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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。

※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。

 発行 
 八王子商工会議所

まちづくり八王子
編集：一般社団法人

読者モデル／八王子市在住の丹羽京子さん、篠崎クリスティンさん、
　　　　　　早川洋子さん、草野尚子さん、川口千明さん、瀬田育美さん、
　　　　　　関根多津子さん、坂本直美さん
撮 影 場 所／Park Side Cafe BASEL（パークサイドカフェ バーゼル）
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まちのイベントで春を探そう！

旬のはちやさいを食べよう

第三回 八王子お店大賞

らぶはちオススメの情報

読者プレゼント＆アンケート

表紙

らぶはち公式ツイッター

らぶはちの公式ツイッター
（ht tps : / / tw i t t e r . 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。
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春に憩う
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設置店リスト&プレゼント
応募はここからアクセス

携帯から
 GO！
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バスアイテムがたっぷりつまったスペシャルギフト。
【季節限定】サクラ オペレッタ バスバケツ カスミザクラ 5点入り
［セット内容］フレグランスソープ、バスボム、バスコンフェッティ、
バスソルト、スポンジ 各1個）1，000円（税別）【1F グラック】

淡いグリーンが可憐な印象に。花柄のワンピースとオフホワイトのパンプス
合わせて女子力アップ。ドレストレンチコート 5,980円（税込）、シフォンワン
ピース  2,980円（税込）、パンプス 1,980円（税込）【3F ハニーズ】

春らしいメルヘンな色合いでワン
ポイントアクセントに。バッチンピン 
ヘアアクセサリー 各700円（税別）
【1F プラネットブルー】

インド製のビーズ刺
繍が可愛い大きめ
バック。華やかで軽
いから通勤用として
も最適!全3色。
トートバッグ
5,900円（税別）
【1F コキュ】

サラッとした素材感。
春夏向けのコットンワッチ。
目を引くタイダイ染め。
各3,680円（税別）
【1F クレスト・プラス】

度付き対応可能。デザイン
も豊富で日常使いしやす
い花粉症対策メガネ。
各3,000円（税別）
【4F ゾフ】

つま先にラインストーンがちりばめら
ている。 ローヒールが可愛い! 
オペラシューズ 4,980円（税込）
【3F フェミニンカフェ】

※2014年4月からの消費増税により、価格表示が（税別）（税込）と混在しております。（税込）に関しては、2014年3月時点。詳しい価格は各店舗にお問い合わせください。

カラフルで元気!アクティブな
春にオススメのコーディネイト!
カーキタンクトップ 2,800円
（税別）、ボーダーTシャツ 
4,900円（税別）、シャツ 5,900
円（税別）、薄手パーカー 
3,900円（税別）、デニムパンツ 
9,800円（税別）
ミドルカットの丈はデニムやス
キニ―パンツ、ワンピースにも
ぴったり、足元がすっきり見え
るデザイン。
クラシックデザインミドルカッ
トスニーカー 5,900円（税別）
【2F キューブシュガー】

さわやかな春カラーが揃う。
ネクタイ 3,800円（税別）、
シャツ 3,800円（税別）
【6F スーツセレクト】

カラータイツにシース
ルーソックスを組合わ
せて!足元からオシャレ
を楽しもう。
シースルーソックス
3足1，000円（税別）
カラータイツ
各600円（税別）
【3F チュチュアンナ】
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陵南公園

多摩森林公科学園

らぶはち本号掲載の商品・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日からの消費税および地方税の税
率改訂にともない、店舗によっては料金の変
更が行われます。詳しくは各店舗・施設にご
確認くださいますようお願い申し上げます。

多摩森林科学園（地図⑤）
約8ヘクタールに全国各地のサクラ約
1,500本が見られる。サクラの開花は
種類によって2月下旬～4月下旬まで。
 八王子市廿里町1833-81

［開園時間］ 9:30～15:30（閉門16時） 
4月は9時開園

［休館日］ 月曜（月曜日が祝日の場合は翌日）、
 3月および4月は休園日なし

［入園料］ 大人300円/子供50円（高校生まで）
 大人400円/子供150円（4月のみ）

 http://www.ffpri.affrc.go.jp/

「滝山城跡さくらまつり」
［開催日］ ４月５日（土） 雨天時は６日（日）に
　　　    10:00～14:00頃（予定）
［会　場］ 滝山城跡中の丸
各町会の芸能（踊り、カラオケ等）、宮下お囃子、歌謡
ショー、近隣大学生の余興披露、甘酒の無料サービ
ス、野点のサービス　（問）加住市民センター内 　
＜滝山城跡文化協会＞ ☎ 042-691-5215

絶滅危惧種のタマノホシザクラ（ホシザクラ）
八王子市の多摩丘陵で発見され2004年に発
表された。環境省及び東京都の絶滅危惧Ⅰ類
（ＣＲ：絶滅に瀕している種）に指定されている。
根のまわりを踏まず枝を傷めないように観察
を。多摩丘陵の限られた場所にのみ自生してい
るが、長池公園の自然館周囲には４本ほど見本
として植栽しているものが見学できる（長池公
園では10種類の桜が見られる）。

タマノホシザクラ
萼は赤く、後ろから見ると★の形に見える。開花期：３月
下旬から４月上旬。花は枝から１～３個が下向きに咲く。
写真提供/内野秀重（フュージョン長池）

長池公園（地図⑬）
 八王子市別所2-58

［開館時間］ 9:00～17:00
［入園料］ 無料
（問）長池公園自然館
（長池ネイチャーセンター）
☎ 042-678-4616 
 http://www.pompoco.
or.jp/nagaike/

陵南公園（地図⑥）
東京オリンピックのときに自転車競技場
として使用されその後公園に。
 八王子市長房町、東浅川町　

［入園料］ 無料

八王子さくら街道
高尾駅～陵南公園～南浅川緑地～八王子市役所ま
で約2300本の桜の街道が続く。

「八王子さくら街道」の探訪マップがダウンロードできます。
NPO法人 八王子さくらの会　
 http://npo-hachioji-sakura.d.dooo.jp/katsudou.html

