
地元の味を買いに
パ ン と 惣 菜 に 出 会 う 秋
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「らぶはち」とは

ゆたかな暮らしの情報源として誕生した、
八王子の媒体です。皆さまの暮らしがもっと
楽しく、あたらしい発見があるように、八
王子の魅力を伝えていくように心がけて
参ります。

らぶはち公式ツイッター

らぶはちの公式ツイッター
（https://twitter.com/#!/lovehachioji）が始動
中！次号の企画や八王子の情報をツイート
しています。ぜひ遊びに来てください。

※本誌掲載の記事・写真・イラストなどの
無断転記を禁じます。

設置店リスト&プレゼント
応募はここからアクセス

そんな感じでサタデーナイト☆

らぶはちの話題が聴けるネットラジオ！
「そんサタ。」は八王子を元気に盛り上げ
るリスナー参加型インターネットラジオ
番組。MC-KEIさんとDJ-COMさんが地元
ならではの旬な情報を発信中です。らぶ
はちの裏話も織り交ぜた軽快トークをお
楽しみに！ 番組更新は毎週土曜日。ホー
ムページ（http://sonsata.web.fc2.com/）
より視聴できます。

 発行 
 八王子商工会議所

まちづくり八王子
一般社団法人

読者モデル/渡辺理恵さん（左）
　　　　　 渡辺あいりちゃん（中央）
　　　　　 湊太くん（右）
撮影場所/ベーカリーあこ庵 Deepforest店 （P7で紹介）

ああ旨い惣菜パン

パンに合うお総菜

魅力的なパン×惣菜 
＝サンドイッチが食べられるcafe

八王子でおさえたいパンの一品

なつかしいパンの一品人気再燃
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らぶはちオススメの情報
（東京工科大学メディア学部、タイヨー模型）
秋のイベントでまち歩き！
第3回八王子お店大賞
レシピ♪旬のはちやさいを食べよう
読者プレゼント＆アンケート

地元の味を
買いにパンと惣菜に

出 会 う 秋

携帯から
 GO！

















デジタルサイネージ（電子看板）がショッピングを変える!？
東京工科大学メディア学部の研究に内外の注目が集まる

デジタルサイネージ（電子看板）の新
たな活用法を研究する東京工科大学
メディア学部の学生らが、「八王子ま
つり」開催日の8月3・4日に合わせて電
子看板を使った「デジタル物産展」を
出展した（場所:八日町のイベントスペ
ース）。同学部が研究する電子看板シ
ステムのひとつである「ＳｍａｒｔＭ
ａｒｔ（スマートマート）」を設置し、電
子看板のディスプレイで地元八王子
や秋田県、新潟県の特産品などを紹
介。利用者は、タッチパネル型の画面
に触れるだけで、商品や生産者につい
てより詳しい情報を入手することがで
きる。このシステムを活用すると、お店
側は物産展への出展コスト（輸送料や
人件費）を抑えることができ、購入者
は、商品について知りたい情報を写真
や映像で確認することができるという
もの。

同学部の吉岡英樹講師は「電子看板は
単なる広告媒体としてだけではなく、
イベント会場や公共の場に設置する
ことで、一般市民に向けて様々な情報
を発信することができます。例えば、
商店街のどのお店に今日はどんなオ
ススメ商品があるのか？など、お店と
お客さまがインタラクティブ（双方
向）に最新情報の交換をすることも可
能となります」と語る。
同学部では、今後、市内商店街のイベ
ント時にデジタルサイネージを試験
的に設置して、ユーザーの要望をリサ
ーチする計画だ。学生たちは、コンテ
ンツ制作技術のみならず、広告やビジ
ネスの視点を踏まえ、目的や環境･場
所に対応したデジタルサイネージシ
ステムの提案･制作手法の研究を続け
ていく。 

（写真左）「デジタル物産展」
に登場した「ＳｍａｒｔＭ
ａｒｔ」のディスプレイ画
面。大型ディスプレイやフ
ルハイビジョンによる高精
度の画像や動画コンテンツ
で商品の魅力や生産者の思
いを忠実に伝えた。活用方
法は様々で、大規模震災時
には行政情報の発信も可能
となる

（写真左）大学の「講義情報」などをマルチディス
プレイの演出で表示した例。大学の掲示板スタ
イルを変える！
お問い合わせ先 : 東京工科大学 メディア学部
担当：吉岡（E-mail yoshioka@stf.teu.ac.jp）
10月13日（日）14日（月）の東京工科大学学園祭 
（紅華祭）や、本誌13ページ掲載の「Hachioji Happy 
 Halloween2013」（10月27日）でもデジタルサイ
ネージのデモンストレーションを行う予定。

今年6月の「デジタルサイネージジャパン2013」（デジタルサイネージにフォーカスした国内唯
一の専門イベント）で学生が制作・演出したデジタルサイネージ型大型映像を発表（ディスプレ
イ/篠田プラズマ）

屋外・店頭・公共空間・交通機関などあらゆる場所で、ネットワークに接続したディスプレイな
どの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称。次世代のメディア産業とし
て、ハードウェア、コンテンツ、ICT、広告など幅広い分野で成長が期待されている。東京工科
大学では、2010年から他大学に先駆けてメディア学部でデジタルサイネージの研究開発に
取り組み、国内大学として初めてデジタルサイネージソフトウェアによる演習を導入した。

