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※イベント
スケジュールは
予告なく開催日・
内容等が変更になる
場合があります。
あらかじめ、
ご確認の上お出かけ
ください。

立川 バス
走行 エリア情報満載！

５/28（土）
・29（日）第八回あきしま郷土芸能まつり
時

間 ▶5/28
（土）
15:00〜20:30(前夜祭)

立川近郊 の 工場見学

5/29
（日）
9:00〜16:00(本祭)
※小雨決行、荒天中止の場合あり
会 場 ▶モリタウン北側 特設会場
アクセス▶JR昭島駅北口よりすぐ
問 合 せ ▶042-519-2114
あきしま郷土芸能まつり実行委員会事務局
（昭島観光まちづくり協会内）

6/18（土）

第51回 福生ほたる祭
時
会

間▶13:00〜21:00 ※雨天の場合は翌日
場▶ほたる公園
（福生市南田園3-9-1）
、
玉川上水青梅橋付近
アクセス▶JR牛浜駅より徒歩10分
JR熊川駅より徒歩７分
問合せ▶042-530-2341
福生市観光案内所 くるみるふっさ

工場を
見ながら
味わう

贅沢

大人の自由研究で酒蔵巡り？

屋台や山車、居囃子、神輿、獅子舞、和太鼓が一堂に集まる初夏のお祭り。今年は拝島
奈賀町屋台人形の修復が完了し、拝島町の屋台人形
「須佐之男命」
「和唐内」
「弁慶」
の
三体が揃って建ち上げ。模擬店が出るほか、前夜祭も開催されます！

創業153年を迎えた石川酒造の敷地には、
創業当時に建てられた土蔵など国登録有形
文化財があるが、
全部で何棟あるか？

A 2棟

B 3棟

銘酒「多満自慢」を丁寧に造り続ける石川酒造で最近人気を呼んでいるのが、
「純米無濾過」。日本酒独特の旨味がしっかりと感じられる1本で、スローフー
ドジャパン熱燗コンテスト2015で「お値打ち熱燗 ぬる燗部門」最高金賞を受
賞している。この「純米無濾過」の720ml入りを5名様にプレゼント！
下記事項を明記の上、
ご応募ください。
応募締切▶2016年7月11日
（月）消印有効
①クイズの答え②氏名③住所④年齢
※ご応募いただいた個人情報は賞品
の発送以外の目的では一切使用しま
せん。※当選者の発表は賞品の発送
をもってかえさせていただきます。

メール ▶ quiz@kyoeiad.co.jp
QR コードから簡単応募 ⇒
ハガキ ▶ 〒 190-0011
立川市高松町 2-27-27 TBK 高松第二ビル 2F
（株）キョウエイアドインターナショナル内 TEAM アッタカナ宛

福生に初夏の訪れを告げる
“ほたる祭り”。福生ホタル研究会により大切に育てられた
約500匹のゲンジホタルが優雅に舞い光り、幻想的な空間に。会場周辺には模擬店が
並び、特設ステージではエイサー太鼓やよさこいソーランなども披露されます。

正解は8月＆9月号で発表します！（2016年7月19日発行予定）
前号（2016年4月＆5月号）の答え合わせ

７/2（土）
・3（日）第28回 くにたち朝顔市
時
会

間▶6:00〜17:00
（売り切れ次第終了）
場▶JR国立駅南口大学通り緑地帯
（一橋大学正門南側 ）
アクセス▶JR国立駅からすぐ
問合せ▶042-575-1000 国立市商工会
※朝顔は、ひと鉢から宅配可能。化粧箱付き
なので、夏の贈答にも！
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夏の風物詩として定着した
「くにたち朝顔市」
。地元で育った
“日本朝顔”が色鮮やかな
大輪の花を咲かせ、ひと鉢1,500円で展示即売されます。模擬店もずらりと並び、江戸
風鈴やくにたち野菜などの販売も。朝の散歩や夕涼みをかねてお越しください！

vol.

7/16（土）〜9/4（日）予定 国営昭和記念公園 レインボープール
時 間 ▶【7/16〜8/16】9:30〜18:30（7月の平日は17:30まで）
【8/17〜9/4】9:30〜18:00（9月の平日は17:00まで）

高 速 バス「 立 川 飯
田線」では、
「千畳
敷カールきっぷ（立
川線プラン）
」を好
評発売中です！

会 場 ▶ 国営昭和記念公園
アクセス▶︎JR立川駅より徒歩15分、多摩モノレール立川北駅より徒歩13分
料 金 ▶入園料+プール入場料：︎大人2,500円、小・中学生1,400円、
幼児（４歳以上）500円
問 合 せ ▶042-528-1751 国営昭和記念公園 管理センター
U R L ▶http://www.showakinen-koen.jp/
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ご自由に
おとりください

