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お買い物、お食事、ものづくり、建築関連、各種サービスの

地元のお店めぐり
夏グ ル メ＆ イベ ン

ト＆ワークショッ
プ！











17:00～25:00 日曜・祝日
http://www.clea.co.jp/

同ビル2Fの
姉妹店。
二次会で
カラオケも！

同ビル1Fの小樽横丁では
旬の宴会メニューを
ご用意！

八王子店屋上 ファミリーで！
納涼会で！

【宴会メニュー】
海鮮三昧コース 4,480円
小鉢、刺身五種盛り、コーンサラダ、カニと
野菜のせいろ蒸し、天婦羅盛り合わせ、海
鮮ばらちらし、デザート、北海道さつま揚げ

2,700円お手軽コース

3,240円
3,780円

海鮮付きBBQコース 4,320円
その他、アラカルトメニューもございます！

枝豆／フライドバスケット／
気まぐれサラダ／おにぎり

BBQコース 牛カルビ・豚バラ肉・野菜／
枝豆／ポテトフライ／
気まぐれサラダ／塩むすび

ジンギスカン・野菜／枝豆／
ポテトフライ／
気まぐれサラダ／塩むすびジンギスカンコース

牛・豚盛合せ・魚介（2種）・野菜／
枝豆／ポテトフライ／
気まぐれサラダ／塩むすび

飲み放題メニュー
生ビール（一番搾り）・ハイボール・ホッピー(黒・白・赤）
【サワー類】 夕張メロン・レモン・グレープフルーツ・アセロラ・緑茶ハ

イ・ウーロンハイ・巨峰・紅茶ハイ・コーン茶ハイ・酎ハイ
【果実酒】 梅酒(ロック・ストレート・ソーダ）・プラムフレーバーティ・

赤ワイン・白ワイン
【ソフトドリンク】 コーラ・ジンジャエール・オレンジジュース・ウーロ

ン茶・緑茶・コーン茶・アイスティ(加糖)

石原裕次郎をモチーフとした大人の空間

開催期間 2015.6.20（土）▲ 9.18（金）
17：00～22：00開催時間

 ※表示価格には全て消費税が含まれております。 ※写真はイメージです。

2時間
飲み放題
付

120分

各プラン

飲み放題付き!
※延長30分50

0円

※前日までの事
前予約で

1テーブル1品

おつまみサービ
ス！

※15名様以上
で団体貸切！

3日前迄に団体
貸切を

頂いたお客様に
限り

お昼からの
ご予約も承りま

す

ドン・
キホーテ

ファミリーマート

シミズパーク24

八王子
東急
スクエア1F 小樽横丁

2F Yu’s Bar
JR八王子駅

ユーロード

八王子市旭町7-5八百秀ビル1F
TEL.042-621-7723
ご予約・お問合せは

月～木11:00～24:00、金・土11：00～5：00、日・祝12：00～23：00  不定休（基本無休）
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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

P.14

P.18

P.25

P.23

まちのイベントで夏ライフ満喫！

八王子まつり情報

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

今号の表紙／メジャーデビュー間近の「フラチナリズム」さんに

ご登場いただきました。本誌15ページにも関連記事があります！

（らぶはちでは、読者モデルの募集も行っております。

応募要項は本誌26ページをご覧ください。）

撮 影 場 所／喫茶miracle（11ページで紹介）

らぶはち公式Facebook

らぶはち公式Facebookが始動中!
八王子のお店情報やイベント情報
などを発信しています。ぜひご覧く
ださい。
https://www.facebook.com/
lovehachioji

親子で参加 ワークショップ＆
学べるイベント P.12

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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地元の

P.26

夏グルメ＆イベント＆ワークショップ
お店めぐり



R＆B ホテル
八王子

甲州街道

アイ
ロー
ド ファミリーマート

〒

子安神社

京王八王子
ショッピング
センター

京王八王子駅

ファミリー
マート

東華飯店東華飯店 穰穰

ＺＥＲＯ ＳＴＹＬＥＺＥＲＯ ＳＴＹＬＥ

グルメで楽しげなストリートへ。

京王八王子駅エリア



ドン・キホーテ

東急スクエア

10＋10＋

伊勢元伊勢元

ＣＡＤＯＣＣＯ
カフェ
ＣＡＤＯＣＣＯ
カフェ

うめ八（23ページ）うめ八（23ページ）

JR八王子駅

20
八日町八日町

横山町横山町

八幡八雲
神社

奥深い味わいのお店がここに。

八王子駅～みずき通りエリア

刻み玉ネギと八王子産食材を使うご当地グルメ「八王子ナポリタン」のフラッグ
シップ店がオープンした。（一般社団法人）八王子ナポリタンクラブ代表のマン
マミーア中島さんがシェフを務める。ナポリタンは常時4種類、月替わりで新メ
ニューも出る予定。他に、ポンパドール社とのコラボでも人気を集める「伝説
のカルボナーラ」（パン付きで1,280円）もぜひ食べたい！
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ほていやほていや

田中園茶舗田中園茶舗

小堀栄養納豆店小堀栄養納豆店

20
八幡町八幡町

本郷横町東本郷横町東

南新町南新町

JR中央線

JR八王子駅▶

産千代稲荷神社

グルメシティ モスバーガー

ローソン

エルシィ

甲州街道

ここはまるで、八王子の下町。

天神町・八幡町エリア



そめいそめい

ミラクルミラクル

おがわおがわ

20

千人町千人町

多賀神社

山梨中央銀行

ダイエー

JR
 西
八王
子駅

甲州
街道

話題のお店を裏通りにさがす。

西八王子エリア



ハニカム
ステージ

仁和会
病院

京王
八王子駅
京王
八王子駅

JR八王子駅

ユーロード
ユーロード
ドン・キホーテ
JR八王子駅JR八王子駅

甲州街道甲州街道

mille cafu

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

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
埼玉屋本店



エルシィ

コニカミノルタ
サイエンスドーム

ジョナサン

甲州街道甲州街道
大横町

平岡町

八幡町
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 まちのイベントで  夏ライフ満喫!
楽しいイベント情報をお届けします。ご家族揃ってぜひお出かけください。