デジタルサイネージ（電子看板）とは？

高さ2m×全長4ｍの
湾曲型の超大型
ディスプレイで
コンテンツを表示！

扱う商品は初心者向けのものから上級者・マニア向けのものまで幅広い。戦艦・
帆船、戦車・ミリタリー、飛行機、自動車、お城系、恐竜、ガンプラ（ガンダムのプ
ラモデル）などのアニメ系、そして各種エアソフトガンも。値段はお手頃な
1,000円台のものから本格的なものまでスケールによりさまざま。模型製作に
用いる工具、接着剤、塗料などの品揃えも豊富。店長の石川さんは、「好きなもの
を自分で組み立てるのがプラモデルの醍醐味。ぜひ店内でゆっくりご覧くださ
い」と語る。日本にプラモデルが誕生してから半世紀。常に進化してきた模型の
世界は、世代を超えて根強い人気だ。客層は男性が多いが、最近では女性の愛
好者も増えてきているという。リアルで精巧、多種多様な個性を放つ最新プラ
モデルを見ていると、忘れかけていた「つくる喜び」に誰もが胸おどることだろう。

1.「1/32 零戦」（タミヤ）　2.「1/35 陸上自衛隊10式戦車」（タミヤ）　3.「日本の名城～姫路城」（童友社）

4.所狭しとならぶプラモデルた
ち。専門店ならでは！　5.「お取り
寄せのご相談もどうぞ」と店長の
石川さん　6.創業は昭和42年

八王子のプラモデル専門店   タイヨー模型
懐かしさの中にも、進化し続ける技術と遊び心！

「1/24 Xanavi NISMO
GT-R」（タミヤ）

「DESERT EAGLE 
エアソフトガン」（東京マルイ）

「マスターグレード・ガンダム 
Ver.3.0」（バンダイ）

1 2 3

4

5

6

八王子市八日町5-8　
☎042-625-7080  
10:30～19:00
 無休　 なし

タイヨー模型

市民のみなさまにお伝えしたい、八王子で評判の
まちのお店の新たな話題をご紹介します。
八王子の誇れるお店や技術者をご存じの方は、22
ページの読者アンケートから情報をお寄せくださ
い。ご応募お待ちしています。

の情報
※オッペスとは、八王子で使われてきたなじみ深い言葉で「押す」「イチオシ」を意味します。
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問八王子古本まつり実行委員会　
☎&FAX 042-684-9119（げんせん館）
http://blog.hachiojiusedbookfestival.com/

問みずき通り商店会  info@mizuki-st.net
http://mizuki-st.net/

10月19日（土）・20（日）10：00～19：00（20日は～17：00）開催日

JR八王子駅北口「西放射線ユーロード」
（三崎町地区～横山町地区）

会  場

問八王子メッセ「街道市」事務局　☎042-623-6311　 http://www.hachioji.or.jp/

甲州街道沿道地域の観光・魅力等をアピールした、各地域の特産品、名産品の販売が 
行われる。長野県からは、信州りんご・鉢花・農産物が出店予定。山梨県からは、ワイン、 
ぶどう、ほうとう、漬物、川魚加工品、日本酒、和菓子、天然石アクセサリー等が出店 
予定。地元八王子からは、八王子観光協会、八王子織物工業組合、「八王子のおいしい 
味の会」等が出店予定など、秋の甲州街道沿線の物産が存分に楽しめる。

八王子メッセ「街道市」

10月11日（金）～15日（火） 10:00～19:00

10月20（日）
11：00～17：00

開催日

開催日

ＪＲ八王子駅北口「西放射線ユーロード」
駅前～横山町公園まで

会  場

みずき通り　八日町交
差点から本町交差点

会  場

春と秋に開催され、20店
を超える古書店が出店。
第9回目の今回は「旅」が
メインテーマ。「商店街の
古本チャリティ販売会」、
好評の「カフェトーク」（ゲ
スト：精神科医の香山リカ
氏）のほか、親子で楽
しめる「えほん交
換会＆えほん
読み聞かせ
会」、音楽ラ
イブなどの
催しも。

毎年春と秋に行われているフェスティバルは、
今回も恒例「ガールズユニットのど自慢」を開
催。現在コンテストの参加者を募集中（入賞者に
は豪華賞品を贈呈。募集要項はHPで発表）。大好
評の美味しい食品の出店のほか、ストリートバ
ンド、ワゴンセール、こどもビンゴ大会も！

第9回 八王子古本まつり

みずき通り
秋のフェスティバル
2013

西放射線ユーロード

み
ず
き
通
り

京王八王子駅

JR八王子駅
オリンパスホール八王子

市守大鳥神社

セレオ八王子

いちょうホール

西武信金

▲追分町交差点

秋の
イベント
マップ

空きテナントなど街の中のスペースを活用し、絵画、彫刻、写真、インスタレー 
ションなど様々なジャンルのアーティスト達が自らの作品で埋めていくアート
プロジェクト。来場者は、AKITEN本部のほか各会場で販売するAKITEN共通パス
ポートを購入すれば、MAPを片手に街の中を巡りながら各会場のアート作品を
鑑賞することができる。開催期間中には街歩きツアーやワークショップ、トーク
イベント、コントライブなどの開催を予定。

AKITEN2013（アキテン）
10月18日(金)～10月20日(日) 12:00～18:00
10月25日(金)～10月27日(日) 12:00～18:00

開催日

JR八王子駅北口近辺の空きテナント4～5箇所、
村内美術館、周辺商業店舗

会  場

問  info@1843.jp（AKITEN本部）

入場料：500円(有料会場共通パスポート)
AKITEN本部（八王子市横山町10-14網代園ビル2F）
詳細・昨年度の様子は以下のホームページで。
http://www.akiten.jp
http://www.1843.jp/2012/11/30/408

