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SOUVENIRS & GIFT

1 P09-B1服飾雑貨

八王子織物組合ベネック

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮを世界へ。
マルベリーシティネクタイ＆マフラー

☎042-626-0891  11:00〜17:30  水・日曜

2 P09-B1墓石・仏壇仏具

お仏壇はせがわ八王子店

お仏壇、お仏具だけではなく、霊園墓石、ご葬儀
までご供養なら全ておまかせ下さいませ。

☎042-625-0035  10:00〜18:30  不定休

http://www.hasegawa-web.jp/

3 P09-B1ふとん・まくら

丸𠮷優眠館

毎朝の目覚めがさわやか、をテーマに一人一人
に合った枕と敷き布団のご提案をしています。

☎042-625-1155  10:00〜19:00  水曜

4 P09-B1快適な眼鏡

タカクラメガネ

お話しながら、ゆっくり丁寧にわかりやすく
あなたの気持ち良いメガネを見つけましょう。

☎042-622-7658  9:30〜19:30  水曜

http://homepage3.nifty.com/opt_takakura/

5 P09-B2健康靴

シューフィッターの店  靴のマルタカ

外反母趾･扁平足･開張足･膝痛･タコ!!　お悩
みはシューフィッターが靴と足底板で解決！

☎042-626-4628  10:00〜19:30  水曜

7 P09-B3陶器・手仕事品

うつわや蔵

暮らしを楽しむ土の器と手仕事の品いろいろ。
ちょっと道草しませんか？

☎042-627-4322  11:00〜18:00  水曜・日曜

8 P09-C4BYCYCLE

東京トレッタストア八王子

乗って違いを体験してみませんか？走りなれた道、雪道、
急坂、オフロードに最適!! http://tretta-store.com/

☎0120-3196-90 10:00〜18:00  不定休

9 P09-C4日本茶専門店

町田園茶舗

売れています！黒豆入抹茶入玄米茶。
国産の厳選した材料を使用。200g630円。

☎042-622-0107  10:00〜18:00  日曜

10 P09-C4帽子専門

mon bibi（萬栄堂帽子店）

帽子好きな人が集まる帽子専門店。流行に左右
されない品質の良い帽子が揃っています。

☎042-622-3023  10:00〜18:00  水曜

11 P09-C4瀬戸物

せともの山田屋

生活の基本は食にあり。家族が楽しく暮らすため
の器、それはきっとここで見つかるはずです。

☎042-622-5521  9:30〜18:30  水曜

12 P09-C4靴

フジイ靴店

婦人靴専門店。靴のご不満解消!!おしゃれな靴
が、サイズも豊富に揃っています。年中無休!!

☎090-7225-8335  10:00〜19:00  無休

13 P09-C1肉の専門店

おおまき肉店

厳選された国産の牛肉･豚肉･鶏肉のみ販売し
ております。揚物は自家製を中心に約20種類。

☎042-622-5530  10:00〜19:00  水曜

14 P09-C1スポーツ用品

マルミ運動具店

大人気!!スクバ“ワッペ”全国唯一の販売店。
カラーバリエーションは12色展開です。

☎042-625-1213  9:30〜19:00  日曜

15 P09-C1豆、雑穀、乾物

埼玉屋本店

八王子の豆屋さん。豆･雑穀･乾物･味噌作りの
材料。店内で手作り味噌教室を開催。

☎0120-804-308  10:00〜19:00  日曜

16 P09-C1仏壇 神具･墓石

日本の心 八王子本店

家具調仏壇･国産仏壇なら当店へ！お線香･
お香は常時350種類以上取り揃えています。

☎042-623-1811  10:00〜19:00  無休

http://www.n-kokoro.co.jp/

17 P09-C2塩干物綜合食品

サ 丸佐屋

昭和の香り漂う看板建築の店舗にて、お客様と
のふれあいを大切に正直な商売をします。

☎042-622-1775  9:00〜19:00  日曜

18 P09-C2雑貨・家庭金物

加増屋商店

家庭用と業務用厨房用品の専門店。便利グッズや
道具の種類もサイズも豊富に揃います。

☎042-622-1223  9:30〜18:00  水曜

19 P09-C2眼鏡店

丸山眼鏡店

格安の貴金属もあります。
値上がり前の価格です。

☎042-622-5820  10:00〜18:00  水曜

20 P09-C2漆器と銅器

青木漆器

慶弔引出物のご利用は創業140年の当店で。
http://www2.tbb.t-com.ne.jp/aoki-sikki/

☎042-624-3939  10:00〜18:00  水曜

21 P09-C2額・書道用品・和小物

イワイ

水彩・油彩・色紙・賞状・写真立等。
各種額縁、額装の事なら何でもご相談下さい。

☎042-625-2600  10:00〜18:30  水曜

22 P09-C3花屋

日本フラワー

驚きと感動の花屋。胡蝶蘭は都内有数の
品揃えです。花束・アレンジなどギフトもどうぞ！

☎042-634-8711
10:30〜19:00  無休（正月休のみ）

http://www.nihonflower.com/

P09-C3

カイヨウ堂（回陽堂）

仕合わせ価格のカイヨウ堂。
善印を作る印匠回陽堂。

☎042-622-2405  9:30〜20:00  第2・第4水曜

23 印章印刷全般

6 P09-B2神仏具専門店

岡田屋

創業慶應2年。多摩地区最大級の専門店です。
http://okadaya.dcsv.jp/

☎042-625-3361  9:30〜18:00  水曜
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【アイコン】 凡例
テイクアウト

ギフト対応 喫煙OK 創業50年以上 創業100年以上 創業200年以上 ニューオープン

お子様OK 中国語対応 韓国語対応 ユーズド 男性向け英語対応座敷

女性向け

1 P10-A2便利屋

八王子便利店

八王子便利店です。ぜひお立ち寄りください！

☎000-000-0000  10:00〜19:00  日曜

…食べる00…買う00 …着る00 …その他00

お店を４つの業種カテゴリに分けて、
カテゴリ別に色と通し番号が付いています。
各エリアの地図にも同じ番号が付いているので、
地図から写真付きのお店情報を探す時に便利です。

地図をマス目に区切り、ヨコ軸には数字、タテ軸
にはアルファベットが表示されています。地図番
号がA1であれば、タテのラインが「A」、ヨコのラ
インが「1」で交差しているエリアにお店があり
ます。地図上で探す時や実際に街を歩く時は、こ
の番号を手がかりにすると便利です。

八王子全体地図の背景が4色に分かれています。
広い商店街のどのあたりか、地図で探す時にエリ
アを絞り込めます。

   業種カテゴリ
地図番号

エリア表示カラー

写真付きのお店を
探す時に便利！ お店の詳しい

場所がわかる!

各アイコンが入ります。
（上記【アイコン】凡例参照）

八王子のどの
辺りかわかる!