14

※掲載したイベント情報は、2015年6月1日時点の予定内容です。

み
ず
き
通
り甲州街道

◀西八王子駅

JR八王子駅
オリンパスホール八王子

セレオ八王子

八王子
東急スクエア

京王八王子
ショッピング
センター

いちょうホール

西武信金
横山町公園

マルベリーブリッジ

中町公園
三崎町
公園

西放射線ユーロード

京王八王子駅

2015 Summer welcome!

たなばた短冊かざり

市民が楽しめる、まちなかの七夕かざり。
先着300名様に、短冊に願い事を書いてい
ただきマルベリーブリッジにある虹色の
モニュメント周りに飾りつけします！

問八王子駅北口商店会 

6月27日（土）～7月12日（日）
マルベリーブリッジ
（八王子駅北口）

開催日
会　場

第14回 八王子 夏の風物市
ゆかたを着て楽しむ 七夕まつり

問  八王子・夏の風物市実行委員会事務局 
（八王子商工会議所内） 
☎042-623-6311

7月４日（土）・５日（日）
西放射線ユーロード

開催日
会　場

八王子朝市  Hachioji marche

横山町公園付近で定期的に朝市
を開催。市内外からの採れたて
新鮮野菜や、焼きたてパン、おに
ぎり、そのほか美味しいもの、お
花も販売する。少し早起きして
まちなかへ出かけよう！

7月26日（日）9:00～12:00、
8月30日（日）9:00～12:00
横山町公園付近

開催日

会　場

  問八王子朝市実行委員会事務局
  hachioji.marche@gmail.com

八王子花火大会

見ごたえのあるスターマインから、ラストを飾る仕
掛け花火までおよそ3,300発。迫力ある色とりど
りの花火が、豪快な打ち上げ音とともに真夏の夜
空を彩る。

8月1日（土）19:00～20:30
（荒天の場合8月2日（日）に順延）
八王子市民球場
（富士森公園内）

開催日

会　場

  問（公社）八王子観光協会
☎042-643-3115

中町盆踊り大会

西放射線ユーロードにある中町公園
で、毎年恒例の盆踊り大会が行われ
る。浴衣を着てぜひ踊りの輪に参加
しよう。

7月25日（土）・26日（日）
19:00～21:00頃（両日）
中町公園

開催日

会　場

  問中町商店会　
  http://802nakacho.jp/

八王子まつり

  問八王子まつり実行委員会 
 ☎042-648-1531

8月7日（金）・8日（土）・9日（日）
甲州街道（八王子駅入口交差点から
追分町交差点まで約1.8㎞）。西放射
線ユーロード及び周辺

開催日
会　場

市内最大のお祭りで、毎年60万人を超す人出で賑わ
う『八王子まつり』。まつりの主役は19台の『山車』（その
うち11台は、八王子市の有形文化財に指定）。特徴は、
精巧な彫刻。灯火に浮かぶその美しさは、まさに動く芸
術品。多賀神社、八幡八雲神社の両宮神輿も渡御し、
民踊流しや関東太鼓大合戦・獅子舞などもまつりを盛
り上げる（詳細は本誌17～19ページをご覧ください）。

夏の
イベント
マップ

八王子産のあさがお600鉢
が販売される。ほかにも八王
子産の鉢植野菜や江戸風
鈴の販売も行われる。また、
各商店会による江戸情緒縁
日広場、縁日イベント、人力
車まつり、ライブパフォーマ
ンスイベント、アースハート
など楽しい催しが開催され
る（詳細は本誌16ページを
ご覧ください）。 ※天候に
より予定が変更になる場合
があります。

（イメージ）

八王子に縁のある方（足しげく八王子に来られる方なら居住地は問わない）プロ・アマ・年齢制限なし
【アート】【ライフ】【エコ】の３部門から選択
8月1日（土）～8月31日（月）（一次審査結果通知：10月上旬）
10月下旬（セレオ八王子北館にて作品展示及び一般投票）
12月上旬（表彰式2016年2月）　詳細はホームページをご覧ください。

八王子ものづくりコンテスト （通称：はちもん）
一般投票により最優秀賞（賞金５万円）が決定！　他にも特別賞、スポンサー賞など多数

応募資格
応募部門
応募受付   問はちもん実行委員会

message@8mon.info
http://www.8mon.info/

二次審査
結果発表

ものづくりの
マチ

「八王子」を

みんなで楽し
もう♪
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今号のらぶはち表紙に登場の「フラチナリズム」。オリンパスホール
八王子でファン2,000人を集めた単独ライブ（5月23日）を成功させ、
今年8月にいよいよメジャーデビューが決定！
　「フラチナリズム」は、モリナオフミさん（ボーカル、エンターテーナー）、田村優太さん（ギター）、タケウチ
カズヒロさん（ベース）、都築聡二さん（ドラム）の4人で構成するバンドで、飲食店を巡る「流し」や、各種イベ
ントへの参加、地元ケーブルテレビ局への番組出演など八王子を拠点に音楽活動を行ってきた。
　今回の単独公演（オリンパスホール八王子、5月23日）では、8月19日にミニアルバム「裸一貫」を日本クラ
ウンから発売するとの発表が行われ、待ちに待ったメジャーデビューの報告に観客席からは大きな歓声が
寄せられた。また、ライブでは同アルバムの1曲目に収録される「幸せのキセキ～2015.05.23 メジャーデビ
ュー大合唱エディション～」の公開レコーディングが観客を巻き込んで行われた。ファンの中には「かけが
えのない思い出になりました」と感極まる人も。
　だがレコード会社からは、「8月中にミニアルバムが5,000枚売れなければ契約解除（達成した場合には
年内にさらに1枚CDを出す計画がある）」とも発表され、フラチナリズムの前途には今後も試練の日々が待
っていそうな予感も･･･。リーダーのモリさんは「メジャーデビューできるのは『流し』の経験のおかげです。
八王子のまちの人にたくさん愛情をいただきました。音楽で『音返し（おんがえし）』をしたい」とキッパリ！

