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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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らぶはちオススメの情報

旬のはちやさいを食べよう

第五回八王子「お店大賞」募集開始

読者プレゼント＆アンケート

表紙

今号の表紙／本誌内でご紹介させていただいたお店の中から、

何店かのみなさまにご登場ご協力いただきました。

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18ページをご覧ください。

らぶはち公式Facebook

らぶはち公式Facebookでは、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まちのイベントで元気な秋を！ 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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高尾散策＆グルメ＆イベント
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◆クラシックギター
微妙なタッチやニュアンスの違い
も繊細に表現でき、メロディーも
伴奏も楽しめます。ソロ演奏で楽
しみたい方に特におすすめです。
レッスン曜日／月曜日
年間／40回
月謝／個人 12,960円～
（管理費込・税込）

◆Mark's Mom's Diary
  〈ママダイアリー〉
「ママのための手帳」が代名詞
の人気シリーズ。1日のマス目が
大きく上下で色分けされており、
仕事と家庭2つの予定を分けて
記入できます。母親の知恵がつ
まった手帳。感心する一冊。
1,300円（税別）

◆ヴァイオリン
人間の声にとても近く、人の耳に
馴染みやすい弦楽器の花形。自
分で音程を作る楽器なので音感
をよくしたい方にもおすすめです。
レッスン曜日／木曜日・金曜日
年間／40回
月謝／個人 10,800円～
（管理費込・税込）

◆日本能率協会　NOLTY U     
  〈ノルティ　ユー〉
新開発の「スケジュールライン」
と呼ばれるドット入りの罫線が
特徴の一冊。ウィークリーペー
ジに配された時間軸と合わせて
使うことで予定が重ならずキレ
イに見やすく管理できます。
1,650円（税別）

秋のご入会キャンペーン　入会金50%OFF！
島村楽器の音楽教室なら、あなたに合わせたさまざまなレッスンの
形があります。会員さま同士の交流を楽しめるイベントも盛りだくさ
ん。だから楽器の上達はもちろん、新しい出会いもきっとあります。
お得な「音楽教室ご入会キャンペーン」を実施中。体験レッスンも
随時受付中です。お気軽にお問合せください。
【6F シマムラミュージック ☎042-656-7321】

※時間はお問い合わせください  ※別途入会金10,800円（税込）

手帳フェア開催中！
京王アートマンでは今年も手帳フェアを開催します。機能にこだ
わったビジネス手帳やデザインに優れたカジュアル手帳、持ってい
るだけで日々の生活を癒してくれそうなキャラクター手帳など、豊富
な品揃えで皆様をお待ちしております。来年1年をともに過ごす
パートナーをぜひ京王アートマンで見つけてください！
【7F 京王アートマン ☎042-656-7292】
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バーミヤン

スーパー
三和 〒

ヴェールの丘

デニーズ八王子
みなみ野駅

ユーロード

甲州
街道

横山町
郵便局前

JR
八
王
子
駅

八王子
駅入口

ミュクレバー コア

りそな
銀行

サントクカレー
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京王プラザ
ホテル八王子

京王
八王子駅
京王
八王子駅子安神社子安神社

甲州街道甲州街道

JR八王子駅

オイスターバー
ダブリュー

ファミリーマート

サンホテル
もとおか

JR 八王子駅

暁橋南詰

びっくり
ドンキー 八王子署

JR
八
王
子
駅
▼

カキノキテラス

業務
スーパー

9 2015 autumn



10



このドラマには八王子在住の歌手、北島三郎さん（写真右）も出演する。役ど
ころは商店会の名誉会長。町の人から頼られると断れない性格で、家業の酒
屋は息子夫婦に任せっき
りにして町おこしに熱中
している、というもの。ま
た、北島三郎さんの三女で
あり女優の水町レイコさ
んも出演（写真左）。お二人
は八王子を愛してやまな
い商店会の名誉会長とそ
の娘の役ということで、
ドラマの中でも親子の間
柄で登場する。

市内各所で撮影が行われ、カラオケ大会
のシーンでは猛暑の中、市民のみなさん
が観客役で熱演（写真/場所は西放射線ユ
ーロードの横山町公園）。ほかにも八王子
市役所の本庁舎内、八王子駅北口のマル
ベリーブリッジ、西放射線ユーロードの
中町公園などでもロケが行われ、ドラマ
には市民エキストラが多数参加した。

八王子にある東京工科大学、日本工学
院八王子専門学校の学生も制作スタ
ッフとして活躍。また、就職活動中の
ヒロイン・峰子が面接を受けるシーン
では、八王子在住の大学生や専門学校
生のみなさんが就活生を演じ、台本に
書かれているセリフ以外でも見事に
アドリブで対応！