どんなお店なのかを短い文字で表現しています。
まずはこちらをチェックすると
お店を探すのがスムーズです。

業種説明 どんなお店か一目でわかる！

専門店便利帳の見方　

…JR駅南口エリア…JR駅北口エリア

…京王八王子エリア…八幡町・八日町エリア



P09-C3

ニュートヨ株式会社 八王子店

八日町商店街にあるトヨタのお店です。
車検・点検・鈑金などお車の事承ります。

☎042-626-3591  9:00〜18:00  火曜

24 自動車販売・整備 25 P09-C3カバン

フタバヤ カバン店

元気いっぱい、カバンと手提。

 10:00〜17:00  水曜

26 P09-C3カバン

片岡カバン店

笑顔と若さの フクロモノ カバン。

☎042-622-2924  10:00〜16:00  水曜

27 P09-C4日本人形

人形の三つ木屋

お節句は子供の成長を守る大切な行事です。
http://mitsugiya100nen.com/

☎042-622-2313  10:00〜18:30  水曜

28 P09-C4靴

GOZO shoes department

快適でオシャレな靴をお誂えいたします。
http://www.gozo-shoes.com/

☎042-621-0007  10:00〜20:00  水曜

31 P10-C2和菓子

伊勢屋本店

創業時からの懐かしい味　団子と和菓子
皆様の御来店をお待ちしております。

☎042-622-2904  9:00〜18:00  水曜

P10-B2

Boule Beurre Boulangerie

フランスパンからクリームパンまで。ヨーロッパ
の伝統製法で、時間をかけて作ります。

☎042-626-8806  11：00〜18：30頃  
火曜、水曜、隔週月曜

32 パン屋さん P10-A2

KAZINO leather works 

鹿革を使いすべて手縫いでお作りしています。
http://www.kazino.jp

☎042-686-2721  平日11：00〜18：00（土日祝は19：
00まで）  火曜、水曜（祝日の場合は営業致します）

33 鹿革製品

34 P10-B2お弁当

シェフ フジヤ

職人手作りのお弁当とパーティー料理のお店。
http://www.nikunofujiya.jp/

☎042-622-4253  10:00〜17:45  無休

P10-B2

クサノ生花店

ちょっぴり　幸せ　ふやしませんか
あなたの想いを届けるのも仕事です。

☎042-622-2414  9：00〜18：00  無休

35 生花・販売 36 P10-B2お肉・お総菜

肉の富士屋

神戸牛をはじめ総合食肉と手作り惣菜のお店。
http://www.nikunofujiya.jp/

☎042-622-0952  10:00〜19:30  無休

37 P10-C3製菓・製パン材料

mix＆mix（ミックス アンド ミックス）

パンやお菓子作りの材料と道具のお店。
あなたのおいしい手作りをお手伝い致します。

☎0120-392-804  10:00〜19:00  水曜

38 P10-C3麺専門店

加寿美庵 夢五房店

地元製麺所の直売店です。店内では、お食事
も出来、桑の葉うどん等の変わり麺あります。

☎042-622-5835  10:00〜18:30  日曜

39 P10-C4エステ&コスメ

ポーラザビューティ八王子店

ポーラは最高の化粧品と最高の技術でお客様を
おもてなし！トライアルからお試し下さい。

☎042-646-7415  10：00〜18：00（受付）  日曜・祭日

41 P10-C4ロープ雑貨タバコ

小野商店

ロープの専門店！ヒモ・ロープ類各種取揃えて
おります。雑貨・タバコも取扱っています。

☎042-644-6024  9：30〜18：00  水曜

42 P11-B4野菜・果物

ヤマニ商店

旬の新鮮な野菜と果物を取り揃えております。
是非、御来店下さい。おいしい漬物あります。

☎042-642-1652  8：00〜18：00  日曜・祝日

43 P11-C5果物卸・小売業

くだもの&ワイン  つねかわ

国内・海外のおいしいくだもの&お酒。
よりすぐりのくだものをお手頃価格で。

☎042-642-0626  9：00〜19：00  水曜

http://tsunekawa.x0.com/

45 P11-C5自転車全般

レジャーハウスミヤザキ

自転車のことならお任せ下さい！
電動アシストからロードバイクまで各種取扱！

☎042-642-5253  10：00〜19：00  水曜

http://miyazaki-bikes.com/

46 P11-B5生花店

BALNIBARBI（バルニバービ）

珍しいお花を取り扱ってます。お花の色・品質・
スタイルにこだわりをもった花屋です。

☎042-645-1750  10：00〜18：30  火曜

47 P11-B5パン

ゴンファノン  横山店

温もりと愛情たっぷりの美味しいパンを
皆様の食卓にお届けします！

☎042-646-6630  9：00〜19：00  日曜

48 P11-C5電気屋

川原電気商会

くらしのパートナー！まちの電気屋さん。
家庭電気製品各種、お気軽にご相談下さい！

☎042-642-3623  9：30〜19：00  水曜

49 P11-C5寝具・寝装品

多摩屋

東京西川チェーン

☎042-642-5462  10：00〜19：00  水曜

51 P11-C5化粧品・小間物

コスメガーデン花月苑

カネボウ・トワニー・リサージ・資生堂・
ベネフィーク・クレドポー・アルビニオン・三善

☎042-642-1753  10：00〜19：00  日曜

52 P11-C5種苗店

シード・タニ

野菜・花のタネを中心に・球根・苗・肥料・農薬等、
園芸資材一式を販売。

☎042-642-7609  9：30〜19：00  日曜

53 P11-C6薬局

コトウファマシー

処方箋の調剤・クスリ・漢方薬の相談。
バイオリンク・ラクティスで免疫力アップ！

☎042-642-1637  9：00〜19：00  日曜・祝日

55 P10-C3茶・のり・急須

網代園

急須で淹れる茶、はかり売り。茶ムリエがお
好みのお茶をさがすお手伝いを致します。

☎042-643-0333  平日 9:30〜19:00、
日曜・祝日 9:30〜18:00 土曜

56 P11-C5薬局

森久保薬局

オードムーゲ・オドレミン・レバコール・松寿仙・
アクセーヌ化粧品正規取扱店

☎042-642-0764  10：00〜19：00  水曜・日曜

57 P11-C5おもちゃ

みなもとや

夢のあるおもちゃ。ゲームがたくさんあります。

☎042-642-3916  10：00〜19：30  水曜

P11-C5

エジソン商会

長寿命・省エネのエコ製品を超特価で販売！
家庭用から、店舗・工場・施設など照明全般

☎042-645-2950  9：00〜19：00  土曜・日曜

58 電球の専門商社

29 P09-C4おしゃれかつら

ビケン八王子店

髪が気になる方、お気軽にご相談下さい。
ウィッグ＆トップピースの専門店です。

☎042-621-1004  10:00〜17:00  日曜

44 P11-C5毛糸ビーズ手芸

絲の店くればやし

手芸・織物・ビーズ、手芸の相談、コットン地、
ちりめん等、各種色々取り揃え！

☎042-642-1681  10：00〜19：00  水曜

50 P11-C5室内装飾

高橋装飾

カーテン、ジュータン、のれん、玄関マットや、 
オリジナル商品等も取り揃えております。

☎042-642-2144  平日9：00〜20：00、
日曜・祭日10：00〜19：00  水曜

http://takasou.otodo.net/

40 P10-C4各種ミシン

増田ブラザーミシン商会

ミシン販売・修理受付・各メーカー取扱中

☎042-642-2413  9：00〜18：30  水曜

54 P10-C2コンビニエンスストア

セブンイレブン八王子八日町店
☎042-623-2071  24時間  無休

03

業種カテゴリ 商店街
エリア番号 …JR駅南口エリアP00-A0…JR駅北口エリアP00-A0

…京王八王子エリアP00-A0…八幡町・八日町エリアP00-A0…食べる00…買　う00

…着　る00 …その他00

30 P10-C2生活日用雑貨

イゲタヤ 八日町本店

暮らしに役立つ品を中心にいろいろと揃えて
おります！時計電池交換や合鍵も薬も取扱中。

☎042-625-0531  10:00〜19:00  不定休



59 P11-C5鮮魚

天野商店

旬の魚・刺身・珍味など豊富に取り揃えております。
日替りのお買得品も多数あります。

☎042-642-5561  9：00〜18：30  日曜・祝日

60 P11-C6お茶

TOKYO 茶山 SAZAN

味と香の良いお茶を取り揃えています。
新商品の桑玄米茶と桑あめも好評です。

☎042-649-3222  9:30〜18:30  不定休

61 P11-C7化粧品・リフレクソロジー・エステ

オアシスいしかわ

資生堂化粧品専門店。リフレは30分2,100円〜、
顔エステは2,415円〜とオトク！

☎042-642-3465  11:00〜20:00  木曜

62 P10-C2めがね屋

めがねの梅谷

めがね・光学品・補聴器を扱っている店です。
親切・ていねいで愛されて100年営業です。

☎042-622-1912  10:00〜19:00  水曜

P10-D4

仏壇の喜久屋

仏壇・仏具・神具・位牌・線香ほか、お香や鳩居堂製品
を取り扱っております。http://www.a-kikuya.com/

☎042-626-7798  9:30〜19:00  無休

64 仏壇・線香 P10-D4

はきもの福島

足の大きさに合わせて鼻緒を挿げる下駄・草履・
雪駄の専門店。天保五年の創業。

☎042-622-4427  10：00〜19：00  水曜

65 履物専門 66 P10-E5ドラッグストア

セイジョー八王子北口店

お買得商品を店頭、店内に多数とりそろえて
おります。ぜひお越し下さいませ!!