2013 Autumn  wellcome!  Hachioji

この季節には楽しい
催しがもりだくさ

ん。

味覚の秋、読書の
秋、アートの秋を満

喫！

撮影：小山貢弘

※掲載したイベント情報は、2013年10月1日時点の予定内容です。
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●第1次予選 いちょうホール（大ホール）

■チケット販売中

●本選 オリンパスホール八王子（大ホール）

開催日＆会場

前回コンクールで優勝したのは、
マシュー・アーレンさん（アメリカ合衆国）

いちょうホール(042-621-3001）、南大沢文化会館(042-679-2202）、学園都市センター
(042-646-5611）、オリンパスホール八王子(042-655-0809）、（公財）八王子市学園都市
文化ふれあい財団（042-621-3005 電話予約）、ローソンチケットほか、詳細はＨＰで。

（未就学のお子様はご入場できません）

入場料:無料（全席自由）
11月22日（金） 13：00開演（12：30開場）
11月23日（土・祝） 10：30開演（10：00開場）
11月24日（日） 10：30開演（10：00開場）

●第2次予選 いちょうホール（大ホール）
入場料【3日間通し券】:一般1,000円（全席自由）
11月25日（月） 16：00開演（15：30開場）
11月26日（火） 14：00開演（13：30開場）
11月27日（水） 14：00開演（13：30開場）

入場料:一般3,000円（全席指定）
11月30日（土）　14：00開演（13：30開場）
指揮:山下 一史　
オーケストラ:東京フィルハーモニー交響楽団

●表彰式･披露演奏会 いちょうホール（大ホール）
入場料:一般2,000円（全席指定、表彰式は無料・全席自由）
12月1日（日）
表彰式 14：00開演（13：30開場）
披露演奏会 15：30開演（15：00開場）

問アーティスト・サポート・カウンシル 
☎050-5204-4997　 http://ar tmucho.net/

問ガスパール・カサド国際チェロ・コンクール実行委員会
☎042-631-0705　 http://www.cassado-cello.jp/

1969年からフィレンツェで開催され多くの世界的チェ
リストを輩出した「カサド国際チェロ・コンクール」。 
八王子に場所を移してからは「ガスパール・カサド国際
チェロ・コンクールin八王子」との名で2006年に第１回、
2009年に第２回目を開催した。日本をはじめ、ロシア、 
韓国、フランス、米国など世界各国から応募者がある。

ガスパール・カサド
国際チェロ・コンクール
in八王子2013

10月26日（土） 
11：00～15：00

10月27日（日）
午前の部10:00～12:00
午後の部13:00～15:00
表彰式17:30～（予定）

10月27日（日） 
11：00～15：00

開催日

11月2日（土）・3日（日）
11:00～17:00（雨天中止）

開催日 開催日

開催日

JR西八王子駅周辺
のお店

会  場

八王子西放射線ユー
ロード全域、ライブ会
場は横山町公園
（13時～16時）

会  場

セレオ八王子 北館2階広場会  場

京王八王子駅周辺･
JR八王子駅周辺～
八幡町のお店

会  場

問あきんど倶楽部　☎042-627-0188

参加各店で配布されるMAPに掲載のお店で「トリックオアトリート」と
言えば、お菓子がもらえる。参加条件：お子様は仮装すること。1団体に1
人以上18歳以上の引率者がつくこと。27日15時からは、横山町公園で仮
装のコンテストも開かれる。

春と秋の年2回、ユーロードに200組以上のアート作品や手作り雑貨が並ぶイベ
ント。個性豊かな一点ものの作品に出会えるチャンス。ステージではライブや
大道芸のパフォーマンスなどもあり、賑やかで年齢問わず楽しめるのも魅力。

市内のワインを提供するカフェ、レストラン、バーなどが合同でワイン・フェスティバルを開
催する（サンヴァンサンとはフランス語でワインの神様の意味）。参加チケットを購入すると 
記念グラスの入ったストラップを首から掛けて参加店を巡り、ワインの試飲が楽しめる。参加
店ではワインと相性のいいフードも用意される予定。本年5月の初開催が大盛況、今回が待望
の第2回目の開催となる。

「参加チケット（￥4,500、限定1,000枚）」は各参加店舗でお買い求めください。
イベント当日、参加チケットを購入した店舗で、記念ワイングラスとホルダーを受け取り、
参加店を巡ってワインを試飲。
詳細はサンヴァンサン八王子公式ホームページ　http://epris.co.jp/sv-hachioji/
〈参加店舗一覧〉
ヴァガボンド、ヴィアマーレ、Bar EIS、H-one dining、酒場 en-zo、GAMバル、カンティーナ、長寿村 権六、
KITCHEN DAY TRIP、GURECO、SCENE、ライブハウス シネマクラブ、Secondo、SOIE、太陽讃歌、(株)酒
舗鶴屋、DOURAKUDA kitchen、niji、NICO CAFE、のがも乃家、HACHIOJI BAL、Brasserie BASEL、ブラッ
セリー獏、ビストロ ボンクール、ナポリピッツァ&パスタ Mar、メリメロ、レストラン レジェ

八王子にちなんだ特徴のある手土産を来場者に
試食していただき、投票によって八王子を代表する手土産を決める参
加型イベント。会場で先着1,500名が無料で試食・投票ができる。今年で
第3回目の開催であり、同時に物販も行われる。

