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CHECK!

お店情報

本格インド料理・タイ料理を楽しめるお店。カオマン
ガイは、鶏の旨味が染み込んだご飯とホロホロの茹
で鶏が味わえる人気メニューです。リゾートのような
雰囲気の店内で、旅気分を味わってみては。

旅気分に浸れるエスニック料理店

※コース・セットメニュー不可
ランチ50円引、ディナー100円引

Asiatique 立川店33

／ タイ料理＆インド料理

しっとりやわらか　 
　 カオマンガイ 
　　ランチセット1,000円
　　ディナー（単品）1,080円

休

曙町2-11-2 フロム中武1F　
11:00～23:00
042-512-5790　　無休

CHECK!

お店情報

モダンな雰囲気の焼き鳥ダイニング。ランチの親子丼
は、プリプリの鶏に卵が絡んで濃厚な味わいです。
焼き鳥は、定番から希少部位までツボを押さえた
セレクト。ワインと合わせれば至福の時間に。

｢焼き鳥×ワイン｣でほろ酔い

休

曙町2-14-10-1F
L11:00～14:30 / D16:30～20:30
042-595-7847　　無休

 
ランチコース利用で

スパークリングワイン1杯（2名まで）

玉屋KITCHEN34

／ 居酒屋

究極のふわトロ
親子丼1,000円　　　

CHECK!

お店情報

大小12の個室でくつろげるダイニング居酒屋。デコ
プレートは、自家製ティラミスやクレームブリュレが
楽しめる一皿です。スタッフが心を込めて仕上げる
チョコペンアートが、2人のいい思い出に。

立川デートを彩るお店

　
ピザ全品500円

路地裏ダイニング Brio35

／ ダイニング居酒屋

記念日やサプライズに　 
　 オリジナルデコプレート
　　（要予約)1,500円

休

曙町2-14-11-B1F
17:00～23:30
042-523-4159　　無休

CHECK!

お店情報

炭火窯タンドールで作る料理が自慢。チーズナン
コースは、カレーと炭火焼き料理が楽しめるお得な
コース。焼き立てのチーズナンは2時間食べ放題で
す。開放的な空間で異国情緒溢れる時間を。

コースで味わう本場インド料理

休

曙町2-16-6-1F
11:00～22:00
042-523-0410　　無休

 
ディナー利用でドリンク1杯サービス

マユール36

／ インド料理

チーズナン食べ放題コース
　　　　　　　　 　2,900円

CHECK!

お店情報

注文に迷ったら、肉・魚・野菜とバランスのいい串揚げ
盛り合わせ一択。衣はサクサクした軽い口当たり。特製
ソースの程よい甘みが後引く味わいです。昭和の雰囲
気漂う店内でくつろぎの時間を。

串揚げ居酒屋で郷愁に浸る

　
お会計10%OFF(最大2,000円まで)

立川 串揚げ えん37

／ 居酒屋

ビールと一緒に
　串揚げ盛り合わせ10本1,320円

曙町2-21-3-2F
18:00～25:00
042-528-3828　　日休休

CHECK!

1965年創業。木の温もりが感じられるアンティーク
な雰囲気のお店です。気軽に楽しめるカクテルやウ
イスキーのほか、ワインや生ビールなどドリンクが充
実しています。お得な飲み放題プランも。

老舗バーで過ごす豊かな時間

　
おつまみ1品サービス

バー芦屋38

／ バー

種類が豊富　 
　  カクテル、ウイスキー
　　　550～1,100円

休

曙町2-21-7
18:00～25:00
042-527-0954　　日、祝休

CHECK!

お店情報

新鮮な素材を囲炉裏端で焼く｢原始焼｣のお店。遠火
でじっくり焼く魚は、外がパリッと香ばしく、身はフワ
フワ。野菜も旨味がギュッと凝縮されます。選りすぐり
の地酒は熱燗・ぬる燗での提供も。

囲炉裏端で焼き上げる旬の魚

休

曙町2-22-23-B1F
16:00～23:00
042-512-8426　　日休

 
ワンドリンクサービス

原始焼 まる秀39

／ 居酒屋

滋味豊か　 
　原始焼（価格は時期により変動）

CHECK!

お店情報

店内で解体した生まぐろを焼肉スタイルで食べるお
店。まぐろのトロ焼きは、程よく溶けた脂と香ばしさが
絶品です。新鮮だからこそできる、希少部位のセット
もおすすめ。まぐろを味わい尽くせます。

ロースターで炙るまぐろの美味しさ

休

曙町2-22-23-1F
L 11:30-14:00 / D 17:00-22:00
042-519-3503　　 無休

※ 定食利用のお客様はご利用になれません 
お会計10％OFF

まぐろ焼肉 トロ焼き タマチャン40

／ 居酒屋

サッと炙って　 
　まぐろトロ焼き680円
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CHECK!

お店情報

厳選した旬の素材を、目の前で一品ずつ揚げてくれ
ます。うす衣のサクサクした食感は、熟練の職人技に
よるもの。ランチ限定の上天婦羅定食では、海鮮・野菜・
かき揚げなど10品を堪能できます。

カウンターで味わう本格天婦羅

休

曙町2-22-23 3F・4F
L11:30～14:00 / D17:00～22:00
042-525-0222　　月休(祝日の場合火休)

 
季節の天ぷら1品サービス

天ぷら わかやま41

／ 和食

旬の素材を楽しむ
上天麩羅定食 （昼限定）3,850円　

CHECK!