「八王子陵南公園さくら祭り」
［開催日］ ４月11日（金）12日（土）13日（日）
　　　   10:00～19:00頃（13日は～16:00）
［会　場］ 都立陵南公園
　　　　（八王子市長房町1369）
お囃子、太鼓、おわら踊り、YOSAKOI
ソーラン、八王子市空手道スポーツ少
年団、謙交塾武道館、伊達ゆうた（歌
謡ショー）、8プリンセス、ゲンキダーJ
等が出演。他にうさぎとのふれあい、
名物グルメコーナーなど
（問）NPO法人 八王子さくらの会
☎ 042-645-1189
「八王子陵南公園さくら祭り」の企画・運
営、絶滅危惧種「タマノホシザクラ」の
保護育成活動をはじめ、桜を守る活動
を続けています。

①滝山自然公園 ②創価大学構
内 ③八王子市役所付近～南浅
川沿い ④元横山公園～浅川大
橋付近⑤多摩森林科学園 ⑥陵
南公園～南浅川沿い ⑦富士森
公園 ⑧片倉城跡公園 ⑨東京工
科大学構内 ⑩東京薬科大学構
内 ⑪中央大学構内 ⑫首都大学
東京構内 ⑬長池公園
市内の主な桜所在地を紹介しています。
掲載の大学は八王子八十八景 建築物
の景に選ばれている大学です。各公園・
施設ではマナーを守って見学・お花見し
ましょう。
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オーナーシェフ平野さん（中）は八王子出身。フラ
ンス各地で修業し2005年にオープン

桜鯛のカルパッチョ 苺ソース 自家菜園のサラ
ダ添え

桜並木は店内の奥からも見える

家具職人の作品によるやさしい空間 フランス気分も味わえるお店

人気のプチマカロン
もぜひ！（レジェ）

桜のチーズケーキを新登場させたのは、パティシエ
の大石さん。「オーダーメイドケーキもどうぞ！」

ランチも
人気！

「HACHIネーゼさくら」は4
月初旬までの期間限定（1
本280円、2cm×12cm）。
味は他にプレーン、抹茶、
ショコラ、フルーツなど７
種類あり

Ｌéｇｅｒ  レジェ
 八王子市兵衛1-25-5（八王子みなみ野駅東口から徒歩２分）
☎ 042-635-3401　  11:30～14:00（L.O.）、17:30～21:00（L.O.）
 月曜（祝日は営業、翌日の火曜日休み）　  あり　 店内20、テラス8　
 夜のみ○　

 http://www.leger-minamino.com/

レスパス ドゥ レクレアスィオン
（菓子工房 スタジオ カシツクール）
 八王子市小宮町8047-12 東亜建設第5ビル1Ｆ

（小宮駅から徒歩すぐ）　☎ 042-631-6676　
 11:00～18:00（ランチ12:00～売り切れまで）
 日・月曜　  あり　  ×　
 http://lespace.tokyo.jp/
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ここレジェでは桜の期間限定メニューが毎
年好評（3月21日～4月13日頃迄）。サク
ラ・ランチは（桜鯛のカルパッチョ、クリー
ムスープ、本日の鮮魚料理、デザート、コー
ヒーまたは紅茶）で3,000円（昼のみ）。コー
スは他に5,000円、6,500円、9,500円（2
名様～）。メニューはコースのみ。桜の時期
は要予約。お子様連れもＯＫ。

パティシエの大石さんがつくる「HACHIネーゼチーズケーキ」は、
八王子の手土産No.1を市民の投票で決める「Ｔ-1グランプリ」で２
年連続で賞を獲得。この春、桜の風味と色が楽しめる桜ヴァージョン
「HACHIネーゼさくら」が誕生した。お店はレスパスの中にあるので
イートイン、ランチも楽しめる。お子様連れもOK！

甲州街道穏座
ONZA

八王子駅南口
八王子駅南口東

JR八王子駅

常に旬の食材が楽しめる隠れ家的和風居
酒屋ＯＮＺＡ。桜の季節には桜鯛、桜鱒、桜
エビ、はまぐり、筍、春キャベツなどが美味し
い。店主の本山さんがつくる創作和食は、
色彩豊かで女性に大人気（コース料理は
3,500円から、一品料理は780円くらいか
ら）。器も店内のしつらえも、どこか穏やかで
ほっとする。

本山店主と看板娘の
大神田さん

和菓子の道明寺のような「鯛の桜蒸し」。桜の花
びらの餡でいただく夜桜椀（コースの１品）

（前）桜鯛、桜鱒、ウニ、いくらなどのちらし「桜寿司」
（奥）「ホタルイカと春野菜のサラダ」は桜の花のドレッシングで

穏座 ＯＮＺＡ
 八王子市子安町1-7-6　☎ 042-646-3331　
  ランチ（要予約）11:30～14:30、夜18:00～24:00
（コースは要予約）
 日曜　  なし　  ○　
 http://ameblo.jp/moto5649/

日本酒もワインも似合う和モダン
の店内

（前）「桜と桃の塩コンポート」、（奥）純米
発泡にごり生酒「どピンク」
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               　　        ＜材料＞（4人分）
●杏仁豆腐　パールアガー:13g、上白糖:20g、杏仁霜:15g、牛乳:500cc
●桜シロップ　水:80g、上白糖:50g、桜の花ミンチ:8g
①乾いたボウルにパールアガー、上白糖、杏仁霜を入れ、よく混ぜ合わせる。
②鍋に牛乳を入れ、沸騰直前まであたためる。
③いったん火を止めて鍋に①を加え、よくホイッパーでかきまぜる。
④ ③を再度火にかけ、ホイッパーでかき混ぜながら沸騰直前まであたためる。
⑤ ④をこし器に通してバットに流し入れ、粗熱がとれたら冷蔵庫で冷やし固める。
⑥桜シロップを作る。鍋に水と上白糖を入れて火にかけ、上白糖を溶かす。
⑦ ⑥が完全に冷めたら桜の花のミンチを加え、冷やしておく。
⑧ ⑤の杏仁豆腐を器に盛り、⑦の桜シロップをかける。

KITCHEN DAY TRIP
 八王子市本町11-11　☎ 042-686-1337
 11：30～14：30（L.O.14：00）
　 17：00～23：00（L.O.22：30）
 月曜が祝日の場合、日曜営業で月曜休業
 なし　  ×　
 www.day-trip.jp
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お弁当を手作りしてみんなでお花見はいかが？
「見た目がキレイなだけではなく、食べても美
味しいものをめざしています」とらぶはち読者
の白柳直美さん。自ら会社を経営する中、5人
の子育て＆お弁当を作る毎日です。