Hachioji Ｈappy Ｈalloween 2013

アートムーチョ

酉の市
（市守大鳥神社例大祭）

八王子Ｔ-1（手土産ナンバーワン）
グランプリ2013

サンヴァンサン八王子
ST VINCENT HACHIOJI 

前号で募集の「ジャノメ 夏休み親子手づくり教
室」（8月1日実施）に、多数のらぶはち読者の皆さま
にご参加いただきました。これはジャノメ（蛇の目
ミシン工業・本社八王子市狭間町）とらぶはちとの
共同開催イベントで、夏休みの一日、ソーイングを
楽しむひとときをお過ごしいただきました。当日
ご参加の皆さま、ありがとうございました！

報告！らぶはちスペシャルイベント
「ジャノメ 夏休み親子手づくり教室」開催

酉の日： 11月3日（日）･15日（金）
27日（水）

開催日

11月３日（日）
12:00～17:00（11:00受付開始）

開催日

市守大鳥神社会  場

市内の各参加店舗会  場

八王子いちょう祭り
11月16日（土） 9:00～17:00、
17日（日） 9:00～16:30

開催日

追分町交差点～小仏関跡ほか会  場

問八王子いちょう祭り祭典委員会  ☎042-668-8383

問  事務局：Brasserie BASEL  ☎042-648-0824、 
ライブハウス シネマクラブ  ☎042-624-7104

問八幡八雲神社社務所  ☎042-623-0720

問（社）八王子青年会議所　☎042-623-6311

過去の開催の様子 
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八王子商工会議所
お買い物、お食事、ものづくり、
建築関係、各種サービスの

地産・地消・地活事業

20名様にJCB商品券10,000円分をプレゼント！
■ これまでのお店大賞の受賞店は、今年度第三回目の審査対象外となります。

※ 「飲食部門」：山中亭、洋食 おがわ、お茶楽久、五十番（東浅川）、SCENE（シーン）、ENTREE（アントレー）、吾衛門、エルサジオ
※ 「小売・サービス部門」：菊屋八幡、Due Tre（ドゥーエ･トゥレ）、肉の富士屋、埼玉屋本店、天野商店、千松園、GOZOシューズデパートメント

投票していただいた
中から抽選で！

■ 投票方法： 1 ホームページ：http://www.hachioji.or.jp/omisetaisyo
　　　　　 2 携帯電話：右記QRコードからアクセス
　　　　　 3 官製ハガキまたはFAXにて投票。必要事項❶～❹を明記のうえ、下記までご送付ください

［ 宛先 ］ 〒192-0062 東京都八王子市大横町11-1　八王子商工会議所内「八王子お店大賞」実行委員会
［ FAX ］ 042-626-8138
■ 必要事項：❶「飲食部門」の店名、住所・場所　　❷「小売・サービス部門」の店名、住所・場所
　　　　　❸そのお店を好きな理由・推薦のポイント（どちらか一方の部門のみの投票でもOKです） 
　　　　　❹投票者の氏名（フリガナ）、性別、年齢、電話番号、郵便番号・住所

■ 投票期間： 平成25年10月1日～12月31日
■ 発表：平成26年2月中旬　■ 受賞部門： 「飲食部門」4店舗、「小売・サービス部門」4店舗　■ 主催： 八王子商工会議所「八王子お店大賞」実行委員会
■ 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  ■ お問い合わせ：八王子商工会議所 八王子お店大賞実行委員会 042-623-6311

QRコード

※  プレゼントの当選は商品の発送を 
もって代えさえていただきます。

八王子市内のイチオシのお店を投票してください



15 2013 autumn ■ 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

これまでの 受賞店紹介!
過去二回実施された八王子お店大賞では15店のみなさんが受賞されています。（下記に登場の受賞店は今回第三回目お店大賞の審査対象外です）

第一回受賞店　 「飲食部門」：レストラン山中亭、洋食おがわ、お茶楽久、五十番（東浅川）　 
「小売・サービス部門」：菊屋八幡、Due Tre（ドゥーエ･トゥレ）、肉の富士屋、埼玉屋本店

第二回受賞店　 「飲食部門」：SCENE（シーン）、ENTREE（アントレー）、吾衛門、エルサジオ　 
「小売・サービス部門」：天野商店、千松園、GOZOシューズデパートメント