☎042-620-5880  10:00〜22:00  無休

P11-D6

肉と氷のあかさか

ご家庭用からプロ食材まで幅広い品揃え！特
製焼豚はぜひお試しを！お待ちしています！

☎042-643-0298  10:00〜19:00  日曜

67 肉と氷

P11-D6

ケータイSHOP サウンドスター

頭金0円！加入オプションなし！最新モデル
がお買得！もちろん0円ケータイもあります。

☎042-642-4340  10:30〜20:30  不定休

69 携帯電話ショップ P11-D6

小坂時計店

時計の修理承ります。どうぞご相談下さい。
http//www.geocities.jp/kosaka802tokeiten/

☎042-642-3066  9:00〜19:45  水曜

70 時計・メガネ・他 72 P11-D6書店・古本

まつおか書房

歴史･社会科学などの専門書から、
漫画･サブカルまで幅広く取り揃え。

☎0120-467825  1号店10:30〜23:00、
2･3号店11:00〜20:00  無休

73 P11-E7靴

REGAL SHOES  八王子店

桑並木通りに面したレンガ造りの外観が目印の
老舗靴店。紳士靴・婦人靴を扱ってます。

☎042-642-4131  10：30〜20：00  火曜

P11-E5

ワールドドラッグ

超激安・24時間営業ドラッグストアー・深夜の
急病もベテラン薬剤師が対応します。

☎042-642-5971  24時間営業  無休

74 ドラッグストアー 75 P11-E5鮮魚販売

鮮魚みかさ

真心を込めて鮮魚の販売をしています。

☎042-624-3786  10:00〜18:30  日曜

P11-E5

都まんじゅう

卵、小麦粉、白あん、ふくらし粉で焼きあげる
おいしくて身体にやさしいお菓子です。

☎042-626-0223  9：00〜18：00  水曜

76 焼菓子 P11-E5

布屋

ー麦の心を焼きあげるーむかしながらの
おいしいパンをご賞味下さい。

☎042-625-1226  8：00〜19：00  日曜・祝日

77 パン P11-F5

Yショップ S.P.M

シミズパーク24のコンビニです。特にタバコの
品揃えが充実。ベンチで一服できます。

☎042-627-5501  平日 7:00〜23:00、
休日 10:00〜23:00  年末年始

78 コンビニエンスストア

79 P11-F6書店

くまざわ書店
☎042-625-1201 9:00〜22:30（日祝〜21:30） 無休

八王子店（北口）・八王子南口店ポイントカード
会員募集中！東急スクエア店も営業中。

HP:http://www.kumabook.net/

81 P12-A1サーフショップ

ライドサーフアンドスポーツ

サーフ、スノー、スケートのプロショップ！
http://www.ridesurf.com/

☎042-656-1973  12:00〜20:00  火曜

83 P12-D3最中と和菓子

八王子 松姫

発売以来55年の松姫もなかを製造販売して
います。東急スクエアB1レジ前で販売中。

☎042-642-0082  9:00〜18:00  水曜

P12-B1

なの・べじたぶれ

産地直送の無農薬野菜や珍しい野菜を中心に
ご用意しております。

☎042-622-8313  平日 11:00〜20:00、
土曜・日曜・祝日 11:00〜19:00  水曜

84 野菜販売店 P12-B1

練りもの さゝや

築地直送、練りものささや。物販はもちろん
毎日ホットなおでんを販売しています。

☎042-621-5559  11:00〜24:00  不定休

85 おでん屋 P12-B2

クプクプ 八王子駅南口店

リアルアジアをモットーに、現地仕入れを
しております。

☎042-644-8277  11:00〜20:00  水曜

86 輸入衣料雑貨店 P12-B2

大萬薬局

健康は体の中から（レバコール、若甦）。
美は美肌から（オードムーゲシリーズ）。

☎042-642-2718  11:00〜21:00  日曜

87 医薬品・雑貨 P12-B2

伊藤自転車店

http://ameblo.jp/itocycle/

☎042-642-1760  9:00〜19:00  第3日曜

88 自転車屋

P12-B2

花のミニブーケ

花持ちの良い切花鉢物多数取揃えております。
オリジナル商品等ラッピングも充実してます。

☎042-642-9897  9:30〜20:00  木曜

89 生花・鉢物 91 P12-C1家具

ヤマカワ・カントリーコンセプト

"夢いっぱい"♡カントリー家具＆雑貨☆　
http://www.yamakawa-kagu.com/

☎042-624-3121  10:30〜19:00  水曜

P12-C3

和田屋酒店

酒類、調味料、飲料水、雑貨全般配達します。

☎042-642-2298  9:30〜18:30  日曜・祝祭日

92 酒店 P12-C4

パルティール

しあわせケーキパルティール。

☎042-646-6877  10:00〜19:00  水曜

93 洋菓子

82 P12-B2和菓子

和菓子処 武蔵家

昔ながらの素朴で美味しい餅菓子　販売中！
http://musashiya6348.com/

☎042-648-9250  11:00〜19:00  火曜

63 P10-C3靴屋

ソエダシューズ Rica

中高年者向きの履きやすい紳士靴、婦人靴、
スニーカーを主に取りあつかっています。

☎042-622-4636 10:00〜19:00  無休

80 P11-F6金券ショップ

アクセスチケット  八王子店
☎042-623-6222 10:00〜20:00 無休

各種金券、株主優待券、切符、外貨、金・
プラチナの買取り・販売の専門ショップです。

71 P11-E6書店・古本

佐藤書房

クラシック音楽書、ミステリー、人文科学他。
http://satoushobou.sakura.ne.jp/

☎042-645-8411
11:00〜21:00  正月３が日のみ

P12-B3

中川金物

家庭金物、中川金物。

☎042-642-6933  8:30〜18:00  第１・第３月曜

90 金物

68 P11-D6コンビニエンスストア

セブンイレブン八王子北口店

あいさつ日本一。

☎042-645-6400  24時間  無休
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食べる
FOOD & DRINKS