パンとお 菓 子 の 材 料と道 具 の 専 門 店
mix&mix。国産小麦粉、チョコレートやナッツ、
ドライフルーツなどが豊富に並び、道具の上手
な選び方・使い方も丁寧にアドバイス。お店で
はお菓子のレシピもいただける ！

ほんのり香るさくらのワインが楽しめるお店。（グラス
600円・桜の期間限定）。タイ料理、韓国、メキシコ料理
などの多国籍料理はハーフサイズのものもあり、座席
間隔も広めで女子会、ママ会にも使えそう。仕事帰りに
ひとりでも気軽に。ランチ750円～、おつまみ300円～。

（左）ロゼ・サク
ラスパークリ
ン グ1,900円
（375ml）、
（右）さくらの
ワイン2,000
円（500ml）

田中さんが海外
経験をもとに本
場の味を再現

お子様OK! ベビー
カーも入れられる

教えてくれたのは笑顔
がステキな白柳さん
（八王子市在住）

「安全で安心できるもの
を取り揃えています」と
代表の田口さんご夫妻

「桜のスノーボールクッキー」
は、桜の花ミンチと桜の花パウ
ダーで

桜の葉の香りが春らしい
「さくらマドレーヌ」

桜の花入りの贅沢な
「桜のコンフィチュール」
798円（145g）

「桜の花のミンチ」330円（20g）
桜の花・葉のミンチ、パウダーで
桜のお菓子作りを

（奥のランチボックス）●ハム・シュリンプのサンドイッチ、食紅を使った桜色のロールケーキ
（中のお重、右奥から時計回りに）●キウイ、ハート型に切ったイチゴにシュガーパウダーをまぶし
てミントの葉をそえる ●玉子焼きと薄いハムソーセージに切れ目を入れて ●茹でたサツマイモ
に甘い寒天シロップをかけてウィンナーといんげんでチューリップを ●ヤングコーン、うずらの卵
のベーコン巻き
（手前のお重、右奥から時計回りに）●フランクフルトソーセージを桜型に切り込みを入れてから
焼く ●厚めの玉子焼きに寒天汁をのせて、人参とソーセージと白ごまで桜の花（葉はいんげん）
●ハート型のコロッケにハム、スライスチーズをマヨネーズでくっつけて。海苔でダッフィーちゃん
のお顔を。カニかまで作ったリボンをパスタ（乾麺）で刺してとめる　●シュリンプカクテル（カッ
プの中にはポテトサラダ） ●手まりおにぎり（桜の花はかぶの漬け物） ※写真は2人分の量です。

mix&mix
ミックス アンド ミックス
 八王子市横山町18-7 アーバンデュオ102
☎ 0120-392-804　  10:00～19:00
 日曜　  なし　  ×　
 http://mix804.jp/ （WEBショップあり）

ユーロード

ユーロード

甲州街道甲州街道
八日町

横山町
郵便局前

JR八王子駅▶

み
ず
き
通
り
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代表の木下さんを中心に、スタッフとお客様との笑い
が絶えない居心地の良いネイルサロン。最先端で信頼
のできる高度な技術を提供。マニキュアコース3,150
円、フレンチ（10本）2,100円、ソークオフジェル（HAND 
GEL）クリア(フローター )10本6,300円。まつ毛のエク
ステンション、パーマなどメニューは幅広い。

大塚准也さんのサロン「ジョビアル」で、この春おしゃれ
可愛くツヤ髪に。女のコの間でリアルに流行りそうな春
ヘアから、モード感プラスのスタイルまで自由自在。桜の
季節、ぜひお気に入りの髪型を見つけよう。専門のヘッ
ドキュアリストも在籍。至福のヘッドスパで美髪ケアとリ
ラクゼーションも ！

ここFLORAISONを訪れると、モノトーンなデザインの
空間に咲く花の美しさに目が奪われる。「春の初めは花
の種類が多い季節。球根類もおすすめですね」とフラ
ワーアーティストの天野さん。春は桜のアレンジもお願
いできる。いま話題のアフリカローズもここでなら手に
入る ！ （月１度の入荷時期はHP等で確認を）。

色鮮やかな花がならぶ
店内。桜の枝の販売は4
月上旬まで（予定）

春をイメージしたカラー、
ドット柄のジェルネイル

「この春は、淡い色の中に
１本だけ派手色のネイル
をするのもおすすめ」

ホログラムがキュートに
きらめくフレンチスタイル

サロン代表の
木下さんは、海
外コンペティ
ションで多く
の受賞経験を
誇るスペシャ
リスト

気持ちも癒される訪れやすいサロン

東海桜をあしらったフラワーアレンジ3,500円。アフリカローズとカラー、
スモークグラスなど11種で

オーナー天野竜一さんが
一昨年の12月にオープン

FLORAISON（フロレゾン）
 八王子市子安町1-8-14　
☎ 042-649-2756
 10：30～20：00（日曜～19：00）
 不定休　  なし　  ×　
 http://floraison22.com/
 https://www.facebook.com/
    floraison.ryuichi.amano

Nail up WIS'（ネイルアップウィズ）
 八王子市横山町11-1ファウントビル1F　
☎ 042-645-2740（完全予約制）
 月～土10:00～20:00
　 日・祝10:00～19:00
 不定休　  なし　  ×　
 http://www.nailupwis.com/

Jovial  ジョビアル
 八王子市東町3-9 鈴木ビル1Ｆ
☎ 080-8424-2875
 10:00～20:00
 　Cut～19：00
 　Perm/Color～18：00
 火曜・第３月曜　  なし
 ○（プライスはHPで）

 http://www.salon-jovial.jp/

甲州街道FLORAISON
フロレゾン

八王子駅南口
八王子駅南口東

JR八王子駅

Nail up WIS’ユーロード

ユーロード

野
猿
街
道
野
猿
街
道

ドン・キ
ホーテ

セブン
イレブン

ローソン

JR八王子駅JR八王子駅

甲州街道甲州街道

柔らかいスタイル
に桜の生花を編
み上げアレンジ。
卒業式にも◎

マッシュ系ラインで毛先からの
グラデーションが魅力的。カラー
はピンクベージュをベースにハ
イライトでツヤ感UP

あなたに似合うヘアやカラ
ーをスタイリストの大塚さん
がアドバイス
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なめらかな肌触りで光沢のある本物のシル
ク・ショールなら、八王子織物の魅力を存分
に味わえるお店ベネックで。上質な八王子
産のシルクアイテムが市価よりお安く品揃
えも豊富。春のお出かけは心華やぐ最新デ
ザインのストールで。ぜひ立ち寄ってみて。