Take

Free
アッタカナ立川

2016
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Jul
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Q.朝食特集で紹介した
「All Day Dining 紗灯」の朝食ブッフェで
出しているメニュー数は約何種類？
A.10種類 B.40種類 C.100種類
正解はB.40種類

新しいこと始めませんか？
キャンペーン実施中
居心地が良いと評判のMJ立川南教室。和

検索

やかな雰囲気で皆様のレッスンを応援いた

twitter@attakana̲t
facebook 「アッタカナ立川」
tachikawa.attakana.com

します！現在立川教室だけのキャンペーン
を実施中。7月末までにご入会の方には素
敵なプレゼントを

緑あふれる公園内にあるレインボープールが今年もオープン。一周360mの
「流れるプ
ール」
や広い渚に波が打ち寄せる
「大波プール」
、
４つのレーンで遊べる
「ウォータースライ
ダー」
など、9種類のプールが楽しめます。期間内は、
サマーフェスティバルも開催予定！

ご用意しています。

7月中旬〜8月中旬（予定）ひまわりガーデン 武蔵村山
時 間 ▶9:00〜17:00
住 所 ▶武蔵村山市緑が丘1460
アクセス▶多摩モノレール上北台駅より徒歩10分
問 合 せ ▶042-565-1111
（内線224）
武蔵村山市役所 産業観光課
U R L ▶http://www.city.musashimurayama.lg.jp/
kankou/spots/himawari/1004644.html

武 蔵 村 山に広 がる太 陽 の 花「ひまわり」。約 3 . 7 ヘクタールの 広 大な敷 地で 、満
開 時には約 5 0 万 輪もの 花 が 咲き誇る。開 園 期 間 中は、スタンプラリーやフォト
コンテストを実 施 。開 花 状 況は、公 式ホームページをチェックしよう！

7/30（土） 立川まつり 国営昭和記念公園花火大会
時 間▶19:20〜20:20 ※荒天時は翌日に順延
会 場▶国営昭和記念公園 みんなの原っぱ他
アクセス▶JR立川駅より徒歩15分
多摩モノレール立川北駅より徒歩13分
問合せ▶042-527-2700
立川まつり実行委員会
（立川商工会議所内）
U R L ▶http://www.tbt.gr.jp/hanabi/

昭和29年から始まり、今年で58回目の歴史ある花火大会。
１
尺５寸玉や芸協玉、ワイドスターマインなど、立川ならではの迫
力ある花火が夏の夜空を彩ります。プログラムなどの各種情
報は、立川観光協会のホームページにてご確認ください。

C 6棟

運行情報・時刻、予約方法についての詳細は
立川バスホームページへ

立川バス 検索

立川バスでは、サンエックス
㈱とのタイアップによるキャラ
クターバス「リラックマバス」
が新たなカラーリングで４月上
旬より運行開始となりました。
みなさまのご乗車をお待ちし
ております。

立川バス 検索

Ⓒ 2016 San-x Co., Ltd. All Rights Reserved.

1階 がついにOPEN！
新コースの和太鼓やフラメンコを
音楽教室として
新しくなった教室で始めてみませんか？
ドラム、ギターコースも人気です。
生まれ 変 わりました！ この機会をお見逃しなく！

営業時間：10:00 ～ 21:00（土曜 20:00、日曜 18:00 まで。祝日休み）
TEL：042-526-1779 住所：〒 190-0022 東京都立川市錦町 1-3-21

編 集 後 記
「多満自慢」の仕込み水の意外な使われ方
拝島の石川酒造では、敷地内に 「多満自慢」
を生み出す仕込み水が流れ出ている場所があり、
ペットボトルに詰めて持ち帰る人もいるという。こ

vol.026(2016年6月＆7月号)2016年5月17日発行（隔月）
編集・発行 立川バス指定広告代理店
（株）キョウエイアドインターナショナル内TEAMアッタカナ
ＴＥＬ ０４２-５２７-８８１６ ＦＡＸ ０４２-５２７-８８２６
〒１９０-００１１ 東京都立川市高松町２-２７-２７ ＴＢＫ高松第二ビル２Ｆ

こで案内してくれた橋本さんがひと言、「蔵のトイ
レの水は、この仕込み水を使っているんですよ。
ぜひどうぞ！」と。なんとも贅沢というか、申し訳
ない気持ちで使わせてもらいました！