RESTAURANT＆BAR  SCENE（シーン）
八王子市明神町4-7-15  落合ビルB1F
☎042-645-8888

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。ロマンティックな雰囲気も
魅力。

天野商店
八王子市横山町6-10　☎042-642-5561

新鮮な「おろしたての刺身」や「大ぶりの切り身」が
ならぶ老舗魚屋。お刺身は市内随一の豊富な種類。

Due Tre（ドゥーエ・トゥレ）
八王子市千人町2-13-8-103
☎042-682-5066

朝６時30分に開店。天然酵母で
つくるパンはもちもちとした食
感が美味しい。種類も豊富。

埼玉屋本店
八王子市八幡町3-19

☎0120-804-308、042-622-1744

豆類を中心に品質の良い乾物や雑穀、味噌など
を幅広く扱う。20年以上続く料理教室も好評。

レストラン 
山中亭
八王子市椚田町115-1
☎042-666-2153

ヨーロッパのコテージを
思わせる雰囲気の中、本
格的なフランス料理が
気軽に楽しめる。

肉の富士屋
八王子市横山町16-6　☎042-622-0952

特選の神戸牛など最高品質A－５等級の牛肉
を最良の状態で。惣菜、野菜、調味料もならぶ。

中華そば専門店　吾衛門
八王子市千人町3-3-3
☎042-663-6861

「中華そば＋玉ネギ」など、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。

洋食 おがわ
八王子市三崎町9-8オザワビル1F

☎042-625-1516

煮込みハンバーグや４本の大きなエビフラ
イのほか、数多い洋食メニューの味が評判。 イタリア料理  エルサジオ

八王子市中野上町4-1-10
☎042-627-2521

極上イタリアンのコース、単品料理は
常時40種類。南欧風洋館で、イタリア
気分が味わえる！

GOZO shoes department
（ゴゾ シューズデパートメント）
八王子市八日町2-4  １F
☎042-621-0007

足・膝・腰の形や歩行をチェックをし、
フルオーダー、セミオーダー、既製靴
などから快適に歩ける一足を提供。

中華料理 五十番
八王子市東浅川町506-4

☎042-666-4150

麺の太さが選べるラーメンや、食
べやすいレバー料理などメニュー
は毎日60種類以上。

フランス料理  ENTRÉE（アントレー）
八王子市散田町3-18-11 248ショッピング街2Ｆ
☎042-665-9837

パリの街角にあるレストランのような雰囲気の中、
美味しいフランス料理とワインが楽しめる。

パパとママの台所
お茶楽久
八王子市南新町22
☎042-624-0388

ボリュームがあって旨いフライ、カレー、オムラ
イス、パスタも各種、美味しいスイーツも。

菊屋八幡
八王子市平岡町28-6
☎042-625-1988

手づくりの味にこだわった名物
の「高尾太鼓」など、手間ひまを
かけた職人技が光る和菓子。

千松園
八王子市大横町1-13
☎042-622-5664

厳選した原材料で作る
伝統の味にファンが多
い。餡の小豆は純国産、
栗蒸し羊羹の栗もすべ
て日本のもの。





今回のはちやさい

生産者の顔が見える地元の野菜「はちやさい」を使った、
地産地消のレシピをご紹介します。

さつまいも

撮影／キミヒロ

材料（2名分）

さつまいものメープルシロップ和え

・レッドカレーペースト（市販品） ・・・・50g
・ココナッツミルク ・・・・・・・・・・・・・・・・・400cc
・水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400cc　
・にんにく（みじん切り） ・・・・・・1かけ分
・しょうが（みじん切り） ・・・・・・1かけ分
・サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
・ナンプラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
・砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2

・さつまいも ・・・・・・・・・・・・・・・・・1～2本（500g）
・メープルシロップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
・粉糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ6
・揚げ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

さつまいも入りレッドカレー

新鮮な地元生まれの野菜
に出会えます。
※天候や収穫状況により、
入荷していない場合もあり
ます。

●道の駅　八王子滝山

八王子市滝山町1-592-2
☎042-696-1201
9：00～21：00

 ※P1・トイレは24時間利用可
無　 あり

八王子

小宮山公園

中央自動車道

道の駅
八王子滝山 左入橋左入橋

谷地川

浅川

JR八王子駅
京王八王子駅

ひ
よ
ど
り
山

ト
ン
ネ
ル

地元の野菜を

販売
  しています！

さつまいもを皮付きのまま5～6cmの長さに
切り、縦に4～6等分に切り分ける。れんこん
の皮をむき、厚さ5mmほどの半月切りにす
る。なすは縦半分に切って乱切りにする。ピー
マン類は1口大に切る。ピーマン類以外の野
菜を水につけてアクを取る。鶏胸肉は、1口大
にそぎ切りする。

鍋にサラダ油をひいてにんにくとしょうがを
炒める。香りが出てきたらレッドカレーペー

さつまいもの皮をむき、2cm角ぐらいのサイコロ切りにして水に10分つ
け、その後しっかり水切りをする。170度の油で、中がほくっとするまで7～
8分揚げる（途中で全体を混ぜる）。

揚げている間にメープルシロップと粉糖をボールの中でしっかり混ぜて
おき、油をきった揚げたてのさつまいもを加えて、まんべんなく絡むように
和える。

材料（4名分）

・鶏胸肉（皮なし） ・・・・・大1枚　
・さつまいも ・・・小1本（250g）
・れんこん ・・・・・・・・・・・1節（120g）
・なす ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
・ピーマン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
・赤、黄ピーマン ・・・・・・・各1/4コ

さつまいもの皮は黒ずみの原因になりますので、厚めにむきましょう。仕上がりもきれいです。
水につけたさつまいもは、揚げる前にキッチンペーパーやふきんでしっかり水気を拭きとりま
す。粉糖は冷めると細かく再結晶化するので、滑らかな食感になります（グラニュー糖では粒子
が粗くなります）。また、メープルシロップの一部をダーク･ラム酒にするとお酒の風味が楽しめ
ます（大人用）。

市販のレッドカレーペーストは、にんにく･しょうがと炒め合わせることでフレッシュな香りが立ちます。
鶏肉はそぎ切りにすると線維の間にスープが入って、しっとり柔らかな食感になります。れんこんは皮付きのまま煮ると黒ずみますので皮をむきましょう。

植松良枝

料理研究家。日本の旬を意識したおい
しい野菜中心のレシピを考案しTV、 
雑誌などで幅広く活躍。近著に『野菜畑 
の料理教室』青春出版社、『デリおかず
の人気レシピ』成美堂出版、『もっと 
簡単さらにおいしい塩麹のおかず』 
学研パブリッシング、『ル・クルーゼで
おいしいムダなしレシピ』家の光協会、
など多数。