創業80年を越える八王子の老舗、坂本呉服店。「着
物を着てお出かけすることで、ちょっとだけいつもと
違う非日常を味わえるような気がします。普段着物
はフォーマルと違って自由で気軽なので、もっとたく
さんの人に楽しんでもらいたいと思います」と語る
店主の坂本さん。桜をモチーフにした着物、和小物
が多く店頭にならぶこの季節。パステルカラーの着
物でお出かけするのも春らしくておすすめ。

トップスからボトムス、アウターにいたるま
で和柄をアレンジした最新商品が見つかる
ショップがここ。この春、ときにはマニッシュな
大人の雰囲気を持つ和柄ファッションを楽し
んで。さりげなく桜の模様を身にまといなが
ら、桜の下を歩きたい ！

KOTOBUKI
 八王子市中町4-2　
☎ 042-642-3643
 11:00～19:30
 水　  なし　
 ○　

坂本呉服店
 八王子市八日町6-5　
☎ 042-622-3747
 10：00～18：00
 第1、第3火曜、毎週水曜
 あり　  ○
 http://www.yokamachi.jp/sakamoto/

八王子織物工業組合 ベネック
 八王子市八幡町11-2　
☎ 042-626-0891
 11:00～17:30
 水・日曜　  あり　  ×　
 http://www.hachioji-orimono.jp/

KOTOBUKI

ユーロード

ユーロード

野
猿
街
道
野
猿
街
道

ドン・キ
ホーテ

セブン
イレブン

JR八王子駅JR八王子駅

ファミリーマート

甲州街道甲州街道

八王子
エルシィ
八王子
エルシィ

甲州街道甲州街道
モスバーガーモスバーガー

八幡町八幡町

坂本
呉服店

八王子
エルシィ

甲州街道

モスバーガー

八幡町
八幡町第2

ベネック

男性には遊び心
のあるネクタイを。
3,150円（左）、
5,250円（他３点）

スタッフの椎
名さんがスタ
イリングをア
ドバイス

八王子の老舗テキ
スタイルメーカー
みやしんのシルク・
ショール5,250円

オーナーの川村さん
がセレクト（スカジャ
ン、ジーンズもあり）

紫の桜刺繍が美しいトップス

桜模様の刺繍がグラ
フィカルなポイントに
（絡繰魂）

「色合いと柄によっては年
中楽しめるのが桜模様の
お着物です。また、春しか
お召しにならない、とのこ
だわりを持った方もいら
っしゃいます。春はパステ
ルカラーなどを使って明
るく着物のコーディネート
が楽しめる季節ですね」と
坂本さん。

様々な模様・
色合いの半襟
は1,890円から

桜模様のかんざ
し（左）4,725円、
（右）3150円

帯留め6,300円、
三部紐3,150円、
帯揚げ4,800円

桜柄の型染めの小紋
48,000円、引き染めの名
古屋帯84,000円、ちりめ
んの帯揚げ8,800円（うさ
ぎの刺繍入り）、
帯締め8,800円

気品のある玉虫
色に輝くシルク・
ショール6,825円

桜模様がちりばめられたシャツ（錦）。
トップスは1万円前後から

精緻な刺繍が見事。サイズが
合えば男女兼用で（錦）

百貨店にならぶような品もお手頃価格で
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しっとりとした餡を手焼きのもちで包み、河津で
とれた大島桜の葉を添える桜餅。菓子用よもぎ
100％で作られる草餅。風味豊かで美しい雄月堂
の和菓子が八王子に春を呼ぶ。三代目の佐々木
さんは「お祝い事に紅白饅頭やお赤飯もぜひどう
ぞ」と話す。上質な本物の和菓子を味わえば、はん
なり気分で春を過ごせそう。

桜の香り･春色コスメなら化粧品の専門店「ひまわり」で。アットホー
ムな雰囲気の中、スキンケアから化粧品選びまで何でもご相談
を。資生堂ベネフィークエステも気軽に体験できる（実感 ！40分美
貌コース3,675円。15分集中ケアコース1,575円、予約制）。

お線香は300種類以上の品揃えを誇る仏壇、墓石、葬儀の
専門店。春はお香を中心とした桜シリーズのフェア開催中。ど
んなお香も試し聞きでき、仏具に関連する商品などは一つか
らでも取り寄せられます。ぜひ聞香を楽しんでみて。

御菓子司 雄月堂
 八王子市左入町380-2
☎ 042-691-5192
 9:00～19:00　  水曜　
 あり　  ×　
 http://www.yuhgetsu.com/

通販サイトあり（桜餅･草餅は通販対象外商品）

おしゃれの店　ひまわり
 八王子市中町9-10
☎ 042-622-0971
 10:00～20:00　エステ受付11:00～17:00
 第３水曜　  なし　  ×　
 http://www.ab.auone-net.jp/̃hmwr_802/

雄月堂

八王子

小宮山公園

中央自動車道

道の駅
八王子滝山
道の駅
八王子滝山 左入橋左入橋

谷地川
谷地川

ひ
よ
ど
り
山

ト
ン
ネ
ル

ひまわり

ユーロード

ユーロード

野
猿
街
道
野
猿
街
道

ドン・キ
ホーテ

セブン
イレブン

ローソン

JR八王子駅JR八王子駅

甲州街道甲州街道

日本の心 八王子本店
 八王子市八幡町3-23　
☎ 042-623-1811
 10:00～19:00
 年中無休　  あり（4台）　  ○　
 http://www.n-kokoro.co.jp/

八王子
エルシィ

甲州街道

モスバーガー

八幡町
八幡町第2

日本の心

聞香ができる
お香のコーナー

左からスタッフの沖津さん、店長の山崎さん、
大野さん、伊皆さん

「桜餅（長命寺）」140円（税別）は4月下旬まで。お早めに

和菓子職人の店主佐々木さん

昭和元年創業の老舗

「桜香皿ピンク」
1,050円

「しだれざくら」
945円

「九谷焼 香炉」
12,600円

草餅130円（税別）。濃い色合いは
よもぎの多さを物語る

落雁づくりに使用される
打型が代々伝わる

桜葉エキス配合
「櫻人ろうそく」525円

「この季節はUVカットの
お手入れも大切です」と
代表の野口さん

「ベアーズアロマバス」500円
（税別）。アロマソーダバス、バ
スエッセンス、かわいいベアー
キーホルダーのセット みずみずしく華やかな桜の香りの「にほひ桜」（トワニー）シリーズ。（左）ボディ