ライブでは
大歓声のなか

メジャーデビュー
を発表

タケウチカズヒロさん
（ベース）

モリナオフミさん
（ボーカル）

都築聡二さん
（ドラム）

田村優太さん
（ギター）

らぶはち読者へのメッセージ＆読者プレゼント!
フラチナリズムのみなさんから、
らぶはち読者にメッセージをいただきました。
モリさん 「八王子は落ち着く場所。みんなのふるさと八王子。

これからも愛していきましょう！」
タケウチさん 「らぶはちを通して、八王子を大好きになっていきましょう！」
田村さん 「ステキな自然・まち・ひとのいる八王子を盛り上げていきましょう！」
都築さん 「みんな、らぶはちで、八王子のことをもっと沢山知っていきましょう！」
本誌26ページにフラチナリズムさんからの読者プレゼントがあります。ぜひご応募を。

越中八尾おわら風の舞 in 八王子

「越中おわら節」を演奏しながら踊る
富山県八尾町の民謡行事をもとに、毎
年9月に実施。商店街を練り歩く「町流
し」や踊り手が輪を作って踊る「輪踊
り」が行われる。

9月19日（土）
18:00～21:00頃
八王子駅北口周辺
（西放射線ユーロード）

開催日

会　場

  問「おわら風の舞」の会事務局
☎042-623-6311

八王子中心市街地
「得するまちのゼミナール」

お店の人が講師となり専門知識を無料で教えてもらえる、得するまちのゼミナール、略して
「まちゼミ」。参加費は無料（講座によっては材料費がかかるものもあり）。販売・勧誘等もな
く、各店舗のノウハウを思いっきり学べるチャンス。お申込みは、参加されたい講座を開催
している店舗へ直接ご連絡ください。詳細はHPで。

10月1日（木）～約1ヶ月間　
中心市街地の各店舗

開催日
会　場

  問一般社団法人まちづくり八王子
☎042-634-8582
 http://hachioji-town.jimdo.com/

第14回　踊れ 西八夏まつり
9月5日(土）・6日(日）
16:30～20:30
西八王子駅北口広場、  
仲通（東・西）の3会場

開催日

会　場

  問西八商栄会
  info@248shop.net
地域の活性化を目的として、平成
14年に始まったお祭りも今年で
14回目。9月5日（土）は阿波踊り、6
日（日）はYOSAKOIソーラン・民謡
流しの各チームが、西八王子北口
のメイン通りでパフォーマンスを
披露する。震災の被災地物産展、模
擬店も多数開催。チアリーディン
グ、民謡流し、太鼓の演奏など見所
も満載で、来場者は2日間で約4万
5000人、西八王子最大のイベント
が開催される。

フラチナリズム 
アルバム「裸一貫」の発売は8月19日！

メジャーデビュー決
定!



主催　八王子・夏の風物市実行委員会＜第14回八王子・夏の風物市（あさがお市）＞
 　　　［お問い合わせ］八王子大横町11-1 八王子商工会議所内　ＴＥＬ.042（623）6311
共催　八王子市、八王子商工会議所、八王子ファッション都市協議会、ＪＡ八王子、（公社）八王子観光協会

協力　 八王子市農業委員会、八王子市学園都市文化ふれあい財団、八王子市商店会連合会、西放射線通り商店街
（振）、中町商店会、三崎町商研会、八王子商店研究会、八王子駅北口商店会、（社）八王子青年会議所、八王
子黒塀に親しむ会、八王子三業組合・芸妓組合、J:COM八王子、（株）東京新聞ショッパー社 他

4日 土 9:00～19:00
5日 日 9:00～17:00
西放射線ユーロード
中町エリア

八王子産のあさがお販売！

9:00～
10:00～

600鉢をご用意　1鉢1,300円（売り切れ次第終了）

あさがおの販売
江戸風鈴、金魚・水草・お花、 
八王子の物産品の販売　 
針金細工・飴細工実演販売、
地元商店会による出店　他

夏の風物市（あさがお市） 八王子七夕大飾り

八
王
子

4日 5日
土 日

7月

展示会場
・マルベリーブリッジ
・セレオ八王子
・京王八王子SC
・八王子東急スクエア

6月27日 土 ～7日12日 日

マルベリーブリッジで
は大規模な七夕飾りを
実施。大型商業施設では
市内小学校の児童が願い
事を書いた短冊も展示します。

夏風物の 市
（あさがお市）

ゆかたを
着て楽しむ七夕まつり

第14回 八王子

（天候等により予定が変更になる場合があります）

昔懐かしい風情のある遊びが
大集合！

あそびとわざ

金魚すくい、輪投げ、
的当てゲーム、射的 他

①②各50組（お一人様1回限り）
※定員に達し次第終了乗車は２名様で（お一人様での
乗車はできません）①→②、②→①片道乗車となります。

飴細工、紙切り、
似顔絵、風船細工、
呈茶席、竹で和紙づく
り、ポン菓子 他

ふれあい縁日イベント 江戸情緒 縁日広場ゆかたで七夕人力車まつり

西放射線ユーロード
旭町・三崎町エリア

11:00～17:00
4日 土 /5日 日

5日 日

昇降場所
①パーク壱番街通り
②八王子東急スクエア
　 （正面入口横）

※10：50より受付開始

駅前銀座通り

4日 土 /5日 日

12:00～17:00

人力車の無料体験ができる！
11:00～16:00

邦楽器と西洋楽器の珍しい組み合わせで
七夕に因んだＪＡＺＺナンバーを
お届けします。

出演：高木慎二（a.sax）、小湊昭尚（尺八）、宮本政志（guitar）、 
堀籠保美（箏）、ベルベット裕子（箏）、千光士実（drums）

7月５日 日
●八王子東急スクエア1階正面入口脇
　①11:00～　②12:00～　③15:00～
●パーク壱番街通り
　14：00～

七夕ジャズコンサート
“星に願いを”



http://www.hachiojimatsuri . jp/
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祭りに欠かせないのが、軽快で楽しいお囃子の音楽。人から人へ伝えられるお囃子が、磨き抜
かれた伝統の技でこのまちの夏を美しく彩る。お囃子には楽譜（譜面）が存在せず、口伝によっ
て受け継がれる。個々人が師匠や巧い人から基本を見習い、そして"くずしていく"もの。ジャズ
のように基本に沿いながらアドリブ（創作）で演奏するのがお囃子の大きな魅力である。