見学から乾杯まで。
ここは
「酒飲みのテーマパーク」

約2,000リットル入る巨大タンクの
前で、常に笑いを交えて酒造りにつ
いて教えてくれる橋本さん

石川酒造

拝島

蔵に入るとほんのりと酒の香りが漂う。蔵は天井が
高く、
それを支える立派な柱や梁に歴史を感じる

見学の後に
飲んで行かれる
方も多い
ですよ

そば処「雑蔵」の2階にある史料館では、石川酒
造の歴史とともに、酒造りやビール醸造につい
ての貴重な史料などが展示されている

042-553-0100（予約受付時間：平日10:00〜
17:00） 福生市熊川1
蔵見学は希望日前日
までに要予約。見学開始時間：10:30〜／14:00〜
／16:00〜の1日3回
（所要時間：約1時間） なし
JR拝島駅より徒歩15分
http://www.tamajiman.co.jp/

今 の銘酒「多満自慢」は、地下150mか
年153年目を迎えた石川酒造。
自慢

営業課長●橋本恭男さん

ら汲み上げられる酒造りに適した中硬水と、
越後杜氏から技を引き継いだ社員杜氏の
手で仕込まれる。広い敷地のなかには、国
の有形文化財に登録された建物が6棟。
見
学では、
そうした蔵をはじめとした見所を、
従業員の方が軽快なトークとともに案内して
くれる。

見学後は、
売店「酒世羅」で試飲や買い物もでき
る。左から多満自慢の上撰本醸造（830円+税／
720 ㎖）、大 吟 醸（3,000円+税 ／720 ㎖）、たま
の慶純米大吟醸（1,550円+税／720㎖）

敷地の中には、
旬の和食とともに古い蔵で日本酒やビールを楽しめる「雑蔵」と、
イタ
リアンレストラン「福生のビール小屋」がある

酒蔵の裏にある−5度で管理をしている
特製の貯蔵タンク。約12,000リットルのタ
ンクで内部が4層構造で管理をしている。
残念ながらこの新蔵の見学はできない

田村酒造場

042-551-0003
（予約受付時間：8:00〜17:00、日・祝・
月を除く）
福生市福生626
蔵見学は希望日の1
週間までに要予約。見学時間は約1時間。予約は電話か
ホームページの予約フォームから。見学は10名以上で。
日・祝・月
福生駅より徒歩
12月･1月の見学はなし
10分
http://www.seishu-kasen.com/

発酵タンクと、それぞれをつなぐパイ
プの雰囲気は工場見学ならでは

略号＝ ：電話番号
：住所
定休日
: アクセス

文 かつて敷地内に掘った井戸から、秩父奥

政5年に造り酒屋を始めて今年で194年。

前蔵では展示販
売も行っている。
左から嘉泉の特
別本醸造 幻の酒
（2,
160円/1800
㎖）、純米大吟醸
（5,
400円／720
㎖）

多摩の伏流水が豊富に湧き出たことから、
その
水を
「よきいずみ」
と讃え、
酒の名を
「嘉泉」
とした
そう。
蔵見学では、
国の有形文化財にも登録され
ている趣きのある酒蔵や樹齢1000年とも言われ
る欅の巨木など、
酒造りだけではない蔵の魅力を
体験できる。

貯蔵タンクが並ぶ本蔵。酒蔵は手前から本蔵、中蔵、新蔵がつ
ながっており、奥に行くに連れ建てられた年代は新しくなる。
それでも、
中蔵と新蔵は大正7年の建造というから驚く

：予約方法
：営業時間
：URL LO：ラストオーダー

まぼろしの酒
「嘉泉」を
ぜひ飲んで
ください

杜氏●高橋雅幸さん

実際に訪ねると、驚くほど新しい
発見がたくさんある工場見学。
立川エリア周辺で大人も子どもも
楽しめるスポットを紹介します！

福生

最新設備と杜氏の技の
融合が生み出す酒

本蔵の屋根からシンボリックに伸びる
八角形の煙突は、明治時代に造られた
ものでとても珍しい

※価格は税込ですが、税抜きの場合は「+ 税」としています。

!!

すっきりとした飲み口のクリームエール、
麦芽を焙煎したアンバーエール
（中ジョッキ各650円）。樽生ビールを飲めるのは「無門庵」とここだけ！

地元で
愛されるビール
を造り続けたい
です

スタッフ●まこっちさん
（右）
副醸造長●高橋薫さん
（左）

他にもあるよ、オススメの工場見学

大多摩ハム工場

：042-551-1321
：福生市福生785
：10名以上で希望日の1週間前までに電話予約。
なお、お中元
（6月〜7月）
とお歳暮
（11月〜12月）
の繁忙期は見学不可
：10:30集合
：火曜・土日祝
：JR福生駅より徒歩3分
：http://www.otama.co.jp/index.html