ーパウダー3,800円（税別）、（中）オードトワレ5,000円（40ml･税別）、ボディシャ
ンプー1,800円（350ml･税別）はシルクエッセンス配合で保湿効果も高い

ワンランク上の大人を演出するメンズコスメ
「ポール･スチュアート」もラインナップ

「コフレドール スマイルアップ
チークス」2,300円（税別）。春の
新色チークも各色あり！
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あなたも、楽しいイベント情報を「八王子まちナビ」でさがしてみましょう！
■お問い合わせ： サイバーシルクロード八王子 八王子まちナビ事務局     

〒192-0046　八王子市明神町2-27-6　たましんブルームセンター4Ｆ☎042-639-1009

http://hachioji-machinavi.jp/
「八王子まちナビ」では、お店情報やイベント情報など
八王子の街歩きが楽しくなる情報をお届けします。

花と緑のまちづくりフェア  2014

サンヴァンサン八王子2014

八王子音楽祭  2014
HACHIOJI  MUSIC  WEEKS

みずき通り　花と緑のフェスティバル

CRACK FLAIR  2014

花の即売をはじめとする各種フラワー
イベントが開催される。野外で行われ
るジャズのミニコンサートやブラスバ
ンドの演奏などもあり、花と音楽で街
を演出するイベント。美しい生活文化
が花開くまちづくりを実現するため、花
と緑を育み、美しい風景をみんなで共
有する運動として『街に窓辺に花と緑
を』を目標にかかげて実施する。フロリ
アード精神を八王子で実現し、市民の
豊かなガーデニアライフを支援すると
ともに、中心市街地の活性化に寄与す
ることを目的に毎年開催。

八王子音楽祭は、自然豊かな八王子、歴史ある八王子、
東京の西の文化の拠点八王子を舞台に、音楽を愛する
者が集うフェスティバル。平成26年度は、「音楽でつな
がろう八王子！」をテーマに、ホール、商店街、カフェな
どが連携して多様な音楽ジャンルに渡って開催する。

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。
今回が第３回目の開催となる。

● 参加チケット（4,500円、限定
1,200枚）は各参加店でお買い求
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
めぐってワインを試飲。

※ その他、街角やホールロビーなどの公共空間、街中の
カフェやライブハウスなど多数の場所で様々な音楽
家が演奏する予定です。

毎年春と秋に行われているみずき通りフェスティ
バル。今回も恒例の「ガールズユニットのど自慢」
を開催する予定。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
で発表予定）。また、毎回大好評である美味しい食
品の出店も行われ、こちらも見逃せない。他、スト
リートバンド、ワゴンセール、こどもビンゴが行わ
れ、和太鼓「祭座」も出演予定。

日本屈指のフレア・バーテンダーが全国から八王子に集結してコンペ 
ティションを開催！バーテンダーがグラス・ボトル・シェーカーなどを投げ
たり回したりパフォーマンスをしながらカクテルをつくる、華麗な競技会！

音楽祭には一般市民も
多数参加

フラチナリズムは5/5にライブを開催
（いちょうホール）

http://www.furachinarhythm.com/

4月20日（日） 11：00～17：00
みずき通り八日町交差点から本町交差点

4月20日（日） 11：30（開場）12：00（開演）～17：30
Lasty Girl（八王子市三崎町5-4ユーポート21ビル3F）

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

Flair Bar S-Park　☎042-646-1446（18：00-24：00）

（前売券3,500円、当日券4,000円）

～ホールと街が音楽であふれる２週間～

～St.Vincent 
        Hachioji～

  　八王子ファッション都市協議会（八王子商工会議所内） ☎042-623-6311

　（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団
☎042-621-3005　
　 http://www.hachiojibunka.or.jp/

   事務局：Brasserie BASEL　☎042-648-0824
ライブハウスシネマクラブ　☎042-624-7104
NICO CAFE　☎042-673-2525

詳細は公式サイトへ　
   http://st-vincent-tokyo.jp
（参加店舗一覧リストと周回マップがあります）

第10回  八王子古本まつり

春と秋に開催される「八王子古本まつり」が第10回目を迎
え、東京を中心に各地から20を越える店舗が集結し書籍、
CDなどの販売を行う。好評のカフェトークでは、今回も著名
な作家をゲストとしてお招きする予定。ほかにも定番となっ
ている「オーガニックコーナー」や親子で楽しめる「えほん交
換会＆えほん読み聞かせ会」も開催予定。また、八王子市内
のライブハウス協力による音楽ライブなどの催しも。

ICE CARVing COMPETITION

氷彫刻をテーマとしたイベントで、関東のホテルや飲食店から氷彫刻の愛好者が出場。商
店街の通り沿いに並べた氷を素材に、観客の前で作品を作り上げていく。日本氷彫刻会夏
季全国展予選関東大会を兼ねたイベント。

八王子駅前銀座通商栄会　

八王子古本まつり実行委員会  　☎&FAX 042-684-9119（古書げんせん館）
http://blog.hachiojiusedbookfestival.com/

開催日

開催日

4月19日（土）・20日（日） 10：00～17：00（20日は16：00まで）
JR八王子駅北口 西放射線ユーロード

開催日
会　場

5月5日（月・祝）～18日（日）
いちょうホール・ユーロード・街中のカフェ・ライブハウス等　

開催日
会　場

会　場

会　場

5月18日（日） 12：00～17：00（11：00受付開始）
市内の各参加店舗

5月18日（日） 14：00～16：00
八王子駅前銀座通商栄会

5月2日（金）～6日（火・祝） 10：00～19：00
JR八王子駅北口西放射線ユーロード駅前～中町公園まで

開催日

開催日

開催日
会　場

会　場

会　場

5月 5 日（月・祝）「フラチナリズム」ワンマンライブ
5月11日（日） 市民自由講座「オペレッタの魅力」
5月15日（木） サザンラウンジJAZZライブ
5月16日（金） トワイライトJAZZライブ
5月17日（土） お囃子ワークショップ、サンバ打楽器＆ダンスワークショップ
5月18日（日） ア・カペラコンサート、竹楽器づくりワークショップ