HP 日々の飯事
www.uemassa.com

『おいしく食べる! 楽しく育てる! ゴーヤー
レシピ』主婦と生活社、好評発売中。

12

ストを加え炒める。さらに香りが出たら鶏肉
を加えて和えるように軽く炒める。

ピーマン類以外の野菜を加えて、ひと混ぜす
る。ココナッツミルク、水を入れ、よく混ぜ合
わせる。ひと煮立ちしたら、中・弱火で10分煮
てピーマン類を加え、さらに5分煮る。表面に
赤いオイルがにじんできたら、ナンプラーと
砂糖を加えて味を調える。
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成人式前撮り
●振袖前撮りプラン　84,000円～
着物一式（着物・帯・帯揚・帯締め・長襦袢）
ヘアメイク、着付、スタジオ2ポーズが含ま
れてお得なプラン）

●振袖前撮り＋成人式当日支度＆ 
　衣裳レンタルプラン　186,900円～
振袖前撮りプラン内容に成人式の当日の
衣裳レンタル＋着付＆ヘアメイクがセット
になったプラン。さらに特典として着付小物
プレゼント

●振り袖ご持参
ヘアメイク・着付　　25,200円～
スタジオ2ポーズ　　27,300円～

七五三
●悦（よろこび）プラン 
　57,000円～
お子様着付け、ヘアメイ
ク、スタジオ写真（六切り1
ポーズ）、千歳飴、記念品、
お祝い膳（大人2名様、お
子様1名様）、お飲物（フ 
リードリンク）、室料

原智恵子生誕100周年記念公演
音楽劇「アルページュの香りに包まれて･･･」
～ピアニスト原 智恵子の半生～
世界的チェリストで作曲家のガスパール・カサド氏の夫人
でもあった、明治生まれの日本を代表する国際派ピアニス
ト原智恵子の半生を生誕100周年に捧げる作品として書き
下ろした音楽劇。

11月9日（土）
昼の部　 受付 10：00    
　　　　お食事 11：00～12：00 公演 12：30～14：30 
夜の部　 受付 16：00    
　　　　お食事 17：00～18：00 公演 18：30～20：30
お一人様 8,000円［お食事・サービス料・税込］

ピアノ・語り　桜田ゆみ　　チェロ　磯野正明
語り　松崎建ん語　　　　テノール　小野勉

※土・日・祝日は個室の空き日程が限られていますので事前にお問
い合わせ下さい。ご会食のみ、お写真のみも承っています。敷地内
「御殿山神殿」でもご祈祷別途承っています。
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うれしさ、楽しさ、今すぐあなたに　八王子日本閣 ノースアンジュ

お問い合わせ・
ご予約はこちらまで

シャトルバスのご案内

■ ご予約受付時間 
9：00～21：00 
年末年始休業 
（12/29～1/2）

■ JR八王子駅南口/所要時間 約15分
土日は00分発と30分発（11：00～18：30）　※14：30発と15：00発は無し
平日はお電話にてお問い合わせください（11：10～16：40の間で運行）

※ご利用の際には必ずお電話にてお問い合わせ下さいませ。日にちにより運行時間が変わることがございます。

■ JR・京王橋本駅南口/所要時間 約15分
土日は15分発（11：15～18：15）　※15：15発は無し
平日はお電話にてお問い合わせください（11：45～16：05の間で運行）

tel.042-676-4122
h t t p : / / w w w . n o c e - a n g e . c o m /

お一人様 7,350円
（いずれもフリードリンク・室料込みで承ります） 
※8名様から承ります。

【内容】
●オリジナル円卓料理（和食or洋食）
●フリードリンク（ビール・ワイン・焼酎・日本酒・ソフトドリンク）
●室料（ご利用時間は2時間となります）・税金
※その他8,500円プラン・11,000円プランもございます。

毎週土曜日曜はブライダルフェアを開催中です。
ご結婚を考えているカップルには試食もご用意
できます。
予約がなくても当日でもご用意可能です。気軽に
いらしてください。詳しくはHPをご覧ください。

健やかに成長した
お祝いを家族で♪

美味しい料理で
忘年会・新年会を

結婚式を考えている方は
ブライダルフェアへ

二十歳になった喜びを
美しい御殿山の自然を
背景に撮影

見応えある音楽劇と
フレンチのコースを堪能する秋



Point1ポイント

20

ＪＲ八王子駅北口から徒歩３分 ・やすらぎの湯２Ｆ

フィットワン
八王子店

女性専用
フィットネスクラブ

ドン・キ
ホーテ

アドアース
八王子店

旭町
三井住友銀行
八王子支店

やすらぎの湯 2F!

スタート！スタート！

JR 八王子駅

ユーロード

このままエスカレーターで2Fへ

3

ドン・キホーテを右へ曲がり

1

呼吸と動作の融合で心と体のバランス
を整えます

セクシーでエキサイティング、だけど
簡単!!

身体の内に意識を集中させ美しく女性
らしいBODYを作ります

TRY YOGA TRY DANCE TRY PILATES

筋力アップ、ダイエットに最適で
誰もが使いやすいマシンと充実した施設

ホットヨガ（デトックススタジオ）

マシンジム

パウダールーム

オープンスタジオ

シャワールーム

TRY COMBAT 格闘技の動作を 
取り入れたワークアウト

TRY STEP シンプルながら多彩な 
動きで高い運動効果

TRY AERO 音楽にのって 
楽しみながら脂肪燃焼

TRY POWER バーベルを使い、 
パワフルに筋力UP

ユーロード入口

八王子名物・都まんじゅう

八王子駅北口に出て左へ

!"#!$%

!"#!$%

43

2
1

エスカレーターあがってすぐ入口！

4

パーク壱番街通りに入って右上を
見上げると看板！

2

室温28、32、36度の3段階の設定

by

地域最大級のホットヨガスタジオです



らぶはちを見た！
とご来店いただくと
ミネラルウォーターを
プレゼント／
2014年1月末まで

ご入会・お問合せは、

フィットワン 八王子店へ 042-631-1802TEL 
検索フィットワン 八王子店

http://fit-one.net
モバイルの方は
QRコードから▼

URL
月～木/10:00～22:30（16:00～17:00はクローズ）
土/10:00～21:00、日・祝/10:00～20:00、金/定休日

ご入会時に
必要なもの

●月会費２ヶ月分※  ●本人が確認できる身分証
●会費引き落とし口座のキャッシュカード
※月途中の入会は店舗にお問い合わせください。◆入会手続き費用に関しては、クレジット払いはできません。
現金でお支払下さい。◆当クラブは１６歳以上の女性の方対象です。