P12-D3

小坂時計店

時計電池交換アンティーク（古時計）の修理、
アンティーク（古時計）常時500点展示。

☎042-642-6922  8:30〜19:30  水曜

94 時計販売・修理 P10-B2

あらた

練りから麺切りまで全て手作業の弾力ある
うどんと、天然のダシにてお待ちしております。

☎042-628-2330  11：00〜14：30、17：00〜20：00

1 うどん屋

うなぎ・お食事処・和（かず）

うなぎ・お食事処・和（かず）景気を良くする・
目減りする通貨に参加しています。

☎042-622-6000  11：30〜14：30、17：00〜
21：00  日曜　ご注文があればやります。

2 うなぎ・お食事処 P10-B2

P10-B2

肉の山本

厳選された黒毛和牛をすき焼、しゃぶしゃぶ、
焼肉でお楽しみ下さい。

☎042-623-4129  
11:30〜14:30、17:00〜21:30  月曜

3 すき焼・しゃぶしゃぶ・焼肉店 P10-B3

イケ麺

朝4時までやってるので夜中にお腹がすいた
らどうぞ♪ ビールやおつまみも豊富です！

☎042-655-2180  11：30〜14：00、17：00〜
翌4：00（日曜は17：00〜23：30）  月曜

4 ラーメン P10-C3

割烹 伊奈喜

一歩店に入ると街の喧騒を忘れてお料理と美
味しいお酒を楽しめる隠れ家的な割烹店です。

☎042-622-1756  11:00〜22:00（予約制）  水曜

7 割烹

P10-C3

金水

八王子名物！「ひれかつ丼」800円。
もち豚のロースかつも自慢です。酒肴も充実。

☎042-622-1813  17:00〜22:00  日曜

8 豚カツ、季節料理 P10-D3

まる辰

青森県田子の郷土料理を低価格でご提供！
http://www.maru-tatsu.com/

☎042-627-7535  17:00〜25:00  月曜・祝日

9 三戸郷土料理 P10-D3

ぐんま矢

ぐんま矢は大正5年から続いた魚屋が3年前に
海鮮居酒屋としてオープン厳選した魚を提供

☎042-622-0825  昼11：30〜14：00頃
夜17：00頃〜22：00頃  日曜・祝祭日

10 居酒屋 P10-D3

小松亭 中町本店

当店オリジナルジャージャー麺680円　自家製
味噌の甘辛がくせになる肉味噌ソバです。

☎042-622-5907  11:30〜15:30、
17:00〜21:00 土曜

11 ラーメン・中華 P10-D3

すゞ香

花柳界の風情を残し、料理にこだわりながらも
リーズナブルなお店です。

☎042-622-1261  18:00〜22:30  日曜

12 飲食店

P10-E3

武蔵野うどん たまや

八王子では数少ない手打ち武蔵野うどんの専門店。小麦の風味
とコシの強さが特徴です。http://www.tamaya-udon.com/

☎042-621-7767  月〜木曜11:00〜17:00、金〜 
土曜11:00〜16:00、18:00〜20:30  日曜・祝日

13 手打ちうどん 14 P10-E5たこ焼き屋

築地銀だこ 八王子北口店

絶対旨いたこ焼きを売る店、築地銀だこです。
お好み焼き、焼きそばも是非ご賞味下さい。

☎042-628-9221  11:00〜21:00  無休

P10-D5

さのや

ゆっくりと腰を据えて飲めるお店です。
関西風の料理とステキな器でおくつろぎ下さい。

☎042-660-0883  17:30〜23:00  日曜・祝日

15 小料理・酒 P11-C6

シムラホール

築地で仕入れた新鮮なお魚を是非お刺身で。
手造さつま揚げやカニコロ、銀ダラ西京焼も！

☎042-643-0615  火〜金曜 11:30〜13:30、
火〜日曜 17:00〜23:00  月曜

16 居酒屋 P11-D6

伊勢元

国産うなぎ、炭火焼き、秘伝のタレ！！！！
うなぎを愛しています！

☎042-642-2662
11:30〜15:00、17:00〜21:00（LO20:30）  水曜

17 うなぎ屋

P11-E5

炭火焼肉　舞牛

黒毛和牛のメスの処女牛を取り扱っています。
肉質がやわらかく、美味しいですよ！

☎042-645-00140  17:00〜24:30  無休

19 炭火焼肉 P11-D6

Kitchen Bar でん

手造り料理とおもてなし！元気サービス＆ 
スマイルがモットーです！宴にデート使いに。

☎042-646-4661  17:00〜25:00  無休

21 居酒屋 P11-D6

福德

笑顔になりたいなら福德！炭火焼鳥をアット
ホームな店内でお楽しみ下さい。

☎042-646-5988  16:30〜24:00  月曜

22 焼鳥居酒屋

P11-E6

MUCHA CAFE

ソファと自家製野菜を使った創作料理が
自慢！ゆったりできるCAFE BARです。

☎042-648-3699  12:00〜AM5:00  月曜

23 カフェバー P11-E6

磯丸水産八王子店

魚貝を自分で焼きながら楽しくすごせる店。
http://www.sfpdining.jp/isomaru/

☎042-645-2224  11:30〜24:00（LO23:00）  無休

24 食事・居酒屋 P11-E6

一平ラーメン

小さいお子様からご年配の方まで人気の一平
ラーメン。餃子、多数の中華料理がございます。

☎042-644-1620  11:00〜27:00  無休

25 中華料理 26 P11-D6和食・中華食

300円酒場 遊食家  厨

食べ放題・飲み放題の店。料理100点・
ドリンクも100点が!! 120分 2,980円

☎042-643-0603  16:00〜翌9:00  無休

27 P11-D6焼肉レストラン

安楽亭  八王子北口店

飲み放題宴会2900円から出来ます。
お得なクーポン、HPよりGETできます！

☎042-639-1778  11：30〜26：20  無休

28 P11-D6飲食店・居酒屋

北海道厳選素材新鮮炙り焼き
居酒屋はなこ  八王子店

八王子癒し居酒屋はなこ！
http://r.gnavi.co.jp/a866921/

☎042-643-0875  17：00〜24：00  日曜

30 P11-E6自家製讃岐うどん

多摩八製麺

セルフサービスでのご提供による讃岐うどん
専門店。釜揚げうどんや、肉汁うどんが人気。

☎042-645-6493  11：00〜21：00  無休

P11-D6

多熱食房

火鍋をはじめ本格中華から創作アジアンまで。
お昼は食べ放題バイキング840円とお得♪

☎042-643-2180  11:30〜14:30、17:30〜24:00  無休

31 火鍋・中華 P11-E5

甲州食堂 あやの

幻の富士ヶ嶺ポークが絶品のやわらかさ。
http://www.apple-ayano.com/

☎042-622-6677  17:00〜24:00  日曜

32 食事処P11-E6

八王子酒場 情熱ホルモン

ホルモンならココ！新鮮なホルモンが約30種類！
宴会コースも多数ご用意してます。

☎042-631-8181  17：00〜24：00
ラストオーダー23：00  無休

29 ホルモン・焼肉

P11-C6

五十番

当店の一番人気は、ふわふわ卵の担々麺
シリーズ。店主のおすすめは、野菜担々麺です。

☎042-642-8964
11:30〜15:30、17:00〜21:00  水曜

20 中華料理P11-D6

さい門

旬の素材を使った、おまかせ料理がおすすめです。
一品料理、岩塩天ぷら等あります。

☎042-644-4467  17:00〜22:30  月曜

18 日本料理・懐石料理

P11-C5

坂福

江戸時代までの箱膳、近代以降の食卓鍋を囲む
食事文化。それらを継承するのが坂福です。

☎042-642-0545  11：30〜19：30（受付）  月曜

5 すき焼き料亭 P11-C7

珈琲倶楽部田

大人の方がゆっくりと、ほっとした一時を
過ごす事が出来る喫茶店です。

☎042-646-6932  月〜土曜 9:00〜22:00 
日曜・祝日 10:00〜21:00 無休

6 珈琲専門店

http://coffeeclub-den.com/
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P11-F5

小樽横丁

北海道の海の幸・山の幸を中心とした海鮮
居酒屋!!昼はお得なランチ！夜はお酒を片手に。

☎042-621-7723  月〜土曜 11:00〜14:00、16:30〜24:00
（LO23:30）、日曜・祝日 11:00〜23:00（LO22:00）  無休