お店情報

創業50年の老舗居酒屋。お刺身三点盛りは、魚河岸
から仕入れた季節の魚を、職人が丁寧に仕込む逸
品。魚を丸ごと味わうなら、炉端焼きもおすすめ。脂
が乗った香ばしい魚に、お酒も進みます。

刺身と炉端焼きで味わう海の幸

休

曙町2-14-32
11:30～23:00
042-523-3411　　 無休

※ 定食利用のお客様はご利用になれません 
お会計10％OFF（金土以外）

旬菜炭焼 玉河42

／ 居酒屋

日替りの新鮮魚介　 
　　お刺身三点盛り1,080円

CHECK!

お店情報

焼き鳥とクラフトビールが自慢のお店です。立飛ブル
ワリー醸造のビールは全6種。Sサイズで香りとコクの
違いを飲み比べるのも楽しい時間に。絶妙な火入れ
の焼き鳥で、瞬く間にグラスが空きます。

立川生まれのクラフトビールで乾杯

休

曙町2-16-1(GALERA内)
12:00～22:30
非公開　　無休

 
クラフトビール Sサイズ1杯サービス

Tamaya craftbeer43

／Beer バー

魅惑の琥珀色
　 立飛ブルワリー クラフトビール
　　　　　S380円 

CHECK!

お店情報

おでんの味を決める出汁には、鶏ガラ240羽を使用。
香味野菜と一緒にじっくり炊き上げます。
コラーゲンたっぷりの出汁が染みた大根や車麩は
格別。日本酒の出汁割りも店ならではの一品です。

黄金色のつゆがおいしさの証

休

曙町2-16-1(GALERA内)
12:00～23:00
042-595-8844　　無休

 
ワンドリンクサービス

鶏だしおでん ねりもん44

／ 居酒屋

出汁の旨味際立つ
　　5種盛り合わせ1,078円

CHECK!

お店情報

串焼きと肉料理が豊富なお店。手包みのあらびき
肉焼売は、ゴロッと入った玉ねぎとたけのこが食べ
ごたえありの一品。旨味がギュッと詰まっています。
ボリューミーな定食も人気です。

昼も夜も楽しめる居酒屋メシ

休

曙町2-12-13-B1F
11:30～23:00
042-512-7139　　 無休

※ 定食利用のお客様はご利用になれません 
お会計10％OFF

串焼き たまがわ45

／ 居酒屋

蒸したてホカホカ　 
　　あらびき肉焼売780円

CHECK!

お店情報

昭和47年創業。びんちょうまぐろは創業時から人気の
ネタ。脂の乗った身と、ほどけるシャリは、何度も食べ
たくなるおいしさです。注文後にふっくら焼き上げ
る、厚焼き玉子も人気。箸休めにも。

職人技を堪能できる回転寿司店

休

曙町2-6-5-1F
11:00～21:00
042-522-9353　　無休

 
お会計1,000円以上で寿司1皿無料

回転寿司たいせい 立川北口店46

／ 寿司

脂が乗った旬の味
　　びんちょうまぐろ165円（2貫1皿）　　

CHECK!

お店情報

話題のスポットを巡るバスツアー、交通機関のチケット
とホテル宿泊がセットになった出張プランなど、幅広
い提案力のある旅行代理店。一人旅から団体旅行ま
で、大切な旅をサポートしてくれます。

心に残る旅のお手伝い

　
指定商品20,000円以上購入で

QUOカード500円分プレゼント（先着10名）

立川観光47

／ 旅行代理店

自分好みの旅行プラン　 
　　オーダーメイド旅行
　　　（予算ご相談ください）

休

曙町2-7-19-4F
9:00～18:00
042-522-8184　　土、日、祝休

CHECK!

お店情報

アニバーサリーイヤーの今年は特別なイベントを
開催。お買い物や食事がもっと楽しくなりそうです。
クリスマスに向けて、大切な人へのプレゼント探しも
お手伝い。秋冬のお出かけもルミネへGO！

ルミネ立川は今年で40周年！

2Fインフォメーションカウンターにてレシートをご持参ください。　

ルミネ立川40周年グッズプレゼント
（なくなり次第終了）

ルミネ立川48

／ ショッピング モール

秋冬もイベント盛り沢山！

　曙町2-1-1　 ショッピング10:00～20:00(書店
～21:00) / レストラン11:00～21:00
   0120-639-003（10:00～18:00）

ルミネ立川でのスタン
プラリーご参加の

際は2Fインフォメーシ
ョンカウンター（営

業時間10：00 ～ 20：0
0）にて館内のご利

用レシートをご提示く
ださい。
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CHECK!

お店情報

季節のケーキと焼き菓子が自慢のお店。定番のフィナ
ンシェコンテは熟成チーズのコクと香りが魅力です。
イートインではミルフィーユプレートが人気。焼き立て
の生地と果物のハーモニーを味わって。

作りたてにこだわる老舗パティスリー

休

曙町2-5-1
10:00～20:00
042-527-1138　　無休

※他クーポン、特典との併用不可
お会計10％OFF

エミリーフローゲ49

／ 洋菓子

しっとり優しい口溶け
　 フィナンシェ コンテ380円　　　

CHECK!

