
まちとお店をめぐる秋
老 舗 ＆ グ ル メ ＆ ス ポ ー ツ！

秋のイベントでまち歩き！
八 王 子 ま ち 情 報 誌
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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
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秋のイベントでまち歩き！

らぶはちオススメの情報

旬のはちやさいを食べよう

読者プレゼント＆アンケート

表紙

読者モデル／八王子市在住の皆様です。

　　　　　　（座っている方々 左から）山田広子さん、湯沢佳奈さん、

　　　　　　寺井めぐみさん、柴田里佳子さん。

　　　　　　ビストロ ヴァガボンドの皆川裕輔さん（右端）。

撮 影 場 所／ビストロ ヴァガボンド（8ページで紹介）

らぶはち公式ツイッター

らぶはちの公式ツイッター
（h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
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。

今も昔も老舗が楽しい！
名物集合！ 季節のグルメ。
心のこもった手づくりの魅力。
ENJOY！ SPORTS
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老舗＆グルメ＆スポーツ！

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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問八王子商工会議所　☎ 042-623-6311
詳細はこちら

10月18日（土） 10:00～18:00 
　　 19日（日） 10:00～17:00

開催日

JR八王子駅北口「西放射線ユーロード」
横山町地区・横山町公園

会  場

八王子商工会議所は明治27年8月17日に創立され、今年120周年を迎える。
この節目の年を記念して、商工会議所の各部会が出展し八王子ならではの
記念イベントを開催。ご家族お揃いでご来場を！
未来を担う子どもたちに、このまちの良さを伝えたい。昔も今も変わらない八王子の良さ、楽しさ、奥深さを感じ
てもらいたい。そんなメッセージの込められた、今年最大級のイベントが行われる（天候等により内容が一部変更
となる場合があります）。
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松姫マッピー
（八王子商工会議所の
キャラクター）

10:30～松姫マッピーダンスショー
11:00～12:00 フラチナリズムLIVE

13:00～そろばん体験（参加自由）

Funny Fellows Jazz Orchestraの演奏
を間近で聴ける！

シミズパークは24時間有人で営業し、お車1台1台をタワーに格納する立体駐車場。
シミズパーク24で駐車するともらえる駐車券を、イベント期間中にイベント本部テ
ント（横山町公園）へご持参ください。15分駐車サービス券をさしあげます。（場所は 
隣のページの地図へ）。

八王子のいろいろな業種を
見て、感じて、体験する。

JR八王子駅から横山町公園までの各所で、八王子にちなんだ8問のご当地
クイズを出します。開催日：10月19日（日）10:00～15:00。参加対象：小学校1～
6年生（保護者同伴）1,000名様まで参加賞。景品が無くなり次第終了。全問
正解者には抽選で妖怪ウォッチが当たるダブルチャンス！（当選は賞品の
発送をもって代えさせていただきます）。参加用紙の配布場所：西放射線
ユーロード三崎町公園特設ブースにて配布（無くなり次第終了）。
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お車でお越し
の皆様へ*+,-#

（場所は5ページの地図へ。時間は予定）
横山町公園で開催./)0

%123#

八王子商工会議所創立120周年記念イベント

巣箱作り（イメージ写真）

3Dプリンター（イメージ写真） はた織り機（イメージ写真） お店大賞受賞店（イメージ写真）

高尾山の「三福だんご」
（イメージ写真）

10/18（土）

10/19（日）

参加者には
参加賞が
当たる！

シミズ
パーク２４に駐車すると、15分無料券がもらえる！
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今年の秋は、八王子の歴史と伝統、新たな魅力にふれるイベントが開催される。
催し物を見てまち歩きを楽しんだら、地元のお店で楽しくお買い物＆お食事を。

この秋
最大級の

イベント
！

八王子商工会議所のＤＶＤ上映、
相談申込みコーナー 他

お店大賞受賞店の商品販売コーナー 他

市内産業・パネル展示、製品体験コーナー（マッスルスーツ 他）

高尾山観光物産販売コーナー 他

お金のことを知ろう！学ぼう！体験コーナー

織物実演・体験コーナー

住まいの相談コーナー（耐震・リフォーム・省エネ）
巣箱の組み立て体験コーナー 各日先着８０名様限定※無くなり次第終了

ユニバーサルデザインＰＲ、情報ネットＰＲコーナー

ワンコイン体験コーナー、マッピーなりきり写真撮影会 他

３Ｄプリンター実演コーナー
リリエ（創業塾女性部会）、八王子農産物の販売 他

会議所（本部）

金融部会

工業部会

建設部会

商業部会

繊維・ファッション部会

交通・観光・飲食部会

サービス・情報部会

女性経営者の会 シルクレイズ

サイバーシルクロード八王子

10:30～子どもコマ大戦
13:30～スピンギアヨーヨーショー
14:00～電卓体験（参加自由）
15:30～Funny Fellows
　　　　 Jazz Orchestra LIVE

集まれ！
八王子の小学生

子どもコマづくり体験

八王子の工場で作った材料で
自分だけのコマを作ろう！

10月18日（土）、19日（日）
10:00～17:00
（コマが無くなり次第終了）

開催日

西放射線ユーロード沿い特設
テント（CoCo壱番屋八王子駅
北口店の前）
500円（コマ代金込み）
小学生（保護者の方同伴で）

会  場

第1回子どもコマ大戦
八王子場所

自分で作ったコマで、みんなで
対戦しよう！

10月19日（日）
受付開始10:30
試合開始12:00

開催日

横山町公園会  場費  用

対  象

八王子まちナビ 検索
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問みずき通り商店会  info@mizuki-st.net
h t tp ://mizuk i -s t .ne t/

10月19日（日） 11:00～17:00開催日

みずき通り 八日町交差点から本町交差点会  場

みずき通り 秋のフェスティバル2014

開催日 10月18日（土） 10:00～19:00、19日（日） 10:00～17:00
JR八王子駅北口「西放射線ユーロード」
駅前～中町地区まで

会  場

問八王子メッセ「街道市」事務局　☎042-623-6311
ht tp://www.hachio ji.or . jp/

参加予定地域：日野市、八王子市、神奈川県（相模湖、藤野）、
山梨県（甲府市、北杜市、笛吹市、山梨市、甲斐市、大月市）、長野県（諏訪市観光連盟）　　

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・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、和菓子、天然石アクセサリー等が出店予定。八王子からは地元のお店等が出
店予定。秋の甲州街道沿線の物産が存分に楽しめる。

第14回  八王子メッセ 街道市
東京から長野県までを結ぶ甲州街道。その沿道地域の連携と交流
を目的に、沿道地域の名産品・特産品が勢揃い！

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「アイドルになりき
れ!! ガールズユニット
Fes！」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）。また、フラチナリズム
によるストリートライブ
も。大好評の美味しい食
品の出店のほか、ワゴン
セール、こどもビンゴ大
会も開催される。

問西放射線通り商店街振興組合　☎ 042-627-5556

10月18日（土）、19日（日） 13:00～17:00開催日

JR八王子駅西放射線ユーロード 黒塀特設会場会  場

八王子・夢の花
か が い

街にユーロード
セレオ八王子オープン
2周年記念 連携イベント

伝統文化の花街とそこへの道筋にあたる賑やかな西放射線ユーロードを結びつけたイ
ベント。花街見番隣に特設ステージを設置し、八王子の芸者さん達が粋な踊りとすばらし
い芸を披露。両日、午後1時頃から5時頃までの間、3回の予定で上演する（入場方法･詳細
は近日発表）。また、中町公園からは人力車も出発して花街を回る。ユーロードの街路灯
は、芸者さんの切り絵が貼られた行燈で飾られる。

前回は第五中学校吹奏楽部
が見事な演奏を披露

ケーブルテレビJ:COM八王子の地域
応援バラエティ「マチデカ」で人気の
花満開さんとあゆみっぴも登場

和太鼓祭座による
勇壮なパフォーマンスも！

毎年、多くのガールズユニットが参加する

セレオ八王子で「八王子物産展」を開催

〒192-0083
東京都八王子市旭町1-1セレオ八王子
TEL.042-686-3111（代） www.celeo.co.jp
営業時間 ショッピング/10:00～21:00
レストラン（9F・10F）/11:00～22:00