34 海鮮居酒屋 P11-F5

秀栄

くつろぎの空間で、料理長が旬の食材を生かし
腕によりをかけた料理をお楽しみ下さい。

☎042-624-5929  17:00〜24:00  日曜・祝日

35 海鮮・季節料理 P11-F5

憩

自家焙煎した豆をネルドリップで淹れた珈琲
を、どこか懐かしい店内でお過ごしください。

☎042-625-2055  12:00〜ラストオーダー
22:00  日曜日休むことあり

36 珈琲専門

ニライカナイ うぶや

南国沖縄直送の食材を使った、本当の味と
オリジナル創作料理をお楽しみください。

☎042-624-4445  平日17:30〜1:00、週末・
祝前日17:00〜5:00  12/31、1/1、1/2

37 沖縄料理 P11-F5

P11-F5

きんぎら

宮城より八王子におじゃま致します。本場仙台
の炭焼き牛たんを是非ご堪能ください。

☎042-686-1129  11:00〜14:00、17:00〜24:00  無休

38 牛たん炭焼き P11-F6

ゴーゴーカレー  八王子駅前スタジアム

話題ふっとう中のゴーゴーカレーが八王子に
上陸。くせになる味ゴーゴーカレーにゴーゴー。

☎042-634-8955  10:55〜22:55  無休

39 カレーショップ P12-A3

東華飯店

本格中華料理をお手軽な料金でお楽しみ下さい。
48年の伝統の味を提供致します。

☎042-642-2020  平日11:00〜15:00、17:00
〜22:00、土曜11:00〜14:30、17:00〜22:00、
日曜11:00〜14:30、17:00〜21:30  木曜

40 中国料理 P12-A3

豆腐割烹 雪花菜

京風個室で四季を楽しむ懐石と美酒に酔う！
結納顔合わせ、慶法事、接待、ご宴会に。

☎042-644-9820  11:30〜14:30（昼席完全
予約制）、17:00〜22:30  不定休

41 割烹料理店

http://r.gnavi.co.jp/g843500/

P12-A3

和食堂 穰

天ぷらを中心に定食から地酒・焼酎まで取り
揃えております。ランチは15時までOKです。

☎042-649-8626  11:00〜22:00  日曜

42 天ぷら・和食

http://hachioji-yutaka.com

P12-B2

三河屋 太助鮨

寿司は廻りませんが、気持ちはフル回転で！
http://www.tasukezushi.jp/

☎042-644-9078  11:30〜23:30  不定休月曜

43 鮨 P12-C3

のがも乃家

欧風家庭料理のカジュアルレストランです。
http://www.epris.co.jp/nogamo/

☎042-660-0151  11:30〜27:00  無休

44 レストラン P12-C3

ちろりん村

「みんなのお茶の間」をキャッチフレーズに、
安くておいしいなつかしい店をめざしてます。

☎042-646-6885  11:30〜19:00  火曜・水曜

45 たこ焼き・甘味 P12-D3

うなぎ店 鉢の木

かば焼きのタレが甘すぎずキリッとしまった辛さに
ご飯もお酒も進みます。ひつまぶしもおすすめ。

☎042-644-6211  11:30〜21:00  木曜

46 うなぎ P12-B1

トリ天 ハネヤ

青のりや紅生姜など、彩り豊かな衣で揚げた
変わりダネも豊富にご用意。

☎042-621-3608  11:00〜24:00  第1・3月曜

47 天ぷら

P12-B1

肉寿司 八王子店

肉寿司は、文字通り肉をネタとした寿司を
提供する店です。

☎042-623-1508  平日 17:00〜24:00、
金曜・土曜・祝前日 17:00〜26:00  火曜

48 寿司・居酒屋 P12-B1

神鶏

仕込みで三日、たべるの三秒。じっくり作って
あたたかい内に食べて下さい。

☎042-621-5559  11:00〜24:00  不定休

49 とりかわ手羽先 P12-B1

魚介バル バラクヤ

ワインと手作りの洋風料理を気軽に楽しめる
お店です。

☎042-623-2585  12:00〜24:00  火曜

50 バル P12-B1

松  らんまん食堂

八王子初上陸の唐揚げ専門店です。

☎042-621-5558  11:00〜24:00  無休

51 唐揚げ専門店 P12-B1

豚ズバっ！

フレッシュなお肉と豚ズバっ!！秘伝のタレで
豚ホルモンをお召しあがり下さい!！

☎042-655-8929  17:00〜24:00  無休

52 豚ホルモン

P12-B1

とんかつ  あやの

どこにも無い。とんかつあやのポークは
富士ヶ嶺からの取りよせで美味しいです。

☎042-625-5515  9:00〜20:00  月曜

55 とんかつ P12-B1

馬豚31 byいくどん

熊本直送の馬刺しは11種類ご用意させて
頂きました。せいろ蒸し料理、煮込み料理も!!

☎042-621-7770
11:30〜14:30、17:00〜適宜  火曜

56 馬刺し P12-B2

金太郎 八王子南口店

炭火で焼く国産鶏にこだわり、皆様に元気を。
HP：http://yakitori-kintarou.jp/

☎042-645-4086  16:00〜23:00  無休

57 居酒屋

P12-B2

萬友亭

ギョウザ、炒飯。

☎042-642-4989  18:30〜23:30 日曜

58 中華 P12-B2

Buono

JR八王子駅南口バスロータリー内の本格イタリア
料理。ワインも充実！魚介も豊富！

☎042-642-8139  
11:30〜15:00、17:30〜22:00  日曜

59 イタリア料理 P12-B2

山喜

国産生肉を用い、サラダ油でさっぱりと
揚げております。どうぞご賞味ください。

☎042-646-2941
11:30〜14:30、17:30〜21:30  日曜

60 とんかつ専門店 P12-B2

小太郎

煮込みが美味しい店。

☎042-645-7117  17:00〜23:00  年末年始

61 居酒屋 P12-B2

炒家

チャーハン命。

☎042-689-6957  11:30〜23:00  火曜の夜

62 中華

P12-B2

ONZA

住宅街にひっそりとたたずむ小さな居酒屋。
http://ameblo.jp/moto5649

☎042-646-3331  18:00〜24:00  月曜

63 居酒屋 P12-B2

鮨八

自家製玉子焼昼ランチサービス。

☎042-644-1648
11:30〜14:00、17:00〜23:00  日曜

64 お寿司 P12-B3

居酒屋  紫

大座敷50名様まで（日曜・祭日も予約可）。
3,500円〜飲み放題コースあり。

☎042-642-5166
11:30〜13:00、17:30〜24:00  日曜・祝日

65 居酒屋 P12-C2

宮城ラーメン

コクのあるこってりしたスープが評判です。
何種類ものトッピングを楽しめます。

☎042-645-3858  11:30〜22:00  木曜

66 ラーメン P12-C2

うなぎ 浜名亭

うなぎ問屋直営のうなぎ屋だからリーズナブル
な価格!! 詳しくは、「ぐるなび」で。

☎042-643-0208  11:30〜13:45、
17:00〜19:45  月曜（祝日の場合翌日）

67 問屋直営飲食店

P12-B1

鳥番長舎弟

七輪で焼きたての旨さをその場で食べられる
焼肉スタイル!!名物鳥丸焼きも絶賛販売中!!