※10/17（土）開催のイベント「八王子・夢の花街にユーロード」でもＮＨＫブース
が登場、ドラマのＰＲが行われます（本誌13ページをご覧ください）。

八王子芸者のめぐみさん（八王子芸妓組合長、置屋「ゆ
き乃恵」の女将）も出演。主人公の母親（晴江）の熱意
に押されて芸者修業を認める置屋「はち乃喜」の女将
を演じる。めぐみさんは今回のドラマにおいて、出演の
他にも踊りと所作の指導を担当した。劇中で見られる
艶やかな唄、踊り、三味線も大きな見どころのひとつ。
八王子に残る伝統の文化が全国に披露される。

今回、ジェイコムが街中でのロケ現場の密着取材を行
い、ドラマ初挑戦のめぐみさんの姿や市民エキストラ
の声を収録。また「八王子まつり」中継では羽田美智子
さんに独占インタビュー。八王子発ドラマの盛り上がり
を一挙にまとめて放送します。ぜひご覧ください。
◆放送ch：地上デジタル11チャンネル　ジェイコムチャンネル
◆番組名「八王子発ドラマがやってきた！」（放送日時は以下）
11/26（木）19:00～19:15、11/27（金）20:00～20:15　
11/28（土）12:45～13:00、11/29（日）23:30～23:45
11/30（月）19:00～19:15、12/1（火）19:00～19:15

「地元ケーブルテレビ・ジェイコムもドラマに密着!」

全国のNHKが地域にスポットを当て、その町ならで
はの物語を描いてきた「地域発ドラマ」。その舞台と
して八王子市が選ばれこの夏収録が行われた。12
月2日（水）に放送されるドラマのタイトルは「東京
ウエストサイド物語」。舞台は八王子。テーマは八王
子芸者。ドラマのクライマックスは八王子まつり。
八王子の魅力を満載・凝縮したハートウォーミング
なコメディーに大きく期待が高まっている。

「東京ウエストサイド物語」
放送予定日：
2015年12月2日（水）22:00 ＮＨＫ BSプレミアム
出演/早見あかりさん、羽田美智子さん、羽場裕一さん、
内野謙太さん、趣里さん、水町レイコさん、北島三郎さん
作/池谷 雅夫　
制作統括/菓子 浩（NHK制作局ドラマ番組部）
演出/西沢 威人（NHK首都圏放送センター）

NHK公式ページで詳しい番組情報が見られます
http://www.nhk.or.jp/shutoken/hachidra/

ドラマプロデューサー 菓子 浩
八王子の多くの方々にご協力をいただき、このド
ラマが生まれました。皆さまとても魅力的で、「太
陽おどり」の歌詞のとおり、八王子は「太陽の街」で
あると感じました。笑って泣けるドラマです。ぜひ
ご覧ください。

就職活動中の高山峰子は追い詰められていた。「もう夢と
か希望とか言ってられない」。なりふり構わず大企業を受
け続けるが、どこからも内定はもらえない。
そんな時、母の晴江が突然主婦卒業を宣言。さらに「昔から
憧れていた芸者になる！」と言い出す。その一言が、高山家
の運命を変える。唄、踊り、三味線など必死に稽古を重ねる
晴江。浮かれているように見える晴江がどうしても許せな
い峰子。日に日に綺麗になっていく晴江を見て、急に焦り
出す夫・謹一。
ついに晴江の芸者デビューが決まり、「八王子まつり」で町
の人々にもお披露目されることに。何とか阻止しようとす
る峰子。はたしてお披露目は上手く行くのか…？そして、芸
者になると言い出した晴江の本当の狙いとは？

ドラマのあらすじ

北島三郎さん、八王子芸者のみなさんもご出演！ 撮影は八王子市内。地元エキストラも多数参加！

八王子が舞台のNHKドラマ「東京ウエストサイド物語」
12月2日（水）22:00に放送決定！

八王子芸者のみなさんも、重要な役どころで出演する

地元キャストも大きな話題に 市民と一緒につくられたドラマ

ＮＨＫサイトの専用申込みフォームから（応募多数の場合は抽選、入場無料）
ＰＣ・スマホ　　http://www.nhk.or.jp/event/
携帯　　メニュー → ＴＶ → ＮＨＫ → 観覧
ＮＨＫサービスセンター　☎ 03-3464-0200（自動音声）
 http://www.nhk.or.jp/event/ 

