8 月▶ 9 月

立 川 バ ス 走 行 エ リ ア 情 報 満 載！
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EVENT SCHEDULE

VOL.

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。

033

めくると
ヒントが
あるよ！
！

Take Free

8/31（木）
まで開催中 くにたちビアガーデン2017

立川にあるクラフトビールのお店で、
生ビールの注ぎ口（タップ）が
最も多いお店にはいくつあるでしょう？

時
会

間▶各店舗の営業時間内
場▶JR国立駅周辺の22店舗
（参加店舗はFacebookページ等でご確認ください）
参加費▶2,000円
（専用マイジョッキ＋はじめの1杯＋専用スタンプ台紙）
U R L ▶https://www.facebook.com/
kunitachibeergarden/

A

専用ジョッキを持って参加店舗を行き交う人たちで、
くにたちの街をビアガーデンにしち
ゃおうという国立の飲み歩きイベント。
マイジョッキをチケット代わりに、各店舗でうれし
いサービスが受けられます。
ジョッキは店舗ごとの個数限定のため、
お早めに！

5個

B

※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 高松第一ビル 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

市民等が丹精込めて作り上げた七夕飾りが、会場内を彩ります。七夕織姫コンテスト
や民踊パレード、100店舗もの市民模擬店、ステージイベントを開催。福生市公式キ
ャラクター「たっけー☆☆」のハイタッチで訪れた人々の願いが叶うかも！

（2017年9月19日発行予定）
正解は10月&11月号で発表します！

8/5（土）
・6（日） 第45回昭島市民くじら祭

前号（2017年6月&7月号）の答え合わせ

時

8/26（土） 第39回武蔵村山市観光納涼花火大会
時

間▶14:00〜21:30
（打ち上げ19:45〜20:30）
会 場▶野山北公園運動場
アクセス▶JR立川駅北口から
立川バス
「横田」下車より徒歩15分
問 合せ▶042-560-1327 武蔵村山市商工会
U R L ▶http://www.murayama.or.jp/hanabi2017.html

©「夜空を彩る」相馬昭夫

武蔵村山市の納涼花火大会は毎年、
その年の数だけ打ち上げ。
今年も2017年にちなみ、
2017発の花火が夏の夜空を彩ります。
会場内では、
ダンスや生バンド演奏などのイベントも開催予定。
模擬店もずらりと並び、
お祭り気分を楽しめます！

9/9（土）
・10（日）第3回立川名画座通り映画祭
時 間▶10:00〜18:00
会 場▶︎立川南口 柴崎学習館
アクセス▶JR立川駅南口より徒歩9分
問 合せ▶042-528-8722
名画座通り映画祭実行委員会 中村
U R L ▶http://www.suwadori.com/eiga/

Q. 蒙古タンメン中本の看板メニュー
「蒙古タンメン」の辛さのレベルは、
10段階のうちいくつでしょうか？
A.1 B.5 C.10
正解はB.5

立川
バスで
行く

新東京百景

野山北・六道山自然公園

野

山 北・六 道 山 公 園 」は
新東京百景にも数えら
れ、100本の山桜は壮観で
す。文化の森・六道山公園の
山桜は、古くから桜の名所と
して多くの人々に親しまれ
てきており、町をあげての盛
大なさくらまつりも行われま
す。シンボルとなる展望台か
らは、広大な狭山丘陵の四季
をうかがうことができます。

今年も地域の皆様に日頃の感謝を込めて感謝祭を行います。かき氷や各種出店、ダン
スイベント、
フリーマーケット等がございます。なかでも毎年人気のビンゴ大会では豪
華景品を多数ご用意しておりますので、是非皆様でお越しください。

立11-1

立12

思いっきり踊ろう♪
思いっきり叩こう♬
居心地が良いと評判のMJ立川南教室。

検索

和やかな雰囲気で皆様のレッスンを応援

ON
WEB

いたします。9月からキャンペーン実施！
また 、
ちょっとした小物
のお買い物も出来ます。
お気軽にお越しください！

公 れています。秋になると周

園への遊歩道が7本整備さ

最寄りのバス停：峰より徒歩約10分
系統： 立10

August - September.2017

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

辺でみかん狩りが楽しめる大
日山遊歩道、サイクリングが楽
しめる天王山遊歩道、茶畑が
途中に広がる台坂遊歩道な
ど、公園へ向かう途中も楽し
むことができます。

9/18（月・祝日） トヨタドライビングスクール秋の感謝祭
間▶11:00〜15:00
場▶︎トヨタドライビングスクール東京
（立川市羽衣町1-3-4）
アクセス▶JR立川駅南口より無料送迎バス運行
問 合せ▶042-526-3551
トヨタドライビングスクール東京
U R L ▶https://www.toyota-dst.co.jp/

8月 ▶9月
アッタカナ立川

かつて立川南口にあった名画座を偲んで開催される、立川市柴崎学習館と諏訪通り商
店街共催の映画祭。
名画と自主制作短編映画を上映し、公募作品ではグランプリを競い
合います。
立川市をテーマにした短編映画の受賞作も上映される予定です。