21 2013 autumn

RIEさん MEGUMIさん
チーフ
MIKIさん SAORIさん YUIさん NAOMIさん

誰もが支払いやすい月々の会費設定
●スタンダード会員　月額費/5,775円　
マシン、ホットスタジオすべていつでも使い放題
●ライト会員　月額費/5,250円
月間利用時間1,000分まで
※月に8回、1回につき120分前後の滞在時間＝1,000分の目安です。

だから通いやすい！続けやすい！

骨盤のゆがみは、肥満、肩こり、腰痛、生理不順などさまざまな
原因になると言われています。フィットワンでは骨盤リセット
やストレッチボールexなどでゆがみを直してからマシントレ
ーニングをすすめています。

骨盤を整えて歪みをなくす

28度、32度、36度と3段階の温度設定のスタジオプログ
ラムを用意。初めてでも無理なくたっぷり発汗して老廃物
の排出を促します。カラダが温まっている状態でランニン
グマシンなどの有酸素運動に取り組めば、さらなる脂肪燃
焼が望めます。

カラダを温めて、無理なく発汗

マシンはすべてプロ御用達の世界最高峰メー
カー・CYBEX（サイベックス）社製の最新モデ
ル。国立スポーツ科学センターをはじめとする
一流施設で設置されています。一度試せばその
効果と使いやすさを実感することができます。

最強・最新の
マシントレーニング

人気のホットヨガも取り入れた
充実のプログラム

ホットヨガやジョイビートなど人気のプログラムが
週140本以上！初心者の方にもインストラクターが
分かりやすく親切に対応します。

発汗促進

血液循環

ホット
ヨガの
効果

ホット
ヨガの
効果

老廃物の
排出体質改善

冷え性 むくみ 肩こり 更年期
障害 だるさ

ストレス 便秘 肌あれ やせにくい
体質

女性特有の悩み
!"#!$

%

Point2ポイント

Point3ポイント

マネージャー兼
フロントスタッフ
高橋さん
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編集後記

個人情報の取扱について

広告に関するお問い合わせ
八王子商工会議所（広告担当：北島まで）☎ 042-623-6311（代）

パン屋の店先で香ばしい香りに誘われて、ふと
立ち寄ることもしばしば。このまちには美味
しいパンのお店がたくさんあります。「らぶは
ち」を手にお出かけして秋を楽しみませんか。
また、今号で取材にご協力いただいた皆様に
は心より感謝申し上げます。「らぶはち」を通
して、八王子のまちの人達がますます元気に
なる媒体を目指していきます。

・ご記入いただく個人情報は、今後の誌面作りの参考、プレゼント発送、選考資料、
当所からのご案内、情報提供、統計資料、マーケティング資料作成および当事者に関
する研究・企画開発に利用することがあります。ご本人の承諾がある場合を除き、上
記目的以外で個人情報を利用したり、第三者に提供することはありません。
・アンケートの集計結果は、個人を特定できない形で第三者に開示することがあります。
・ユーザーサービスを行うため、個人情報の取り扱いに関する契約を締結した上で個
人情報を取り扱う業務の一部、または全てを委託する場合があります。

応募方法

【締め切り】 2013年11月30日（土） （ハガキの場合は当日消印有効）
【ハガキでの応募先】 〒192-0062　東京都八王子市大横町11-1
　　　　　　　　　 八王子商工会議所 らぶはちプレゼント宛
【必要事項】 氏名／性別／年齢／職業／未婚・既婚（子供人数）／郵便番号・住所
　　　　　（建物名・号室まで）／TEL（自宅・携帯）／プレゼント番号

● お一人様一通のご応募。※複数お送りいただいても無効となります。
● 確実にプレゼントをお届けするために、住所・氏名・年齢などは正確にご記載くだ
さい。※不備があるとお届けできない場合があります。
● プレゼント当選者の発表は、個人情報保護法により公開しておりません。商品の
発送をもって代えさせていただきます。なお、個人情報の取扱については同ペー
ジ「個人情報の取扱について」をご確認ください。

1.  上記ＱＲコードの携帯電話専用サイトからアンケートにお答えいただきご応募 
ください。
2.  官製ハガキで応募の場合は、下記の必要事項とアンケートをハガキ裏面にご記入
の上、下記までお送りください。

次回の  　　　 　　は

 2013年12月上旬
発行予定！

※発行日は予告なく変更する場合がございます。

プレゼント
携帯電話で
QRコードを
読み取りご応募
ください アンケートに答えていただいた方の中から抽選で、プレゼントを差し上げます。

ぜひ、ご意見・ご要望をお聞かせください。みなさまのご応募お待ちしています !

