10 月▶ 11 月

立 川 バ ス 走 行 エ リ ア 情 報 満 載！

Oct. - Nov. 2017

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。

034

めくると
ヒントが
あるよ！
！

Take Free

10/14（土）
・15（日）
（予定） 第29回 福生インターナショナルフェア

立川の駅ビル
「WILL」
（現在はルミネ立川）が
オープンした年はいつでしょう？

時

間▶14日
（土）11:00 〜 19:00
15日
（日）10:00 〜 19:00
会 場▶国道16号線横田基地前商店街
アクセス▶JR福生駅、JR牛浜駅より徒歩15分
問 合せ▶042-551-2927 福生市商工会
U R L ▶http://fussa-sci.com/

A

横田基地の前にある商店街を中心にはじまった、インターナショナルフェア。福生な
らではの飲食や雑貨の模擬店がたくさん出るほか、
さらに今年はアメリカンなイメー
ジを意識したフェアを計画中です。異国情緒たっぷりな福生をお楽しみください！

時 間▶21日
（土）9:30～20:00、22日
（日）9:30～16:00
会 場▶真如苑プロジェクト用地 （武蔵村山市榎一丁目）
アクセス▶立川バス
「大南一丁目」下車より徒歩1分
西武拝島線武蔵砂川駅より徒歩20分
問 合せ▶042-565-1111（内線225）
武蔵村山市民まつり実行委員会事務局（武蔵村山市役所観光課）
U R L ▶http://www.dedara.com/

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
（2017年11月21日発行予定）
正解は12月＆1月号で発表します！

前号（2017年8月&9月号）の答え合わせ

時 間▶10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）
会 場▶︎国立駅前大学通り緑地帯
アクセス▶JR国立駅南口より徒歩4分
問 合せ▶042-575-1000 国立市商工会青年部
U R L ▶http://www.kuni-js.com/tenka/

Q. 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？
A.5個 B.10個 C.31個
正解はC.31個

立川地区から毎日運行！

［羽田空港・成田空港ゆき］
高速バス

11/4（土）
・5（日）たちかわ楽市2017

間▶10:00～16:00
※小雨決行、荒天の場合は中止
会 場▶︎国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン
アクセス▶JR立川駅北口より徒歩10分
問 合せ▶042-526-1312
たちかわ楽市実行委員会事務局
U R L ▶http://www.tbt.gr.jp/rakuichi/2017autumn/

時

間▶11日
（土）10:00～17:00
12日
（日）10:00～15:00
会 場▶昭和の森いちょう並木
（昭島駅北口モリタウン北側）
アクセス▶JR昭島駅北口より徒歩5分
問 合せ▶042-544-5111（内線2282）
昭島市役所 産業活性課

昭島市内の飲食店が「昭島名物」
となりうる自慢のフードを出品し、昭島ブランドにふさ
わしいNo．1フードを決めるイベント。今年のテーマは
「美味くて多摩卵」
と
「アキシマク
ジラ」。来場される皆さんの投票でグランプリが決定！ 是非味わいに来てください！

11/18（土）
・19（日）ぶんぶんウォーク 2017
時
会

間 ▶10:00〜16:00（18:00までの企画もあり）
場 ▶JR国分寺〜武蔵国分寺史跡周辺〜
JR西国分寺駅の中央線南側エリア
（一部北側エリア）
本部：都立武蔵国分寺公園こもれび広場
受付：本部、各タウン、国分寺駅前（南口）
問 合 せ ▶bunbunwalk@gmail.com
ぶんぶんウォーク実行委員会事務局
U R L ▶http://bunbunwalk.com/
https://ja-jp.facebook.com/bunbunwalk/

まちをぶらぶら歩きながら、国分寺の魅力を再発見する
「ぶんぶんウォーク」。今年も大
小60を超える様々な企画が盛りだくさん！ イベントに参加したり、
ぶらぶら歩いて途中
のカフェやお店に立ち寄ったりしながら、国分寺のまちを満喫してみませんか？

←9往復→

立川
地区

立川市民が中心となって開催する入場無料の参加型イベント。市民の交流と活動の成
果などを披露する
「立川しみん祭」、商店街がPRする
「たちかわ商人祭」、農産物卸売、野
菜宝船を展示する
「立川市農業祭」、
「国営昭和記念公園イベント」
の同時開催です！

11/11（土）
・12（日）第6回 昭島ブランド・フードグランプリ

2002年

※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。

11/3（金・祝日）〜5（日）第52回 天下市

時

C

下記事項を明記の上、
ご応募ください。
応募締切▶2017年11月13日
（月）消印有効
①クイズの答え②氏名③住所④年齢

祭りのクライマックスは、
光り輝く山車の数々と踊り隊が一体と
なった
「デエダラ市民パレード」。地域の皆さまの想いがつまっ
た“地域山車”が、武蔵村山を勇壮に盛り上げます。楽しいイベ
ントもたくさんありますので、
ぜひ、
ご家族でお越しください！