お店情報

自慢のホルモンは14種類と豊富な品揃え。大阪南港
卸直送鮮度抜群で手切りにこだわった旨いホルモ
ン。旨い肉、旨い酒、粋の良いスタッフ、ホルモン焼肉
食べるならすみびやがおすすめですよ。

本場大阪から直送の新鮮ホルモン

休

曙町2-5-17-4F
11:30～23:00
042-525-8929　　月休(祝日の場合火休)

 
お好きなホルモン1品サービス

焼肉酒場 すみびや50

／ 焼肉

本場大阪の新鮮ホルモンを使用！
　　単品ホルモン550円～

CHECK!

お店情報

「欧風キッチン」がテーマの明るい店内には、メンズ
ブースや個室を完備。極上ヘッドスパは、一人一人の
頭皮状態や身体の疲れにあわせたオリジナルな施
術が好評です。上質なケアでリフレッシュ。

リフレッシュメニュー充実のサロン

休

曙町2-5-17-6F
10:00～19:00
042-529-8080　　月、第三火休

　
新規の方限定！シャンプー・ブロー代を無料

ハレケ メリディッシュ51

／ ヘアサロン

プロの技に癒される
　    極上ヘッドスパ8,250円
　  　 （シャンプー・ブロー代2,750円込み）

CHECK!

お店情報

薪窯で焼くナポリピッツァが看板メニュー。一番人気
のファビオは、黒トリュフとトマトのソースに4種のキ
ノコと水牛のモッツァレラをたっぷりと。北海道産小
麦で作るオリジナルの生地は風味豊か。

イタリアで修行したシェフが腕を振るう

休

曙町1-30-21-1F　　L11:30～15:00 / 
D金・土・祝前日17:30～23:00(ほか～22:30）
042-512-9570　　火休、不定休

　
平日ディナーワンドリンクサービス

Pizzeria YUICIRO&A52

／ イタリアン

熱々を召し上がれ！
 　 Pizza FABIO（ファビオ）2,420円
　　　 　（テイクアウト：2,376円）

CHECK!

お店情報

隠れ家的な雰囲気の焼き鳥居酒屋。看板メニューの
焼き鳥は、江戸前伝統の強火焼きでふっくらジューシー。
色々な部位を食べたい人には10本盛りがおすすめ。
自慢の日本酒と合わせて大人の時間を。

焼き鳥で感じる江戸の粋

休

曙町1-30-16
月～土11:00～23:00(日祝～22:00)
042-521-5200　　無休

 
ウェルカムドリンク1杯サービス

伍楽53

／ 居酒屋

カリッとジューシー
　焼き師のおまかせ10本盛
　　　　　1,850円　

CHECK!

お店情報

人気のスフレオムレツに使う卵は、立川・伊藤養鶏場
の｢たまごころ｣。豊かな風味と口当たりの良さは、一
度食べたら忘れられない味です。ラクレットチーズや
産地にこだわった肉料理もおすすめ。

石造りのモダン空間で愉しむイタリアン

休

　 曙町1-31-1-2F　　月～金 L11:00～15:00 /
D17:00～24:00　土11:00～24:00(日祝～22:00)
　 042-540-4430　　無休

 
ワンドリンクサービス

JARDIN54

／ イタリアン

ふわっと口溶け　 
　  トリュフのスフレオムレツ 1,320円

CHECK!

お店情報

開館以来、音質・音響にこだわり続ける映画館。音響
家が調整する「極上音響」「極上爆音」上映を楽しみ
に遠方から訪れるファンも多いそう。入場料の割引
や先行WEB予約ができる有料会員制度も。

極上の環境で映画の世界にダイブ！

休

シネマ・ワン：曙町2-8-5 / シネマ・ツー：曙町2-42-26
10:00～23:00 (上映時間に準じる)
050-6875-3975　　無休

※シネマワン・チケットブースでの配布　
オリジナルラバーリストバンド（先着50人）

シネマシティ55

／ 映画館

映画のお供に！
 　ホットドッグ500円

CHECK!

お店情報

ホテルシェフが腕をふるうイタリアンが自慢。季節ご
とにテーマを変えたビュッフェでは、日替わりのピザ
とパスタも人気。陽の光が降り注ぐ明るい雰囲気の
中、家族や友人と楽しい時間を過ごせます。

カジュアルに楽しむホテルメイドの料理

　
ワンドリンクサービス

パレスホテル立川 レストラン イル・ぺぺ56

／ イタリアン

多彩なメニューが揃う
　ビュッフェ（大人）
　　平日3,300円 / 土日祝3,800円

曙町2-40-15
L11:30～14:30 / D17:30～20:00
042-527-1111　 　無休休
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CHECK!

お店情報

東京で3つしかない大衆演劇専門劇場の1つ。演目は
日替わりで、涙あり笑いありの人情劇、華麗な舞踊
ショーが目玉です。舞台と客席の距離が近いのも
劇場の魅力。たっぷり3時間の観劇で夢心地に。

臨場感溢れる大衆演劇のステージ

 
観劇料100円引

大衆劇場 立川けやき座57

／ 観劇

華やかな世界に浸る　 
　  　観劇料  大人1,800円

休

曙町1-36-1
11:00～20:00
042-512-5057　　不定休

CHECK!

