肉汁溢れ出す
骨付鳥
（おや・ひな）843円
普段使いにも
goodr サングラス 4,070 円〜

黄金メロンパン
200 円
名作絵本と毎日一緒に
絵本のくつした528 円

駅チカの頼れる本屋さん
108

焼き立てパンでのんびりカフェタイム
109

オリオン書房 サザン店

パンと喫茶と人 BAKUBAKU

／ 書店

Kururin Stamp rally 2022

朝8時オープンで、楽しみな新刊もいち早く手に入り
ます。名作絵本がデザインされた｢絵本のくつした｣は
幅広い層に人気のグッズ。各種サイズ取り揃えている
ので、
親子コーデにもおすすめです。
柴崎町3-2-1-2F
8:00〜22:00
042-525-3111

お店情報
休

無休

CHECK!

立川福祉作業所が運営するベーカリーカフェ。定番
品20種 類のほか、季 節限 定パンも並びます。黄 金
メロンパンはサクサクふわふわ食感が人気の秘密。
開放的なテラス席で焼き立てを味わってみては。
柴崎町3-13-11
11:00〜17:00
080-4298-1338

お店情報
休

日休

トレイルランニングがもっと楽しくなる
111

釜焼鳥本舗 おやひなや 立川店

／ ベーカリー

CHECK!

1,000円以上購入でエコバッグプレゼント

鶏料理専門のレトロな居酒屋
110

店主こだわりの骨付鳥は、注 文累計10万本突 破の
人気メニュー。独自配合の調味 料に一晩 漬けてか
ら蒸し焼きすることで、香ばしくジューシーな仕上
がりに。ビール片手に熱々を味わってみては。
お店情報

柴崎町3-1-9-2F
平日15:00〜23:00 / 土日祝12:00〜23:00
042-595-9317 休 月休
CHECK!

1,500円以上購入でマフィン1つサービス

柴崎町

鮮度抜群！
刺身盛り合わせ
（2人前）
2,640 円

ボリューム満点なパスタに大満足
113

処方箋薬局としてだけでなく、健康相談やサプリメン
トの提案など、薬以外の領域からも健康をサポート
してくれます。ショウガ飴はピリッとした辛味が冷え
対策におすすめ。寒い時期の必需品です。
お店情報

創業71年 老舗の味をご家庭で
114

パスタビーノ ハシヤ

／ 薬局

32

お店情報

さわやかな香り
うど稲荷ずし

龍生堂薬局 立川店

和風ベースを中心に約70種類あるパスタが看板メ
ニュー。6日間煮込んだミートソースは、肉と野菜のエ
キスがたっぷり。デミグラスのようなコクのある濃厚
な味わいは、後引くおいしさです。
柴崎町2-1-6-B1
L11:00〜15:30 / D17:30〜22:30
042-521-3386 休 水、第2・第3火休

お店情報

115

魚トの神 立川

／ 懐石料理・宅配

宅配・持ち帰り専門の和食店。豊洲直送の魚介や地
産野菜を使った懐石料理が自慢です。
名物うど稲荷
ずしには立川産うどを使用。ジューシーな揚げと酢
飯の旨味が際立ちます。日替わり弁当も人気。
柴崎町2-2-26
10:40〜20:00
042-524-6266

お店情報
休

無休

CHECK!

パスタかピザをご注文で、
バニラアイスをサービス

新鮮な魚と選りすぐりの地酒

入船茶屋

／ パスタ

CHECK!

サンプルプレゼント

柴崎町3-1-1-6F
火水13:00〜18:00 /
木金13:00〜20:00 / 土日祝12:00〜18:00
042-808-9500 休 月・ 第1・3・5火休

510 円（3個）/680 円（4個）/ 850 円（5 個）

地域に寄り添い健康をサポート

CHECK!

トレイルランニングのギア専門店。シューズやウェア
など品揃えが豊富です。goodrのサングラスはラン
ニングと普段の両方使える優れもの。好みのフレー
ムでいつもと違う表情を楽しんでみては。

3,000円以上購入で補給食1つプレゼント

大盛り無料！
ミートソース1,300 円

柴崎町2-1-5
9:00〜20:00(土〜18:00)
042-527-4555 休 日、
祝休

／ スポーツ専門店

CHECK!

骨付き鳥ご注文のお客様に、
塩むすびサービス！

じんわりポカポカ
金時ショウガ飴1袋398 円

112

Trippers

／ 居酒屋

／ 居酒屋

豊洲市場で仕入れた新鮮な魚を味わえる居酒屋。元
魚屋の店主が作る刺身は、魚本来の旨さを存分に引
き出した逸品です。全国から取り寄せた地酒は日に
よって新顔も。季節の魚と楽しんでみては。
柴崎町2-2-26-5F
17:00〜23:30
042-595-8227 休 水、第1・2火休

お店情報

CHECK!