「八王子まつり」では、山車の上からの演奏のほか、ま
ちなかの仮設ステージでの「居囃子」演奏が楽しめ
る（場所は次ページ参照）。ほかにも毎年9月の八幡
神社例大祭など各地域の神社の祭礼でも演奏する。
11月の市民文化祭では、いちょうホールにおいて数
多くの囃子連が演奏を披露するのでぜひご鑑賞を。
11月に開催の「八王子いちょう祭り」にも出演する予
定。その演奏活動は多岐にわたる。

AB6CDED,
FGHIJKL3DM

関東一帯に伝承される祭り囃子は、江戸から主要街道
を通じて各地へ広まった。伝承の過程で手が加えられ、
それぞれの流派として現在に至っている。八王子では、
「目黒囃子」「神田囃子」「浜の手流」「重松（じゅうまつ）
流」「山の手流」などが伝えられている。
市内各地域の囃子連が集まり、八王子祭囃子連合会が
平成６年に発足。現在では23の囃子連が加盟し祭囃子
の技術向上と伝承に努めている。市内外の各種行事で
も演奏し、その活動の幅は大きく広がっている。

問 八王子祭囃子連合会　☎042-623-3450（事務局）

N6OPJQ<R)LSM(TUVW(@
X/26Y,TZ:[\]

_̂`aZb3cd?efg
アップテンポの調子の曲で、「外道面」や
「道化面」で力持ちを表現したり、左官や凧
揚げを表現したりします。

_̂hibJj0fg
浮かれ舞う曲のため、「ひょっとこ」や「おかめ」が
おもしろおかしく舞い、観ている人達を楽しませ
てくれます。

_̂klbm1fgnopqrst?
威勢のよい曲のため、怖い顔をした「狐」や「獅子」が舞
い、悪霊を払ったりします。または「般若」のような怒り
や恨みの気持を表現した面の舞もあります。

_̂uvĝ_wxeg
舞を出さない素囃子で演奏されることもあ
りますが、ゆっくりと静かな曲なので、舞を出
す時には「獅子の居眠り」などがあります。

yzb#{f|_`}bQM~fg
正確なリズムで叩き、他の楽器の演奏を整える
重要な役割。持つ手の指で音色を変えている。
静かな曲では囃子の陰の指揮者。

����|_�#jg
基本的に小太鼓が叩かない時（裏間）に叩く。静
かな曲では囃子のスピードを左右する。

��|_rj�g
メロディーを奏でる。曲目の選定・変更・終わり
の合図を出し、演奏を主導する。「とんび」が止ま
ってしまうと、囃子自体が止まってしまう。

����|_�~gD�m_�eg
２つで１組。向かって左を「真」、右を「流れ」と
いう。２つの掛け合いがジャズ的要素を多分
に持つ。

八王子でお囃子を習い演奏する「囃子人口」は、およ
そ1,000人を超えるという。各地域にある囃子連（お
囃子の演奏団体）では、仕事終わりに町内会館など
で日々練習を重ねている。練習は一年を通じて行わ
れ、所属する地域の子どもたちも、何年もかかりな
がら大人からお囃子を習い覚える。楽器も舞もひと
とおりすべて習い、祭りでの演奏体験を通じなが
ら、お囃子の伝統を引き継いでいく。

��2-/2���U���

_��2D�.g678:
��62��U��@
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八王子エルシィ 夢五房肉の富士屋

八王子市横山町16-6　☎042-622-0952
販売は8/7金・8/8土・8/9日11:00～19:00頃

八幡町交差点角、最高のロケーション。
おまつり見物の途中で涼んではいかが？

 「焼き鳥、牛串焼き、焼きそば、
神戸牛入りコロッケ」特製です！

● フレンチ「アンシャンテ」（B1F）   
秘伝のルーを使った「ビーフカレーライス」1,360円（税別）～
● 中国料理「龍皇」（5F）    
エルシィ伝統の味「五目焼そば」1,000円（税別）～
● 日本料理「芙蓉」（5F）    
市場から旬の鮮魚5点盛り「お刺身御膳」1,380円（税別）～
●喫茶「アップルアイ」（1F）
● エルシィ表玄関前では    
ドリンクを販売
☎042-623-2111
お席の予約、営業時間はお問い合わせください。

※各店とも売り切れで終了です。

赤ちゃん休憩所
八王子まつり期間中、    
乳幼児向け休憩施設が設置されます。
8/7金・8/8土・8/9日12：00～21：00
 Apatisserie kei（パティスリー ケイ）
　 「ゼリーパフェ」フルーツゼリーの上にアイスクリーム
　 と生クリーム。できたてを提供！（無くなり次第終了）
 　☎042-625-3155
 　 八王子市横山町18-7アーバンデュオ1Ｆ
 Bmix&mix（ミックス＆ミックス）
 　添加物・着色料を使わない『手作りシロップのかき氷』を販売
 　☎0120-392-804
 　 八王子市横山町18-7アーバンデュオ1Ｆ
　販売は8/7金・8/8土・8/9日12:00～21:00頃

「キャンぱちフェスin
八王子まつり2015」

日時:8/7金・8/8土・8/9日（開催予定）
詳細はhttps://www.facebook.com/cam8fes.hachioji
場所：西武信金駐車場　主催:八日町商店街

大学生が企画し、大学･商店街とコラボして各
種テーマでイベントを実施。パンカツなどの
出店、休憩所･トイレも設置

「ところてん」「あんみつ」を販売
八王子市八木町3-18　☎042-625-0914
8/7金･8/8土･8/9日11:00頃～18:00頃

甘味  なかの屋

「焼き鳥」「かき氷」
「お肉とウィンナー入り焼きそば」
「ポーク100％フランクフルト」他
八王子市八幡町3-14　☎042-622-5530
8/8土･8/9日のみ11:00頃～21:00頃

肉の専門店  おおまき

「祭り用品専門店（半纏、手ぬぐい他、子供用あり）」
横山町11-12　☎042-642-3267
8/7金、8/8土7:00～21:00、
8/9日7:00～19:00

