚にも蒸し鶏にも相性抜群で
さっぱりといただける。

SHOP DATA
042-522-7472　 立 川 市 錦 町

1-4-5 高橋ビル　 JR 立川駅南口
徒 歩 6 分　 平 日 11:00～15:00 
17:00～21:00 土日祝 11:00 ～ 21:00　

月曜　 HP https://www.annex-
tachikawa/gojyuban

中国料理　五十番

蒸し鶏のとびしまレモン
ソースかけ　800 円（税込）

三元豚の唐あげとびしま
レモンソースかけ
1,200 円（税込）

初めての食感を味わえる肉寿司
ひとくち頬張ると肉の甘みと柔ら
かさに驚く肉寿司は、うに和牛巻
きや牛レバ刺しなど新鮮だからこ
そのメニューが揃う。タンやハラ
ミなど様々な部位を味わえる富士
溶岩石焼も、たっぷりレモンが
入ったレモンサワーがさっぱりと
させてくれる。 

SHOP DATA
042-595-9429　 立 川市錦町 2-1-24 LEC1stBLDG 1F　 JR

立川駅南口徒歩 5 分　 11:00～23:00（ L.O. 料理 22:00 ドリンク
22:30）　 月曜　HP https://nikunosuke-tachikawa.com

にくの助

レモンサワー 480 円（税別）

朝起きるのが楽しみになるパン
西立川で生まれ育った店主がつくる手
作りのパンは、口にいれる度に楽しい
気分になるものばかり。レモンをたっ
ぷり使ったマドレーヌを食べれば、
気分上昇すること間違いなし。昭和
記念公園などの散歩のついでに訪れ
たい。
SHOP DATA

042-526-1035　 立川市富士見町
1-15-8　 JR 西立川駅徒歩 5 分　
8:00～19:00（売り切れ次第終了）　
不定休　HP https://www.
bakerykibunya.com

ベーカリー　KiBuN 屋

ぐるぐる
レモンカスタード
110 円（税別）

まるごとレモンマドレーヌ
（２個入り） 180 円（税別）

罪悪感を感じさせない一杯を
刻み玉ねぎを薬味に使う八王子ラーメンののれん分け
店。香り高い醤油ラーメンの味わいもさることながら、
お店特製の塩ダレと自家製
蒸し鶏を使った塩レモン
ラーメンは、さっぱりとし
たレモンとの相性抜群。

SHOP DATA
042-512-8256　 立川市高松町 3-17-2 i-CAP building1F　

JR 立川駅北口徒歩 8 分　 11:00～14:30  17:30～21:30（L.O. 21:00）　
月・第 3 日 曜　 HP https://www.instagram.com/tachikawa

binbin/

中華そば 立川びんびん亭

塩レモンラーメン
850 円（税込）

大切な人を誘って訪れたいお店
立川駅北口徒歩２分の地下１階にあ
る Brio（ブリオ）。プライベートな時
間を過ごせるカップルシートは、周
囲を気にすることなく楽しむことが
できる。コースメニューもアラカル
ト豊富なので、多様なシーンで活用
できるお店。
SHOP DATA

042-523-4159 　 立 川市曙町 2-14-11
ダイヤビル B1 　 JR 立川駅北口徒歩２分 　

17:00～24:00（L.O. 料 理 23:00 ドリン ク
23:30）　 無　 HP https://brio-tachikawa.
owst.jp

路地裏ダイニング Brio

フレッシュレモンサワー
530 円（税別）

蕎麦とレモンの意外な組合わせ
西国立駅徒歩５分、創業 45 年の蕎麦屋でいただく「レ
モンそば」は、蕎麦の実の中心部分だけを挽いた真っ白
な更科粉に、レモンの皮のみをすりおろして丁寧に手で
こねて練り込まれたコシと
香りがよく合う一品。

SHOP DATA
042-595-6922　 立川市羽衣町 3-15-27　 JR 南武線西国立

駅徒歩 5 分　 11:30～15:00（L.O.14:30）、17:30～21:00（L.O.20:
30）　 月・火曜　HP https://soba-takaya.com

そば　たかや

立川レモン＠とびしまを
ねりこんだ「たかしのレモンそば」

850 円（税別）

ギフトにぴったりのロールケーキ
パレスホテルベーカリーの
「立川ロール～ハニー＆レ
モン～」は、立川産 100％
の純生はちみつのやさしい
甘さと深みのある天然の風
味と、立川とびしまレモン
との絶妙なコンビネーショ
ンが楽しめる逸品。