10個以上ご購入で1個サービス

静岡茶割り1杯無料
（月〜木曜のみ）
33

手土産にも
特むしくるりん煎茶／特むしくるりん純金茶
各1,944円
（100 g）

塩麹でやわらか
肉毛布1,280 円

ふわぷる食感
チーズオムレツ680 円

濃厚なベイクドチーズケーキ
フロマージュ キュイ
ホール2,600 円/カット518 円

厳選和牛を味わえる焼肉居酒屋
116

素材の味を追求したシンプルな洋菓子
117

ミートパンチ

パティスリージンケ

／ 焼肉食堂
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名物の肉毛布は、旨味たっぷりの塩麹に薄切り牛カ
ルビを漬けた一品です。自家 製ダレは無 添 加にこ
だわり、野菜・果物をミネラル豊富な塩で10日間熟
成。上質な和牛をヘルシーに楽しめます。

人気のフロマージュキュイは、北海道産チーズのコク
とフランボワーズジャムの酸 味 が 絶 妙な味 わい。
ショーケースにはフランスの焼き菓子｢ケーク｣も。
お好みのフレーバーを選んで手土産にどうぞ。
休

CHECK!

柴崎町2-4-19-1F
11:00〜19:00
042-527-8300
月休、
火不定休
（祝日の場合変更あり）

お店情報

CHECK!

ウェルカムドリンク1杯サービス

119

まろやかで深みのある味わいの特むし銘茶は、一大
産地の静岡県菊川産。純金箔を散りばめた純金茶は
おもてなしにも。温かい雰囲気のお店で試飲をしな
がら、お茶のおいしさを再発見してみては。
柴崎町2-5-6
9:00〜19:00
042-526-2035

お店情報
休

第1・3日休

CHECK!

フロマージュ キュイ
（ホール）
購入で
焼き菓子1個サービス

柴崎町

セルフケアで元気なからだに

飲み物注文の方に小鉢サービス

お店情報

CHECK!

ファイテンパワーテープサンプルプレゼント

地域密着のオフィス用品・文具店
122

ボンガズカレー &ダイニング

／ 健康グッズ

柴崎町2-4-11-1F
10:00〜20:00
042-524-0370 休 木休

お店情報

柴崎町2-4-18-1F
17:00〜23:00
042-528-1510 休 日、
月、
火休

良い品をお得に
全品20％OFF（一部除外）

創作カレーと燻製料理に酔う

独自開発の健康グッズを扱うお店。商品を使った無
料ボディケアを受けることもできます。ファイテンパ
ワーテープは、身体の違和感にアプローチするグッ
ズ。スポーツを楽しむ人にもおすすめです。

ほぼ日替わりのメニューは、素材にこだわった身体を
労るものばかり。平飼い卵で作るチーズオムレツは旨
味が濃く、お酒ともよく合います。スローな雰囲気の
中、店主厳選の地酒でホッとする時間を。

本場のガレットを堪能
ランチガレットコース1,980 円

121

ファイテンショップ 立川南店

／ 居酒屋

CHECK!

毎月8の付く日ポイントカード2倍
毎月5の付く日5％OFF

貼るだけ簡単ケア
ファイテンパワーテープ770 円

120

酒歩たから

／ 日本茶

ベーコンの薫香際立つ
ボンガズスペシャルカレー 1,040 円

34

居酒屋で味わう家庭料理にほっこり

特むし銘茶・海苔 菊川園 本店

／ 洋菓子

お店情報

柴崎町2-2-26-2F
17:00〜24:00
（日〜23:00）
042-595-9229 休 月休

価値ある旨さの特むし銘茶
118

優雅な空間で味わう本格フレンチ
123

文具の正盛堂

／ カレー

ココナッツカレーと自家製の燻製料理が名物。アル
コールメニュー充実の「呑めるカレー屋」さん。ココ
ナッツミルクと和風出汁、スパイス、ハーブを独自に
配合した独創的なカレーは、
ここだけの味。
柴崎町2-9-3
L11:30〜14:30 / D18:00〜24:00
042-595-8382 休 火休

お店情報

CHECK!

カレーご注文でトッピング1品サービス

ブラッスリーアミカル

／ 文具

事務用品のほか、各メーカーのペンやノートなどを
幅広く取り揃えるお店。
店内の全商品20％OFFの大特
価で、気になるものをゲットできるチャンスです。新調
した文具で、気分も一新！
柴崎町2-17-6
9:00〜19:00
042-522-2328

お店情報
休

日祝休

CHECK!