アンケートに
こたえて

プレゼントを
もらおう！

ENQUÊTE

Q1.「らぶはち」をどこで手に入れましたか？ （入手先を教えてください）
Q2.「らぶはち」の表紙の印象はどうでしたか？
　   （その理由も教えてください）
Q3.特集「地元の味を買いに」P6～10はいかがでしたか？
　   （その理由も教えてください）
Q4.  「おもしろい＆興味を持った」というページ と理由を教えてください。
Q5.  「らぶはち」で取り上げてほしいお店や、のせてほしい情報を教えてください。
　   （その理由も教えてください）
Q6.  「らぶはち」をご覧になって自由なご意見ご感想をお聞かせください。

ア ン ケ ー ト

八王子在住の方で、バストアップの顔写真
（帽子不可）と全身（スタイルがよくわかる服）

のＬ判サイズ（12.7×8.9cm）の写真を各1枚ずつ（写真は最近3カ月以内に撮影したもの）。
それぞれ裏に氏名・年齢・職業・住所・電話番号を明記し、下記住所までお送りください。
送り先：〒192-0062　東京都八王子市大横町11-1　八王子商工会議所  北島まで

読 者 モ デ 募ル 集

創業100年を越え、日本の食文
化・すき焼きを伝え続ける料亭
「坂福」。1Fの「味彩さかふく」での
ランチにご招待。栄養バランスの
良いランチをご提供します（内容
は日替わりです）。

築150年以上の古民家や、農
家の古材を使用した建物が
印象的なろくざん亭。火～金
曜の昼のみにいただける「ラ
ンチコース高尾三昧」にご招
待（2日前に要予約。内容は
季節によって異なります。
11:30～14:00LO）。

八王子最大級の宴会場と３つのレ
ストランを持つ八王子エルシィ。
ランチタイムのサラダバーが評判
の「レストラン アンシャンテ」をは
じめ、「中国料理 龍皇」、「日本料理 
芙蓉」の各店舗で利用できるお食
事券をプレゼント。

日本茶専門店「茶山」（横山町5-9）が7月
に新発売した「マッピー茶ん」（桑茶入
り煎茶）と（桑茶入り玄米茶）をセット
で（各55g）。美容やダイエットにもおす
すめ。ご当地キャラクターの松姫マッ
ピーのパッケージで好評発売中。お子
様にも大人気！（茶山横山町店・セレオ
店、道の駅八王子滝山でも取り扱い中）

料亭  坂福
ランチ

ろくざん亭
平日ランチコース高尾三昧

八王子エルシィ
お食事券3,000円分

Tokyo 茶山 Sazan
「マッピー茶ん」

問 八王子エルシィ　
☎ 042-623-2111
HP  http://www.hachiojiellcy.co.jp/

2名様

問 ろくざん亭
☎ 042-661-7827

問 坂福
☎ 042-642-0545
休 月曜

1組
2名様

1組
2名様

問 Tokyo 茶山 Sazan
☎ 042-649-3222
HP  http://www.tokyo-sazan.co.jp/

5名様



和食二段重※  21,000円
洋食二段重※  21,000円
中華二段重※  21,000円

11月25日までにご予約いただくと2,000円お値引き
早期ご予約特典

※重箱サイズ7寸、21cm×21cm、4～5名様向き
受付18:00より / お食事18:30～ / 
コンサート19:30～

8,000円
受付17:30～ / お食事18:00～19:00 / 
コンサート19:00～20:30
ソプラノ 松岡薫 / バリトン 今井俊輔 / ピアノ 望月ルミ

10,000円

ボジョレー・ヌーヴォーと
音楽の夕べ ドラマチックオペラナイト

お一人様 2,100円

お一人様 5,000円

お一人様 1,800円

お一人様 1,500円

冷酒や麦 / 芋焼酎などオール飲み放題

10種の飲み放題

ビールお一人様1本と8種の飲み放題

  

バラエティ豊かなお料理プラン ドリンクプラン

お一人様 7,800円
和洋中Ａコース

お一人様 5,300円
和洋Ｄコース 
（銘々盛り）

お一人様 6,300円
和洋Ｂコース
（創作会席銘々）

お一人様 5,300円

お箸でフレンチ
Ｅコース

ドリンクプランＡ

ドリンクプランB

ドリンクプランC
お一人様 5,300円
和中Ｃコース

お一人様 5,300円
蟹満喫和食Ｆコース

お一人様 4,300円
中華Ｇコース

たいへんお得になった飲み放題のプラン3つのドリンクプランと合わせてご利用下さい。

中華バリューコース
中華料理7品＋飲み放題（ドリンクプランＣ付き）

エルシィ謹製 和洋中三段重
18,900円　（4～5名様向き）

ボジョレー・ヌーヴォー解禁日に、オペラからポピュラー
まで八王子の歌姫が贈るディナーコンサート

生誕200年記念オペラ王ヴェルディのオペラより名場
面をお贈りするクリスマスディナーコンサート

歌／石橋朋子

（お食事・お飲物・税金・サービス料・コンサート代込）

エルシィのおせち 早期ご予約受付中♪

 

※写真は「エルシィ謹製 和洋中三段重」

重箱サイズ6寸（18cm×18cm）

特選 和洋中三段重 

31,500円（6～7名様向き）
重箱サイズ7寸（21cm×21cm）

和洋、大小さまざまなお部屋をご用意しております。
レストランの貸切利用もご相談ください。

月・火・水曜日限定ドリンク付きプラン

忘新年会
八王子エルシィで

PR
ES

EN
TS

4名様から500名様まで、ご利用可能です。

（お食事・お飲物・税金・サービス料・コンサート代込）

※写真はイメージです。

ソプラノ／松岡薫
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