国立駅南口の大学通りに、約100店もの店舗や企業テントがずらりと並ぶ国立市の商
業祭。各店が独自のセールを開催し、本や雑貨などを販売するほか、飲食店ゾーンも楽
しめます。
イベント会場では、様々なイベントが日替わりで開催されます。

1992年

みゆき館ビルの中など、銀座に数店舗ある喫茶店「カフ
ェ ド ギンザ ミユキカン」。ルミネ立川店は、銀座以外の
エリアで唯一の店舗です。今号ではみゆき館特製の「焼
き菓子ギフト 10個入り」
（2,160円相当）を5名様にプ
レゼントします！

10/21（土）
・22（日）第12回 村山デエダラまつり

©「天地人」二元和朗

B

1982年

※立川発は予約制

→立川発 21 便
羽田発 24 便←
運賃

成田空港
羽田空港

立川地区 ～ 成田空港 3,600 円
立川駅 ～ 羽田空港 1,550 円

「リラックマバス」好評運行中です！
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

10 月 ▶ 11 月
アッタカナ立川

October-November. 2017

音楽との出会い。
仲間たちとの出会い。
居心地が良いと評判のMJ立川南教室。

検索

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

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。11月末までキャンペーンを実
施！ ちょっとした小物の
お買い物もできます。お
気軽にお越しください！

新たに「タップダンスゆっくりクラス」が17時よりスタート！
さらに、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！

ターバス「リラックマバス」が

成田空港線を運行中です。 外
装・内 装ともに「リラックマ」

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

一色の楽しいバスとなってます。

みなさまのご乗車をお待ちして

おります！

Ⓒ 2017 San-x Co., Ltd. All Rights Reserved.

運行時刻等の詳細は…

立川バス 検索

編 集 後 記
栗って果物（フルーツ）なの？
これからの秋の味覚といえば栗や柿がありま
すが、栗って果物なのでしょうか？ 果物とは、

Vol.034(2017年10月＆11月号)2017年9月19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
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木や草につく実のこと。農林水産省では果樹
（果物の木のこと）
として分類されており、基
本的には果物といえます。パフェやモンブラ
ンなど、栗をたっぷり使ったスイーツで秋を満
喫してみるのもいいですね！

042-535-3942
立川市幸町2-6-18
6:00〜18:30
日曜
多摩モノレール泉体育館駅より徒歩10分

店長●清水康雄さん

デリシャス

サンドイッチの具材は、毎日早朝から
ひとつひとつ手作りしています。フルーツ
サンドは時期によって変わるので、どんな
フルーツが食べられるかはお楽しみに！

1

カラフルな見た目とほどよい甘さが人気の
２大スイーツ。この季節に食べたくなる
フルーツサンド、フルーツパフェのお店を
立川で見つけてきました！

縫製屋の一角に設けた喫茶店からはじ
まった、創業40年のサンドイッチ屋さん。
お
客さんの要望を聞きながら改良を重ね、
メ
フルーツ
ニューは20種類以上。マヨネーズから手作
サンド
りするデリシャスサンドは、
「サンドイッチ総
［250円］
選挙in多摩」で１位をとったことも。自家製
具材をぎっし
り挟んだ昔な
がらのサンド 自家製クリームの甘さとフルーツの甘酸っぱさが
イッチは、地 絶妙なフルーツサンド。そのほか、夏限定のブ
元のみならず ルーベリーサンド、 9月頃のシャインマスカットサ
ンド、冬から春にかけてはイチゴサンドなど、仕入
遠 方 から の れた果物によってメニューが変わる。
ファンも多い！

4

620円
（＋税）〜

7:30〜18:00

フルーツ
サンド
［850円］

土曜の15時以降、店内で食べられる知る人ぞ知る
フルーツサンド。金曜と土曜のみ焼かれる、コクと
甘みと北海道産小麦の風味が感じられる特別な
食パンを使うので、限定メニューに。季節によって
変わる果物を美味しくサンド
！

3

カフェド ギンザ ミユキカン ルミネ立川店

042-527-0011
立川市曙町2-1-1 ルミネ立川8F
10:00〜22:00（LO21:30）
不定休（ルミネ立川に準ずる）
JR立川駅より徒歩1分

1982年の立川駅ビルのオープン当時からあ
るお店。天井の梁（はり）やアンティーク家具
などは南フランスから輸入されたもので、
ヨー
ロピアンカフェのような店内で優雅にゆった
りと過ごせる。
ネルドリップ式のコーヒーや紅
茶と一緒に、銀座みゆき館の名物「和栗のモ
ンブラン」などのケーキでティータイムを！ パ
スタなどの食事メニューもある。

オーナー●シンボユカさん

平日のランチに店内で食べて行かれるお客
さんも結構いるんですよ。放送作家の小山
薫堂さんにも気に入ってもらったお塩とバ
ターのパン（210円）も人気です！

おじいさんが始めた自転車店を3代目
のシンボユカさんが、
「昔から人が集ま
るお店だったので、
そういうお店にした
い」
との思いで2010年に開いたパン屋
さん。派手さはないけれど、毎日でも食
べたくなるパンが並ぶかわいいショー
ケースや、店内奥のイートインスペース
はファンシーな雰囲気で居心地がいい。
立ち寄りたくなるお店、発見です！