ＮＨＫ総合テレビ金曜ひる0:20より放送中の番組「ＢＳコンシェルジュ」の公開
収録が八王子で行われます。番組のテーマは「東京ウエストサイド物語」！
11月16日（月）開場 18:00　開演 18:30　終演予定 19:40
会場：八王子市芸術文化会館いちょうホール（大ホール）
ゲスト：（ドラマに出演の女優）早見あかりさん、羽田 美智子さん
　　　  司会／真下 貴アナウンサー　村井美樹

■観覧者を募集します！　締め切り：10月22日（木）23:59

ＢＳコンシェルジュ 八王子にやって来る！が

八王子発のＮＨＫドラマが誕生！

ドラマ制作現場からメッセージ！

今回の情報は、ＮＨＫ（ＢＳプレミア
ム）で12月2日（水）に放送される八王子
を舞台にしたドラマ「東京ウエストサ
イド物語」をご紹介いたします。

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。

2015 autumn11



 まちのイベントで  元気な秋を!
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。

※掲載したイベント情報は、2015年9月25日時点の予定内容です。
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◀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 Autumn welcome!

【八王子古本まつりの書籍が海を渡る!】
「八王子古本まつり」では各方面から書籍の寄附を募り、チャリティ販
売や社会福祉協議会に寄付する活動を継続してきた。このたび「八王
子国際協会」より提供された洋書を、縁あってカンボジア大学に寄贈す
ることに。ビジネス書、写真集、園芸の書籍など、たくさんの書籍が海を
渡ってカンボジアの学生達に届けられた。

第13回 八王子古本まつり

東京を中心に各地から20を越える店舗が集結し書籍、骨董などの販売を
行う。今回のテーマは「D.I.Y.= Do It Yourself = 自分でやろう」。好評のカ
フェトークでは、詩人で作家のアーサー･ビナード氏をゲストとしてお招き
する予定。また、読書の楽しさが共有できるイベント「ブックカフェ」（主催：小
林敦子さん）をコラボイベントとして開催。ほかにも地元名店のブース、手
作りアート作品ブース、バンドによる音楽ライブなどの催しも。

内容①クーカルジビエ
今年もジビエにこだわりを持つシェフたちが参加し、自慢の腕をふるう。
10月10日（土） 　銀座「銀座レカン」高良康之シェフ
10月11日（日） 　 門前仲町「パッソ･ア･パッソ」有馬邦明シェフ、三軒茶屋「ブリッカ」

金田真芳シェフ
10月12日（月･祝）  八王子「ビストロボンクール」上野勝シェフ

内容② 八王子グリル
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
提供する。肉あり、野菜あり、ワインやお酒も。

内容③ 八王子マルシェ
八王子の生産者が採れたての野菜や果物でマルシェを開催。

問八王子古本まつり実行委員会
☎＆FAX042-684-9119（古書げんせん館）
  http://blog.hachiojiusedbookfestival.com/

10月9日（金）～13日（火） 10：00～19：00
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

開催日
会　場

八王子フードフェスティバル 
クーカル収穫祭2015

今年で3回目の開催となる八王子フードフェスティバル、Cu-Cal（クーカル）収穫祭。
今年のテーマは 「食と文化の十字路・八王子」。八王子の食の魅力を再発見するイベ
ントには、毎回有名シェフがゲストとして招かれ料理を提供し、魅力的な地元店舗も
多数参加し秋の味覚をさまざま販売する（入場無料・お料理は各ブースにて購入を）

問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）
☎042-623-6311   https://www.facebook.com/hachiojifoodfestival

10月10日（土）～12日（月･祝）10:00～20:00（最終日は16:00まで）
八王子保健所裏（旧東京都繊維試験場跡地）特設会場

開催日
会　場

秋の
イベント
マップ

京王プラザ
ホテル八王子

八王子
保健所

八王子
合同庁舎

アイ
ロー
ド

京王線

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

「ランチパスポート」は、掲載されている通常756円以上のランチメニューが540
円（税込、税別あり）で食べられる、とってもお得なランチブック。その八王子版が
11月16日にいよいよ発行される（掲載店舗数80店を予定）。「ランチパスポート」
は、すでに全国41都道府県以上で発行（2015年6月現在、発行決定済含）。ランパ
ス（通称）で美味しく、賢くランチを楽しもう！

ランチパスポート八王子版Vol.1
発　売　日：2015年11月16日（月）　定価：1,000円（税込）
利用可能期間： 2015年11月16日（月）～2016年02月12日（金）
販　売　先： 市内の主要書店、アマゾン、コンビニエンスストア
利用可能エリア： 八王子駅エリア、西八王子駅エリア、八王子周辺エリア
詳細は公式サイトで（ＨＰ）http://lunchpassport.com/
掲載の申込みは株式会社ショッパー社八王子支社まで　☎042-646-7701