※一部営業時間の異なるショップがございます。 ※ラストオーダーはショップにより異なります。
B1F:ブルーミング ブルーミー、マツモトキヨシ/1F:成城石井は23時まで営業
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6･7ページに掲載したお店の
場所は、この地図をご覧ください。
❶REGAL SHOES八王子店　❷肉と氷のあかさか
❸恒川商店　❹お菓子の店ふじや　❺ワールドドラッグ　

八王子・秋のイベントマップ

八王子の食の祭典！ 地元の名店が一同に
集まります！

10月17日（金）～21日（火）開催日

セレオ八王子2F
ステーションコート・
イベントスペース

会  場



初代が始めた靴屋さんが昭和28年に「柴田靴店」
となり、1975年に「REGAL SHOES」を開店。
「サイズを微調整できるので心地良く履いてほし
い」と店主の柴田さん。靴選びやお手入れ
の相談にも対応。革やデザインを選べる「パ
ターンオーダー」もできる。

昭和３年に創業し、冷蔵庫を持つ飲食店が少な
かった頃から各店に氷を販売。現在でもBARや
ホテルなどで使われるほか、まちのイベントに登場
する氷の彫刻にも用いられている。戦後は食肉も
扱い、安心・安全な精肉をこのまちに長年提供し
ている老舗だ。

昭和5年創業の「恒川商店」は、贈答
用のフルーツを中心に確かな商品力で
地元でも愛される果物店。バナナを専
門に商売を始めたこともあり、現在も「つ
ねかわのバナナ」といえばお子様も喜
ぶブランド品だ。贈答用では予算や要
望に応じて、一級品の取り揃えも可能
な頼れる老舗。

REGAL SHOES 八王子店
 八王子市東町8-12（地図は５ページへ）

☎ 042-642-4131　  10:30～20:00
 不定休　  なし　  ○
 http://www.regalshoes.jp/shoplist/

detail.html?sid=33504f3c8a3119bca

肉と氷のあかさか
 八王子市横山町5-4（地図は５ページへ）

☎ 042-643-0298　  10:00～19:00
 日曜・祝日　  あり　  ×

恒川商店
 八王子市横山町19-3（地図は5ページへ）

☎ 042-642-0626　  10:00～18:30
 水曜日　  あり　  ×
 http://www.tsunekawa.x0.com/

❶スニーカー17,280円、モカシン14,040円、ブーツ16,200円、チャ
ッカブーツ21,600円など ❷つま先部分などの革を柔らかくして微
調整 ❸シックな店内で寛ぎながら選べる ❹フォーマルな革靴のほ
かカジュアルなものも取り揃える ❺３代目店主の柴田和昌さん
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▲ スエードのウイングチップ38,880円

▲ レストランの要望により、
骨付き牛肉の提供も

昭和30年代頃の
あかさか店頭

▲ 四代目の赤坂和昭さん。
氷はオーダーに合せて切る

▲ 氷を切る技術を持つ三代
目の赤坂浩嗣さん

白とオレンジ色の看板が目印

餃子や焼売、焼き豚なども
販売八王子と縁の深い越前福井の清酒「月丸」の

販売も

世界各国からのバナナを販売。
バナナのご相談なら何でも！

秋はぶどう（甲斐路、ゴルビー、甲州ぶどう）
が美味しい季節。ほかにも高級メロン、梨、南
洋のフルーツがズラリ！

看板犬の
ジュニア君

▲ 「柴田靴店」（現在のREGAL SHOES八王子店）。昭和20年代の八王子駅前通り

▼二代目の恒川トミさんと、三代目の幸子さん
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女性高齢者向けの婦人服、肌着、靴
下など、実用衣料とおしゃれ着を手頃
な価格で提供。肌あたりの良い肌着、
腰が曲がってもしっくり穿けるスラックス、
裾ファスナー付きスラックスは病院で膝の
診察を受ける時にラクです。他にも流行
のネックカバー、デザイン性の高いカットソー
も豊富な品揃え。

夜中、早朝でもベテラン薬剤師
が待機するドラッグストア。お子様
の急病などの相談にのってもらえ
る。医薬品・生活雑貨・衛生
用品・化粧品・ドリンク類の価格
は激安。仕入れを工夫し驚きの
安さで提供する。青汁、プラセンタ、
入浴剤、目薬、コンタクト用品もお
買い得。まとめ買いしたくなる！

夏祭りやお稲荷さんなどの行事では、このお店のお菓子が
使われることも多い。団体旅行や会社のイベントには、予算
に合わせた詰め合わせを販売する（事前予約）。専門店な
らではの珍しい商品もあって店内はにぎやか。結成30周年
を迎えるパンクバンド「ニューロティカ」のヴォーカル、イノウエアツシ
さん（あっちゃん）が若旦那。全国からファンが訪れる。

甲州街道

モスバーガー

八幡町

本郷横丁東

イツミヤグルメ
シティ

イツミヤ
 八王子市八幡町5-11
☎ 042-622-8362　
 9：30～19:00
 第３日曜　  なし　  ○
 http://www.itumiya.com/
バス停「織物組合」より徒歩1分

ワールドドラッグ
 八王子市旭町8-5（地図は5ページへ）
☎ 042-642-5971　
 24時間　  年中無休　  なし　
 2014年12月より使用可(予定）

お菓子の店　ふじや
 八王子市本町3-9（地図は5ページへ）
☎ 042-625-2131　  9:00～18:00
 日曜　  なし　  ×

ニューロティカのあっちゃんに、お店で偶然会えるかも!？

店主の井上さんは、まちの
やさしいお母さん

二代目店主の中野さん

有名製薬会社の風邪薬も激安

薬は自由に選べる
（もちろん店側に相談して選ぶもよし！）

DHCサプリ25％オフほか激安の嵐！

創業時から同じ場所で営業中

お酒を呑む前にドリンク＋和漢生薬の
セットを！

まちの「カリスマ薬剤師」滝沢社長

お客の信頼を集めた先代店主夫人（左）と
スタッフさん(平成の初め頃）

ゴム無し靴下399円～。
ずり落ちにくい！

高齢者が穿きやすい
スラックス2,900円～

柔らかい最新素材の肌着
1,490円

秋のコーディネートも
おまかせ！

店内はまるで
巣鴨の商店街！

ファスナー付き！病院で足
の診察を受ける時に便利。

昭和33年、オープン当
時のイツミヤ

アンパンマン
お楽しみ袋700円
（季節限定商品）

歴代のペコちゃん人形がズラリ。
カールおじさんやキョロちゃんもいる（非売品）

いま人気のアナ雪の
天然水ペットボトル70円
（期間限定商品）

ペコちゃんと
キティちゃんの
コラボミルキー
100円
（季節限定商品）

「ネックカ
バー」の

読者プレゼ
ント!!