中川商店

小田原屋
「イカ焼き、うなぎ焼きなど魚介の焼き物」
八王子市横山町10-9　☎042-642-1402
8/7金・8/8土・8/9日11:00～18:30頃

「ラムネ」（1本100円）を販売（他ドリンクあり）
八王子市八幡町2-16　☎042-622-1775
8/7金･8/8土･8/9日9:00頃～21:00頃

綜合食品  まるさや

西放射線ユーロード 三井住友銀行駐車場前

シミズパーク24前
「かき氷」パーキングも通常通り営業
八王子市旭町6-6ピオスビル1Ｆ　☎042-627-1171
販売は8/8土・8/9日12:00～19:00頃
赤ちゃん休憩所
八王子まつり期間中、乳幼児向け休憩施設となります  
（シミズパーク地下）。
8/7金・8/8土・8/9日12:00～21:00

「居囃子」「ミニ縁日」（売上を福祉団体に寄付）
開催は8/8土・8/9日12:00～17:00頃

「目で見る八王子の山車まつり」
（500円）

▲八王子まつりに登場する山車につ
いて、多数の写真をもとにわかりやす
く解説。読むとまつりがもっと面白く
楽しめます。取扱：まつおか書房（八王
子市東町10-12、11-8）、佐藤書房（八王
子市東町12-16）

Ｊ：COMチャンネル八王子なら、
自宅でお祭り見物ができる！
J:COMチャンネル八王子（地デジ11ch）では、
八王子まつりを生中継をいたします！
8月8日（土）、9日（日）15:00～21:00（途中中断あり）
８日：関東太鼓大合戦、民踊流し、山車巡行 ほか
９日：両神社宮神輿渡御、獅子舞、町神輿連合渡御、山車巡行 ほか

「かき氷」毎年大好評！お店も通常営業（中華料理）
八王子市中町9-8　☎042-622-5907
販売は8/7金・8/8土・8/9日11:00～21:00頃

小松亭 中町本店

子どもとお母さんのためのフリースペース
八王子市中町7-10 紅洋ビル3F　☎042-686-1554
8/7金、8/8土、8/9日は下記の営業
10:30～16:00小さい子どものいる親子限定（付き添いの方も入店可）　
　 16:00～22:00どなたでも利用可能    
料金：大人１時間毎200円、子ども（小学生以下）：何時間でも300円

おむつ替えスペース（おしり拭き/おむつゴミ箱有）、授乳室（ミルク用のお
湯有）、プレイスペース、ドリンクの販売

heya-niwa（ヘヤニワ） （赤ちゃん・ふらっと）

「赤ちゃん・ふらっと」は、東京都が定めた要件により
設置された、授乳・調乳やおむつ替えができるスペ
ース。給湯設備(または調乳用のお湯を提供）、手洗
いができる設備、冷暖房設備が備えられています。

「赤ちゃん・ふらっと」を
ご活用ください

おまつり会場周辺の赤ちゃん・ふらっと
セレオ八王子北館（4階、7階）全日10:00～21:00
親子つどいの広場ゆめきっず（セレオ八王子北館6階） 
月曜～土曜10:00～17:00   
※ご利用の際はスタッフにお声がけ下さい
八王子東急スクエア（4階女性用トイレ内） 
全日10:00～21:00
heya-niwa（ヘヤニワ）全日10:30～21:00
子ども家庭支援センター（クリエイトホール1階） 
全日9:00～17:00
大横保健福祉センター   
金・土曜9:00～21:00、日曜9:00～17:00
八王子駅南口総合事務所   
金曜8:30～19:00、土・日曜8:30～17:00
スーパーアルプス八王子駅南口店  
全日10:00～24:00
京王八王子ショッピングセンター（6階）  
全日11:00～21:00

「赤ちゃん・ふらっと」には、「赤ちゃん・
ふらっとマーク」が掲示されています。

「はちおうじまちなか避暑地」もご利用を
八王子市では、公共施設や商業施設の一部を「はち
おうじまちなか避暑地」として市民に開放していま
す。該当施設は、市ホームページなどで公表されま
す（八王子まつりの期間中のご利用は各施設の開
館時間に準じます）。

そのほか西放射線ユーロード周辺では、子ども音頭の集い、氷の彫刻展、宵宮の舞、獅子舞なども行われます。

!"#$%&'()*+,+-./0123456789:+,
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居囃子（お囃子の演奏）が
行われる場所（予定）

8月7日（金）：まつり本部の道路向か
い側（地図⑥横）、パーク壱番街通り
8月8日（土）、8月9日（日）：
ＢＡＳＥＬバーゼル京王八王子店前、
三和会通り（ジョイ五番街通り）、駅前
銀座通り、パーク壱番街通り、三井住
友銀行駐車場前（下記⑬）、まつり本部
の道路向かい側（その他の場所でも行
われることがあります）。

八王子まつりの主な会場
8月8日（土）：関東太鼓大合戦、
民踊流し、山車巡行･神輿渡御
8月9日（日）：上地区･下地区
の山車巡行･神輿渡御
夜店（8月7日（金）･8月8日（土）
の12:00～21:00まで。甲州街
道に約250店の露店が南北の
歩道に並ぶ）

サントリー88（はちはち）ハイボールの店
八王子生まれの蜂蜜入り角ハイボール
ほろ苦く、奥深い味わいがクセになる！
特設ブースで販売します。
（場所：地図■印 三和会通り、パーク壱番街通り）
販売は8/7金・8/8土・8/9日12:00～21:00

-./012;<=,



販売期間

プレミアム付
商品券販売

八王子市内各所でご購入できます。
※商品券の購入には、本市からお送りする購入整理券（引換券）が必要となります。   
　平成27年4月1日基準日として、本市に住民登録のある世帯の世帯主に購入整理券をお送りしました。
●多摩信用金庫各支店（9時～15時）　　　　　●西武信用金庫各支店（9時～15時）
●八王子市農業協同組合各支店（9時～15時）　●恩方・由木東市民センター（6月28日（日）のみ）10時～16時
●八王子郵便局、西郵便局、南郵便局（9時～19時）※八王子郵便局は土曜日も販売（9時～15時）
●その他の郵便局（9時～17時）