時
会

31個

下記事項を明記の上、
ご応募ください。
応募締切▶2017年9月11日
（月）消印有効
①クイズの答え②氏名③住所④年齢

時 間▶13:00〜21:00
会 場▶JR福生駅西口周辺  
アクセス▶JR福生駅、JR牛浜駅下車
問 合せ▶042-551-1699
福生七夕まつり実行委員会事務局
（福生市役所シティセールス推進課内）
U R L ▶http://fussa-tanabata.com

今年で45回目を迎える夏祭りのテーマは
「昭島くじら祭！ 真夏の夜空に夢花火！」。1日
目は模擬店やステージで会場を盛り上げ、
メインは夢花火です。2日目のパレードでは、
昭島駅南口から昭和公園陸上競技場まで、大くじらや各種団体が行進します。

C

立川エリアでも増えている、クラフトビールが飲めるお店。今号では、立川最大
規模のタップ数を備えるクラフトビールのお店「カウンティクレア」から、ロゴ入
りビールグラス3個セット（ブリュードッグ、ギネス、
キルケニー）を5名様にプレゼントします！

8/3（木）〜6（日）第67回福生七夕まつり

間▶5日
（土）13:00〜20:30
（夢花火打ち上げ20:00〜）、
6日
（日）13:00〜20:45
（パレード16:00〜18:00）
会 場▶昭島市 昭和公園陸上競技場
アクセス▶JR東中神駅より徒歩5分、
JR西立川駅より徒歩10分
問 合せ▶042-543-8186 昭島市商工会

10個

詳しくは

立川バス 検索

新たに始まったタップダンスが大人気！
更に木曜日に夜の和太鼓コースも新開講いたします。
予約殺到のコースですので、
枠が埋まり次第受け付けを終了いたします。
お問い合わせはお早めに！

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
飲んで学んだビールのこと
クラフトビールとは、小規模な醸造所でビー
ル好きがせっせと作ったビールだそうで、いく

Vol.033(2017年8月＆9月号)2017年7月18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高松第一ビル２Ｆ

つかの種類があるようです。日本の大手メー
カーが造るピルスナーや、
よりホップの香りと
コクを感じられるペールエール、
そして今人
気の高いIPAは、ペールエールの上をゆく
苦味が爽快です。ぜひお試しを！

042-527-1737
立川市柴崎町3-1-7 南口第二ビル3F
17:30〜25:00（LO24:00）
無休
JR立川駅南口より徒歩2分

スタッフ●アヤカさん

ROSE HOGS（ローズホッグス）

元イタリアンシェフが作るお料理はどれ
も 本 格 的です。セビーチェは夏 場にぴっ
たりですし、お魚に合うクラフトビール
もあるので、ぜひお試しください！

1

小規模のブルワリーで醸造された「クラフトビール」。
多めのホップを使い苦みが特徴的なビール「IPA（インディア・
ペールエール）」など、とにかく種類が豊富なため、
クラフト初心者の方でもお好みの１杯が見つかるはず。
おすすめビールと相性抜群のお料理をご紹介します！

立川で初めてクラフトビールを扱った
『立川ブリュワリー』の意志を継いだのが、
このお店。樽生ビールは10種類を揃え、
独特の濃さと鮮烈な苦味でファンの多い
大阪・箕面ビールのW-IPAを常設する。ま
た、元イタリアンのシェフが作る料理は、
食事を楽しみたい人も満足できる本格
派。週末に家族連れが多いのも頷ける。
BEER
memo

魚介と
アボカドの
セビーチェ

4

Irish Pub County Clare（カウンティクレア）

マルゲリータ
［Mサイズ1,350円］

2

Uー！（ウー）

042-512-9638
立川市曙町2-18-6
月〜土17:00〜24:00
（LO23:30）
、日13:00〜22:00
（LO21:30）
無休
JR立川駅北口より徒歩6分

［690円＋税］

クラフトビールとワインとソーセージの
専門店。店内カウンターにはビールの
注ぎ口
（タップという）
が10個並び、
ク
ラフト生は樽がなくなり次第入れ替え。
限定商品もあるので、
どんなビールが
飲めるかは一期一会だ！

3

BEER
memo

苦みが特徴的なIPA生ビール各種（740円＋税）。
国内外から仕入れるクラフト生ビール10種類。
今 流 行りのIPAから、こ れ から 流 行 るNEIPA
（ニューイングランドIPA）まで充実。

BEER
memo

牛ほほ肉の
赤ワイン煮込み
［980円＋税］

My TaBReW

（マイテーブル）

12種類のクラフト生ビー
ルは、銘柄に関わらずサ
イズごとの一律料金。S（
490円）、M（750円）、L
（990円）。価格を気にせ
ず飲める、この料金設定
は良心的。限定樽も入荷
するので、お早めに！