（本誌22
ページで）

m&m's 630円
（季節限定商品）
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エルシィ

サイエンス
ドーム八王子

ジョナサン

Bon・mu

秋
川
街
道

秋
川
街
道

八幡町
甲州街道甲州街道

←

八王子

小田野
カフェ

小田野

エコス

陣
馬
街
道

のどかな里山風景を見ながら穏やかな時を過ご
せるカフェ。ルーから作りあげるビーフシチュー、秋の
リンゴのパイが大人気。ハンドドリップで丁寧にい
れる本格コーヒー、手作りの焼き菓子など、地元
の人が集まる隠れ家空間でお客様思いのおもて
なしが受けられる。

驚くほどふわふわしっとり食感のシフォンケーキ専門店。
フレーバーはバニラ･オレンジ･レモン･紅茶・チョコチップ
など、季節によって25種類ほどを取り扱う。ケーキ教
室も開講中で、オリジナルのレシピ・隠し味を詳しく教え
てくれるそう。この味わい、ぜひ一度は体験を！

小田野カフェ
 八王子市西寺方町589-2
☎ 042-651-4421　
 10:00～18:00

（ランチタイム11:30～15:00）　
 木曜　  あり　  ×
 http://www.odano-cafe.sakura.ne.jp/
JR高尾駅北口から西東京バスで「小田
野」バス停より徒歩２分

Bon・mu（ボンムー）
 八王子市平岡町30-13
☎ 042-628-2890　
 11:00～18：00
 日曜、月曜　  あり　
 ×

 http://bon-mu.com/
平岡町バス停から徒歩3分

オーナーの代田豊さんと
奥様の香陽子さん

天井も高く、ゆったり寛げる

（上）シフォンケーキは
サイズ20cmで2,000
円、17cmで1,300円
（ともに要予約）。（中）
各種デコレーション
もご相談を。（下）手前
からトマト、コーヒー、
りんごのシフォンケー
キ（1カット210円）

（上）お店は浦田さん母娘で
（下）各種焼き菓子もおすすめ

アーモンドの
香り広がる
フィナンシェ
420円

自家製シャルキュトリー（各種お肉のお惣
菜盛合わせ）2,680円、自家製ピクルス480
円、グラススパークリングワイン780円

この秋でオープン１周年 オープンキッチン、広々としたカウンターとテーブル席オーナーシェフの皆川さん

牛ほほ肉の赤ワイン煮込み1,680円

テラス席は里山を
眺める絶景ポイント

ビーフシチュー＆自家製パンのランチ980円

10月中旬～2月頃までは期間限
定のアップルパイが登場！
1カット・アイスクリーム添え 550円

地元野菜を使った前菜、愛媛県八幡浜港直送の鮮魚
を使った料理、イベリコ豚などの各種肉料理はどれも本格
派フレンチの味わい。カウンターでシェフとおしゃべりしながら
楽しい時間を過ごせるお店。グラスワイン580円～、ワイン（ボ
トル）3,000円～。ビール、カクテルも人気！

ユーロード

甲州
街道

み
ず
き
通
り

八日町

みずほ
銀行

JR八王子駅

甲州
街道
甲州
街道

み
ず
き
通
り

み
ず
き
通
り

八日町八日町

JR八王子駅

ユーロード

ユーロード

ヴァガボンド
ビストロ

ビストロ ヴァガボンド
 八王子市横山町11-6  2F
☎ 042-649-3749　
 18:00～25:30（L.O.）、
月曜のみ24:30（L.O.）
 火曜（月１回月曜不定休）
 なし　  ○　
テーブルチャージ
（パン＋オードブル付き）500円
 http://www.bistro-vagabond.tokyo/
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小川の魚
ユーロード
ユーロード野
猿
街
道
野
猿
街
道

ドン・キホーテ
キクマツヤ

JR八王子駅JR八王子駅

甲州街道甲州街道

高尾は小仏川のそばに、民家を改装した心和む空間の
蕎麦屋がある。毎朝自家製粉して手打ちするお蕎麦。そし
て季節の野菜中心のお料理。食材や調味料にもこだわり、
おいしい地酒も各種有り。高尾散策の行き帰りにぜひ寄っ
てみたい。靴を脱いでゆっくりくつろげるのもうれしい。

八王子上恩方町にある小川養魚場
で、卵から育てられた川魚の料理
が食べられる。岩魚（イワナ）・山女
魚（ヤマメ）の刺身は新鮮で活きがよ
く、また、炭火焼きにしても食べご
たえあり。三河の鰻を使ったかば焼
き・肝焼・かしら焼で日本酒を呑む
のもおすすめ。メニューは他に野菜
串焼き各種、締めには鰻のお茶漬
けなども！

評判の名物は炭火で焼いた鳥の包み焼き、もつ煮、そし
て鳥ぎょうざ。鳥の持つ魅力を存分に堪能できる店。割
烹で修業を積んだ宮田さんが作る各種一品料理、女将
さんの自家製梅酒などにもファンが多い。秋からは鳥兆鍋
（塩ちゃんこ）もおすすめ。あなたもすぐに馴染み客気分に
なれる！

蕎麦と雑穀料理　杜 （々とと）
 八王子市高尾町2031　☎ 042-673-5592　
 11:00～15:00（Ｌ.Ｏ.）、17:30～20:00（Ｌ.Ｏ.）
 火曜、第３水曜　  あり　  ×　
 http://blog.soba-toto.com/
高尾駅北口から徒歩15分。京王バス小仏行き「小名
路」より徒歩5分。京王高尾山口駅より徒歩15分

串焼き　小川の魚
 八王子市横山町8-4　
☎ 042-649-3317　
 17:00～24:00
 不定休　  なし　
 ×　

鳥兆（とりちょう）
 八王子市三崎町4-7 田倉ビル2Ｆ　
☎ 042-625-6393　
 17:00～24:00（L.O.23：30）
 日曜（月曜が祝日の場合は日曜営業）　
 なし　  ○　
 https://twitter.com/torityou

（手前）きのこの包み焼き（1串）380円、
（奥）ししとう包み焼き（1串）360円

初代女将と、気さくな二代目若主人鳥ぎょうざ（6個）490円、鳥もつ煮560円、梅サワー480円 今年で営業31年目

そばがき750円、だし巻き玉子700円、
地酒750円から

名物 活〆岩魚刺890円は驚くほど新鮮

料理人、小木曽コージ店長 （手前）鰻のひと口かば焼と（奥）白焼（1本400円）

広々としたカウンターでゆっくりできる 本物の「縄のれん」が
お出迎え

魚は小川勇一さんが
上恩方町で育てたもの

香り高い、炙り地鶏のせいろ1,250円蕎麦を打つ店主の石井さん板の間に座布団で。テラス席もあり

西浅川
交差点

甲州街道

京王バス「小名路」

高尾山口

ろくざん亭

JR高尾駅

←

←

杜々

ドン・
キホーテ
ドン・
キホーテ

ファミリーマートファミリーマート

シミズパーク24シミズパーク24

八王子
東急
スクエア

八王子
東急
スクエア鳥兆 JR 八王子駅

JR八王子駅

ユーロード

ユーロード

9 2014 autumn



八王子商工会議所 創立120周年記念事業

～八王子で味わう秋の味覚。八王子の食の魅力再発見。～

八王子には豊かな自然と歴史があり、そこで育まれた農業と食文化があります。
その魅力を再発見し、八王子の大きな魅力に発展させるために「八王子フード
フェスティバル」を開催します。収穫の秋ににぎやかなマルシェを囲んで、美
味しい秋の味覚が大集合。地元生産者、料理人、市民、そして観光客が交流
するフェスティバルです。

11/22（SAT）・23（SUN）10：00～16：00

ク ー カ ル 収 穫 祭 2014

八王子周辺の生産者が採れたての
野菜や果物を持ち寄り、素敵なマ
ルシェを開催します。見ているだ
けでおしゃれで楽しくなるような
マルシェです。

八王子マルシェ

京王プラザ
ホテル八王子

八王子
保健所

八王子
合同庁舎

セレオ八王子

アイ
ロー
ド

桑
並
木
通
り

京王線

JR八王子駅

京王八王子駅

クーカル
収穫祭
特設会場

クーカル
収穫祭
特設会場

会場入口

京王
八王子SC

P

P

P
P

P八王子
東急
スクエア

有名シェフと地元生産者のコラボレーション
で美味しい「食」を届ける「クーカル」。昨年第
１回目の大好評を受けて再び開催。目玉は、
数量限定で提供されるジビエ料理「クーカル
ジビエ」です。

クーカルジビエ

八王子の人気料理店が自慢の食材を持ち寄って、楽しく
カジュアルな料理を提供します。肉あり、野菜あり、ワ
インや地ビールも。海と山から八王子に集まってきた秋
の味覚を、仲間とワイワイ楽しみましょう。

八王子グリル

八王子フード
フェスティバル

主催：八王子フードフェスティバル実行委員会
共催：八王子商工会議所、八王子市、
　　　（公社）八王子観光協会
お問い合わせ：八王子フードフェスティバル
　　　　　　 実行委員会事務局（八王子商工会議所内）
　　　　　　  tel.042-623-6311（担当：北島）