※6月5日（金）～8月10日（月）の平日
　及び6月28日（日）

平成27年6月15日●～6月30日●月 火

コールセンター（8:30～17:00）  TEL.0570-001325（固定・携帯電話）  TEL.03-6302-8607（IP・PHS電話）
お問合せは 八王子市産業振興部産業政策課 プレミアム付商品券担当

TEL.042-620-7252（直通）  FAX.042-627-5951  Eメール.b091100@city.hachioji.tokyo.jp

1,000円×6枚を

5,000円で
購入いただけま

す。
◎プレミアム付

商品券は八王子
市内

1,000店舗以上
でご利用

いただけます。

八王子市
プレミアム付商

品券

販売開始！

プレミアム付
商品券

八 王 子 市
私 た ち の 街 を 楽 し く お 得 に　！

満足度
120％の
お買い物！

ご利用期間
※ご利用期限を過ぎた商品券はご利用いただけません。また、返金できません。
※プレミアム付商品券でのお買い物の場合、つり銭はでません。

平成27年6月15日●～10月31日●土月

下記施設にて販売（月～金曜）
※（八王子郵便局は月～土曜）





高尾ビアマウントの
情報はこちら

●ビアマウントのアクセス●
京王線高尾山口下車徒歩5分、
ケーブルカー乗り継ぎ高尾山駅隣接

ケーブルカー終発 21：15

ご予約・お問い合わせ 

☎042-665-9943

2時間制バイキング
（オーバータイム別料金／ラストオーダー 20:45）

● 利用料金
　（すべて税込）

男性
（高校生以上）3,500円

● 超過料金 ※価格はすべて消費税込み30分まで（平日のみ延長可） 500円 以後30分経過ごとに500円
女性
（高校生以上）3,300円 中学生

2,500円
1,500円小児（小学生以上）
500円幼児（3歳以上小学生未満）

6/15月 10/15 木～
●平日（月～金曜）15：00～21：00　●8/13（木）～16（日）13：00～21：00　
●土曜・日曜・祝日①13：00～21：00 ②14：30～21：00 ※6/20（土）～7/12（日）
※土・休日は混雑が予想されるため完全2時間制とさせていただきます。
PASMO・Suicaでもお支払いいただけます。
※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

50年分の楽しみがつまった！
高尾山の絶景ビアガーデン！

会場の最も高い位置にあるスラブ席、
緑豊かなガーデン席、室内から夜景が楽しめる屋内の円形フロアなど合計600席をご用意！雨の日でも室内や屋根付き席があるから大丈夫！！※夜景はスラブ席でも見れます。

ムッちゃんにも
会えるかも！？今年もやります！

ビアショルダーで

ビールをどうぞ！

自家製焼き鳥、自家製麺も
ご用意しています。

キリンビール／サントリー／アサヒビール／サッポロビール／〈期間限定!〉地ビール「富士山ビール、富士桜高原ビール」をご用意しています！

今年は世界
各国の

料理が目白
押し！

6月中はプレミアムビ
ール祭りを開催！

●ヱビスビール ●一
番搾りプレミアム

●スーパードライプレ
ミアム

●プレミアムモルツ！

※イベントの詳細はお
問い合わせください。

ビールは
全種類
飲み放題!!



国産純米の旨味が詰まった「陣馬せんべい」は、昭和44年の創業から
八王子市民に親しまれているもの。名物は「みそせん」（味噌せんべ
い）。しっとりと甘辛く、ほどよい堅さ。一口食べるとみそと醬油の香ば
しさが口いっぱいに広がる美味しさ。

健康に良い梅干しは毎日のように食べたいもの。この夏、いろ
いろな梅の食品がそろう専門店「うめ八」をご利用ください。
本誌26ページに読者プレゼントあり!

大正15年創業、品質第一で地酒を造り続ける「小澤酒造場」
は、全国新酒品評会連続四年金賞受賞蔵。八王子の別名［桑都］
を酒銘とした「桑乃都」をはじめ、地元でしか手に入らない名
酒がそろう。毎月定期的にお酒を楽しめる頒布会も実施中
（夏：6～8月、秋冬：10～3月）。

●「セレオ八王子 北館」
　Ｂ1階スーパーマーケットのサービスカウンター横（5枚入りを販売。
　取扱い：みそ、コーヒー、のり、抹茶。みその箱入り他）
●ＪＲ八王子駅構内（改札外）「やまたまや」（みそ5枚入りを販売）
●「道の駅 八王子滝山」
　（10枚入りを販売。取扱い：みそ、コーヒー、のり、ごま）
●「Yショップippuku」シミズパーク24内
　（バラ売り、5枚入りを販売。取扱：みそ、コーヒー、しょうゆ）
●「陣馬せんべい本舗（本店）」では多くの種類を販売しています。

●「とまと梅」販売店（八王子店、渋谷店、楽天市場店）
●「梅千家」販売店（八王子店、有楽町店、渋谷店、楽天市場店）
●「珠玉」（八王子店、有楽町店、渋谷店、楽天市場店）

●「セレオ八王子北館」B１階スーパーマーケットのサービスカウンター横、酒販売コーナー
●「ビックカメラJR八王子駅店」（セレオ八王子南館）２階
●「イトーヨーカドー」八王子店（八王子市狭間町）、南大沢店
●「小澤酒造場」でも多くの種類を販売しています。
   （「千人同心」はビックカメラ、小澤酒造場で取扱い）

職人が焼き上げる「陣馬せんべい」

夏の健康に「うめ八」の梅干しを

大人の手土産に、八王子の地酒を

「みそせん」は八王子観光協会推奨品に
指定された逸品

「とまと梅」　完熟の南高梅を、甘さの強いミニトマト「優糖
星」の果汁を使って漬け込んだもの。
トマトの風味もうっすらと感じられ、酸味をおさえたさっぱり
とした甘さで、デザート向きの梅干し。夏季限定（～９月）60g
入398円など

主な販売場所

主な販売場所

主な販売場所

（個別包装で5枚入り345円、10枚入り691円）

陣馬せんべい本舗（本店）
 八王子市諏訪町33-29　☎ 042-651-7400　  9:00～19:00　
 不定休　  http://jinbasenbei.shop6.makeshop.jp/ （ネット通販あり）

