
八王子市内にあるイチオシのお店を投票していただき、得票点の多いお店舗をノミネート。総合的な審査基準を経て決定いたしました。

得票総数 943票・総店舗数 627店 （投票受付期間：平成23年10月1日～11月30日）
オシオシのお店店のお店を投票を投投を投票してしていただきだきだき 得得票得得票点の多点の多多 お店いお店店店舗を舗をノミネ ト 総合的な合的な合的 審査基審査基審査基準を経準を経を経 決定て決定て決定 たしいたしましたましたました

あなたが選ぶイチオシのお店
「飲食部門」4店舗、「小売・サービス部門」4店舗が決定！

八王子商工会議所八王子商 会議所
地産・地消・地活事業

■ 主　催： 八王子商工会議所
■ 協賛：西武信用金庫　■ 後援：八王子市、八王子市商店会連合会、まちづくり八王子　■ 協力：東京新聞ショッパー社　■ 問い合わせ：八王子商工会議所 042-623-6311

レストラン 山中亭
八王子市椚田町115-1
☎042-666-2153
11:00-15:00（L.O.14:30）、17:00-22:00（L.O.21:00）（48席）
水曜　 あり
 ○　 http://www.geocities.jp/yamanakatei/
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「ロマンティックなお店。女性一人でも過ごしやすい！（30代女性）」
ヨーロッパのコテージを思わせる柔らかな雰囲気の中、新鮮な食材と本格
的なソースのフランス料理が気軽に楽しめる。ランチは1,100円（̃写真は
2,200円のコース。他各種）。お食事はポテトグラタン650円などからOK。
お店の方のやさしい笑顔にも、ごちそうさま！

洋食 お茶楽久
八王子南新町22
☎042-624-0388
11:00-16:00、17:00-21:00（L.O.20:30）（20席）
なし　 あり
 ×
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南新町
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「ボリュームがあって旨いフライが食べたいなら絶対ここ（30代男性）」
ランチは850円̃でサラダ・カップスープ、ドリンク、ミニアイス付き。料理
はラージサイズを注文しても同じ値段で、カレー、オムライス、パスタも各
種あり。カフェとしても使えるお店で美味しいスイーツも。下町生まれの
マスターにファンが多く、大人の隠れ家のようなお店だ。

洋食 おがわ
八王子市三崎町9-8オザワビル1F
☎042-625-1516
11:30～14:30、17:00～21:30（L.O.21:15）（20席）
水曜　 なし
 ×
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「美味しい洋食屋さんです。家族連れでゆっくり楽しめます（40代女性）」
煮込みハンバーグ750円や４本の大きなエビフライ1,000円（ともにライ
ス付き）のほか、数多い洋食メニューの味が評判。北野で30年、三崎町に
移って約4年。チェーン店にはない手作りの味と真心が感じられるお店
で、長く通い続ける客も多い。初めてでも入りやすい！

中華料理 五十番
八王子市東浅川町506-4
☎042-666-4150
11:00-14:30 16:30-20:00（20席）
木曜　 あり
 ×
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「熱々の料理がすぐ出てくる。通い続けても飽きがこない。（30代男性）」
麺の太さが選べるラーメンや、食べやすい風味のレバー料理などメニュ
ーは定食も含め毎日60種類以上。仕込み作業に手間をかけ、「速く、安く、
美味しく」料理を提供する。サービスセット（ラーメン、半ライス、半餃子３
個）は750円から。地元に愛される旨い中華料理店。
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八王子商工会議所八 子商 会議所
地産・地消・地活事業

■ 主　催： 八王子商工会議所 ■ 協　賛：西武信用金庫
■ 後援：八王子市、一般社団法人 まちづくり八王子、八王子市商店会連合会
■ 協力：（株）東京新聞ショッパー社 ■ 問い合わせ：八王子商工会議所 042-623-6311

Hachioji
元 気
Project

八王子市散田町3-18-11　248ショッピング街2Ｆ
☎042-665-9837
 ランチ11:30～15:00（L.O.14:00）   
ディナー17:00～22:30（L.O.21:30）
月曜　  ○（ディナーのみ）

八王子市中野上町4-1-10
☎042-627-2521
ランチ11:30～15:00（L.O.14:30）  ディナー17:30～22:00（L.O.21：30）
月曜（祝日は営業）
 ×　 http://elsazio.com/

八王子市千人町3-3-3
☎042-663-6861
 月～金11:00～17:00　土曜11:00～18:30 
（スープが売り切れしだい閉店）
日曜・祝日　  ×

八王子市明神町4-7-15  落合ビルB1F
☎042-645-8888
 ランチ11:00～14:00　ディナー17:30～21:00（L.O.） 
バー17：30～翌1：00
月曜　  ○　 http://www.hachioji-scene.com/