お店情報

プラモデルやキャラクター雑貨のメーカー、コトブキ
ヤの直営店です。カラフルで個性的な｢ゆめみうし｣の
ぬいぐるみも各種取り扱い。キャラクターの多彩さ
に、思わずコレクションしたくなります。

圧倒的な品揃えのキャラクター雑貨店

休

緑町4-5-2F
11:00～19:00
042-522-3500　　不定休

 
1,000円以上購入で

ウドラの缶バッジプレゼント

コトブキヤ 立川本店58

／ 雑貨屋

手の平サイズの癒やし　 
　  ゆめみうし ぬいぐるみ748円

CHECK!

お店情報

人気の沖縄すば(方言で すば＝そば)には、一等粉
100%で作ったオリジナル麺を使用。ジューシーな
ソーキも一緒に楽しめます。店主おすすめの泡盛を
傍に、元気をチャージできるお店です。

島のご馳走と泡盛でリゾート気分

休

緑町4-5-1F
L11:30～14:00 / D17:00～22:00
042-595-8661　　不定休

 
サーターアンダギーをサービス（先着10名）

琉球坊主 立川北口店59

／ 居酒屋

〆で食べたい　 
　  沖縄すば850円

CHECK!

お店情報

老舗青果店が営むカフェ＆ダイナー。プロが目利き
した新鮮な野菜や果物を使った料理が自慢です。
紅玉を贅沢に使ったアップルパイは、甘さ控えめ。
爽やかなリンゴの酸味が口いっぱいに広がります。

明るいアメリカンな空間でチルタイム

休

緑町4-5-2F　　
平日L11:30～15:00 / D16:00～20:00　土日祝11:30～21:00
042-595-8375　　無休

 
お会計10％OFF

Adam's awesome PIE60

／ カフェ

Adam'sオリジナルアップルパイ500円

CHECK!

お店情報

自然派ケアブランド｢アヴェダ｣とのコラボサロン。
個室ヘッドスパは、オイルマッサージ付きで染み渡る
ような心地よさ。疲れもリセットできます。ケア
メニューが充実のメンズ専用ブースも人気。

スパニストの手技でリフレッシュ

 
新規の方、施術メニュー20％OFF

ハレケ アヴェダ & ハレケ エイト61

／ ヘアサロン

肩・首のコリも解消　 
　  　個室ヘッドスパ 9,000円～

休

緑町4-5-1F
10:00～19:00
042-512-8851　　月・第3火休

CHECK!

お店情報

｢大人が行きたい美容室｣がテーマの理美容室。髪質
に合わせたメニューを提案してくれます。生酵素の分
解力を利用したヘッドスパなら、地肌も健やかに。心
地よいマッサージで疲れもデトックス。

極上ヘッドスパで大人のヘアケア

休

緑町4-5-2F
10:00～19:00
042-595-8023　　月・第3火休

 
初回限定技術メニュー10%OFF

HAREKE 33STREET62

／ ヘアサロン

地肌から元気に
　　酵素クレンジングスパ　 
　　　  4,500円(シャンプー・ブロー代別)　　　

CHECK!

ポエングは、数十年愛される10年品質保証の一人掛
けチェア。座り心地に程よい弾力があり、リラックス
タイムにぴったり。季節やインテリアに合わせて、シー
トクッションを自分好みにカスタマイズできます。

北欧発祥のホームファニッシングストア

休

緑町6　
平日11:00～19:00 / 土日祝10:00～20:00
0570-01-3900　　無休

右のQRコードを読み込んでレジにご提示ください ▶▶▶
5,000円（税込）以上ご購入で5％引き（レシート合算不可）

IKEA立川64

／ 家具量販

パーソナルチェア 
　POÄNG （ポエング）9,990円～

※スウェーデンレストラン・フードマーケット・ビストロ、アウトレット商品は対象外

CHECK!

お店情報

プリンスホテルのシェフによる洋食が自慢。人気の
マルゲリータは、香ばしい生地にモッツァレラチーズ
がたっぷり。350度超の釡で焼き上げる本格派です。
公園で遊んだ腹ペコさんも大満足のお店！

緑を眺めながら楽しむ一皿

緑町3173
11:00～16:00
042-528-1751

(レイクサイドレストランも対象)
お食事の方ソフトドリンク1杯サービス

国営昭和記念公園 「ふれあい広場レストラン」63

／ 洋食

釡焼き本格ピッツァ
　  マルゲリータ1,000円　　　　 
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CHECK!

和風・洋風のオリジナルメニューは
30種類以上。イタリアから直輸入の
厳選した食材を使用しています。

お箸で食べる創作スパゲッティ

洋麺屋 五右衛門［9F］

11:00～22:00
042-526-9631

／ スパゲッティ

ハーフ＆ハーフご注文で
ソフトドリンク1杯サービス

　

67

CHECK!

越の海藻挽きへぎそばは、石臼挽き
の蕎麦粉を布海苔だけでつなぎ、喉
越しの良さとコシを引き出します。

越後に伝わる｢へぎそば｣の味

越後長岡 小嶋屋［9F］

11:00～22:00
042-595-7932

／ 蕎麦

お食事の方
ソフトドリンク1杯サービス

（オレンジジュースorウーロン茶）　

66

緑鮮やかな蕎麦
　 天へぎ2,178円

CHECK!

熟練の職人による握り、一品料理を
楽しめます。木造りの落ち着いた席
で、旬のネタを堪能してみては。

大切な人と味わいたい一流の鮨

鮨源［9F］

11:00～22:00
042-524-3600

／ 寿司

2,640円以上ご注文で
ソフトドリンク1杯サービス

　

68

戻り鰹で味わう秋
　鰹にぎり660円（1貫）

CHECK!