☎042-655-7395  11:00〜24:00
（金曜・土曜・祝前日は26:00まで）  無休

53 炭火鳥料理 P12-B1

きずな

19種類のスパイスを秘伝のレシピで調合した
美味しいスリランカのカレーです。

☎042-680-7515  11:00〜24:00  不定休

54 カレーショップ

P11-E6

多摩一

安くて美味しい地酒があって、雰囲気のある
お店です。酒樽がイイ感じ！

☎042-622-5457  16：30〜23：00 日曜・祝日

33 居酒屋
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その他
T H E  O T H E R S

着　る
C L O T H I N G

1 P09-B3呉服・和雑貨

坂本呉服店

皆様とご一緒に着物を楽しむ呉服店。
男女普段着着物いろいろございます。

☎042-622-3747
10:00〜18:00  水曜、第1・3火曜

2 P09-B3ミセス婦人洋品

レアール・ソオダ

年令に関係なく、若 し々くてシンプルなお洋服、
アクセサリーからコートまで。

☎042-622-0794  10:00〜18:00  水曜

3 P09-B3衣料・服飾雑貨

BOUQUET（ブーケ）

ママだっておしゃれしたい！プチプライスな
お店です。手作り子供服もあります^ ^

☎042-622-1171  10:00〜19:00  無休

4 P09-C3リサイクル用品

こども牧場

こども牧場のリサイクル品は主婦スタッフの力で
ピカピカ。一品一品手作業で丁寧です。

☎0120-412-998  10:00〜18:00  水曜・祝日

http://kidsfarm.the140cm.com/

5 P09-C3服飾

ナカノ洋品店

自然光がたっぷり入る店内には、大人の女性に
着てほしいカジュアルエレガンス満載！！

☎042-622-0351  10:00〜18:45  水曜

P09-C4

荒井呉服店

振袖からお洒落着まで和装を楽しむお手伝い。
http://www.araigohukuten.co.jp/

☎042-625-5291  10:00〜18:30  水曜

6 着物・和装小物

加藤商店

ふつうの日のふつうなお洒落のお手伝い。安か
らず高からずをモットーにした品ぞろえ。

☎042-622-4741  火曜〜月曜9：00〜19：00、
水曜9：00〜17：00  無休

8 洋品店 P10-C2 P10-C4

伊勢屋呉服店 スタジオi（アイ）

成人式の振り袖・七五三・お宮参り一生に一度の
大切な日。安心地元専門店におまかせ下さい。

☎042-622-0566  10:00〜19:00  無休

9 呉服・和装小物 P10-C4

レディースショップ ヨーカ堂

コンサート用ロングスカートも扱っています。
http://www.yokado.co.jp/

☎042-622-1655  9:00〜19:00、
水のみ 9:00〜17:00  無休

10 婦人服・バッグ

P10-C3

ワコールショップ コメヤ

毎日つける下着だからこそできる、からだの
エイジングケア。キレイのお手伝いします。

☎042-642-0858  10:00〜19:00  水曜

11 下着・部屋着 P10-D4

矢島染物店

白生地からお誂え。染め替えや洗い張り、
仕立て直し、しみ抜き等お手入れも承ります。

☎042-642-1305  10:00〜18:30  水曜、第2・第3木曜

12 絹布染物販売業 P11-C6

きものの西室

入りづらいですが、温かく気さくなお店です。
どんな小さな事でも気楽にご相談ください。

☎042-642-2466  10:00〜19:00  水曜

13 きもの専門店

http://www.802-2466.com

P11-E5

タツミヤ 八王子店

キャリアからミセスまで知的なコーディネート
をお手頃価格でご提案いたします。

☎042-644-3500  10:00〜20:00  1/1のみ

14 婦人服 P11-E6

LUCY HOUSE（ルーシーハウス）

小さな店内におしゃれな洋服＆雑貨がいっぱい！
Happyプライスのセレクトショップ。

☎042-645-7557  10:00〜20:00  1/1のみ

15 婦人服・雑貨

P11-F6

タツミヤ 八王子駅ビル店

八王子駅を出て北口へ1分！婦人服専門店。
お手頃価格で商品豊富に取り揃えております。

☎042-624-1885  10:00〜20:00  1/1のみ

16 婦人服 P12-B2

ラ・ヴティック

シルク製品専門店です。オーダーも致します。
http://labutiq.jp/

☎042-646-9196  10:00〜19:00  日曜・祝日

17 シルク製品 P12-C2

健康肌着 代理店 池田初枝

お気軽に試着出来ますのでご連絡下さい。

☎042-642-3920  10:00〜18:00  無休

18 健康肌着

P09-B2

八王子エルシィ

ご婚礼・ご宴会・ご法要・各種レストラン。
http://www.hachiojiellcy.co.jp/

☎042-623-2111  無休

1 飲食など P09-B3

ビューティック英容

いつものヘアメイクも成人式卒業式七五三等の
特別な日のお支度も当店におまかせ下さい。

☎042-626-1466  9:30〜18:00  火曜

2 美容室 P09-C3

ギャラリーROCCUNI

個展、グループ展、当館で作品をご披露下さい。
http://roccuni.com/

☎042-625-2600  10:00〜18:30  水曜

4 貸画廊 P09-C3

健幸堂接骨院

腰・膝・足・肩・手首など、身体の痛みは
ご相談下さい。労災・交通事故の対応も可能。

☎042-623-8266
9:00〜12:30、15:00〜19:00  日曜・祝日

5 医療

P09-C4

宮地楽器八王子センター

音楽教室、バレエ、ダンス教室を展開。
http://miyajimusic.com/school/hachioji/

☎042-626-3611
10:00〜21:00、10:00〜18:00（日・祝）  無休

6 音楽・ダンス教室 P09-C4

八王子スカイホテル

ビジネスに、観光に。不意の来客にも。
http://802sky.com/

☎042-623-1100  24時間 無休

7 ビジネスホテル （平日日中のみ） P10-B2

STUDIO RIN

合気道・ダンス・ヨーガを通して健やかなこころ
とからだづくりのお手伝いをしています。

☎042-657-2926

8 スタジオ P10-B2

ビューティーサロン 姿

お子様から主婦、ミセス・メンズの方もお気軽に！ 
白髪染めや踊り等、まとめ髪も。

☎042-625-4370  
9：00〜19：00（18：00最終受付）  月曜

9 ビューティーサロン P10-A2

はちおうじみずき通り整体院

調子がいいからだづくりの新しい習慣。
あなたもはじめてみませんか？

☎042-625-3390  平日10：00〜20：00
土曜10：00〜16：00  日曜・祝日

10 整体院

P12-C3

焼肉 山雅

うまさあり、笑顔あり。
こだわりの和牛をリーズナブルに御提供。

☎042-656-1429  17:00〜24:00  年末年始

69 焼き肉 P12-D2

わらしべ

お好み焼き、もんじゃ焼き、鉄板焼きのお店、
ご家族みんなでユックリ、まったり。

☎042-645-1875  17:30〜22:30  毎週水・木曜

70 お好み焼き

P10-C2

乙女ヤ

八王子の女性と共に歩みつづける乙女ヤ。
おしゃれを見つけにお出掛けください。

☎042-622-0669  10:00〜19:30  第3水曜

7 衣料・服飾雑貨

P12-C3

ドミノピザ 八王子店

http://dpz.jp/（ケータイサイト）

☎042-645-5588  11:00〜24:00  年中無休

68 宅配ピザ

P09-C1

Le scho:n  レシャン

あなたのオシャレをプロデュースします。
http://www.le-schon.com/

☎042-626-7047  9:00〜18:30  火曜

3 美容室
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P10-A2

福の湯

大きなお風呂はみんなで楽しむ広場なのさ。お客
様、とくに高齢者健康「増進施設」。学生は「浴育」。

☎042-623-4963  14:00〜23：30  金曜

11 公衆浴場 P11-B5

カット工房 Silky

アットホームで親切丁寧♪
笑顔で緊張もほぐしてくれるお店☆