ご購入の方にボールペンをプレゼント

／ フレンチ

旬の食材を使ったフレンチと、厳選したワインを楽し
めるお店です。専用の鉄板で焼き上げるガレットは、
ランチ限 定の看板メニュー。コースならサラダ・デ
ザート・飲み物付きでお得です。
柴崎町2-3-13
L11:45〜15:00 / D17:30〜22:00
042-512-7868 休 火、
第1月休

お店情報

CHECK!

ワンドリンクサービス
35

職人厳選の串5本
厳選串コース770 円

秘伝のタレで香ばしく
串5種コース 1,210 円

新鮮さに自信あり！
立川産野菜＆果物

価格は時期により変動

好きなものを好きなだけ
モーニングセット1品目209円〜

｢醸し｣の技が光る絶品焼き鳥
124

旨味の濃い銘柄鶏を串焼きで
125

焼鳥 かもしや
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柴崎町2-3-3-1F
16:00〜23:30(土日祝15:00〜22:30)
042-512-8068 休 無休

お店情報

CHECK!

126

charcoal grill & bar 我楽多家 立川店

／ 居酒屋

｢醸す｣は日本古来の発酵技術。
名物の焼き鳥は、
厳選
食材を醸し、創業から継ぎ足してきたタレを付けて焼
き上げる唯一無二の味。醸しをとことん味わうなら、
発酵野菜の盛り合わせも一緒にどうぞ。

おいしい立川野菜に舌鼓

お店情報

柴崎町2-3-3-B1F
17:00〜24:00
042-843-0736 休 無休
CHECK!

127

JIBAR CAFE

／ 居酒屋

日向鶏や大山鶏など、良 質な鶏を使った串焼きが
自慢。味の決め手は創業から継ぎ足し続けるタレ。
職 人おすすめの串を食べるなら、厳 選串コースが
お得です。和モダンな空間でしっとり大人の時間を。

地域の食卓を豊かにする

ワンドリンクサービス

／ 八百屋

地元産の新鮮野菜たっぷりの料理が魅力。野菜や 立川を中心に多摩地域の農産物や加工品を揃える
果実で作るスイーツも人気です。モーニングは、トー 「情報発信基地」。自慢は、地元農家から集めた朝採
スト・サラダ・ゆで卵など5品目からその日の気分で れの新鮮な野菜や果物。季節の定番品はもちろん、
組み合わせて。夜はお酒の飲めるバーに変身。
減農薬や少量多品目の珍しい野菜との出会いも。
柴崎町3-9-25-1F
8:00〜22:00
042-548-2511 休 無休

お店情報

CHECK!

ワンドリンクサービス

お店情報

柴崎町3-9-25-1F
10:00〜20:00
042-548-2511 休 無休
CHECK!

信濃大町コラボタンブラーを購入後、
ドリンクを購入いただくと、
毎回30円OFF！

柴崎町 ／

背負ったままスマホも定期も出し入れできる
大容量リュック Lサイズ 16,500 円

のーかる・バザール

／ カフェ

ご利用の方にスタンプカードを進呈。
貯まると割引特典あり。

ワインと楽しむ
1,980 円
チーズフォンデュ（1〜2人前）
※ディナータイムのみ

錦町

プリッと新鮮！
390〜480 円
生牡蠣
（数量限定）

スモークで華やかに演出する
おまかせ肉寿司7貫2,838 円

立川で生まれたバッグブランドメーカー
128

焼肉屋さんの握る寿司
129

STARTTS 直営ショップ

錦町2-6-11-1F
10:00〜19:00
042-512-7444

お店情報
休 土、
日、
祝休

CHECK!

お買い上げの方、
先着30名に
マグネットカラビナキーホルダー
※お色は選べません。

36

130

にくの助

／ バッグ

「妥協しないモノづくり」がモットー。大容量のリュッ
クは、ハーネスのポケットが 秀 逸。よく使う小 物を
リュックを背負ったまま出し入れできるスグレモノで
す。大きく開く開口部も、使い勝手◎。

のんびり味わう欧風料理と厳選ワイン

ワインハウス ホーリゲ

／ 肉寿司

全国から取り寄せた厳選食材と和牛で握る肉寿司、
肉刺し、富士山溶岩石で焼く焼肉で至福のひととき
を。新鮮馬刺しや雲丹、キャビア、トリュフなどの高級
食材が豊富に揃っています。
錦町2-1-24-1F
11:30〜23:00
042-595-9429

お店情報
休

月休

CHECK!