デジタル技術を活かした屋内プレイ
グラウンドです。雲の上を走る、妖精
と話すなど、夢いっぱいの体験を。

絵本のような冒険遊び体験

屋内・冒険の島ドコドコ［8F］

10:00～17:00
042-519-3286

／ アミューズメント

お会計10％OFF

　

65

冒険の旅に出発！
　  平日1日フリーパス1,980円 （子ども）

CHECK!

四川料理と広東料理がベースの創作
中華料理店。五目焼きそばは、野菜
たっぷりのヘルシーな味わいです。

旬の食材を味わう創作中華料理

中華旬菜料理 東方紅［9F］

11:00～22:00
042-512-8858

／ 中華

お会計10％OFF
（ランチタイム除く）

　

69

具沢山で大満足
　 五目焼きそば（スープ・デザート付）
　　　1,320円

CHECK!

ミックスかつ定食は、一口かつ、海老
フライ、チーズチキンかつが勢ぞろ
い。ご飯が進む人気メニューです。

とんかつで味わう素材の旨味

いなば和幸［9F］

11:00～22:00
042-528-7575

／ とんかつ

お会計10％OFF
（ランチタイムは除く）

　

70

　バラエティ豊か
ミックスかつ定食（大エビフライ）1,710円
　　　※茶わん蒸しは別料金

CHECK!

山形牛を始めとする、上質な和牛が
自慢。コースでは、一頭買いならで
はの希少部位を存分に楽しめます。

契約農場から一頭買いの厳選和牛

牛兵衛 草庵［9F］

11:00～22:00
042-527-8929

／ 焼肉

3,000円以上ご注文で
ソフトドリンク1杯サービス

　

71

霜降り肉を堪能
　  黒毛和牛一頭コース（2名～）
　　7,150円 （1名）

CHECK!

看板メニューの小籠包は、透けるほ
どの薄皮に肉汁がたっぷり。ずわい
蟹やトリュフの入った贅沢な一品も。

選んで楽しい点心料理専門店

鼎泰豊ディンタイフォン［9F］

11:00～22:00
042-548-1610

／ 点心

お食事の方
ソフトドリンク1杯サービス

　

72

CHECK!

最高級のデュラム粉を使用した生パ
スタが自慢。カルボナーラは特製ク
リームソースが濃厚な味わいです。

シックな空間で堪能する生パスタ

鎌倉パスタ［9F］

11:00～22:00
042-548-1309

／ 生パスタ

お食事の方
ソフトドリンク1杯サービス

　

73

とろ～り濃厚
　 厚切りベーコンの
カルボナーラ 鎌倉風1,199円

ららぽーと立川立飛
泉町 935-1　定休日なし

CHECK!

まずはAI無料肌分析から。リンクル
ショットをメニューに組み込んだ、
オールハンドのエステコースも。

プロの手技で美しい肌に

POLA THE BEAUTY 
ららぽーと立川立飛店［2F］

10:00～20:00
042-595-6990

／ 美容

来店時サンプルプレゼント
＋

無料ハンドトリートメント　

74

日本初シワ改善美容液
　  リンクルショット14,850円 

CHECK!

「変われるってムテキ」がコンセプト
のアパレルショップ。トレンドアイテ
ムから古着まで、充実の品揃え。

古着MIX！原宿系ファッション

SPINNS 
ららぽーと立川立飛店［3F］

10:00～20:00 (土日祝～21:00)
070-5506-1722

／ ファッション

アプリインストール＆登録で、
500ポイントとクーポン配布

　

75

お洒落のアクセントに
　  コインケース880円 

CHECK!

ハンバーグは北海道産牛肉100%。
チェダーチーズとクリームチーズが
香る濃厚ソースで、後引く味わい。

厳選牛肉の旨さに唸るハンバーグ

ホロ
ららぽーと立川立飛店［1F］

11:00～22:00
042-540-6221

／ ハンバーグ・ステーキ

平日5組限定、お会計10%オフ 

　

76

とろ～り2種類の
　  チーズフォンデュハンバーグ1,420円 

百貨店と専門店が融合したショッピングセンター。緑と風、
光あふれる庭園の9Fレストラン街「TACHIKAWA GARDEN 
TABLES」は和洋中の名店が揃います。

立川髙島屋S.C. 
曙町 2-39-3　不定休

2つの味で迷ったら
　ハーフ＆ハーフ（スープ付）
　　　　1,500円

JR立川駅から多摩モノレールで2駅、立飛駅直結。
ファッション、グルメ、生活用品が充実しています。家
族で楽しめるショッピングモールです。

台湾グルメの代表格
　小籠包640円（4個）/960円（6個）

ららぽーと立川立飛内3店舗のうち
1店舗のみスタンプを押すことができます。

立川髙島屋S.C. 内9店舗のうち
1店舗のみスタンプを押すことができます。
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CHECK!

自慢のやき鳥は国産地鶏を使用。旬
の魚を堪能できる寿司も人気です。
モダンな空間で贅沢なひとときを。

旬を味わえる和食レストラン

炭焼き大 ［1F］

／ 和食

ワンドリンクサービス

　

77

職人が丹精込めた
　　　やき鳥180円～

日～木11:00～22:00（金、土、祝前
日23:00まで）　　042-512-5800

緑と人をつなぐ「まちの縁側」をテーマに、草木と花に囲ま
れた開放的な空間の中、食事や買い物をお散歩しながら楽
しむことできる、立川の新しい複合施設です。

GREEN SPRINGS
緑町 3-1　定休日なし

CHECK!