スタッフ●さゆりさん（右）、
あやさん（左）

042-522-6211
立川市曙町2-21-5
日曜・月曜
JR立川駅北口より徒歩7分

人 気メニューのハニー ト ーストは、大 きな声では言 え ません
が、他のお店に比べてコスパがいいのが自慢です！（←声大き
い！）フォトジェニックなので、インスタ映えもバッチリ！

季節の
フルーツパフェ

シンボパン

2

ニジニジカフェ

042-595-6209
立川市高松町3-14-13
10:00〜21:00（LO20:00）
月曜
JR立川駅北口より徒歩7分

白い壁と木目を基調とした店
内は、席同士の幅がゆったりと
していて居心地がいい。
「学生
さんのお勉強や、
お仕事でのご
利用も全然OKです」
とは、店長
の上野さん。
このゆとりは駅か
ら少し離れているからこそ作り
出せる空間。看板メニューのハ
ニートーストをはじめ、
メニュー
の価格が抑えめなのもうれしい
ところ。
いい時間を過ごせそう。

写真は夏限定の「マンゴーパフェ」
（680円＋税）
。 9月
中旬からは秋限定の「モンブランパフェ」
（680円＋税）
が登場。上品な風味のマロンホイップの中にも大粒の
マロンが隠れていてうれしい。 15㎝を優に超える高さ
で食べごたえも十分！

パンパティアンソロジー

5

042-537-8001
立川市栄町5-62-1
7:00〜19:00
火曜（祝日の場合は営業、翌日休み）
立川バス「東栄会」下車より徒歩2分、
多摩モノレール泉体育館駅より徒歩20分

オレンジ
パフェ
［平日1,134円］
（土日祝は1,188円）

立川通り沿いにあるロッジのような外観のパン屋さん。店内は
ビートルズを中心とした洋楽BGMが流れ、
あたたかみのある雰
囲気のなかパンが並べられていく。食パンや総菜パン、菓子パ
ンなど毎日100種類ほどのパンを販売。
カフェスペースも併設
しているので、無料のコーヒーサービスと一緒に、焼きたてパン
をその場で味わうことができる！

フルーツ
サンド

042-527-1138
立川市曙町2-5-1 伊勢丹立川店1F
9:00〜22:00（LO21:30）
元日のみ
JR立川駅北口より徒歩2分

フ
、
洋菓子のお店として親しまれているが
レンチシェフだった篠原さんが考案する
地元野菜を使った食事メニューも人気

「アッタカナ立川」ホームページ

【アッタカナ立川】で検索！
は、

5

街道
芋窪

スタッフ●渡辺さん

エミリーフローゲ本店

パンを買っていただいたお客 さまには、コ
ーヒーや 紅 茶 を 無 料でサ ー ビスしていま
す。春や秋の心地よい季節は、併設のテラ
スでパンを食べて帰るのもおすすめです！

ジで連載中の「店長
「アッタカナ立川」のホームペー
から店長へ、おスス
店長
。
ム」
コラ
レー
店リ
おススメ
気コラムが本誌で
なぐ人
メのお店をリレー形式でつ
東側にあるエミリーフローゲの篠
店1階
立川
勢丹
は伊
第1回
す。
復活しま
では馴染み深い本格的なフラ
地元
ンの
ープ
年オ
原尚之店長です。1980
篠原さん。お客様からの
ていた
トをし
ンス菓子店で、学生時代にアルバイ
っかけで飲食の道を志
がき
がけ
の声
から
ェフ
代シ
ある一言と、お店の初
ぞ！
でどう
ネット
、
続きは
したそうです。その言葉とは……。

スタッフ●高橋さん

１回

第

立川
通り

1

［130円］

「エミリーフローゲ」店長
篠原尚之さん

当店のマカロンを広めるためにはじめたマ
カロンパフェ。今ではパフェの人気が高く、
立川店では季節ごとのパフェも販売。マカ
ロンはテイクアウトもできますよ！

復活！

け通り
すずか

4

立川店のみの9月中旬からの季節限定パ
フェは見た目も豪華！ オレンジのソースやブ
ラッドオレンジのゼリー、サワーグルトが層に
なり、食べるたびにいろいろな味や食感が楽
しめる。パフェのトッピングにマカロンは「銀
座みゆき館」ならでは！

通年のみかんのほか、時期によりイチゴや
栗などをサンドするフルーツサンド。お店
おすすめの「やわらか食パン」を使い、食
感はふわふわ。生クリームをたっぷり使っ
ていてもさっぱりとした甘さでで、フルー
ツの甘さを引き立てる
！

3
：電話番号 ：住所

2

：営業時間

:定休日 LO：ラストオーダー :アクセス

価格は税込ですが、
税抜きの場合は「+税」としています。