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

問

問

問

問

問

問

問

11 2014 spring

ファニー･フェローズ･ジャズ･オーケストラも
出演予定   　http://www.ffjo.jp/

携帯電話はこちら！
お得な情報を手に入れよう！





●  地 元 の お 店 の レ シ ピ で す！  ●

がぶ飲みワインとカリカリ羽つきピザの店
ＧＡＭバル

市守
大鳥神社

セントラル
フィットネスクラブ

JR
八
王
子
駅
▼

甲州街道

［ナポリタンの作り方］

［はじめにカポナータを作る］

全ての野菜をさいの目切りにしてサイズ
を合わせる。
鍋にオリーブオイル大さじ1を入れ、たま
ねぎ、人参を炒める。次に他の野菜も入
れ弱火で野菜の水分で炒め煮る。
煮上がってきたらトマトホール缶を入
れ、Ａのスパイスも入れて弱火で10分ほ
ど煮る。

トッピング用のたまねぎをみじん切りにし、水にさらしておく。
フライパンにオリーブオイル大さじ1を入れ、ベーコンを炒める。ベーコンがカ
リカリになったらマヨネーズ大さじ1を入れる。
マヨネーズが透明になってきたら、あらかじめ作っておいたカポナータを大さ
じ3入れ、長澤家の万能つゆ小さじ1を入れて混ぜておく。
麺をお好みの堅さに茹で、3のフライパンの中に麺とケチャップ大さじ1を入れ
絡める。ケチャップの色がオレンジ色になるまで水分を飛ばしながら混ぜ、塩
こしょうで味を整える。パルメザンチーズを絡めお皿に盛りつける。
しっかり水分を切ったたまねぎをのせ、最後にパセリをちらしてできあがり。

この写真のメニューは実際にＧＡ
Ｍバルさんでお食事できます
（980円）。お店ではもう1種シンプ
ルなナポリタンもあり。

材 料（ 1 名 分 ） つ くり 方
・乾麺（パスタ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　100g
・たまねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　小1/4個
・八王子ベーコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2枚
・カポナータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　大さじ3
・オリーブオイル ・・・・・・・・・・・・・・・・　大さじ1
・ケチャップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　大さじ1
・マヨネーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　大さじ1
・パルメザンチーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・　20g
・塩こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　適宜
・パセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　適宜
・長澤家の万能つゆ※ ・・・・・・・・・・・　小さじ1
＜カポナータの材料（4人前）＞
・たまねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1個
・人参 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1/2本
・パプリカ3色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　各1/2個
・ナス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2本
・キャベツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　半分
・オリーブオイル ・・・・・・・・・・・・・・・・　大さじ1
・トマトホール缶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1個
Ａ：（ローリエ1枚、オレガノ、バジル、ロー
ズマリー各ひとつまみ）
※「長澤家の万能つゆ」については
https://www.facebook.com/nagasawake

ご当地グルメ八王子ラーメンへのリスペクトを込めて、たっぷりの「刻み
たまねぎ」に八王子産の食材をプラスすることを条件として誕生した「八
王子ナポリタン」。市内の各店舗が独自のアイデアで趣向をこらすオリジ
ナルナポリタンをご紹介します。作ってくれたのは、カリカリ羽つきピザ
で有名な「ＧＡＭバル」のオーナーシェフ中島健壱さん。

八王子に生まれた新たなご当地グルメ「八王子ナポリタン」。
お店で食べるのも良し、ご家庭で作って好みの味を楽しむも良し！
たまねぎは炒めたり、ピクルスにして乗せたり、楽しみ方は自由です。

ＧＡＭバルのオーナーシェフであり、「八
王子ナポリタンクラブ（はちナポ）」の代
表を務める中島健壱さん。「将来を担う
八王子の若者達に、八王子ナポリタンを
安価でお腹いっぱい食べてもらい」と語
る。中島さんは学生時代に農業を学び、
夢であったシェフの道へ。現在は「八王
子を日本一のナポリタンのまちにした
い！」と活動中。
「八王子ナポリタン」公式サイト
 http://8napo.com/

「リッチな八百屋さんの

 八王子ナポリタン」  八王子市新町2-16 第四美山ビル1F　☎ 042-631-9045
 19:00～翌1:00 （Ｌ.Ｏ.0:30）　  不定休　
 あり　  ○　  http://羽つきピザ.com/info.html

●  野 菜 の 生 産 者 さ ん  ●

「農業でまちづくり」
株式会社FIO

八王子野菜の宅配便「おいしい！Market」

株式会社FIOは八王子市を拠点
に、「農業を基本とした地域活性
を目的に持続可能な社会の創
造」をめざして若者達が立ち上げ
た農業企業。作物を育て、販売す
るとともに、様々な体験型プログ
ラムも実施しています。

株式会社FIO
 八王子市堀之内900-1　
 http://fio8.com/

八王子産の旬のおいしい野菜をお届けします。
 http://fio8.com/products/market/
☎ 070-5369-3541（担当：伊藤） mail:oishi.market@gmail.com

FIO代表 舩木翔平さん

「ぜひ、  食べて  みて！」

八王子ナポリタンの
マスコットガール「あみナポ」
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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 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）

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！

■ 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 14

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/

ことり亭

八王子みなみ野駅

ふれあい
通り

のま小児科 コンビニ
交
番

山
梨
中
央
銀
行  

「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。

鉄板料理  かわ邑　KAWAMURA

みんみんラーメン　MINMIN

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　  ○

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。

「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）。

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
 ×

「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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■ 主　催： 八王子商工会議所

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15 2014 spring

燻製工房 グーテ　Goûtez
八王子市散田町3-9-8
☎042-666-4186　
10:00～19:00
日曜・第1月曜　  ×　
http://www.k5.dion.ne.jp/̃goutez/

「専門店ならではの美味しさ。このお店があって幸せです。（30代女性）」
工房で手づくりする肉の旨みたっぷりのハムやソーセージなどがお手頃価格で。本場フラン
ス・アルザス地方で修業した代表の原さんは「煮込みや惣菜などの『毎月のお楽しみメニュー』
もどうぞ」と語る。ヨーロッパ風の店内で、おいしい調理方法もアドバイス。

パティスリー  ペール・ノエル　PÈRENOËL
八王子市西片倉3-11-5（みなみ野店）※めじろ台店もあり。
☎042-632-0214
9:30～20:00（喫茶スペースも時間同じ）
無　  ×
http://www.pere-noel.co.jp/