日本で開発された唯一のオリジナルな豚の品種TOKYO Xは、
そ
の名の通り東京生まれ。きめ細かな筋繊維とたっぷりの霜降り、
旨味のある脂肪分を備えたこのTOKYO Xを本場ドイツの製法
でハムに仕上げた。その製造工程の一部を見学し、見学後は併設
のレストラン
「シュトゥーベン・オータマ」
でランチ。さらに直売店で
は市価より安く商品を購入できる。

瓶詰めから栓詰めまですべて作業員ふたり
の手作業！ 約400本のボトルを１時間ほ
どで詰めてしまうんだとか 年季の入った
この機械で瓶にフタをする

工場を見ながら
モルト %の地ビールをグビっと！

100

ファクト
リー
カミカゼ

西国立

ビールを飲みながら、その生まれ
故郷の工場を眺めるというのも、
な
かなか贅沢

ソーセージ５種盛り
（850円）と、さ
っくさくのオニオンリング（500円）
は、
どちらもビールにぴったり

042-524-6556
立川市錦町1-24-26
17:00〜23:00
（LO22:30） 日・祝
JR西
国立駅より徒歩１分
http://www.mumonan.
jp/kamikaze/

懐 工場として1999年に創業。西国立で

石料理店「無門庵」の自家製ビール

地下水を見つけた先代が、
アメリカ旅で出
会ったブルワーと開発した「カミカゼビール」。
工場内には入れないが、建物２階にあるブ
ルーパブから工場内を見ることができる。醸
造担当者がいれば丁寧に説明してもらえる
ので、
飲食を楽しみながらの工場見学を
！

駅前にあるパブ併設の工場には、発酵タンクと貯酒タンクがそれぞれ３個ずつ。小さ
いタンクでも2,000リットルも入る！

多摩エリアには他にも工場見学できるスポットがいくつもある。普段の生活のなかでよく目にするモノがどのようにして作られているのかを、
工場という非日常感たっぷりな空間のなかで楽しめる。子どもたちにとっては、自由研究のいい題材になること間違いなし！

森永乳業東京多摩工場

：0120-369-017（平日9:00〜17:00）
：東大和市立野4-515
：5〜60名で希望日の5日前までにホームページか電話で予約
：10:00〜11:30、13:00〜14:30の1日2回、所要時間は約90分
：土日祝、年末年始、夏期の一時期
（詳しくはホームページで）
：多摩モノレール桜街道駅より徒歩7分、西武拝島線玉川上水駅より
徒歩15分
：https://www.morinagamilk.co.jp/learn_enjoy/factory_tour/factory/tama/

1966年に操業を開始した森永乳業の東京多摩工場では、
「森永
のおいしい牛乳」
「マウントレーニア」
などの飲料のほか、
「濃密ギ
リシャヨーグルト パルテノ」
「森永アロエヨーグルト」
なども製造し
ており、
その一部を見学できる。
また時期によって内容は異なるが、
別途予約をすればチーズ作りなども体験できる。なお、対象年齢
は幼稚園･保育園年長以上。

ダスキン東京多摩中央工場

：042-643-6500（平日9:30〜17:00）
：八王子市石川町2968-13

：5〜30名で希望日の1ヶ月前までに電話で予約
：9:30〜11:30か13:30〜15:30の1日2回
：土日祝
（詳しくはホームページのカレンダー参照）
：JR北八王子駅から徒歩4分
：https://www.duskin.co.jp/torikumi/factory/tokyotamachuo/index.html

TVCMでもおなじみのダスキンでは、北海道から沖縄まで全国各
地で工場見学ができる。都内は八王子にある東京多摩中央工場
が見学を受け入れている。
レンタルが基本のダスキンでは、家庭
やお店などから回収したモップやマットといった商品を工場で洗
浄･修繕して再び世に送り出している。工場見学では、
この循環型
ビジネスを間近で見ることができる。

コカ・コーライーストジャパン多摩工場

：042-471-0463（平日9:00〜17:00）
：東久留米市野火止1-2-9
：2〜100名で希望日の2ヶ月前から予約可
（先着順）
。
当日の予約申し込みは不可
：10:00〜／11:30〜／14:00〜の1日3回
（各回60分）
：土日、工場休業日
（詳しくはホームページのカレンダー参照）
：西武池袋線清瀬駅南口あるいは東久留米駅西口からバス8分
：http://www.ccej.co.jp/plant/list/tama/

コカ･コーライーストジャパン多摩工場では、無料で工場見学が楽
しめる。普段、
よく口にしているドリンクがどうやって作られている
のか、製造工程の一連の流れがよくわかるようになっている。工
場内でペットボトル飲料などがラインに沿って、大量に流れてくる
様は圧巻。
また、工場で作られた製品の試飲もできるだけでなく、
記念品ももらえる。