サクサクの天ぷらも味わうなら天せ
いろを。節類の利いたつゆで味わう
蕎麦は絶品です。蕎麦前も充実。

名店の正統派手打ち蕎麦

そば 石はら 立川店 ［1F］

11:00～22:00
042-512-7751

／ 蕎麦・天ぷら・酒

蕎麦の大盛無料

　

78

清涼な香りと喉越し
　　 天せいろ2,145円　 

CHECK!

ヒレ2種盛りは、国産牛と黒毛和牛の
ヒレ肉を食べ比べできる一品。落ち
着いた空間で和牛を堪能できます。

和牛専門焼肉店で贅沢ディナー

焼肉家 和 Shin ［1F］

L11:00～15:30 / D17:00～22:00
042-512-5529

／ 焼肉店

ランチ利用で
ソフトドリンク1杯無料

　

79

極上和牛に舌鼓
　ヒレ2種盛り2,750円 

CHECK!

季節のフレーバーが楽しめるフルー
ツジェラートが人気の店。タルトや焼
き菓子は手土産にもぴったりです。

テラスで楽しむ自家製スイーツ

Sestina ［2F］

10:00～19:00
042-595-7888

／ デザートカフェ

ジェラート10%OFF
（シングル・ダブル・トリプル・キッズ）

　

80

なめらかな口当たり
　　 ジェラート（シングル）540円～

CHECK!

オリジナル商品で一番人気なのが
犬用クッキー。サクッとした噛みご
たえにワンちゃんもメロメロです。

ペットのいる暮らしをお手伝い

DOG & CAT JOKER ［2F］

10:00～19:00
042-519-3812

／ ペットショップ

ポイントカードのスタンプ
2倍進呈
　

81

オリジナル犬用おやつ
　　 コロコロクッキー 495円（60g）　 

CHECK!

生りんごを乗せたジューシーなアッ
プルパイが人気。りんごは時期ごとに
最もおいしい品種を使っています。

信州のローカルフード専門店

FAVERS ［1F］

／ ローカルギフトショップ

1,000円以上購入で5％OFF

　

82

あま～い自然の恵み
　季節のりんご贅沢アップルパイ　
　　テイクアウト440円/ イートイン450円　　 

10:00～19:00
042-595-8688

CHECK!

厳選にぎりは、自家製煮穴子が入っ
た豪華なセット。職人の丁寧な仕事
ぶりが光る魚料理も各種揃ってます。

鮮魚専門店ならではの新鮮なネタ

魚力鮨 ［1F］

11:00～22:00
042-506-1300

／ 海鮮居酒屋

まぐろ赤身1貫サービス

　

83

新鮮な魚介を堪能
　魚力印板前厳選にぎり3,300円　 

CHECK!

生バターロールはブラン入りの豊か
な風味。軽くトーストすると、外はカ
リッ、中はもちっとした食感です。

自家製酵母と米粉のこだわりパン

R Baker
 Inspired by court rosarian  ［1F］

／ ベーカリーカフェ

1,000円以上購入で10％OFF

　

84

米粉入りでもちもち！
　　　生バターロール120円　　

10:00～19:00(土日祝9:00～)
042-595-9250

CHECK!

NEXT MEAT(大豆肉)のサンドは
ボリューミーなのにヘルシー。食後
には花を使ったスイーツを。

心華やぐフラワーカフェ

FLOWERS BAKE
 & ICE CREAM ［2F］

／ フラワーショップ＆カフェ

ソフトクリーム10%OFF

　

85

高タンパク・低脂質
　NEXTカルビ＆ゴルゴンゾーラ920円　　

11:00～19:00
042-518-9688

CHECK!

クロワッサン×ワッフルの香ばしい
新食感スイーツ。ベリーやチョコな
ど5種類のフレーバーから選べます。

豊かな緑を臨むくつろぎカフェ

cafe glitter ［2F］

11:00～20:00(土日祝10:00～)
042-506-1277

／ カフェ

次回使える20％引クーポン券
(商品ご注文の方)

　

86

CHECK!

サラダは、フレンチ惣菜や生ハムな
どを少しずつ味わえる一皿。自家製
カクテルやワインと一緒にどうぞ。

自然派ワインとタパスのお店

S・E・C ［2F］

平日L11:00～15:00 / カフェ 15:00～17:00 / D17:00
～22:00 / 土日祝11:00～22:00     　  042-519-3560

／ フレンチタパスとナチュラルワイン

お食事の方
スパークリングワインor 

自家製ジュースと生ハムサービス　

87

ワインとの相性抜群
　ウェルビーイングサラダ1,650円

韓国発祥スイーツ
　クロッフルプレート720円　 

GREEN SPRINGS内11店舗のうち
1店舗のみスタンプを押すことができます。

GREEN SPRINGSでの
スタンプラリーの

参加は2Fインフォメー
ションカウンター

（営業時間9：30～19：
00）にてご利用のレ

シートをご持参くださ
い。
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CHECK!