【会場】八王子保健所裏
　　　（産業技術研究所八王子支所）特設会場

【会場へのご案内】京王八王子徒歩1分、
　　　　　　　 JR八王子駅徒歩3分、
　　　　　　　 お車でお越しの際は
　　　　　　　 周辺の駐車場をご利用下さい。



八幡神社
JA八王子

大和田

大和田
五丁目
大和田
五丁目

箱田鞄

小宮
公園

中央自動車道中央自動車道

浅川浅川

ひ
よ
ど
り
山

ト
ン
ネ
ル

左入橋左入橋八王子現代家具
工芸学校

箱田鞄（はこだかばん）
 八王子市大和田町5-20-12
☎ 042-642-9710　  火・木・土曜13:00～18:00
 不定休　  なし　  ○
 http://hakodakaban.jimdo.com
14ページで紹介のイベント「AKITEN」と同時開催の
「FARMART」（10/26）に出店予定

八王子現代家具工芸学校
 八王子市左入町787（村内ファニチャーアクセス内、西側ログハウス）
☎ 090-4243-0506 　（開校日）月～木曜、土曜10:00～17:00　
 あり　  mail@itofurniture.com　
 http://blog.goo.ne.jp/gendaikagu

15ページで紹介のイベント「八王子いちょう祭り」（11/15、11/16）で、
バターナイフ作り体験（参加費無料）を行います（場所：B会場近く）。

小さな手づくり鞄工房。持ち手や金具の細
部にまでこだわった革製バッグや革小物がず
らり。「ご両親からお子様の代まで長く使っ
ていただきたいですね」と箱田さん。天然素
材でなめしたイタリアの輸入革を使い、夫婦
２人で愛情を込めて手づくり。あなただけの
一点ものと出会ってほしい。

丈夫で持ちやすい「ビスケ」63,720円 デザインによってイメージの異なるショルダーバッグ

「手縫いのほうが頑丈になる」と力が入る

細かい縫製作業には年代もののミシンも使用

木とは思えない柔らかなライ
ンのダイニングチェアー（伊
藤洋平さんの作品。村内美術
館にて展示中）

やさしく手になじむ革のお財布たち

地産地消を目的とし、多摩地域の杉材
を使った子供用椅子

伊藤洋平さん／英国で家具デザイン･製
作を学び、帰国後2004年「伊藤家具デザ
イン」設立。日本工学院八王子専門学校で
非常勤講師を務める。2010年村内ファニ
チャーアクセス八王子の協力を得て八王
子現代家具工芸学校を設立。

◇基礎入門コース（全12回・初回のみ入会金5,000円）
　手道具の仕立てと使い方、組み木の練習、大型機械の使い方を学ぶ
　全12回（約3ヶ月）1H/1回：54,000円
　その上のコースは基礎家具コース、応用家具コース、家具デザインコース（2年間）など
◇1日体験コース（要予約）
　糸鋸とヤスリで作るバターナイフ製作（500円～）、丸のみを使ったMyスプーン製作　
　（1,000円～）　※受講の日時等はお問い合わせを。

和室にも合うデザインのスピーカー

木製のスプーン、バターナ
イフなど（生徒作品）

伊藤さん愛用の道具、西洋鉋（かんな）

日本の鉋とは異なり、西洋鉋は押して使う

箱田さん愛用のたいせつな道具たち

笑顔があたたかい箱田さんご夫婦が営む

1997年創業。八王子に移って3年

家具づくりの技術とデザインを教える日本で
も珍しい学校。家具デザイナー・木工家を
目指す方から、趣味で楽しみたい方までを
対象に、「空間を演出する家具」の作り方
を教える。講師を務めるのは英国で家具デ
ザインや製作技術を学んだ伊藤洋平さん。
伊藤さんのつくる家具は、成形合板を多用
し優雅でたおやかな造形が魅力。家具の
オーダー製作にも対応する。

生徒の中には、仕事の休日に
通う社会人もいる
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平成26年10月1日、八王子（京王線狭間駅前）に新しい総合体育館がオープンした。愛
称は「エスフォルタアリーナ八王子」。メインアリーナはプロスポーツなどハイレベルな大会
が開催できる多摩地区最大級の広さ（バスケット3面･観客席2,000）。サブアリーナ、トレー
ニング室、スタジオのほか、子どもコーナー、託児室も用意されている。

エスフォルタアリーナ八王子のオープンを記念して、日本のプロバスケリーグ「ｂｊリーグ」所属「東京サンレー
ヴス」のシーズンホームゲームが行われる。東京サンレーヴスは東京都を本拠地とするｂｊリーグチームで創
設３年目。多摩地域を中心に東京都内の各アリーナで試合を開催中。チームのチアガールチームである「サ
ンレーヴスガールズ」も華麗なパフォーマンスを披露し、ゲーム中は応援のリーダーとして来場者と一緒に熱
い応援を繰り広げる。（10月12日（日）の試合前には前座試合として八王子ミニバスケ大会も開催）。

井上聡人選手（背番号10／フォワード／身長201cm）は、八王子高校を卒業後プロと
して活躍中。地元選手の活躍を是非応援したい。井手勇次選手（背番号37／ガード
／身長181cm）は、2013-2014シーズンＭＩＰ受賞。金井賢治選手（背番号6／フォワー
ド／190cm）もポイントゲッターとしてチームの中心的存在。

市内在住の東福 彩さんはランニングに燃えている。走
り始めたきっかけは、「第1回東京マラソンのランナー
募集に何気なく応募して、当選してしまった」ことから。
途中歩きながらも見事完走し、走る喜びに目覚めた。
その後本格的なランニング練習を開始し、今では大阪
マラソン、神戸マラソン等のレースにも参加している。

八王子市在住の中川大輔さんと小坂幹登さんは、ご友人達と3年前
に高尾山登山部を結成。早朝スタートで週に3、4回高尾山に登る。
登る途中で見る日の出、四季折々の風景は毎日様子が違い、非日常
的な美しさを体感できるのだという。登山部メンバーは男女約60人。

八王子に新総合体育館
「エスフォルタアリーナ八王子」誕生！

エスフォルタアリーナ八王子のオープニングを飾る
プロバスケ「東京サンレーヴス」の試合を観戦しよう！

プロプレーヤーの迫力を間近で！

八王子の女性ランナー！早朝登山を愛する「高尾山登山部」

地上4階建て。
屋外には人工芝が敷かれ
た運動場も

■試合日程（場所：エスフォルタアリーナ八王子）
2014-2015シーズン 東京サンレーヴスホームゲーム
10月12日（日）開場16:00　試合開始18:00
10月13日（月･祝）  開場12:00　試合開始14:00
（10/12、10/13の対戦相手は富山グラウジーズ）
12月5日（金） 開場16:00　試合開始18:00
12月6日（土） 開場12:00　試合開始14:00
（12/5、12/6の対戦相手は大阪エヴェッサ）
チケット情報は  http://tokyo-cinqreves.jp/

東福さんは昭和3年創業スミレ
薬局（横山町21-8）の三代目。
「ランニングは健康維持につな
がりますよ」と東福さん。ランナ
ーにおすすめの漢方もあると
か。仕事終わりに浅川沿いや甲
州街道を走る。

中心メンバーの中川大輔さ
ん（左）は、祭用品･作業衣の
専門店「中川商店」（横山町
11-12）の店主。小坂幹登さ
ん（右）は、時計･メガネの専
門店「小坂時計店」（東町
12-8）の店主。早朝野球の
トレーニングのために登り
始めたのがきっかけだ。

施設内容、利用方法及び利用料金など詳細はホームページで

狭間町

狭間
京王高尾線

町田街道

中央
線

高尾

エスフォルタ
アリーナ八王子

エスフォルタアリーナ八王子
（八王子市総合体育館）
 八王子市狭間町1453-1（京
王線狭間駅下車）
☎ 042-662-4880　
 8:30～22:30（利用時間は
施設によって異なる）
 150台　
 http://hachioji.esforta.jp/