ビール担当●岩田大一さん

お店で腸詰をしているソーセージは、肉々
しさと燻製の風味が抜群のレギュラーと、
タイ料理のスパイスをたっぷり使ったアジ
アンがあるので、お好みでどうぞ！

店の入り口からして可愛らしい雰囲
気のこのお店、多国籍料理とクラフ
トビールが楽しめます。女性ファン
も多い樽生ビールは12種類。
クラフ
トビギナー向けの銘柄も揃えている
ので、
まずは気軽にどうぞ！

店長シェフ●川添さん（右）
スタッフ●野口さん（左）

BEER
memo

ワインと野 菜で漬 け込んだ牛ほほ肉をじっく
り煮込む、牛ほほ肉の赤ワイン煮込み。柔らか
くてトロトロのお肉は、ビールとご一緒に！

042-526-2525
立川市柴崎町2-4-19 オネストヴィレッジ1F
17:00〜24:00
（LO23:30）
日曜（第2日曜除く）
JR立川駅南口より徒歩4分

:定休日

:アクセス LO：ラストオーダー

新連載「店長おすすめ店リレー」を
スタート！ 店長から店長へつなぐ
リレーコラムをお楽しみに！

スタッフ●藤生さん（左）、
小菅さん（右）

：営業時間

（2017年9月19日発行予定）

自家製スモークの盛り合わせは、カマンベールチーズ、鶏
モモ、卵、カキを店内でじっくりとスモーク。素材の旨み
を引き出し、ほんのり香ばしさでビールがうまい！

：住所

ベアードビール シングルテ
イ ク セッション エ ー ル
（700円＋税）。すっきり爽
やかでクラフト
ビール初心者
でも飲みやす
い。ベアードビ
ールのほか、国
内外クラフトの
フェアなども

次号10月&11月号から

6

：電話番号

BEER
memo

5

ラ・クローヌ

ベルギービールを多く取りそろえるほ
か、国内外のクラフトビールも扱う鉄
板ビストロ。生ビールはベルギービー
ルやブリュードッグのほか、期間限定の
ゲストクラフトビールも。ソーセージや
ステーキなどのお肉料理も豊富！

6

4

価格は税込ですが、
税抜きの場合は「+税」としています。

5

042-595-8019
立川市錦町1-3-3 大野ビル2F
17:00〜24:00
（フードLO23:00、
ドリンクLO23:30）
日曜
JR立川駅南口より徒歩3分

ブリュードッグ エース オブ
シトラ（740円＋税）は、限
定ボトル。フルーティーな
香りと苦みが爽快で、ゴク
ゴク飲めちゃうスコットラン
ドのクラフトビール。

［左/レギュラー400円、
右/アジアン400円］

自家製
スモーク盛り
合わせ

1

31種類のクラフト生ビールから4つを選べる飲み比べセ
ット（1,200円）は、好きな1杯を探す近道になりそう。季
節に合わせたラインアップもあるのでお試しあれ。

BEER
memo

自家製
ソーセージ

2

3

042-523-8307
立川市曙町2-15-21 尾崎ビル2F
17:00〜26:00
（フードLO25:00、
ドリンクLO25:30）
無休
JR立川駅北口より徒歩3分

店に入るとそこはPUB。横田基地の米
兵も多く、異国感たっぷり。カウンター
の奥に並ぶ、クラフトビールの注ぎ口
は、全部で31個！ フルーツ系の軽め
な銘柄もあるので、
ビールが苦手な人
でも好みの1杯が見つかるはず。

店長●木村晃さん（右）
シェフ●佐俣和博さん（左）

豚 の 腸 か ら 仕 入 れ て 自 家 製 ハー
ブと合わせて作る、手作り手詰め
ソーゼージ。食べると、口いっぱい
にハーブの香りが広がります！

手作り
手詰め
ソーゼージ

スタッフ●MIKIさん

［972円］

昨年、導入した本格的なピザ窯で
焼 くマルゲリ ー タは、こんがりの
焼き目が香ばしく 、チーズとトマ
トの風味でビールが進みます！

大人気の大阪・箕面ビール
W-IPA（S650円、M850
円、L1,300円）は、注ぐ際
に炭酸ガスを使わず、汲み
上げ式のタップを使用。ま
た、温度も一番美味しく飲
める12 ℃に設 定され、本
来の味が楽しめる

HALBAR（ハルバル）

042-595-8086
立川市柴崎町3-10-5 FMビル1F
16:00〜24:00
（LO23:30）
毎月最終日曜
JR立川駅南口より徒歩3分

［980円＋税］

ビール＆ワインをカジュアルに楽しめる
バル。静岡のクラフトビール
「ベアード
ビール」
は、定番12種類や季節もの、
樽入れ替えのドラフトもある。オーナー
がベアードビールを飲んで感動し、数
多く仕入れているそう。串焼きやちょこ
ちょこつまめるおつまみなど、お酒に
ピッタリのお料理が味わえる！