大衆海鮮居酒屋 おっ魚(おっとっと)

／ 欧風料理

芳醇なチーズフォンデュが看板メニュー。新鮮な食
材にとろけるチーズが 絡んで、濃 厚な味わいです。
店主 厳 選のワインと合わせれば 至福の時間に。温
かみのある雰囲気が、心を和ませてくれます。
錦町2-1-10-1F
L11:30〜13:30 / D17:00〜23:00
042-522-8408 休 日、祝休
CHECK!

ウェルカムドリンク1杯サービス

港町にいる気分で呑める海鮮居酒屋
131

お店情報

／ 居酒屋

新 鮮な海の幸を、浜 焼き、刺身、寿司などで味わえ
ます。牡蠣の名産地、宮城と兵庫から仕入れた生牡
蠣は、新鮮でプリプリの身が絶品。活気のある空間
で、日本各地の地酒と一緒に楽しんでみては。
錦町2-1-3-2F
24時間営業
042-595-6898

お店情報
休

無休

CHECK!

ディナータイムにお食事の方、
デザートプレゼント

生牡蠣110円で提供
（1人1個まで）
37

名物！
とろ〜りチーズのラザニア1,580 円

飲み放題＆カラオケ歌い放題
チャージ料 2時間3,300 円

いろんな種類が味わえる
炭火焼鳥盛り合わせ980 円

アットホームな雰囲気が心地よい
132

個室充実の和風ダイニング
133

幸せ音楽酒場 あさちゃん

職人技を堪能できる回転寿司店
134

大衆酒場 和海

／ 音楽酒場
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音楽・エンターテインメント好きが集う音楽 酒場。
リピーター多数、初めてでも一人でも、すぐに馴染め
てしまう居心地のよさが自慢です。現役シンガーソン
グライターの店主のライブも楽しみの一つ。
お店情報

錦町1-3-26-3F
18:00〜24:00 (土日12:00〜)
042-595-8082 休 月、
木休

脂が乗った旬の味
びんちょうまぐろ165円（2貫1皿）

CHECK!

素材の良さを生かしたイタリアン

その日水揚げされた新 鮮な 魚 介 や立 川産 野 菜な
ど、旬の食材を生かした料理が自慢。香ばしい焼き
鳥は、国産鶏を炭火の遠赤外線効果でふっくらと。
木の温もりが感じられる2Fの個室は2名〜。
錦町1-3-27
11:00〜25:00
042-595-6758

お店情報
休

無休

CHECK!

135

回転寿司たいせい 立川南口店

／ 居酒屋

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。
錦町1-3-29-1F
11:00〜22:00
042-521-3929

お店情報
休

無休

CHECK!

おつまみサービス

炭火焼鳥2本サービス

／ イタリアン

シェフは帝国ホテル出身の実力派。熟練の技が生み
だす本格イタリアンが人気です。手打ちの生地に、特
製のミートソースとベシャメルソースを重ねたラザニア
は、必食の美味さ。店内は犬連れもOK。

1ドリンク
（店指定の飲物）
サービス

錦町

お酒が進む
特製ローストビーフ
1,320 円

3種のチーズで作る
甘くない大人のバスクチーズケーキ
1カット770 円

からしでいただく
島寿司 10貫2,000 円

おいしい八丈島を堪能

多彩なコースと経験豊富な講師陣

佐藤（JAPNESE CUISINE SATOH）

137

休

錦町1-1-24-1-C
17:00〜24:00
042-512-7265
日休(日曜祝日の場合月曜に変更)
CHECK!

138

初心者から、プロを目指している人まで、楽しくスキル
アップできるダンススクール。BTSのバックダンサー
や東宝ミュージカル俳優など、現役のプロが講師を
担当。少人数制のレッスンも魅力です。
錦町1-1-20-3F
10:00〜22:00
042-526-1530

お店情報
休

無休

139

洋風小料理屋 モリノナカ

／ バー

50種類のバーボンとフードが魅力。アンガス牛を使っ
たローストビーフは、特製ソースでさっぱりした味わい
です。生ビールはベルギー産ステラ アルトワ。1日の
終わりは温かみのある空間で休息を。
錦町1-5-35-2F
17:00〜24:00
042-512-5424

お店情報
休

無休

CHECK!

無料体験レッスン受付中

ソムリエ出身の店主が営む大人の隠れ家

Kony's Bar

／ ダンススクール

CHECK!