「サンレーヴスガールズ」のパフォーマンスも必見！

▲東京サンレーヴスのチームメンバー

井手勇次選手 金井賢治選手 井上聡人選手

©Tokyo Cinq Rêves/bj-league©Tokyo Cinq Rêves/bj-league©Tokyo Cinq Rêves/bj-league

©Tokyo Cinq Rêves/bj-league
©Tokyo Cinq Rêves/bj-league

2013年の東京マラソンで

 

高尾山登山部のメンバー
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初心者大歓迎の会員制インドア・ゴルフスクール。会員の約70％が初心者・女性（スクールレッ
スンは最大3名）。ビデオ撮影でスイングの確認や、中級者･上級者向けのラウンドレッスンも。
ゴルフのスイングが楽になるようなストレッチケアの指導も受けられる。

本格ゴルフシュミレーター「ＧＯＬＦＺＯＮ」で、実際のコースでのプレイを再現
する話題のゴルフバー。初心者向けの練習モードから、世界に実在する有名
コースも体感できる。ＢＡＲエリアには、サッカーなどスポーツ観戦用のスクリー
ンもあり、一人でもグループでも楽しく活用できる。

八王子市在住の草野 武さんはボルダリングの愛好
者。もともと登山やフリークライミングが趣味で、自
転車ロードレースもこなすスポーツマン。「ボルダリ
ングには達成感、充実感があります。ぜひチャレン
ジしてみてください！」と語る。西八王子にあるジム
VAC（バーチ）で今日もトレーニングを重ねる。

秋、コースデビューめざしてレッスンを！

気軽に楽しめる
ゴルフ＆スポーツバー

ボルダリングの魅力に夢中！

▲1号路を登り金比羅台から見えた日の出

▲傾斜100度から中級者･上級
者向け145度の壁がある

▲ウェア、シューズも各種販売
（シューズの修理もOK）

▲冬は美しい雪化粧が広がる

▼水の流れのような雲海に包まれる朝も（メンバー撮影）

HMBゴルフアカデミー

Mr.Angel
（ミスター エンジェル）

JR西
八王
子駅

JR中
央線

南口

デニーズ
スーパーアルプス

クライミングジム&ショップ
VAC（バーチ）

ＨＭＢ ゴルフアカデミー
 八王子市横山町22-1 ＦＴビルＢ１　☎ 042-649-8200
 月･水～土10:00～21:30（最終受付21:00/レッスン20:00）、

日曜・祝日9:00～20:00（最終受付19:00）
 火曜　  なし　  ○　  http://www.hmb-golf.com/

レギュラー会員：入会金10,000円＋税、月会費10,000円＋税
（レッスン50分×3回/月）などから

Ｍｒ.Angel（ミスター エンジェル）
 八王子市千人町2-2-8 Ｂ1　☎ 042-667-3241　
 平日17:00～、土･日・祝日15:00～。
終了は金･土27:00、月～木26:00、日・祝24:00
 第2･第４木曜　  なし　  ○
 http://www.j-sakura.com/

クライミングジム＆ショップ  VAC（バーチ)
八王子市散田町3-17-11 NSビルB1　☎ 042-689-5450　
平日10:00～22:30、土日祝10:00～20:00　
第1月曜　 なし　  ○  HP   http://www.e7a.jp/vac/
入会金･初回登録料1,000円（小･中学生は保護者同伴で）。
1日券1,700円（平日21時以降1,200円）、
レンタルシューズ300円、チョーク200円

場所はＪＲ八王子駅徒歩５分専任コーチのマンツーマンレッスンで上達を

場所は西八王子駅北口から近いビルの地下１階 お食事･バーだけの利用も歓迎

ゴルフルームは全2室（料金
4,000円/1時間、土日祝15:00～
17:00は3,000円から）。1室最大
６名まで。2名までならお得な料
金設定あり。シューズ、クラブ、
グローブは無料レンタルで

日本体育協会公認アスレティックトレーナー
による身体のケア（10分1,000円～）もあり

ゴルフクラブ、シューズ、グローブも無料レンタル。
ロッカー、更衣室も完備

登山部メンバーの高尾山写真はfacebook「Mt.Takao Photo Gallery」で

自分の手と足だけで4～5ｍの岩壁を登るボルダリング。
筋力･バランス感覚･集中力が求められる

草野 武さん

▲（中）草野さん（市内でパン店 Boule Beurre BOULANGERIEぶー
る・ぶーる・ぶらんじぇりを経営。移転に向けいったん閉店、11月新店
舗オープン）。（左）VACスタッフの山下さん、（右）倉本店長

13 2014 autumn
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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/

問ファミリーフェスinはちおうじ “みんなのキャンバス”実行委員会　
http://www.minnanocanvas.com/

問 NPO法人AKITEN　 info@akiten.jp  http://akiten.jp/　入場料 500円

問八王子グルメフェスタ実行委員会（株式会社長澤家内）
☎042-659-1192　 https://www.facebook.com/hachigrume

10月10日（金）～14日（火） 10:00～19:00

10月25日（土） 10:00～16:00

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（地図5ページへ）

会  場

セレオ八王子北館（7階セレオスクエア、8階有隣堂、
屋上）、ＪＲ八王子駅南口（サザンスカイタワー八王
子1階東側広場、2階とちの木デッキ）（地図5ページへ）

会  場

第11回目の開催となる今回は21の古書店が軒を連ねる。「くつろぐ。」をメインテ
ーマとし、「読んでくつろぐ本特集」、「ワンコインマッサージ」（各種マッサージ
が15分500円で）、えほんの読み聞かせも行われる「絵本と物語の森」、音楽ライ
ブの催し、「魚のゆりかご米収穫祭」も行われ、「古本ゼミ」のアンケートに答える
と福引きもできる！

地域の“みんなで楽しい！”を集めた、八王子初のファミリーイベントを開催。アートユ
ニット「tupera tupera」による造形ワークショップ、「東京造形大学 春日昭夫研究室」の
学生が作るおもちゃ広場、「ポケットパーク」で「えほん村」と一緒に大きなお絵描き、か
わいい雑貨やおもちゃ・子供服のSHOPやワークショップ、八王子市の子育て情報紹介
など、たくさんのブースや音楽のライブステージがそろう（詳細はHPで）。

第11回 八王子古本まつり

問大善寺　☎042-642-0716

10月19日（日） 10:00～16:00開催日

大善寺（八王子市大谷町1019-1）会  場

大善寺は八王子城主北条氏
照の命により創建され、約
350年間に渡り大横町にあ
り、昭和36年から現在の場所
へ。「大善寺十夜大法会」は
「八王子のお十夜」として長
く親しまれ、関東三大十夜と
いわれる。法会当日は法要の
ほか、奉納演芸、多数の屋台
などで大いに賑わう。

大善寺　お十夜

ファミリーフェスinはちおうじ
“みんなのキャンバス”

市内外のアーティストが、八王子市内の様々な空きテナントをギャラリー、ワークシ
ョップ等のアートスペースとして活用するアートフェスティバル。今年度は東京都が
進める「東京文化発信プロジェクト」の一環として開催され、より地域との関係性を深
めたアートプロジェクトとして注目される。10月26日(日)には、食をテーマに空きテナ
ントを活用したファーマーズマーケット「FARMART」も同時開催。

八王子の美味しい食べ物が高尾山に勢ぞろい！ 八王子ラーメン、パンカツ、八王子ナポ
リタンなどのほか、地元のお店のグルメを一度に食せるイベントが初開催される。会場
はキッチンむささび（夏季は高尾ビアマウントとして営業）。入場は無料（施設内で飲食
する場合は購入する必要があります）。お子様に人気の八王子ゆるキャラ（ムッちゃん、
ムサ尾、松姫マッピー）もやってくる！（※内容など一部変更となる場合があります）。