お店情報

ワンプレートで多彩な味を楽しめる定食メニューが人
気。オメガ爽健豚は、不足しがちなオメガ3系脂肪酸を
含む豚肉で、脂の甘みとなめらかな口どけが特徴で
す。爽やかな香味ソースで後味さっぱり。

定食スタイルのカフェごはん

　
ミニソフトをサービス

和ごはんとカフェ chawan
エキュート立川店

89

／ 和食

オメガ爽健豚のソテー
　バジルと大葉の和風香味ソース
　　1,419円

柴崎町3-1-1 ecute立川 3F (改札外)
10:00～21:30(日祝～21:00)
042-548-3531　　無休休

CHECK!

お店情報

経験豊富なスタッフが揃う、オープン19年のサロン。
お体のコースでは、肩こりや腰痛など、つらい部分を
伝えれば集中的にほぐしてくれます。各ケアを組み合
わせたコースでさらにリフレッシュ！

確かな技術のボディケアサロン

　
お体のコース75分が5,980円に（初回限定）

健康スタジオ90

／ リラクゼーションサロン

疲れを解消！　 
　お体のコース75分7,150円

休

柴崎町3-6-5-3F
11:00～21:00(日祝～20:00)
042-528-7275　　無休

CHECK!

お店情報

生産者から届く新鮮な野菜の自然な味わいを生かし
たフランス料理が人気。ランチのおまかせコースは、
誕生日や記念日にもおすすめ。上質な旬の食材を美
しく仕上げた隙のないひと皿に魅了されます。

季節を味わう本格フレンチ

柴崎町3-5-2-2F
L12:00～14:30 / D17:30～21:30
042-526-6716　　月、火休休

　
対象のドリンクから1杯サービス

レストランヴァンセット91

／ フレンチ

五感で味わう 
　ランチ シェフおまかせコース6,600円

CHECK!

お店情報

｢傷ませない｣施術が自慢。クロノスパは、アロマの
香りに癒やされる人気のスパメニュー。血行促進や
デトックス効果のあるマッサージで、健やかな地肌
と髪に導きます。定期的なケアで元気な髪に。

クラシックな空間で癒されるサロン

　
新規予約で｢くるりんスタンプラリーを見た｣と
伝えた方、シャンプーブロー2,750円サービス

HAREKE LOOPIDEA92

／ ヘアーサロン

頭皮をしっかりほぐす　 
　 クロノスパ 3,980円（シャンプーブロー代別）

休

柴崎町3-6-30-1F
10:00～19:00
042-525-8080　　月・第3火休

CHECK!

お店情報

書籍のほか、雑貨や文具の品揃えも豊富な本屋さん。
おすすめ絵本｢かみはこんなにくちゃくちゃだけど｣
は、物の見方や幸せについて考えさせられる一冊。
大人が読んでも奥が深い絵本です。

立川南口徒歩2分の便利な書店

　
オリジナルエコバッグプレゼント

オリオン書房 アレア店93

／ 書店

親子で読みたい
　『かみはこんなにくちゃくちゃだけど』1,100円

柴崎町3-6-29 アレアレア2-3F
10:00～24:00
042-521-2211　　無休休

CHECK!

お店情報

A4・A5和牛を中心に、部位別で最上級の肉を仕入れ
る焼肉店。人気部位を盛り合わせた五光なら、それ
ぞれの旨味を堪能できます。とろけるような口溶けの
和牛を落ち着いた個室で味わってみては。

モダン空間で味わう極上和牛

 
ワンドリンクサービス

焼肉ハウス 暖家94

／ 焼肉

人気部位を食べ比べ　 
　  　五光（5種盛 / 2~3人前）
　　　　6,680円

休

柴崎町3-6-23-7F
15:00～22:00
042-548-4129　　火休

CHECK!

お店情報

レストランでは、立川産の食材をふんだんに取り入
れ、洗練された一皿を提供。ランチセットはその日
の気分でメインとデザートが選べます。素晴らしい
眺望が広がるバーは、大切な人との語らいにも。

人と人が心地よく集うレストラン＆バー

緑町3-1 W1(SORANO HOTEL内) 　  レストランL11:00～
15:00 / 17:00～22:00、バー11:00～23:00　   042-540-7777
　   休館日(10/12,11/9,12/7,12/14)は、水15:00～木11:00までクローズ

 
' DAICHI' ご注文で

スパークリングワイン1杯サービス

DAICHINO RESTAURANT / 
SORANO ROOFTOP BAR88

／ レストラン＆バー

旬の素材を楽しむ
　  ランチセット'DAICHI' 5,720円
　　　※レストランのみで提供

休

CHECK!

お店情報

自家焙煎の珈琲豆は、直火釡でじっくりロースト。
100gから購入できます。北海道牛乳と自慢の珈琲で
作るソフトクリームは、滑らかで優しい味わい。ドリッ
プ珈琲や手作り菓子のテイクアウトも。

直火焙煎の珈琲豆販売店

休

柴崎町3-5-9-101
11:30～18:00
042-508-2080　   火休

　
珈琲豆200g以上購入で、
珈琲ソフトクリームSを進呈

KOGUMACOFFEE95

／ 自家焙煎  珈琲豆

みんな大好き！ 
　　珈琲ソフトクリーム 
　　　Sサイズ 310円
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CHECK!

独自の黒酢を使った酢豚は、ヘル
シーなのにコクと旨味たっぷりの味
わいです。個室利用は6～8名まで。

身体にやさしい中国料理

中国料理 謝朋殿

11:00～22:00
042-595-6021

／ 中華

お食事の利用で
ワンドリンクサービス

　

96

ランチ限定黒酢の酢豚セット
1,530円 

CHECK!