季節の小鉢１品サービス
38

お店情報

隠れ家でバーボンの余韻に浸る

DECO DANCE SCHOOL 立川校

／ 創作料理

旬の食 材 で 作る八 丈島料理と島 焼 酎 が 味 わえる
お店。鮮度抜群の魚が自慢の島寿司は、醤油ダレに
漬け込んだネタと甘めのシャリに、爽やかなからしが
食欲をそそります。個性豊かな島焼酎も充実。

お店情報

錦町1-3-9-1F
L12:00〜/ D18:00〜
042-512-8735 休 火、
第1･3水休
CHECK!

お会計1,000円以上で寿司1皿無料

基礎から学べる キッズダンス
月2 回 4,400 円〜／受け放題 11,000 円

136

Don Che 〜

／ 寿司

／ ダイニングバー

店主こだわりの世界のお酒と、生産者から届く新鮮
で安心な食材で作る創作料理のペアリングが楽しめ
るお店。欧州産チーズを贅沢に使ったバスクチーズ
ケーキは、ついついお酒が進む危険なおいしさ。
錦町1-5-6-106
17:00〜24:00
042-518-9855

お店情報
休

日休、
不定休

CHECK!

お会計5%OFF

店主おまかせおつまみ1品サービス
39

立川産うどを使った
うどラーメン900 円

出汁が利いた
関東おでん6種盛り合せ605円

信州の希少米
碓氷さんの五郎兵衞米
3,240 円（5kg）

天然熟成の旨味
手作り味噌（500g）
550 円 / 甘口（白）600 円
標準
（赤）

関東風おでんと馬刺しで一杯
140

老舗米麹店の味噌を食卓に
141

ひだりうまでん助 南口店

Kururin Stamp rally 2022

錦町1-5-28-1F
11:30〜23:00
042-595-6393

大 正7年創 業。無 添 加・天 然 熟 成の手作り味噌は、
自慢の米麹と北海道産鶴の子大豆、あらしおを使っ
た逸品。麹のプロが作り出す味わいは、一度使ったら
手放せません。麹の力で料理が豊かに。
錦町1-4-28
8:30〜17:00
042-524-3190

無休

CHECK!

お店情報
休

日、他不定休

143

吾妻米店

／ 中国料理

昭和38年創業。名物うどラーメンには、立川の特産品
うどを 使 用。麺に具 沢山のあんかけが 絡 む、旨味
たっぷりの一品です。テイクアウトOKのお弁当も充
実。本格中華をご自宅でも楽しめます。
錦町1-4-5
平日L11:00〜15:00/D17:00〜21:00/土日11:00〜21:00
042-522-7472 休 月休

CHECK!

お店情報

CHECK!

上記の味噌500g につき50円引き

おでん6種盛を7種盛にサービス

店主こだわりの銘柄を自社精米

中国料理 五十番

／ 手づくり味噌

お店情報
休

142

北島糀店

／ 居酒屋

出汁が染みた関東風おでんが自慢。色々なおでん種
を味わうなら、盛り合わせがお得です。旨味の濃い馬
刺し、豊洲直送の鮮魚もリーズナブル。店主厳選の銘
酒を合わせれば、身も心も温まります。

地元民が集う老舗中国料理店

／ 精米、
米穀卸

五郎兵衞米は、信州の五郎兵衛用水が流れる土地で
しか作られず、市場にも出ない幻のお米です。店主に
好みを伝えれば、銘柄をおすすめしてもらえるのも嬉
しいサービス。立川市内なら無料配達も。
錦町1-4-7
9:30〜19:00
042-522-3964

お店情報
休

日、
祝休

CHECK!

手作りマンゴープリンをサービス

米購入
（5kg〜）
でブランド米300gプレゼント

錦町

仕込みにも技あり！
もつやき1本140 円〜

旬の野菜を一皿に
ベジタリアンプレート1,500 円

オーナーシェフのお店だからできる
F・あらい井の限定10食豪華ランチ
3,000 円

選ぶ時間も楽しい
プリフィックスランチ3,200 円〜

プライベート空間で楽しむ極上の鮨
144

一人飲み歓迎の粋な小料理店
145

F・あら井

和食すぎむら

／ 寿司

大人の隠れ家を思わせる佇まいが印象的。店主自ら
が腕をふるう料理と風雅なおもてなしが、大切な人と
の時間に彩りを添えてくれます。完全予約制のプライ
ベート空間で、極上の鮨を堪能してみては。
錦町1-6-17
L1部11:15〜2部12:45〜 / D17:00〜23:00
042-519-3419 休 水休(ランチのみ木休)

ランチ利用で冷凍笹らぎ
（笹寿司）
1つサービス
40

割烹仕込みの和食が自慢。ベジタリアンプレートは、
旬の野菜と魚を一皿で 味 わえる一品です。自家 製
カマスの一夜干しは、常連の多くが注 文する人気
メニュー。女将の気さくな接客に心も和みます。
休

錦町1-6-15-2F
17:00〜23:00
042-595-8321
日、月、水、木休(予約により営業)
CHECK!