☎042-646-4332  9：30〜19：00  月曜

12 理・美容業 P11-B6

藤田眼科

お年寄りからお子様までどなたでもどうぞ。
無料駐車場あります。御利用下さい。

☎042-645-0575  8:30〜11:30、14:30〜17:00
（土曜は午前のみ）  木曜・日曜・祝日・土曜午後

http://www.fujita-ganka.com

14 眼科診療所 P11-C5

理容タイヨー

JAZZの調べの中ゆったりとした時の流れを
楽しみ気分一新してみませんか。

☎042-643-0265  9：00〜19：00  月曜・火曜

15 理容

P10-C3

リペアメイクショップ

合カギ（1本3分）525円、ハイヒールの
カカトのゴムの交換（両足）840円。

☎042-626-1251  8:00〜19:00  第2・第4金曜

16 合カギ・靴修理 P10-E1

シーガル スマホ／タブレット教室

今話題のスマホ／タブレット教室がオープン！
初めての方でも安心して学んで頂けます！

☎042-625-9960
月・水・金10:00〜17:00  土曜・日曜・祝日

18 習い事・教室 P10-D4

ZENKO hachioji

お客様のさまざまなご要望にお応えします。

☎042-644-9030  10:00〜21:00  火曜

19 美容室

P11-D6

Planet（プラネット）

昼は歌いたい放題・1ドリンクおつまみ付1,000円 
・夜は2時間飲み放題3,000円〜。

☎042-644-5007  昼カラ12:00〜17:00、夜ス
ナック19:00〜25:00）  昼 木曜、夜 日曜・祝日

22 カラオケ喫茶＆スナック 25 P11-D6麻雀店

まあじゃん  バイオレンスモンキーズ

若いスタッフが多い、学生に人気の
麻雀店です。是非、一度お立ち寄りください。

☎042-645-0595  10：00〜25：00  無休

P11-E5

山川ビル
26 テナントビル

8F 土間土間

6F アイリッシュパブ
GALWAY

4F 笑笑
八王子北口駅前店

2F Darts Bar
鏑 KABURA

B1F 下町酒家なんな

9F DINING-JIN

7F 海鮮茶屋 魚吉

5F 21CLUB

3F 居酒家厨房
ほうるもんか

1F 長崎ちゃんぽん
リンガーハット

地元のファミリー層や学生に好まれる飲食店が
多数入居。PTAや会社の会でも好評。

P11-E5

トーネンビル
☎042-625-1771  テナントによる

27 テナントビル

6FA ほぐし屋本舗

5FC ツカモト

5FA ワークシェアリング

4FC ワーカーズコープ

4FA、B 新健勝苑

3FC デント歯科

1F、2F 第一興商（ビックエコー）

P11-E6

相模ビル
☎042-622-0758  テナントによる

28 テナントビル

6F 和花の宝石箱

5F 楽園の泉、エイワ

4F （有）ファルコン、協和コンタクト

3F ミニミニ、ナームチャイ

2F くいもの屋わん、メガショップ

1F ファーストキッチン、クロロフィル美顔教室

P11-F6

前野ビル

1Fジュエリーツツミ八王子店・2Fエイブル

☎042-622-3317  テナントによる

29 テナントビル P11-F6

ホーエイビル
テナントによる

30 テナントビル

5･6F コート・ダジュール

4F 河井音楽教室

3F 快活オンラインCAFE

2F 天狗

1F プロミス　松屋

B1F 和民

1Fエレベーターホール：セゾンＡＴＭ・モビット自動契約機、1F外ユーロード側：たまはな

P11-E6

宮崎ビル
☎042-642-1716  テナントによる

31 テナントビル

4F Jazz&Coffee はり猫

3F THE SUN LOUNGE

1F BURGER KING

P11-E6

味岡ビル

味岡ビルのテナントをご利用下さい。

テナントによる

32 テナントビル

6F リラクゼーション爽健美

5F 不動産 （株）カリル

4F 日焼け パレオ

3F Girl's BAR STINGER

1F 理容 スーパーカット

P11-E6

快活オンライン  CAFE 八王子駅前店

電源・無線 LANあり。30 分 100 円飲み放題 !!
http://www.kaikatsu.jp/onlinecafe/

☎042-655-6488  24時間  無休

33 まんが喫茶 P11-F5

シミズパーク24

八王子最大の100以上の提携店あり。
駐車サービス券を何枚でも併用できます。

☎042-627-1171  24時間  無休

34 駐車場 P11-F5

まんが王国  八王子店

地域最安値のインターネットカフェ。携帯の
充電・道調べにも是非！30 分 150 円。

☎042-622-0059  24時間  無休

35 インターネットカフェ

P11-F6

健康マージャン・カドキ

大勢の女性の皆様に支えられ、お陰様で10 周年
になりました。写真は麻雀教室の様子。

☎042-623-5251  10:00〜23:00  日曜

36 麻雀 P11-F6

ゴールドジム  八王子東京

最高のトレーニング環境、岩盤浴、準天然温泉も完備。
http://www.goldsgym.jp/

☎042-620-2112  月〜金曜 7:00〜23:30、
土曜 9:00〜23:30、日曜・祝日 9:00〜20:00  第2水曜

38 フィットネスクラブ P11-F6

アプレシオ  八王子駅前店
☎042-620-5171  24時間  無休

39 インターネットカフェ

ダーツ・ビリヤード・卓球も遊べます。
http://www.aprecio.co.jp/hachioji/tabid/263/Default.aspx

P11-F6

賃貸ハウス（株）ホームメイト 八王子駅前店

賃貸専門（マンション、テナント）
http://www.hachioji-h.jp/

☎042-628-7778  9:00〜19:00  年末年始のみ

40 不動産全般

P11-F6

エイチ・アイ・エス  八王子営業所

海外旅行の手配は何でもお任せ下さい！
http://www.lococom.jp/cu/his_013/

☎042-655-0876  平日 11:00〜19:30、
土曜 11:00〜18:30、日曜・祝日 11:00〜18:00  無休

41 海外旅行手配 P11-E6

青木内科医院

http://aokinaika.byoinnavi.jp/

☎042-642-0045  10:00〜13:00、
15:00〜18:00  月曜・火曜・祝日

42 内科医院 P12-A3

Jazz＆CafeBar Sophia

毎土曜JAZZライブ開催、音楽チャージ無料。
http://www.jazz-sophia.com

☎042-646-4354  18:30〜24:00  日曜・祝日

43 ジャズバー P12-C2

JTB  八王子支店

国内旅行・海外旅行はJTB八王子支店へ！
http://www.jtb.co.jp/shop/hachioji/

☎042-646-2624  10:30〜18:30

44 旅行業 P12-C1

八王子交通事業株式会社

昭和16年創業以来、市民の足として八王子
市内をくまなく24時間営業しています。

☎042-623-5111  24時間  無休

45 旅客運送業

http://www.hachioji-kotsu.co.jp/

P11-C5

こりトリはうす

肩こりさん、あなたの疲れ優しくほぐします。
http://www.koritori.co.jp/

☎042-631-0550  月〜土曜10:00〜20:00、
日曜・祝日10:00〜19:00  無休

21 整体院

P11-F6

パームスプリング

みんなでワイワイカラオケはいかがですか？
気さくなスタッフと楽しいひと時を♥

☎042-624-8483  20:00〜深夜  無休

37 カラオケパブ

P11-D5

HAIR SOPRA

店内中央に配置したキッズルームでママも安心。
高い技術と優しい接客が人気です。

☎042-631-1541 月曜10:00〜19:00、水〜金曜
から20:00、土曜9:00〜20:00、日曜〜18:00  火曜

20 美容院P10-E4

三成堂ビル

B1ハブ、1Fファミリーマート、2F厨、3FLOTO 
HAIR、4Fファクトリー、5・6F歌広場、7F三成堂！

17 ビル

23 P11-D6ゲーム専門店

ゲーム  イコイ

1Fから3Fまでクレーン・レース・格闘・音楽・
レトロゲームが豊富に揃っています。

☎042-645-2739  10：00〜25：00  無休

24 P11-D6テナント

園ビル