梅干し専門店 うめ八（八王子店）

小澤酒造場

 八王子市本町3-8
☎ 042-627-0188
 10:30～19:00　
 無休
 http://www.umehachi.com/

（ネット通販あり）

 八王子八木町2-15
☎ 042-624-1201
 9:00～17:00　  土・日・祝
地方発送も承ります。
※価格は取扱店により異なります。

2番人気は
「コーヒーせんべい」

ていねいに焼き、
味付けは秘伝

うめ八2代目、店長の小磯さん

「梅千家」　完熟の南高梅を
丸ごと一粒入れた梅ゼリー。
梅というより桃や杏に近い、こ
く味のある味わい。丸ごと入
った南高梅は皮を剥いてあ
り、舌触りも滑らか。8個入
3,240円など（ばら売りあり）

職人が早朝から
丹精込めて焼き上げる

「珠玉（しゅぎょく）」　大粒
の南高梅をまろやかに漬け
込み、和紙で一粒ずつ包んだ
うめ八の代表商品。酸味と塩
分、甘みのバランスが絶妙で、
お茶うけにも、ご飯のお供に
も。10粒2,700円など

ほんのり甘い
「抹茶せんべい」

八木町にある小澤酒造場

「桑乃都」（特撰
吟醸）吟醸の香
り、ふくよかで
厚みのある旨
味、爽やかな飲
み口の辛口タイ
プ。1, 4 0 4 円
（ 7 2 0 m l ）、
2,700円
（1.8ｌ）

「八王子城」（純
米酒）八王子産
の米を使用し
て、じっくり仕
込みあげた純
米酒、やや甘口
タイプ。1,134円
（ 7 2 0 m l ）、
2,376円
（1.8ｌ）

「八王子 千人同
心」（本醸造辛口
酒）ラベルに葵
紋と八王子の誇
り千人同心の
姿。1 , 0 2 8 円
（ 7 2 0 m l ）、
2,160円（1.8ｌ）、
443円
（300ml）

「八王子代官 大
久保長安」（特
撰吟醸）　八王
子ゆかりの大久
保長安の名を冠
した吟醸の香り
高い辛口タイ
プ。1,4 0 4 円
（720ml）

※写真は全て
720mlの商品です。

夏休みの帰省土産にもピッタリ。もちろんご自宅用にも。

の
※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。

手みやげ!
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野猿街道穏坐
ONZA

八王子駅南口
八王子駅南口東

JR八王子駅

みずほ
銀行

茄子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1本
牛もも肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　70g
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　適量
日本酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　15cc
牛脂 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10g
トマト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1/4個
胡瓜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1/3本
ズッキーニ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1/3本
大葉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1枚
みょうが ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1本

＜Ａ（甘酢ダレ）＞
水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　40cc
酢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　30cc
みりん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　15cc
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2g

地元で採れた茄子を使った重ね蒸し。牛肉と茄子は食感が似ているので相性バ
ッチリ。牛脂をのせて蒸すのでコクが出ます。お肉はお好みで牛カルビでもＯＫ。
霜降り牛肉を使っても美味しい（牛脂はいりません）。この料理の本格版は、隠坐 
ＯＮＺＡでいただけます。お店では賀茂茄子を使うのだとか。

旬の食材が楽しめる隠れ家的和風居酒屋
ＯＮＺＡ。この季節は「生雲丹と霜降り和牛の
寿司（通称うにうし）」（写真下）、「万願寺とうが
らしのじゃこ炒め」や「とうもろこしとエビの
かき揚げ」などのもおすすめ。店主の本山さ
ん（写真左）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）。

 八王子産の茄子を使った

「茄子と和牛の重ね蒸し」  八王子市子安町1-7-6　☎ 042-646-3331
 ランチ（4名様以上で要予約）11:30～14:30、
　 夜17:00～23:00（コースは要予約）
 日曜　  なし　  ○　  http://ameblo.jp/moto5649/

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。

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

蒸し過ぎには気をつけて。忙しいときは甘酢ダレを
市販のポン酢などで代用を。キレイな盛りつけに
挑戦しましょう。
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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）

八王子の夏って、とても暑いんでしょう？ 
ってよく聞かれますね。私は胸を張って応
えます。八王子はとっても「熱い」んだよっ
て。この夏も、八王子まつりを中心として多
彩なイベントが目白押し。市民の思い、市民
のポテンシャル、市民のエネルギーが一気
に開放される八王子の夏を思い切り楽しみ
ましょう！らぶはちと一緒に！

・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

 2015年10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！

応募方法 ア ン ケ ー ト

八王子在住の方で、顔と全身の写ってい
る写真を数枚（写真は最近3カ月以内に

撮影したもの）を、郵送またはメールで氏名・年齢・職業・住所・電話番号を明記
して、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
　　　　 kitajima@hachioji.or.jp

読 者 モ デ 募ル 集

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.特集 「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「地元のお店めぐり」 P8～11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。

【締め切り】 2015年7月24日（金）、プレゼント2番（八王子花火大会）のみ7月13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。

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。本誌27ページで紹介し
た屋上ビアガーデンの無料ご招待券（2時間･
バイキング料理付き）を5名様にプレゼント。毎
年大好評のビアガーデンで心ゆくまで納涼気
分をお楽しみください！（プレゼント当選者の
方は事前にご予約の上、ご利用を。その他詳細
は27ページで）。

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

八王子エルシィ 屋上ビアガーデン
無料ご招待券（大人 3,900 円分）

本誌23ページでご紹介した、八王子の梅干
し専門店「うめ八」から、夏にピッタリの「とま
と梅」をプレゼント。完熟の南高梅を甘さの
強いミニトマトの果汁を使って漬け込んだ
逸品。1箱６個入りを5名様にプレゼント（店
頭価格1箱2,500円。夏限定商品）。うめ八で
は、他にもさまざまな梅干し商品を販売中。
店頭やWebでぜひお買い求めください。

八王子ゆかりのアーティストか
らプレゼントをいただきまし
た！「ニューロティカ」さんから
は、結成30周年・あっちゃん生
誕50年記念映画「あっちゃん」
ポスター（サイン入り）を5名様
に（ご応募の際は1-①とご明記
を）。そして「グッドモーニング
アメリカ」さんから3rdシングル
「コピペ」発売特典ポスター（サ
イン入り）を5名様に（ご応募の
際は1-②とご明記を）。