お店情報

鮮度抜群なもつで元気をチャージ

もつやき処 アラマサ

／ 欧風・日本料理

落ち着いたモダンな空間で、ホテルメイドのおいしい
料理が味わえます。自分好みのコースが楽しめるプリ
フィックスランチは、メインを肉と魚から選べます。
月替わりのアップグレードメニューも。
錦町1-12-1
7:00〜21:00
042-503-9100

お店情報
休

無休

CHECK!

料理、
ドリンク注文の方に
5品盛を500円で提供

147

ホテル日航立川 東京 All Day Dining 紗灯

／ 和食

お店情報

CHECK!

上質な和洋の料理でおもてなし
146

お食事ご注文でワンドリンクサービス

／ もつ焼き

市場に卸す前に買い付ける鮮度最高のもつが店主の
こだわり。部位ごとに塩･タレ･醤油を使い分け、絶妙
な加減で焼きあげるもつ焼きは、もつ好きを唸らせる
逸品。もつ煮込みはスープまでおいしい。
錦町1-8-5-102
17:00〜23:00 (土16:00〜22:00)
042-527-3737 休 日、
祝日の月休

お店情報

CHECK!

小鉢1品サービス
41

読書とお酒を愉しむコンセプトバー
148

149

Kururin Stamp rally 2022

お店情報
休

月休

CHECK!

地産素材たっぷりのイタリアン
150

鉄板焼 燦燈

／ ダイニングバー

木目調の内装がホッとする雰囲気のお店。店主渾身
のミートソースは、国産牛を立川産の香味野菜や有
機 栽 培のトマトと、5種 類のお酒で煮込んだ逸品。
本とお酒を傍に大人の時間を満喫できます。

季節の野菜を味わえる
週替わりランチ
（サラダorスープ、
ドリンク付）
1,000 円

大切な人と訪れたい

Norwegian Wood

錦町1-8-5
18:00〜26:00
042-595-7612

大切な方への贈り物に
まずはお得なご試食セットで
笹らぎ5個セット
1,400 円→1,000 円

一品ごとに驚きのある
燦燈コース12,500 円

リッチな赤身肉の旨味
ミートソーススパゲティ 900 円

錦町2-3-4-2F
17:00〜22:00
042-512-8987

お店情報
休

無休

CHECK!

お会計10％OFF

151

bel Salice

／ 鉄板焼き

和を基調としたモダンな雰囲気の鉄板焼店。おすす
めは黒樺牛、伊勢海老、あわびなど、特選食材を絶妙
な火入れで焼き上げる燦燈コース。ライブ感と会話
が楽しいカウンター席のほか、個室の用意も。

立川生まれの笹鮨｢笹らぎ｣の販売店

笹らぎファクトリー

／ イタリアン

ランチの目玉は週替わりのパスタ3種類。手作りの生
パスタはモチモチ食感が楽しめます。チキンのトマト
煮をソースにした、ふわとろオムライス、旬の野菜盛り
だくさんのサラダボウルも人気です。
錦町2-3-4-1F
11:30〜15:00/18:00〜23:00
042-595-6705 休 日祝、土昼休

お店情報

CHECK!

1名に付きドリンク(1,000円以下）
1杯進呈

鮨の名店｢F.あら井｣が手掛ける一口サイズの笹巻き
寿司。お得なセットなら、旨味を引き出した〆鯖、柔ら
かな煮穴子など、5種類のネタを味わえます。冷凍配
送OKなので季節のギフトにも。
錦町1-20-15
10:00〜14:00
042-506-1231

お店情報
休

水休

CHECK!

自家製シャーベットをサービス

※祝前を除く平日のみ

／ 寿司

5個入×2セット購入で笹らぎ1つサービス

錦町 ／

テイクアウトOK
Batch brew450 円

地元出身の双子の歯科医師による、
患者様に応じた優しい診療

（タンブラー持参で350円）

羽衣町

圧倒的な存在感
まぐろ山盛丼980 円

香り豊かな熟成蕎麦
三種盛り（1人前）1,520 円
※写真は2人前です

定期健診で健康な歯をキープ
152

創業47年！丹精込めて打つ本物の蕎麦
153

美松デンタルオフィス

錦町1-6-18-5F
10:00〜19:00 (土〜18:00)
042-595-9231 休 木、
日祝休
CHECK!