AKITEN 2014（アキテン）

八王子
グルメフェスタ2014

10月17日(金)～19日(日) 12:00～18:00
10月24日(金)～26日(日) 12:00～18:00

10月25日（土）・26日（日）
11：00～17：00
※10月25日のみ10:45から
　オープニングセレモニー、
　ゆるキャラ出演あり

開催日

開催日

AKITEN BASE CAMP、
JR八王子駅北口周辺の空きテナント
まずは AKITEN BASE CAMP（八王子市旭町7-11前野ビル3F）に
お越しください。

キッチンむささび
（高尾山ケーブルカー
 高尾山駅下車すぐ）

会  場

会  場

!"#$%&'(')*%%+,-./),0%%12.34/546789:;<
=>?@A
八王子では、楽しいイベントの開催が増えています。このまちの古い伝統と新しい魅力に出会いましょう！

撮影：鈴木竜馬

撮影：RYUMON KAGIOKA

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

問株式会社インスパイア ☎042-631-8577　
https://www.facebook.com/8asobi

10月26日（日） 11:00～16:00

11月29日（土）、30日（日） 11:00～17:00

開催日

開催日

11月1日（土）・2日（日）
11:00～17:00（雨天中止）

開催日

JR八王子駅、京王八王子駅～八幡町周辺の商店
140店舗（予定）（地図5ページへ）

会  場

JR八王子駅北口「西放射線ユーロード」～横山町公園会  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）
（地図5ページへ）

会  場

問あきんど倶楽部　☎042-627-0188
http://802halloween.blog.fc2.com/

八王子版ハロウィンは「親子で街巡りを楽しみ、地元商店
に親しむ日」として、親子で楽しめるイベントを開催。地
元の参加店を訪ねてお菓子をいただこう。地図を見な
がら店を探し、街歩きを楽しむことで、親子のコミュ
ニケーションを図り、社会マナーを学ぶ機会にも！

「８はちアソビ」は、アイドルイベ
ント、ホビー体験会など様々なジ
ャンルのサブカルチャーのイベ
ント。雑貨店やゲームショップ、
DVDショップ、メイドカフェなど
のお店が合同で実施する。西放射
線ユーロードでの出店（アニメ・
マンガ・本・ホビー・カード）など、
サブカルの視点から八王子のま
ちの活性化を目指す。

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。

Hachioji-Happy-Halloween 2014

８はちアソビ

アートムーチョ

酉の市
（市守大鳥神社例大祭）

八王子を拠点に音楽活動を行うバン
ド「フラチナリズム」のワンマンライ
ブ公演が8月30日、オリンパスホール
八王子で行われた。「八王子2000人の
キセキ」と銘打たれたライブには約
2,000人が来場し、メンバーの演奏に
熱い声援が送られた。サプライズで
メジャーデビューが発表され会場は
大盛り上がりに。また、来年1月から約
3ヶ月間、メンバー全員で札幌へ移住
し、生活費をすすきので行う流しで
稼ぐこと等も発表され、驚きと感動に
満ちたライブになった。

報告！いよいよメジャーデビューへ
「フラチナリズム ワンマンライブ」大成功！

酉の日： 11月10日（月）、 
22日（土）

開催日

市守大鳥神社（地図5ページへ）会  場

八王子いちょう祭り
11月15日（土） 9:00～17:00、16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

フラチナリズムは来年5月に再び 
オリンパスホール八王子でライブを
行うことも発表

問八幡八雲神社社務所  ☎042-623-0720

（地図5ページへ）





10月14日（火）より放映スタート！
毎週火曜日・金曜日23時50分～、毎週日曜17時20分～
各10分番組 ※放送チャンネルは「J:COMチャンネル八王子」（ジェ
イコムのCATVが接続されている住宅、施設で地上デジタル11にてご
覧いただけます）。
Vol.1⇒10月14日（火）の週と10月21日（火）の週
Vol.2⇒10月28日（火）の週と11月 4日（火）の週
Vol.3⇒11月11日（火）の週と11月18日（火）の週
Vol.4⇒11月25日（火）の週と12月 2日（火）の週
Vol.5⇒12月  9日（火）の週と12月16日（火）の週

『恋する八王子彼女-ハチカノ-』は、八王子が大好きでし
ょうがないという女の子が、八王子のおすすめスポッ
トをデート形式で紹介していく映像コンテンツ。毎回
登場する八王子彼女たちが、時には可愛く、時には空回
りをしながら奮闘し、まちの情報を楽しく伝えてくれ
る。サイトを運営するのは「ハチカノ大好きだよ委員
会」。同プロジェクトのプロデューサーを務めるオイケ
ンさん、映像作家の立岡未来さんら有志が集まって立
ち上げたもの。企画・脚本から撮影・編集までの制作を
すべて映像のプロ集団が手がけている。番組vol.5の八
王子彼女は綱島恵里香さん。市内にある農場に出かけ
て野菜を収穫したり、ニューオープンの大衆酒場で乾
杯したり、と元気いっぱい！

FIOは「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する。八王子市の東部・由木地
域で、新しい農業をめざす人材を育成中！

今年の６月にオープンした大衆酒場「クジラ商店」。長崎県五島
列島直送の鮮魚刺が自慢で、ほかにも魚介の焼きもの、牛タン
炭火焼きなどメニューは多彩（月～土曜は朝5時まで営業！）。お
酒も各種あり、超炭酸角ハイボールも大人気。個性的な店名は
店長のダンサーネーム「鯨」から。

ハチカノでは出演して頂く『八王子彼女』『デートスポット』を募集中。
【ハチカノ募集要項】
● 18～30歳くらいまでの女性（※未成年者は保護者の同意が必要です）。
● 明るくて元気である。 ● 八王子が大好きである。
【デートスポット募集 】
ハチカノでは番組内で紹介するお店を募集中。業種・形態は飲食、販売、サ
ービス業など問いません。お気軽にオフィシャルサイトからお問い合わせを。

八王子のお店や名所を楽しく紹介！
「恋する八王子彼女ーハチカノー」

八王子に残る奇跡の農村  FIO 深夜でも旨い料理を！ クジラ商店

「恋する八王子彼女 ーハチカノー」
www.hachi-kano.com/

これまでの「ハチカノ」はYouTubeでも視聴可能!
「八王子彼女」で検索!

「J:COMチャンネル八王子」で「ハチカノ」放映開始！

企画・プロデューサー：オイケン
構成・ディレクター：立岡 未来
製作・著作：ハチカノ大好きだよ委員会　　

綱島 恵里香（つなしまえりか）さんプロフィール
［生年月日］1990年5月7日　［出身地］東京都　［趣味］ピ
アノ･献血･映画鑑賞･コスプレ　［特技］バトミントン･バス
ケ･持久走　［ブログ］「ツナエリ日和」http://ameblo.jp/
tsunaeri0507/

京王相模原線京王堀
之内駅より徒歩15分

FIOメンバーが地域を担う！
FIO野菜の直売：「BASEL京
王八王子店」16:00～18:00、
「BASEL富士森公園店」8:00
～11:00、堀之内直売所（場所
はHPで確認を）。

なごやかに「ハチカノ」
の撮影が進む

無農薬で育てられた旬の野菜 FIOには牧場もある

「ハチカノ」で乾杯シーンを撮影！

店長の鯨さんは
八王子をベース
に活動する
ダンスチーム「8 
NORTH GATE」
所属。
ご親類が市内で
「蕎麦 座忘」を
経営する

オープンキッチン風の居酒屋 刺身三種盛り1,280円

あなたも番組に出演してみませんか？
詳しくはハチカノWebサイトまで

Copyright © ハチカノ大好きだよ委員会, All rights reserved.