食事とお酒とマージャンの楽しいテナントさん
ばかりです。安くてうまくお客様第一です。

テナント別

P11-C5

オギシマ写真館

写真のことなら当館へ

☎042-642-2211  10：00〜19：00  不定休

13 写真
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【アイコン】 凡例
テイクアウト

ギフト対応 喫煙OK 創業50年以上 創業100年以上 創業200年以上 ニューオープン

お子様OK 中国語対応 韓国語対応 ユーズド 男性向け英語対応座敷

女性向け



業種カテゴリ

　昔は宿場があったエリア。老舗も多くあります。

お店が沢山

ならんでい
る

ストリート！

Hachiman-cho
Youka-machi AREA

八幡町
八日町
エ リ ア

…食べる00…買　う00

…着　る00 …その他00

P12-C2

京王プラザホテル八王子

充実した設備と心のこもったおもてなしで
やすらぎに満ちたひとときを演出致します。

☎042-656-3111  24時間（フロント）  無休

46 シティホテル P12-A2

八王子アーバンホテル

JR八王子駅南口より徒歩1〜2分のホテル。
焼立てパンの朝食無料サービス付。

☎042-660-7111  24時間  年中無休

47 ビジネスホテル P12-B1

夢プラザ

100円あったら夢プラ行こう！遊べる台から
勝負台まで！優しいスタッフでお出迎え！

☎042-628-0777  10:00〜22:50  無休

48 アミューズメント

http://29236.p-world.jp/

P12-B1

クリーニングルート南口駅前店

午前11時までお預かりで当日夕方5時に
お渡し出来ます。（特殊品は除かせて頂きます）

☎042-624-8961  平日 7:30〜20:00、
土曜・日曜・祝日 10:00〜19:00  無休

49 クリーニング店

P12-B3

スナック  ちどり

飲んで、食べて、唄って楽しい広場。

☎042-645-1888  昼12:00〜17:00
（予約制）、19:00〜24:00  日曜

52 スナック P12-B3

内藤酵素＆パークジャパン子安町第2・第3

駐車場・100年ジュース・景気を好くする定額で
目減りする金券・通貨の統合推進本部。

☎042-646-6584  メール・電話はいつでもOK。
CBB10529@misty.com  無休

53 酵素・駐車場 P12-B3

ヘアーアルボル

チョット早起き9時オープン!! 駅チカくつろぎ
楽ちんヘアーサロン、お子様も大歓迎。

☎042-642-3260  9:00〜20:00  火曜・第3月曜

54 美容院

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hair_arbol/

P12-C3

片山名倉堂接骨院

各種健康保険、労災、交通事故、生活保護、取扱い。
地域に愛される接骨院を目指します。

☎042-646-3322  平日8:00〜12:30、15:00〜18:00、
土曜8:00〜12:30、15:00〜17:00  日曜・祝日

56 接骨業 P12-D4

青木ホーム

スマイノリフォーム店外部塗装工事。
内部浴室改造・キッチンの改造・その他あり。

☎042-642-7217  8:30〜16:00  日曜

57 不動産

P12-B2

美容室テリー

アットホームな昔ながらのお店です。

☎0120-44-1750  9:00〜17:00  火曜・水曜

50 美容院

P12-B2

富士整備

http://www.fujiseibi.com/

☎042-642-3760
8:30〜17:00  日曜・祭日、第1・第3土曜

51 自動車整備工場 P12-C2

尾張屋滝井製麺所

天然水を使用した
八王子ラーメンの「麺」の元祖、尾張屋。

☎042-642-7050  3:00〜14:00  日曜・木曜

55 製麺所
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業種カテゴリ 商店街
エリア番号

…食べる00…買　う00

…着　る00 …その他00 …JR駅南口エリアP00-A0…JR駅北口エリアP00-A0

…京王八王子エリアP00-A0…八幡町・八日町エリアP00-A0

バスでの行き方案内
▼ 【 八幡町・八日町エリア 】内 ▼
　バス停「織物組合（前）」へ行くには　

八王子駅北口
八王子駅北口

京王八王子駅

八王子駅北口

京王八王子駅

八王子駅北口

京王八王子駅

出　発
西東京バス
西東京バス

京王バス

西東京バス

西東京バス

京王バス

西東京バス

運行バス会社
6
7

1

9

2

10

3

乗り場
八王子駅北口
八王子駅北口

京王八王子駅

京王八王子駅

八王子駅北口

京王八王子駅

京王八王子駅

八王子駅北口

京王八王子駅

京王八王子駅

出　発
西東京バス 高尾駅南口（市役所入口経由）元八04
西東京バス 松枝住宅（市役所入口経由）市11

西東京バス 戸吹（みつい台経由）16号04

西東京バス 純心女子学園（左入経由）左01

西東京バス みつい台（八日町経由）16号11

西東京バス 杏林大学（左入経由）左03

西東京バス 杏林大学16号03
西東京バス 戸吹（みつい台経由）16号04
西東京バス みつい台（八日町経由）16号11
西東京バス 創価大学循環16号06

運行バス会社 行き先系統名
8
8

11

11

11

11

4
4
4
4

乗り場八幡町・
八日町
エリア
バス停
「八日町4丁目」
「八日町1丁目」

北口
エリア
バス停
「八日町1丁目」
「横山町3丁目」
「横山町」
へ行くには

内

内

左記のバス停「織物組合（前）」へ行くバスに加えて、下記のバスも利用できます。
※「系統名」と「行き先」をご確認下さい（下記の「系統名」「行き先」以外は、別ルートへ行きます）
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北口エリアはお散歩しながら買い物ができて
楽しいわ。

K i t a g u c h i  A R E A

北　口
エリア

5/2（水）〜6（金）…………八王子古本まつり
　　　　　　　　　　   西放射線ユーロード

5/19（土）・20（日）…………アート・ムーチョ
　　　　　　　　　　   西放射線ユーロード

7/7(土)・8(日)……………八王子・夏の風物市 ゆかたで七夕
　　　　　　　　　　   八王子駅北口周辺

8/3(金)〜5(日)予定………八王子まつり
　　　　　　　　　　   甲州街道及び西放射線ユーロードとその周辺

9/15（土）…………………越中八尾おわら風の舞いin八王子
　　　　　　　　　　   八王子駅北口周辺

10月中旬予定……………八王子古本まつり
　　　　　　　　　　   西放射線ユーロード

10/20（土）・21（日）………八王子メッセ「街道市」
　　　　　　　　　　   西放射線ユーロード

酉の日11/8（木）・20（火）…酉の市（市守大鳥神社例大祭）
　　　　　　　　　　   市守大鳥神社

11月中旬予定……………アート・ムーチョ
　　　　　　　　　　   西放射線ユーロード

11月中旬予定……………全国陶器市
　　　　　　　　　　   西放射線ユーロード

2012年 街中イベントカレンダー

※都合により日時は変更になる場合があります。
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業種カテゴリ

専門店が多くて、
便利で楽しい
北口エリアへ
おでかけ！

…ラック式駐輪帯　（2時間無料）

…食べる00…買　う00

…着　る00 …その他00
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…自転車駐輪施設

…自転車駐輪施設

Keio Hachioji AREA

京王
八王子
エリア

Minami-guchi AREA

南  口
エリア

業種カテゴリ

業種カテゴリ
…食べる00…買　う00

…着　る00 …その他00

…食べる00…買　う00

…着　る00 …その他00

ショッピングとグルメのお店が多くてワクワク！

南口エリア
は、

古い店、新
しい店

がたくさん！

子安神社へ
お参りに。

2012年
子安神社で行われる行事予定
4/29（日・祝）…………………卯の花祭

7/20過ぎの予定……………祇園祭

9/23（日）……………………泣き相撲

10/13（土）……………………観月祭

2013年1/9（水）・10（木）……初金刀比羅

2013年2/3（日）………………節分会