8月19日のメジャーデビュー
が決定の「フラチナリズム」
さん（今号らぶはち表紙、15
ページにご登場）からプレゼ
ント。①「メジャーデビュー記
念パンフレット」（3名様）、 
②限定コインケース（5名
様）。コインケースは今年
4/10の札幌ニトリ文化ホー
ルライブ記念で、コンサドー
レ札幌の関係者へ贈ったレ
アもの！（どちらが届くかは
お楽しみ）。

ニューロティカ、
グッドモーニングアメリカ
サイン入りポスター

八王子花火大会
入場ペアチケット

フラチナリズム
メジャーデビュー
記念プレゼント

梅干し専門店 うめ八「とまと梅」 ５名様 ５名様

8月1日（土）に開催される八
王子花火大会（打ち上げ時
間19：00～20：30）。「らぶは
ち」から読者の皆様へ、会場
である八王子市民球場（富
士森公園内）への入場券
（非売品）をプレゼント。２名
が入場できるペアチケット
を2組様へ。夏の花火をぜ
ひ間近でご覧ください。

各5名様 合計
８名様

問  八王子商工会議所 
「らぶはち」担当
☎ 042-623-6311（代）

問  八王子商工会議所 
「らぶはち」担当
☎ 042-623-6311（代）

問 フラチナリズムの公式サイト
HP http://www.furachinarhythm.com/

問 有限会社うめ八　☎ 042-627-0188
HP  http://www.umehachi.com/

グ
ッ
ド
モ
ー
ニ
ン
グ
ア
メ
リ
カ

記念パンフレット

コインケース（両面）

ニ
ュ
ー
ロ
テ
ィ
カ

２組
４名様



和洋中、20種類以上のお料理が
バイキング形式で楽しめる!

フリージング
ハイボール導入 !

入場料
2 時間 円3,900 （

税
込
）

大
人 円2,000 （

税
込
）

円1,000 （
税
込
）

中高生 4才以上

（　　）延長料
30分500円

※お席のご予約を承ります。屋上ビアガーデンが満席の場合、館内ビアホールでのご案内となる場合がございます。

提携駐車場ございます

夏の
パーティプラン

納涼会や夏のご宴会に!

ご予算、
お好みでお選びください。

お料理プラン3種

組合せは自由

詳しくは
お問合せを!

ドリンクプラン

＋

八王子エルシィ 屋上ビアガーデン

15名様以上で
マイクロバスお迎えサービスを
ご利用いただけます。
（要予約）

ベリーダンス
ショー
昨年大好評だったベリーダンス
が今年も登場します!

（7月～9月限定） ショータイムショータイム

金・土 19:00～19:30木 18:30～20:30

下から
スーパード

ライが

湧き上がる
!!

藤本明義
マジックショー

食べ放題 ・ 飲み放題9/19（土）7/1（水）
営業日 毎週 日・月・火

休業
※日曜～木曜の団体貸切はお問合せください（50名様以上、お一人様4,000円）

～水曜 土曜 営業時間 ～18:00 21:00（　　）最終入場
20:00（　　）

氷点下のハイボー
ル新体験!

9/30（水）7/1（水）



※写真はイメージです。
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柔らかレバニラ炒め
特製のタレで中華風の下味をつけ、レ
バー特有の臭みを最小限におさえまし
た。鉄分補給に最適な一品です。

国産若鶏山賊焼
国産若鶏むね肉を使用し、にんにく醤油
の風味で仕上げました。

天然紅鮭
西カムチャッカを回遊するこの紅鮭は、
天然ならではの臭みのない自然でしっ
とりとした脂がのり、さらに栄養分が豊
富に含まれています。

いくら醤油漬け
沖で水揚げされた若鮭の卵から製造、皮
が口の中ですっとなくなる食感をお楽し
み下さい。

岩手山麓牛乳
奥羽山脈と北上山地の雄
大な自然に囲まれ、スト
レスの無い環境で育てら
れた、健康な乳牛の原乳
と酪農家の皆さんの努力
により生産されるおいし
い牛乳です。

ゆめぴりか
「日本一おいしいお
米を」という北海
道民の「夢」にアイ
ヌ語で「美味しい」
という意味の「ピリ
カ」を合わせて、名
づけられました。

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バイヤーが、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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えびの高原
7大アレルゲン（卵・乳・小麦・そば・落花
生・えび・かに）は使用しておりません。お
子様にも安心です。

奥州いわいどり
岩手県平泉、いわい地方の大自然の中で育
った元気な鶏です。低脂肪、低コレステロ
ールですが、コクがあり美味しい鶏肉です。

八王子市内の
スーパーアルプスでは、
「八王子市
 プレミアム付商品券」が
 ご利用できます。 
※「八王子市プレミアム商品券」の販売はしておりません。
※「八王子市プレミアム商品券」の有効期限は平成27年10月31日（土）までとなります。

宮崎県の温暖な気候と、豊富な地下水のある恵まれた環境の中、うなぎ 
職人が住み込みでうなぎと対話するように丹精込めて育て上げています。

和牛の代表格“黒毛和種”と世界で評価の高い“アンガス種”をかけ合わせた
大変美味しい牛肉です。

北海道中札内村産小豆の手造りおはぎ
冷やしてもおいしい

042-783-7166
042-782-4711

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

■ 相模原インター店
■ 城山店

■ 愛川店
■ 塩田店
■ 陽光台店
■ 伊勢原下落合店
■ 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
042-570-3633
042-700-0511

■ 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
■ 羽村店
■ 多摩境店

■ 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

（休業中 7月上旬オープン予定）

北海道中札内村産の小豆と国産のもち米を使用し、小豆は直火の釜で
丁寧に煮詰め上品な甘さに仕上げました。

720牧場グループ牛のモモ肉を使用。焼き上げ後は真空状態で低温加熱
処理をして仕上げることによって、肉本来の旨みを引き出しています。

ローストビーフ

720牧場グループ牛

うなぎ蒲焼（八本木樽醤油仕込み）