「楽しい魅力のパティスリー。ケーキはここでと決めています（30代女性）」
ペール・ノエルのスイーツをもとめて、地元だけでなく遠方からも熱心なファンが訪れる。代表
の杉山さんは「八王子で収穫された米粉、卵、はちみつなども使っています。お店はワクワクする
ような楽しい空間をめざしています」と語る。食べ終わったあとも、なぜか余韻の残るお味。

寝具の専門店  いまいづみ   IMAIZUMI
八王子市中町3-10
☎042-642-0318
10:00～18:45
水曜
 ○（セール期間中以外）

「快眠のための頼れるお店。私はぐっすり眠れるようになりました（40代女性）」
高級羽毛･本物羊毛のふとん、無圧ふとん、竹炭の敷パット、肌掛、シーツ、まくら、パジャマなど寝
具のことなら何でも。「理想の睡眠に近づくような寝具選びのお手伝いをさせていただきます」と
代表の今泉さん。予算の中で、最新の良い品を真剣に親切に教えてくれる。正しい手入れ方法も！

伊勢屋 本店　ISEYA HONTEN
八王子市八日町10-3
☎042-622-2904
9:00～18:00
水曜
 ×

「作りたてで手頃な価格。最近は孫と一緒に行きます。（60代女性）」
広く開け放した店先には、たくさんのお客さんが入れ替わり立ち替わり。昔ながらの味を守り
続け、作りだめせずその日のうちに売り切るのが創業以来のこだわり。峠の茶屋のように
ほっと一息、イートインもできます。みたらしダンゴ60円（税込）、あんダンゴ70円（税込）。
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おしゃれなら、
はきもの＆ファッション
にのみや 本店

今回のお店をオススメするのは…
八王子芸妓組合長　めぐみさん

「着物に似合う和の髪型なら絶対にここ！」と太鼓判を押す人も多い
リエ美容室。美容師の川嶋先生は故･山野愛子先生（日本美容界のパ
イオニア）から直接技術を学び既に40年を越えるキャリア。毎日結い
続けて腕を磨かなければ、本物の和装技術は身につかない、という。
「日本髪はその人に合った結い方をしなければなりません。また、装う
目的によって結い方も微妙に違います。芸妓の方は花柳界風に仕上
げます」と川嶋先生。その見事な腕を頼って女性客が日々来店する。あ
なたもリエ美容室で正統派の日本髪を体験してみませんか？

めぐみさんが女将を務める置屋「ゆき乃恵」系
列の割烹「すず香」。個室での懐石料理のほか、
カウンター席では料理長がその日のおすすめ
料理を目の前で提供。写真の「ほろよいセット」
は、お酒（日本酒・生ビール・グラスワインのど
れか）小鉢2品、口取り1品で1,800円（税込･カ
ウンター席でのみ提供）。「おまかせコース」
4,000円、お部屋でのお料理コース（要予約）
8,000円、季節の特別懐石25,000円など。3月
いっぱいは、ふぐのコースも。

開業65年。和装履き物、ぞう
り、袋物、和装小物のほか、婦人
服、靴、サンダル、ハンドバック
などを幅広く取り扱う「にのみ
や本店」。婦人のおしゃれ品、礼
装品の専門店として知られ、八
王子の芸妓衆もときおり訪れ
ては和の品を探すという。キャ
リアのある店員さんからの説
明が丁寧で、ぞうりなどの花緒
や、かかとの取替え修理サービ
スもある（履き物は男性用もあ
り）。職人が選んだこだわりの
品々をあなたの目でぜひ確か
めて。代表の二ノ宮さんは「春
の婦人服と婦人靴も新作を展
示しています。ぜひご覧くださ
い」と微笑む。

かつて絹織物の街として栄えた八王子。明治
初期から花街が賑わい多くの芸妓衆が働い
ていた。しかし織物業の衰退と共に八王子の
芸妓は減り続け、80～90年代には1桁にまで
落ち込んだ。現在、八王子芸妓組合長で、置屋
「ゆき乃恵」の女将めぐみさんは、「地域の歴史
と文化を象徴する総合芸術を途絶えさせたく
ない」との思いで立ち上がり、手作りのポスタ
ーを町内会の掲示板に貼るなどしつつ新人を
公募。今では20～30代を中心に18人ほどが
所属し多摩唯一の花街の伝統を守り続けて
いる。平成26年3月7日（金）には八王子花柳界
の長年の念願であった「第１回 八王子をど
り」を八王子いちょうホールにて開催し、八王
子芸妓衆の心意気と艶姿を披露した。

川嶋先生のもとへ八王子の
芸妓衆も通う

新日本髪の一例。モデルはくるみさん。
まだ髪を伸ばしている途中だが、地毛結
いでここまで美しい形を出す川嶋先生
の技術はさすが

リエ美容室
 八王子市中町12-8　☎ 042-624-7372
 9:00～16:00
 土曜・日曜（営業の場合もあり・要相談）　
 なし　  ×　
髪結い、着付け、貸衣装をお願いできます
（洋装も含めヘアスタイル全般に対応。料金
はお問い合わせを）

はきもの＆ファッション　にのみや 本店
 八王子市横山町14-8 二宮ビル1F
☎ 042-622-1866　  10:00～18:00
 水曜　  なし　  ○
※らぶはちを見て来店の場合は、 
10％割引サービスとなります。　

割烹　すず香
 八王子市中町10-9　☎ 042-622-1261　
 18：00～22：30　  日曜、第3水曜　  ×
 http://www.aoiro.gr.jp/yukinoe/index.htm
お店から、芸妓衆の手配をすることもできます（別料金）
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装履き（本革）は15,000円から
高ソフト（桐）13,800円礼装用ビーズハンドバック

（黒）47,000円

「ほろよいセット」

「初めての方も、お
ひとりでも是非お
気軽に」と落合料
理長

落ち着いた空間で
風情ある和食が
ゆっくり楽しめる

礼装用ビーズハンドバック
42,000円

京都の老舗「浪速屋」の
和装袋物13,500円

「浪速屋」の財布（左）
13,200円、（右）4,500円

美しい日本髪なら、リエ美容室で

「すず香」のほろよい
セットもオススメ

市民のみなさまにお伝えしたい、イチオシのグルメ
＆お買い物情報、魅力あるこのまちの話題をお届け
いたします。八王子で活躍する方、八王子ゆかりの
方にお聞きして、オススメのお店をらぶはちが取材
いたします。

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。

くるみさん15歳。芸妓見習いの「半玉」の手前「おしこ
みさん」という修業中の身。この日は初めて新日本髪
を結い、お稽古に出かける記念の日だった

2014 spring17
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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）