Vol.1『瑞木るう♡cafe-gallery 
MODESTE』

Vol.3『～前編～河内美里♡
滝山城址公園』
Vol.3『～後編～河内美里♡カ
フェSUZU』

Vol.2『～前編～池田ショコラ♡
木下沢梅林』
Vol.2『～後編～池田ショコラ♡
Cafe&WineBar moite moite』

Vol.4『～前編～大澤玲美♡
夕やけ小やけ ふれあいの里』
Vol.4『～後編～大澤玲美♡
夕やけ小やけ ふれあいの里』

vol.5の八王子彼女
綱島 恵里香さん。
映画や舞台でも活躍中！

おでかけスポット  その１ おでかけスポット  その２

FIO（株式会社フィオ）　代表 ： 舩木翔平
 八王子市堀之内900-1
☎ 042-689-4347　  http://fio8.com/
「FIO野菜」朝採れ野菜宅配します！
（受付9:00～17:00八王子市・多摩市限定）
☎ 070-6969-4075（担当：野々村）　mail:nonomura@fio8.com

クジラ商店
 八王子市横山町9-22 OK-3ビル2F
☎ 042-649-2119　
 17:00～5：00（L.O.4:00）よる12時以降入店可、
始発まで営業、日曜営業（L.O.1:00、閉店2:00）
ランチについてはお問い合わせを　
 第２･第４火曜日　  なし　  ○　
 https://twitter.com/kujirashoten

クジラ商店
ユーロード

ユーロード

野
猿
街
道
野
猿
街
道

ドン・キ
ホーテ

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

大栗川橋南
大栗川橋北

京王堀之内京王相模原線

FIO

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。今回の情報は、八王子市内のお店や名
所などを紹介する映像制作プロジェクト「恋する八
王子彼女 ーハチカノー」です！

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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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、今年度第四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、 
ことり亭、みんみんラーメン、あらた、かわ邑

※  「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、伊勢屋 本店、ペール・ノエル、燻製工房 グーテ、寝具の専門店 いまいづみ

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26年10月1日～11月30日
■ 発表：平成27年2月上旬　■ 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



19 2014 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!
過去三回実施された八王子お店大賞では23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四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

第三回受賞店　 「飲食部門」：ことり亭、みんみんラーメン、本格手打ちうどんあらた、鉄板料理 かわ邑 
「小売・サービス部門」：伊勢屋 本店、ペール・ノエル、燻製工房 グーテ、寝具の専門店 いまいづみ

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。

伊勢屋 本店
八王子市八日町10-3
☎042-622-2904

昔ながらの味を守り続け、その
日のうちに売り切るのが創業以
来からのこだわり。

燻製工房 グーテ
八王子市散田町3-9-8
☎042-666-4186

工房で手作りする肉の旨味たっ 
ぷりハムやソーセージが並ぶ。 
お手頃価格なのも魅力。

みんみんラーメン
八王子市楢原町437-1
☎042-624-2774

魚介だしのスープはあっ
さりしながらもこくが 
あり、中華麺との絡みが 
絶妙。

パティスリー  ペール・ノエル
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

地元産の食材を使ったスイーツもあり、店内も
ワクワクする楽しい魅力満載のパティスリー。

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。

鉄板料理  かわ邑
八王子市三崎町5-22 1F☎042-621-1276

最高級レベルの和牛ステーキなど、お客様の目の
前でダイナミックに調理される。

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。

本格手打うどん  あらた
八王子市八日町10-1
☎042-628-2330

練り・踏み・伸ばし・切りなどの 
すべてを手作業で行う本格的な 
讃岐うどんが美味。

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。

キッチン・カフェ
ことり亭
八王子市みなみ野3-11-4
☎042-636-1081

お子様からご年配の方まで、ゆっくり楽しめる
安心でヘルシーな洋食屋さん。

寝具の専門店  いまいづみ
八王子市中町3-10　☎042-642-0318

理想の睡眠に近づくような、希望にあった
寝具を提案してくれる快眠の味方。

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。
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※クーポン特典の内容・詳細は各店舗にお問い合わせください。

［B１F 太子堂］次回お買い物時10％offクーポン／［1F ルチアーノ］次回50円割引
クーポン／［3F CALM（カーム）］／［6F シマムラミュージック］シマムラオリジナ
ルクリップ／［6F スーツセレクト］／［7F　京王アートマン］化粧品サンプル／
［10F スピガ］次回ソフトクリーム引換券／［10F 飛騨の高山らーめん］次回割引
クーポン／［10F とんかついなば和幸］次回割引クーポン／［11F 仕立屋食堂］
※全店、１１時からの先着順、各店ごとにお菓子他、特典ともなくなり次第終了
※各店ともハロウイーンの仮装をした子供たち限定です。

SEKAI NO OWARI/
Dragon Night
＜発売日＞10/15
通常盤：1,296円（税込）
初回限定盤A：1,944円（税込）
初回限定盤B：1,944円（税込）
切なくて、不思議で、それ
でいてポジティブな“ファン
タジー・ダンス・パーティー
ソング”と呼べそうなセカ
オワの世界観が広がる待
望のニューシングル。
【5F タワーレコード
  ☎042-648-1031】

Perfume/Perfume 
WORLD TOUR 2nd
＜発売日＞10/1
DVD 4,320円（税込）
ブルーレイ 5,400円（税込）
2013年のヨーロッパツアー
「Pe r f ume  WORLD 
TOUR 2nd」から、初上陸
となったイギリスはロンドン
のO2 Shepherd's Bush 
Empire公演の模様を収
録した熱狂の映像作品
【5F タワーレコード 
  ☎042-648-1031】

ステッドラー 
エルゴソフト アクェレル
水彩色鉛筆
4,363円（税込）
描いた後、水をつけた筆でなぞると水彩画のタッチを楽しむことが出
来る水彩色鉛筆。メーカー独自の滑りにくい表面加工と人間工学に基づく三角
形状で抜群のグリップとフィット感。芯折れ防止のABS加工採用。ソフトな書き味と
鮮やかな発色が特徴。 【7F 京王アートマン 京王八王子店 ☎042-656-7292】

●大人のためのピアノレッスン ●大人のためのフルートレッスン ●大人のためのサックスレッスン
高校生（15才）以上を対象とした大人限定。毎週決まった曜日・時間に通えない方には特に
オススメの予約制個人レッスン。また、一日30分無料で楽器をレンタルして練習できるの
で、楽器を持っていなくても気軽に始めることができる。初めての方も楽しくムリなく続けられ
る。いろんなジャンルを挑戦してみよう。
◆レッスン料金（月会費）フルタイム会員
　月～金12:30～21:00／土日11:30～20:00　30分:12,690円（税込）／60分:22,464円（税込）
◆デイタイム会員　月～金13:00～16:00　30分:10,800円（税込）／60分:19,008円（税込）
※レッスン時間には、入れ替え・楽器の準備時間などを含みます。※別途入会金10,800円（税込）
今なら入会金50%OFF　11月30日（日）まで 
※体験レッスンをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。
【6F シマムラミュージック ☎042-656-7321】

今編みたいニット秋冬 2014-2015
ブティック社
910円（税込）
幅広い年代の初心者から中級者向けの
秋冬ニットの作品集。大判で見やすい編
み図と編み方つきで、旬のデザイン、ケー
プ、ポンチョ、ベスト、プルオーバー、カー
ディガンや小物などを掲載。まっすぐ編む
だけでできるものもあり、この秋、はじめて
の手編みに挑戦するには最適な1冊。
【9F 啓文堂書店 ☎042-656-7330】

薬局で買うべき薬、買ってはいけない薬
ディスカヴァー・トゥエンティワン
1,404円（税込）
頭痛薬・かぜ薬…市販薬のベストバ
イはどれ? 頭痛薬、胃腸薬からダイ
エットサプリ、スキンケア商品、そうじ
用品、日焼け止めまで医薬・生活用品
の徹底ガイド! これがあれば、本当に
自分にあったお薬がきっと見つかる。
【9F 啓文堂書店 ☎042-656-7330】



●  長 澤 家 さ ん の レ シ ピ で す！  ●

株式会社 長澤家

シイタケは石突きをとって４等分しておく。
タマネギは厚めにスライス。

合わせ調味料を作っておく。万能つゆとみりん１：１のものに、すりおろ
した（または、みじん切りした）ショウガを合わせる。

１のシイタケとタマネギをサッと炒める。

２の合わせ調味料を加え、よく混ざるように炒める。

水溶き片栗粉を加え、全体的にとろみをつける。

手早くお皿に盛りつけ、万能ネギをかけてできあがり。

「長澤家の万能つゆ 小瓶（150ml）」１本950円。
完全無添加・厳選素材で仕上げた、こだわりの和風調味料。
購入は、長澤家、富士屋、ＧＡＭバルなどで。

材料（２～３人前） つ くり 方
シイタケ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180g
タマネギ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４分の１個
水溶き片栗粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
万能ネギ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