旬の産地から蕎麦の実を仕入れて自家製粉。生地を
二度寝かせることで喉越しの良さと弾力が生まれま
す。三種盛りは挽き方の違う、せいろ・粗挽き・田舎
が楽しめる一品。冷酒も合わせて粋な時間に。
羽衣町3-15-27
L11:30〜15:00 / D17:30〜21:00
042‐595‐6922 休 月、火休

お店情報

なくなり次第終了

1,090円の月替り蕎麦が半額
（平日のみ）

本場メルボルン仕込みの自家焙煎
155

魚焼き 玉河

／ 蕎麦

CHECK!

歯科グッズをプレゼント
42

お店情報

154

立川熟成寝かせ蕎麦 たかや

／ 歯科医院

立川出身の歯科医が診療するデンタルクリニック。
診断について丁寧に説明してもらえるので、最後まで
安心して治療を受けることができます。幅広い世代の
口の悩みに応えてくれるクリニックです。

新鮮なまぐろを味わえる大衆居酒屋

PORTERS COFFEE

／ 居酒屋

店内で解体する鮮度抜群のまぐろが自慢。
限定20食
のまぐろ山盛り丼は、炙りトロを贅沢に乗せた一品で
す。名物の魚焼きは、まぐろの希少部位をサッと炙る
ツウなメニュー。銘酒も充実しています。
羽衣町1-25-23
L11:30〜14:00 / D17:00〜22:00
042-512-7781 休 無休

お店情報

CHECK!

／ カフェ

コーヒーの街、メルボルンでもバリスタを勤めた店長
が焙煎。フルーティーな浅煎りコーヒーも充実して
います。
すぐ淹れてくれるBatch brewは忙しい朝にも。
銘柄は日替わりで毎日が楽しみに。
羽衣町2-45-10-1F
12:00〜17:00(木8:00〜11:00 / 13:00〜15:00)
042-512-8689 休 月、
火休

お店情報

CHECK!

ディナータイム利用でお会計10％OFF
※ 定食利用のお客様はご利用になれません

ホットコーヒー 50円引
43

狭山園オリジナル
日本茶ドリップティーバッグ
煎茶5個入り540 円
狭山和紅茶5個入り630 円

まろやかなコクと香り
秋スペシャルブレンド670 円（100 g）

お茶請けに
おはぎ110 円

タルト・タタン

大2,200 円 / 小1,300 円

日本茶インストラクターが在籍
156

季節のタルトでティータイム
157

まごころ銘茶 狭山園

Kururin Stamp rally 2022

羽衣町1-23-7
9:00〜19:00
042-527-0146

お店情報
休

木休

CHECK!

タルト・タタンは、紅玉が旬を迎える秋のみ販売。飴
色になるまで煮詰めたりんごと、やさしい甘さのアー
モンド生地は、ついもう一切れ食べたくなるおいしさ
です。季節を感じる洋菓子でひと休み。
お店情報

羽衣町2-30-7
11:00〜18:00（金・土のみ営業）
070-2263-6805 休 日〜木休

最高品質の豆で贅沢なコーヒーブレイク
159

立川商店

／ 洋菓子

CHECK!

店内でお買い物をしていただいた方は
給茶サービス無料(水筒など持参ください）

158

洋菓子店 レカミエ/Pâtisserie Récamier

／ 日本茶

創業70年のお茶屋さん。
日本茶の魅力を伝えるオリ
ジナル商品の開発にも取り組んでいます。
急須がなく
ても気軽にお茶が楽しめるティーバッグは、香り高く
本格的な味わい。ギフトにも人気です。

地元民の食卓を支える青果店

珈琲夢職人

／ 八百屋

創業74年。新鮮な野菜と果物のほか、手作り惣菜が
自慢です。人気のおはぎは、北海道産あずきの粒あん
がたっぷり。遠方から買いに来る人も多く、400個売
れる日も。優しい甘さにホッとします。
羽衣町2-30-6
8:00〜16:00
042-522-3565

お店情報
休

日、祝休

CHECK!

1,000円以上購入でプチギフトをプレゼント

／ 自家焙煎 珈琲豆

スペシャルティコーヒー豆を、毎朝焙煎。シングルオリ
ジン12種 類、ブレンド8種 類から好みの豆を選べま
す。秋スペシャルブレンドはまろやかな香りとコクが
絶妙な一品。1杯で心安らぐ時間に。
羽衣町2-27-12
10:00〜20:00
042-524-5699

お店情報
休

火、
第3月休

CHECK!