八王子で楽しめる桜な物の数々。身の回りには 
たくさんの桜があふれていて、気持ちもだんだん
春めいて来ますね。皆様のおかげで、「らぶはち」
はこの春、４年目を迎えることができました。本当
にありがとうございます。新スタッフも加わり、
これからも八王子の元気を楽しく紹介して行こう
と思います。合わせて、取材にご協力頂きました皆
様にも、お礼申し上げます。

・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。

次回の  　　　 　　は

 2014年6月下旬
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！

応募方法

【締め切り】 2014年4月10日（木） （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

富士森公園を目の前に臨む、テラス席もあるカフェです。
（住所：八王子市台町3-13-4、電話：042-625-8981 ）
広い店内には美味しいケーキだけでなく心くすぐる雑貨も売って
います。お花見の帰りにぜひパークサイドカフェ バーゼルへお立
ち寄りください。

今回表紙でご協力くださったのは、｢八王子娘｣の皆さん。
5月にイベントが開催されます。ぜひ足をお運びください。

今回表紙撮影が行われたのは ｢Park Side Cafe BASEL｣

● 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。

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「春に憩う」P5～10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

10ページに掲載の仏壇、墓石、葬儀の専門店
「日本の心 八王子本店」から「櫻香　しだれ
ざくら」をプレゼント。しだれ桜の雅な美しさ
と散り際のあざやかな新緑をイメージした香
り。ゼラニウム、緑茶等を調合。たっぷり20本
入り。パッケージの下側は桐箱になって
いて、桜の季節にふさわしいちょっと
贅沢なお香です（箱サイズ5×1.8×
10cm、スティック香20本入り、京都
香彩堂製）。

日本の心
「櫻香　しだれざくら」

問 坂本呉服店 ☎ 042-622-3747 HP  http://www.yokamachi.jp/sakamoto/

3名様
mix&mix
 「桜のコンフィチュール」

たっぷりの桜の花をまるこど食べられるよ
うに柔らかく煮込んだジャムです（桜花塩
漬シロップ漬入り）。パンやスイーツづくり
に活用したり、ヨーグルト、チーズなどにも
載せてお使いください（販売店のmix&mix
では、いろいろな使い方をアドバイスして
くれます）。桜の薫る贅沢なひとときをどう
ぞ（内容量145g、サイズ86×53×53mm、
山眞産業製）。

問 mix&mix　ミックス アンド ミックス
☎ 0120-392-804　HP  http://mix804.jp/

3 名様

問 日本の心 八王子本店
☎ 042-623-1811　HP  http://www.n-kokoro.co.jp/

「和と輪を楽しむイベント」
【日時】 5月25日（日）10:00～17:00（予約不要、参加自由）
【会場】藤本染工芸（八王子市元横山町1－24－2）
【内容】 ハンカチの染め付け体験、花カルタ遊び体験、気軽なお茶会、ワーク

ショップ（ふろしきハンドル、根付、自然香水など）、半幅帯の変わり 
結び講座、穏座の軽食コーナー、その他出店

【主催】藤本染工芸＆八王子娘
※ワークショップ、お食事は実費がかかります（見学のみは無料）



０婚で＋婚プラン 「家族婚」
ゼロ

（挙式＋披露宴フルパッケージ）

少人数ウェディング

プラス

「肉料理」をメインとした無料試食フェア（要予約・無料）
当式場のお料理を無料でご試食いただけるフェアです。料理にこだわりたいおふたりにおすすめです。
3月23日（日）、29日（土）　
相談会11:30～、12:30～　試食会13:00～

０婚･･･「ご祝儀3万円×招待人数」以内でできる結婚式（自己資金０円）
＋婚･･･「エルシィで結婚式をやってよかった！」という当日の満足度に加え、
　　　　ハネムーンやご新居の準備にあてることも実現できます。

教会挙式 
タキシード 
ウェディングドレス 
新郎着付 
新譜着付 
親族控え室 

（期間）2014年4月からの挙式＋披露宴、限定10組様（各月）。
30名様以上でお考えのおふたりを対象とさせていただきます。

※価格はすべて税別です。別途消費税が掛かります。

（期間）2014年4月から。
※ご親族10名様以上、ご婚礼メニューでご会食をされる方専用のプランです。

月イチ限定 一度に体験プレミアムフェア（要予約、お1人様500円）
披露宴料理試食会（フルコース）・会場見学のほか、ドレスアップして写真撮影も体験できるスペシャルフェア。
4月13日（日）
相談会11:30～、12:00～

ウェディング

プラン1
ウェディング

プラン2

「らぶはちを見て」

3月の「ブライダルフェア」（要予約）どうぞお気軽にご来場ください

式場ご見学のカップル様へ エルシィお食事券プレゼント！
（期間2014年4月末日まで）

1,076,650円（税別） 672,000円（税別）
35,888円（税別） 22,400円（税別）

30名様
お1人様 限定20組様

挙式プランが

０円

お1人様 2,050円（税別） お1人様 1,750円（税別） お1人様 1,450円（税別） お1人様 1,300円（税別）
すべてオール飲み放題 14種の飲み放題 瓶ビールお一人様1本と、11種の飲み放題 瓶ビールおニ人様1本と、9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1人様 6,500円（税別）

和洋中Ａコース
（卓盛り料理＋銘々）

お1人様 4,000円（税別）

お1人様 4,800円（税別）

※全てサービス料込み

※写真はイメージです。

※価格はすべて税別です。別途消費税が掛かります。　※仕入れ状況によって一部メニューと異なる場合がございます。　※ご宴会・フリードリンクは2時間とさせて頂きます。ご延長の場合30分550円（税別）頂きます。

中華Ｄコース
（卓盛り料理）

お1人様 5,000円（税別）

和洋Ｂコース 
（卓盛り料理＋銘々）

お1人様 5,000円（税別）

洋中Cコース
（卓盛り料理）

たいへんお得になった飲み放題のプラン

洋食バリューパック
洋食料理＋飲み放題

（ドリンクプランＣ付き）

ご予約重視のお客様には…

春のパーティー&
ウェディング

八王子エルシィ

お料理プラン4種＋ドリンクプラン4種の組み合わせは自由。
ご予算、お好みでお選びください。

ドリンク
プラン

ドリンク
プラン

ドリンク
プランＡ B C ライトドリンクプラン

限定5組
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