北海道中札内鶏を使ったサラダ。
たっぷりのチーズは降り積もる雪の
よう。ワインにも合う一品です。

北海道の大地の恵みを満喫

北海道イタリアン
ミアボッカ

11:00～22:00
042-595-9022

／ イタリアン

ワンドリンクorプチドルチェ
サービス（1グループ4名まで）

　

97

CHECK!

北海道産マスカルポーネがまろや
かなオムライスです。マッシュルーム
の香り豊かなソースが味の決め手。

ふわふわオムライスで幸せ気分

ラケル

11:00～22:00
042-540-2303

／ 洋食

お食事orデザート注文で
ドリンク1杯サービス（2名まで）

　

98

牛肉ときのこの
　ごちそうシチューオムライス1,080円 

CHECK!

人気メニュー 3種類に小鉢や茶碗
蒸し、デザートが付く御膳。肉汁溢れ
るとんかつで、お腹も心も大満足。

素材と揚げたてにこだわる

とんかつ 伊達かつ

11:00～22:00
042-528-1129

／ 和食

ソフトドリンク1杯サービス

　

99

人気メニューを一皿に
　伊達かつ御膳1,980円 

CHECK!

肉厚な熟成牛たんは食べごたえ抜
群。とろろは群馬の契約農家から届く
プレミアム大和芋を使用しています。

仙台発祥の熟成牛たんを定食で

牛たんと和牛焼き 青葉

11:00～22:00
042-529-4129

／ 和食

ソフトドリンク1杯サービス

　

100

麦とろご飯で栄養満点
　牛たん定食ランチ
ランチ1,738円 / ディナー 1,815円

CHECK!

いくらとスモークサーモンの最強
コンビが贅沢なパスタ。デザートに
は、工房で仕上げたケーキをどうぞ。

彩り豊かなパスタとケーキ

ダッキーダックキッチン

11:00～22:00
042-540-2291

／ 洋食

全品10％OFF

　

101

濃厚クリーミー
　いくらとスモークサーモン・ほうれん草の
　　クリームパスタ1,380円 

CHECK!

生地から焼き上げたワッフル。スリラ
ンカ産の紅茶と合わせて充実のカ
フェタイムに。

紅茶とコーヒーを気軽に楽しく

マザーリーフ ティースタイル

10:00～22:00
042-540-2298

／ カフェ

お会計10％OFF
（テイクアウト含む）

　

102

カリふわ食感に夢中
　チョコバナナワッフル
　　単品680円  / ドリンクセット960円 

　

CHECK!

季節の野菜と魚介を使ったサクサク
の天丼に、蕎麦が付くセット。軽い口
当たりの天ぷらで蕎麦が進みます。

香り高い国産そば粉の本格蕎麦

蕎旬

11:00～22:00
042-540-2278

／ 和食

テイクアウト注文の
お会計10％OFF

　

103

薄衣で際立つ素材の味
　季節の天丼セット1,020円 

CHECK!

イタリア産の栗を使ったモンブラン、
同店限定のキャラメルカフェラテを
ご堪能ください。

挽きたて珈琲が飲める絶景カフェ

カフェ・ド・クリエ

10:00～20:30(日祝～20:00)
042-521-3586

／ カフェ

セットご注文で
ドリンク1サイズアップ

　

104

秋スイーツでほっこり
　イタリア栗のモンブラン 430円 
　　キャラメルカフェラテ 430円 

CHECK!

まぐろづくしセットは仲卸厳選の本ま
ぐろを丸ごと味わえる人気メニュー。
まぐろ好き大満足の一品です。

板長の目利きが光る回転寿司店

まぐろ人

11:00～22:00
042-519-3701

／ 寿司

ソフトドリンク1杯サービス

　

105

　　豊洲直送
まぐろづくしセット
　　茶碗蒸し付き 1,276円
　　　　（大トロ・中トロ・赤身・
　　　　　漬けまぐろ・ネギトロ軍艦）  
 

CHECK!

四川省直送の調味料と特注の豆腐
を使用し、匠の技で仕上げます。夜
はエビチリ付きのセットメニューも。

陳建一から受け継ぐ秘伝の味

陳建一麻婆豆腐店

11:00～22:00
042-540-2294

／ 中華

麻婆豆腐セットor四川麻婆豆腐
ご注文で、ソフトドリンクサービス

　

106

深い香りと辛味
　麻婆豆腐セット1,250円

CHECK!

細挽パン粉を使い、ミディアムレアに
揚げた牛かつはさっぱりした味わい。
山葵醤油や岩塩でいただきます。

こだわりの牛かつ専門店

牛かつ もと村

11:00～22:00
042-540-2742

／ 牛かつ

ソフトドリンク1杯サービス

　

107

薄衣でサクサク
　牛かつ130g明太とろろ付き定食
　　　　1,500円

いつも、新鮮で素敵な変化がある。日常をもっと楽しく豊か
にする駅直結型百貨店。日常のライフスタイルの中でちょっ
とした上質を感じる、個性豊かなショップが揃います。

グランデュオ立川
柴崎町 3-2-1［7F］定休日なし

銘柄鶏×チーズのコク
　北海道中札内鶏の白雪
　　シーザーサラダ880円 

グランデュオ立川内12店舗のうち1店舗のみ
スタンプを押すことができます。
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