【合わせ調味料】
長澤家の万能つゆ（なければ市販の麺
つゆ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ２
みりん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ２
ショウガ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g

きのこ類は風味や香りが飛んでしまうので水で
は洗わずに軽く汚れを落として調理を。気にな
る場合は、硬く絞ったふきんでさっと拭きます。

八王子市内でもシイタケを栽培している生産者がいます。
生産者に直接会うことができるので、安心して購入することができます。
後継者も少なく生産業務は重労働ですが、地元の美味しいシイタケを守
ろうと日々真心をこめて生産しています。

「生姜炒め」レシピを地元のシイタケを使ってアレンジ。お肉の変わりにお野菜を
メインにしているので、カロリー控えめでヘルシー。水溶き片栗粉を入れることによ
り、シイタケにしっかりと味がつく。ご家庭でもササッと簡単に作れるので、ごはん
のおかずやお酒のおつまみにオススメです。

八王子から数々の美味しいレシピを
発信し続ける「株式会社 長澤家」。オフ
ィスや通販サイトで「長澤家の万能つ
ゆ」を販売するほか、ご家族で「長澤家
のレシピブログ」も更新中。パスタや
お肉料理など、万能つゆを使ったさま
ざまな料理を紹介している。長澤家の
代表者長澤賢さん（写真）は、「長澤労
法管理事務所」も運営。お料理のブロ
グは http://ameblo.jp/ngswcook/

 八王子産シイタケを使った

「椎茸の生姜炒め」  八王子市中野上町4-35-12　☎ 042-659-1192
 10:00～18:00　  土曜・日曜・祝日
 あり（2台）　  ×　
 http://nagasawake.com

 通販サイト：http://www.greenfarm-takura.com/
 八王子市下柚木2093
南大沢駅から徒歩15分
バスは「前田橋」バス停から約5分
☎ 090-3060-7939（042-676-6633）
 info@greenfarm-takura.com
 年中無休

南大沢駅から車で約5分の場所にある「ぐりーん
ふぁーむタクラ」は原木シイタケを中心に、美味し
く安心安全な農作物を生産。夏はブルーベリー
狩りなども楽しめる。

●  シ イ タ ケ の 生 産 者 さ ん  ●

ぐりーんふぁーむタクラ（代表:田倉義彦さん）

「ぐりーんふぁーむタクラ」さんは、八
王市下柚木の多摩ニュータウンの
住宅地に隣接する場所で、シイタケ
本来の味と香りが際立つ「原木栽
培」をしています（例年9月より原木
生シイタケの販売をスタート）。直売
所では常時、生シイタケや乾燥シイ
タケを販売中。

21 2014 autumn
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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）

食欲の秋！スポーツの秋！天高く八王子
で肥える秋！八王子の老舗を楽しむ秋！そ
してみんなで、八王子を満喫する秋！八王
子って奥深い。いろんな人がいて、いろん
な店があって、いろんな場所がある。もっと
もっと、八王子のことが知りたくなってき
ました。皆さんの大好きな八王子の情報も、
アンケートでお寄せ下さいね。

・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！

イツミヤ
シルク100％の
「ネックカバー」

八王子現代家具工芸学校
「木製バターナイフ」

ビストロ ヴァガボンド
「ドリンク
 サービス券」

問 イツミヤ
☎042-622-8362　HPhttp://www.itumiya.com/

問 八王子現代家具工芸学校
☎ 090-4243-0506　
HPhttp://blog.goo.ne.jp/gendaikagu

問 ビストロ ヴァガボンド　☎ 042-649-3749　
HPhttp://www.bistro-vagabond.tokyo/

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

応募方法

【締め切り】 2014年11月10日（月） （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。

ア ン ケ ー ト
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「まちとお店をめぐる秋」P4～13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。

7ページで紹介のイツミヤから、シルク100％ででき
たネックカバーをプレゼント（お一人様1点。どの色
が届くかはお楽しみ）。首まわりを隠し、寒い日にも
重宝。四季を通じて使える素材･デザインです。イツ
ミヤでは常時販売中！（990円～デザイン各種）

11ページで紹介の八王子現代家具工芸学校から、
手作りの木製バターナイフをプレゼント（お一人様
1点）。軽くて持ちやすく、とても使いやすいバターナ
イフは使い込むほどに愛着が。八王子現代家具工芸
学校では、作り方の講座もあります！

8ページで紹介のビストロ ヴァガボンドから、ドリ
ンクサービス券をプレゼント（お一人様1杯。お食事
の際に御利用いただけます。グラスシャンパン、グラ
スワイン、カクテル、ビールを。サービス券1枚で1回
5名様まで有効）。秋の一日、楽しくお食事を。ぜひこ
の機会に御利用ください。

3名様

3名様 3名様

今号の表紙にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました！

八王子で働く女性読者の皆さまに
お集まりいただきました。

撮影日は9月下旬でしたが、今号が発行される

10月からの装いでご登場いただきました。

撮影に協力いただいたの
は、8ページで紹介の「ヴァ
ガボンド」さん





※写真はイメージです。

042-782-4711
046-285-5555
042-777-8880
042-759-7764
0463-97-3767
042-700-6625
042-983-1690
04-2960-3710
042-975-2121

■ 城山店
■ 愛川店
■ 塩田店
■ 陽光台店
■ 伊勢原下落合店
■ 西橋本店
■ 飯能新光店
■ 入間下藤沢店　
■ 飯能美杉台店

042-621-3071
042-643-6266
042-620-2711
042-632-7911
042-593-1041
042-586-8003
042-583-1522
042-550-6333
042-700-0511
042-570-3633

■ 横川店
■ 北野店
■ 楢原店
■ みなみ野店
■ 南平店
■ 日野店
■ 豊田南店
■ あきる野店
■ 多摩境店
■ 羽村店

■ 八王子駅南口店
■ 長房店
■ 中野店
■ 西八王子店
■ 高倉店
■ はざま店
■ 恩方店
■ 宇津木台店
■ 甲の原店
■ 台町店

042-628-1313
042-664-0111
042-625-2640
042-663-2885
042-646-3435
042-665-6621
042-651-9311
042-691-6211
042-628-4141
042-621-6755
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宮崎えびの高原 ビーフシチュー

蜜芋（安納芋）

北海道JA当麻 ゆめぴりか

720牧場グループ牛

720牧場グループ牛
和牛の代表格“黒毛和種”と世界で評価の
高い“アンガス種”から生まれました。

720牧場グループ牛を100％使用し、1パック
にモモとバラの2種類の部位を24時間じっく
り煮込みました。

宮崎えびの高原
ビーフシチュー

蜜芋
（安納芋）

さつまいもの中で群を抜いて甘く人気が
あり、蜜がしみ出るほどほっくり濃厚な味
わいのお芋です。

北海道産 ゆめぴりか
2011年度米ー1グランプリで日本一を受賞！
ほどよく粘り、やわらかくそして甘い。冷め
てもおいしいお米です。

生秋鮭

当社の生秋鮭は質の良い鮭に限定して販
売。秋鮭は料理メニューも多彩です。おすす
めは西京みそ焼き、バター焼き、フライ、ムニ
エル。寒い時期はお鍋にも。

宮崎えびの高原
牛もつ煮

720牧場グループの牛の「もつ」のみを使用。
1パックにミノ、センマイ、ハチノスなどの3
種類以上の部位を使用しています。

アルプス「自信の品」とは？
日本国内はもとより海外にまで渡り活躍する、ものづ
くりの名人たちと当社の各部門が、徹底的に話し合い
開発した商品です。生産地、または工場に直接お伺いし
素材の吟味、製造工程などまで意見の交換をし、納得し
た製品を皆様にお奨めするものです。安全であること、
そして美味しいこと、それが、｢自信の品!!」の定義です。
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