フランス料理  ENTRÉE　アントレー

イタリア料理  エルサジオ　EL SAZIO 中華そば専門店　吾衛門　GOEMON

RESTAURANT＆BAR  SCENE　シーン

「メニューの相談もしやすくて、すばらしいお味。心安らぐお店です」（40代女性）
まるでパリの街角にあるレストランのような雰囲気の中、かしこまらずに美味しいフラン
ス料理とワインが楽しめる。「お客様の温かいご支援に応えつつ、いつまでも愛されるお
店でありたい」と語るのは、オーナーシェフの須崎さん。コースはランチ1,575円～、ディ
ナー1,850円～。たびたび内容の変わるアラカルトメニューも人気の秘密。

「美味しい料理とワイン、ホットなサービス。イタリア気分が味わえる！」（30代男性）
「お客様の喜びを喜びとするスタッフ達と共に、料理もサービスも完成度の追求を続けて 
いきたい」とオーナーシェフの今福さん。コースはランチ2,100円～、ディナー3,150円～。単品
料理は650円～常時40種類。もちろん食材に妥協はなく旬の素材を存分に堪能できる。壮観
な南欧風洋館での極上イタリアンと真心のおもてなしが、優雅で上質な時間を約束する。

「スープ、麺、具材がどれも美味しく、一杯の味バランスが見事！」（30代男性）
オリジナリティのある八王子ラーメンが人気で、まさに行列のできる店。細麺によく絡む
スープは豚肉、野菜、魚介をじっくり煮込んだもの。「幸せなひと時を過ごしていただける
ような旨いラーメンを極めていきたい」と、ラーメン職人の石川さん。「中華そば＋玉ネギ」
550円は、海苔、チャーシューやメンマが隠れるほど一面に浮かぶ玉ネギの風味で大人気！

「お料理が最高で、ロマンティックな雰囲気も魅力。私の中の名店です」（30代女性）
オープンして25年。お料理とサービスでお客様の素敵なワンシーンを華やかに演出してき
た。「頑固に食材と向き合って、お喜びいただける料理に挑戦していきたい。お子さま連れの
方もぜひどうぞ」と、オーナーシェフの杉野さん。ランチ2,400円～、ディナー4,800円～（写
真手前から牛ほほ肉の赤ワイン煮込み、鮮魚のポワレ、有機野菜のテリーヌなど）。



八王子市内にあるイチオシのお店を投票していただき、得票数の多いお店をノミネート。総合的な審査基準を経て決定いたしました。

得票総数 1,907票・総店舗数 780店 （投票受付期間：平成25年10月1日～12月31日）
チオシのお店店のお店を投を投票を投票してしていただきただきただき 得得得票得票数の多の多 おいお店をノミネ ト 総合合合合的的な審的な審的な審査基査基準査基準を経てを経を経て決決定決定決定いたしまたしま たしたした

あなたが選ぶイチオシのお店
「飲食部門」4店舗、「小売・サービス部門」4店舗が決定！

八王子商工会議所
創立120周年記念事業

商品･メニューの価格は平成26年２月末日時点での金額です。平成26年４月１日以降の価格は各店舗にご確認ください商品 価格は平成26年２月末日時点で 金額です 平成26年 月 日以降 価格は各店舗にご確認くださ

■ 主　催： 八王子商工会議所
■ 共催：西武信用金庫　■ 後援：八王子市、一般社団法人 まちづくり八王子、八王子市商店会連合会　■ 協力：（株）東京新聞ショッパー社　■ 問い合わせ：八王子商工会議所 042-623-6311

みんみんラーメン　MINMIN
八王子市楢原町437-1
☎042-624-2774
11:00～16:00、17:00～20:15頃（L.O.20:15）
　※スープがなくなり次第終了
月曜　  ×

鉄板料理  かわ邑　KAWAMURA
八王子市三崎町5-22 1F　☎042-621-1276
ランチ（毎日）11:30～15:00（L.O.14:00）
　ディナー（月～土）17:00～22:30（L.O.21:30）
　ディナー（日・祝）17:00～22:00（L.O.21:00）
なし　  ○

キッチン・カフェ  ことり亭　KOTORITEI
八王子市みなみ野3-11-4　☎042-636-1081
ランチタイム11:00～14:00（L.O.）、カフェタイム14:00
　～16:30（L.O.）、お夕食17:30～20:00（L.O.）
日曜・月曜（月曜が祝祭日の場合は営業）　  ×
http://kotoritei.com/

本格手打うどん  あらた　ARATA
八王子市八日町10-1
☎042-628-2330
11：00～14：30、17：00～20：00  
　（うどんが無くなり次第終了）
日曜　  ×

「小さい頃から食べているラーメン。20年たった今も飽きません（30代男性）」
魚介だしのスープは、あっさりしながらこくがあり中細麺との絡みが絶妙。
「毎日緊張感を持って手を抜かず仕込んでいます」と店主の岡本さん。スープ、
チャーシュー、メンマも手作り。一番人気はネギバラチャーシューメン790円
（税別752円）。

秋
川
街
道ENEOS

松枝小

八王子
北高

みんみん
ラーメン

「やさしいお味の洋食。つい通いたくなる美味しさです。（50代女性）」
「お子様からご年配の方まで、ゆっくりと楽しめるお味、雰囲気作りを心がけて
います」と店主のかいださん。赤味噌デミソースの「ことり亭のハンバーグ」や
「こんがり焼きカレーライス」（ともに900円）などが大好評。味噌、豆腐、醬油
などを使った安心でヘルシーな洋食屋さん。
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ふれあい
通り