お子さまにお菓子プレゼント

ポイントカードのスタンプ1つサービス

羽衣町 ／

イベントができる
グランドピアノのあるカフェスペース
レンタル可能。
ご相談ください。

懐かしい立川に会える
立川の風景 昭和色アルバム1,320 円〜

富士見町

出汁のコク極まる
肉汁うどん780 円

ワンコインで選べる
日替わり定食500 円

三代継承の変わらぬ味
160

心がほどける、居心地のいいカフェ
161

武蔵庵

街カフェ COCOON

／ 蕎麦・うどん

自家製麺にこだわる蕎麦・うどん店。石臼挽き全粒
粉をブレンドしたうどんは風味豊か。肉汁うどんは
モチモチの麺に豚肉たっぷりのつゆが 絡みます。
店主厳選の日本酒が楽しめる利き酒セットも人気。
羽衣町2-56-1
L11:00〜15:00 / D17:00〜21:00
042-522-4849 休 月休
CHECK!

自家製の食べるラー油をプレゼント
44

お店情報

ゆっくり味わいたい家庭料理
162

富士見町1-26-10-2F
営業時間はQR先のHPでご確認ください
042-595-6515 休 木休
CHECK!

ランチをお召し上がりのお客様に
プチデザートプレゼント

お店情報

163

喫茶ハンドメイド たんぽぽ立川店

／ カフェ

一人でも入りやすい、明るく開放的なカフェ。元気の
出る手作りの料理が好評です。授乳室、ベビーベッド
付きトイレ完備で子供連れも安心。ステージのピアノ
を使ったコンサートやイベントの開催も。

1930年創業の印刷屋さん

立川印刷所

／ 喫茶店

就労継続支援B型事業所としてハンディキャップのあ
るスタッフが一緒に働くお店。
人気の日替わり定食は、
野菜多めのヘルシーな味わいです。
車椅子でも安心の
広々とした空間でのんびり過ごせます。
富士見町1-18-10-1F 10:00〜20:00(木〜13:40)
※コロナ感染状況により11:00〜15:00
042-519-3159 休 日休

お店情報

CHECK!

ご注文の方ドリンク、
ケーキ、
ソフトクリーム
いずれか1品無料

／ 印刷

立川米軍基地を彷彿させる外観。
店内ではどこか懐
かしいアメリカンな雑貨を販売しています。同社が手
がけた「昭和色アルバム」は、立川の懐かしい風景を
集めた写真集。立川っ子には堪らない一冊。
富士見町5-6-15
9:00〜17:30
042-524-3268

お店情報
休

土、
日、
祝休

CHECK!

1,000円以上のご利用で
オリジナルメモ用紙を進呈
45

ーに参 加して
スタンプラリ
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のスタンプを
異なる3店 舗
ださい 。
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ント！
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。
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募ください 。
応
ふるってご

STEP1

STEP3

STEP2

掲載しているお店に行き
異なるお店のスタンプを
3つ集める

63円切手を貼って
ポストへ投函！

下の応募ハガキに
住所、氏名など
必要事項を明記する
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1

をした方の中から抽選で

お店は当選してからのお楽しみ。

START!

ここにスタンプを押してね

2

3つのお店のスタンプを集めて、
さらにインスタグラムで
くるりんスタンプラリーの投稿

「立川人気店の商品券（5,000円分）」が
3名様に当たります！

ここにスタンプを押してね

賞品は選べません。
このハガキの使用は郵送での応募のみとなります。
お一人様何口でも応募可能ですが、別台紙での合算は無効です。
● 冊子はWEBからもダウンロード可能になっています。
● 店舗での応募ハガキの受け取りはできません。
● 厳選な抽選の上、
当選者を決定し、2023年1月中旬（予定）
に賞品の
発送をもって発表に代えさせていただきます。
● 抽選方法や当選についてのお問い合わせは受け付けません。
●
●

ここにスタンプを押してね

●

GOAL!

あなたの投稿で、お店の人がうれしくなって、
まち全体がにぎやかになる、
投稿を待ってます！

利

用

。

のハッシュタグをつけて、インスタグラムに
掲載されているお店の感想や写真をそえて、
投稿してください。

きりとり

スマホ
で参加
の方は
こちらをチ
ェック

＃くるりんスタンプラリー 2022

チャンス

立川輝く個店受賞店のお食事券です。

立川のオリオン書房全店で使用できます。

※プレゼント賞品の写真はイメージです。

W

お食事券（5,000円分）

オリオン読書文具券（5,000円分）

立川観光株式会社で使用可能な旅行券です。

3

（金）
必着
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