SHOP DATA
042-527-1111　 立川市曙町 2-40-15　 JR 立川駅北口徒歩

3 分　 10:00～20:00（売り切れ次第終了）　 無　
HP https://www.palace-t.co.jp/gift.html

パレスホテル立川  パレスベーカリー

立川ロール 
～ハニー＆レモン～
1,620 円（税込）

地元に愛されるパティスリー
人と人をつなぎたいという店主の
思いから、この店名になったそう。
レモンの表皮を練り込んだ生地に
アプリコットジャムとレモングラ
スをかけたサブレシトロンや、しっ
とりした立川レモンケーキなどの
工夫を凝らした商品が味わえる。

SHOP DATA
042-512-7349　 立川市高松町 3-21-

4 アストル 1F　 JR 立川駅北口徒歩 8
分　 10:00～19:00 　 月曜

パティスリー ツナグ

毎日 30種類以上のパンとアートが集まるお店
曙町の雑居ビル１階にあるパン
屋さん。店内にあるカフェス
ペースは居心地が良く、ついつ
い長居してしまう。レモンカー
ドをサンドしてレモンアイシン
グをかけたレモンドーナツは、
甘酸っぱい味わい。

SHOP DATA
042-522-6211　 立川市曙町 2-21-5　 JR 立川駅北口徒歩

6 分　 7:30～18:00（12 月以降、営業時間を変更する可能性あり）　
日・月曜　HP http://www.shinbopan.com/

シンボパン
いつも笑顔の絶えない焼肉店
厚切りハラミや名物ホルモン
など、様々なバリエーション
の焼肉をいただける焼肉酒場
すみびや。生のレモンをふん
だんに使うガツンとしたレモ
ンサワーは、酸っぱくスッキ
リしているのが好きな人にお
すすめ。

SHOP DATA
042-525-8929　 立川市曙町 2-5-17 S&T ITOH BLD 4F　 JR

立川駅北口徒歩 2 分　 11:00～23:00 （L.O. 料理 22:00 ドリンク
22:30）　 月曜　HP https://yakiniku-sumibiya.com/

焼肉酒場　すみびや

レモンサワー 480 円（税別）

アップルパイが人気のカフェ
立 川 北 口 の 商 業 施 設「GREEN 
SPRINGS」の向かい、広々とした
店内にはテラス席も。ワインをレモ
ンジュースで割ったカクテル「アメ
リカンレモネード」は、人気のアッ
プルパイの甘みと酸味がぴったり。

SHOP DATA
042-595-8375　 立川市緑町 4-5 コト

ブキヤビル 204　 JR 立川駅北口徒歩 7
分　 平日 11:30～16:00（L.O.15:00）、17:
00～22:00（L.O.21:00）土日祝 11:30～22:
00（L.O.21:00）　 年末年始　 HP https://
adamsawesomepie.owst.jp

Adam�s awesome PIE

HP

立川とびしまレモン  メニュー 提供店舗一覧立川とびしまレモン立川とびしまレモン    メニューメニュー 提供店舗一覧提供店舗一覧

熱々鉄板にのった羽根付き餃子や立
川うどを使った「うどラーメン」で
話題の広東料理店。立川とびしまレ
モンを使った特製のレモンソースは、

中国料理　五十番

気分上昇すること間違いなし。昭和
記念公園などの散歩のついでに訪れ

ぐるぐる
レモンカスタード

アメリカンレモネード
500 円（税込）

立川レモンケーキ
200 円（税別）

サブレシトロン
120 円（税別）

レモンドーナツ 300 円（税込）

大切な人を誘って訪れたいお店
立川駅北口徒歩２分の地下１階にあ
る Brio（ブリオ）。プライベートな時
間を過ごせるカップルシートは、周
囲を気にすることなく楽しむことが
できる。コースメニューもアラカル
ト豊富なので、多様なシーンで活用

立 川市曙町 2-14-11
JR 立川駅北口徒歩２分 　

アップルパイが人気のカフェ
立 川 北 口 の 商 業 施 設「GREEN 
SPRINGS」の向かい、広々とした
店内にはテラス席も。ワインをレモ
ンジュースで割ったカクテル「アメ
リカンレモネード」は、人気のアッ
プルパイの甘みと酸味がぴったり。

立川市緑町 4-5 コト
JR 立川駅北口徒歩 7

平日 11:30～16:00（L.O.15:00）、17:
00～22:00（L.O.21:00）土日祝 11:30～22:

https:// アメリカンレモネード