のま小児科 コンビニ

交
番

山
梨
中
央

銀
行  

「鉄板焼きをいただくならここ。シェフとの楽しい語らいも魅力。（50代男性）」
高級鉄板焼きのお店として知られ、最高レベルの和牛ステーキや、鮑、伊勢
海老などの新鮮な海鮮が楽しめる。「お祝い事や記念日など特別な日にぜひ
御利用ください」とオーナーの川村さん。お客様の目の前でダイナミックに
調理する料理人の手さばきも見事。
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「本格的な讃岐うどんが美味。職人の一生懸命さが伝わる味。（40代女性）」
「季節や天候によって微妙に変化する材料の状態。それを手で感じながら
美味しいうどんづくりを心がけています」と店主の岡部さん。四国讃岐など
の名店で修業し、錬り・踏み・伸ばし・切りなどの工程すべてを手作業で行う
日々。月替わりメニューにも客の期待が集まる。
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八王子市内にあるイチオシのお店を投票していただき、得票数の多いお店をノミネート。総合的な審査基準を経て決定いたしました。

得票総数 2,371票・総店舗数 1,460店 （投票受付期間：平成26年10月1日～11月30日）
市内に内内内 あるイああ チオシのお店のおのお を投票投投投 していただきだきだき 得票得得得 数の多いお店をノミネ トネネ 総合総合総合総合的な審審審審査基準査基準基査基準査基準を経てを経 決定決定決定い決定 たたたたしま

あなたが選ぶイチオシのお店
「飲食部門」4店舗、「小売・サービス部門」4店舗が決定！

商品･メニューの価格は平成27年２月末日時点での金額です。商品 価格は平成2 年２月末日時点で 金額です

■ 主　催： 八王子商工会議所
■ 共催：西武信用金庫　■ 後援：八王子市、一般社団法人 まちづくり八王子、八王子市商店会連合会　■ 協力：（株）東京新聞ショッパー社　■ 問い合わせ：八王子商工会議所 042-623-6311

エル バレンシアーノ  EL VALENCIANO
八王子市明神町4-2-10 B1F　☎042-642-3160
ランチ11：45～14：00（L.O.13：30）火曜～金曜、
    ディナー18：00～22：30（L.O.21：00、但し金土はL.O.21：30）
なし　 日曜、第1・3月曜
※3/17（火）～4月いっぱいはランチ休み　  ×

スープカリー 奥芝商店 八王子田代城  OKUSHIBA SYOUTEN
八王子市子安町4-5-5　☎042-627-0134
11：00～14：30（L.O.）、17：30～21：00（L.O.）
日・祝11：00～19：30（L.O.）ともに
スープが無くなり次第終了
月曜　 なし　  ×

きっちん なかやま  NAKAYAMA
八王子市上柚木205　☎042-676-3409
11：00～21：00（L.O.）（ランチタイム11：00～14：00）
月曜（月曜が祝祭日の場合は営業、翌火曜休み）
あり　  ○
http://kitchen-nakayama.com/

マードレ イタリアーナ   madre italiana
八王子市梅坪町59-1
☎042-696-3211
10：30～20：30、ランチタイム11：00～17：00
なし　 27台
 ×
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「スペイン料理といえばここ！本場仕込みのパエジャが絶品。（40代男性）」
本場スペインのパエジャコンテストで外国人部門の最優秀賞を獲得し
たこともある店主の大八木さん。米一粒ひと粒に魚介の旨味が凝縮した
「魚介のパエジャ」2人前2,980円は、リピーター率NO.1。他、生ハムやア
ヒージョなどワインと共に楽しめます。

「昔から、家族でゆったりと食事を楽しみにきています。（50代女性）」
「いつきても変わらない、居心地のよいお店づくりを心がけています」と
シェフの中山さん。地場野菜を取り入れた季節感のある本格フレンチが
楽しめる月替わりのランチコース1,900円（税別）が人気です。創業34年
の歴史を感じる昔ながらの洋食メニューも充実。

「スープのうまさがクセになる。並んでも通いたいお店です。（30代男性）」
行列必至、一度食べると、また食べたくなる奥芝商店のスープカリー。ベー
スとなるエビスープ（＋150円）が濃厚な味わいの「海老の宝石箱」1,650
円には具材にも5種類の海老が入っています。「記憶に残る時間を提供し
たい」と語る店主の田代さんが、見て感動、食べて感動の一皿を提供。

「のんびりくつろげるので、よくママ友とランチに行きます。（20代女性）」
「楽しくて、美味しくて、くつろげるレストランとして、ずっと愛される店
を目指しています」とオーナーの石田さん。ランチタイムは11時～17時
とゆっくりでき、メインをパスタ17種類、釜で焼くピザ10種類から選べ
て、サラダ、前菜、デザート、コーヒーが付いて1,100円～と嬉しい価格。
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