ランチパスポート八王子版・第1弾
11月16日発行決定!540円で食べられる！

掲載ランチが

表紙／イメージ
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第15回 八王子メッセ 街道市

八王子・夢の花
か

街
が い

にユーロード

横山町公園の特設ステージで、芸者衆の踊りとお点前が2回行われる。粋な踊りとすばらし
い芸は必見。他にも「花街スタンプラリー」（12:30～17:00）に参加すると、くじによって景
品がもらえる（芸者グッズ、ＮＨＫ関連グッズなど）。12月2日（水）放送のNHKドラマ「東京
ウエストサイド物語」（本誌11ページで詳しく紹介）のブースが登場し、関連グッズの販売
なども行われる。

問西放射線通り商店街振興組合 ☎042-627-5556
　「八王子・夢の花街にユーロード」事務局 ☎042-623-6311

10月17日（土） 13：30～14：30、15：30～16：30
JR八王子駅西放射線ユーロード 横山町公園特設会場

開催日
会　場

みずき通り 秋のフェスティバル2015

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、いちょうホールでの音楽祭やバンド演奏による
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、盛り上がること間違いなし！

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

10月18日（日）11:00～17:00
みずき通り 八日町交差点から本町交差点

開催日

会　場

東京から長野県までを
結ぶ甲州街道。その沿
道地域の名産品・特産
品が勢揃いする。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。

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

10月 17日（土）10：00～19：00、 
18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

開催日

会　場

みんなで体験！「わくわくフェア」 2015
10月 17日（土） 10：00～17：00 

18日（日） 10：00～16：00
JR八王子駅北口「西放射線ユーロード」
横山町エリア・横山町公園

商工会議所の各部会等が出展する八王子ならではの産業イベント、ぜひご家族お揃いでご来場を。
また、「八王子メッセ 街道市」（10/17、10/18開催）、「八王子・夢の花街にユーロード」（10/17
開催）、「みずき通り 秋のフェスティバル2015」（10/18開催）も行われる。この２日間は、まち
のイベントを存分にお楽しみください！
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）。 問八王子商工会議所　☎ 042-623-6311

詳細はこちら 八王子商工会議所 検索

開催日

会　場

  9:40～10:00　オープニングセレモニー
10:30～11:00　松姫マッピーダンス

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

八王子のいろいろな業種を
見て、感じて、体験する。 （場所は12ページの地図へ。時間は予定）

横山町公園で開催ステージ
イベント！出展！

はた織り機（イメージ）

お店大賞受賞店（イメージ）

10/17（土）

10/18（日）

お店大賞受賞店の商品販売　他
販売品:和菓子、洋菓子、パン、その他多数

商業部会

10:30～11:00　松姫マッピーダンス
11:00～11:30　古矢奈穂ライブ
12:00～13:00　Funny Fellows Jazz Orchestra
13:30～14:00　そろばん体験イベント
14:30～15:00　八王子トレインズ バスケショー
15:30～16:00　電卓体験イベント

高尾山の「三福だんご」
（イメージ）

松姫マッピー
（八王子商工会議所の
キャラクター）

13:30～14:30　芸者衆の踊り披露
15:30～16:30　芸者衆の踊り披露

市内産業展示、マッスルスーツ体験コーナー
工業部会

高尾山観光物産販売コーナー　他
高尾山でしか食べられない三福だんごを販売

交通・観光・飲食部会

お金のことを知ろう！学ぼう！体験コーナー
金融部会

織物織機体験コーナー
繊維・ファッション部会

森の間伐材を使ったコースターづくり ※両日100個（先着順）
起震車による地震体験コーナー

建設部会

ユニバーサルデザインPR
情報ネットPRコーナー・健康測定

サービス・情報部会

ワンコイン体験・雑貨販売
なりきりマッピー写真撮影会

女性経営者の会 シルクレイズ

女性起業家による物品販売・体験コーナー
八王子農業との連携＆農産物の販売

サイバーシルクロード八王子

10月17日（土）、18日（日）は、この秋最大のイベントデー！

楽しい！おいしい！学べる！

女性起業家コーナー（イメージ）
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Hachioji-Happy-Halloween 2015ファミリーフェスinはちおうじ
“みんなのキャンバス”2015

八王子を日本で一番飲食店が
元気なまちにするプロジェクト！第3回バルベリー八王子

ZERO STYLE
 （ゼロスタイル）

Bar Over （バーオーヴァー）

地域の“みんなで楽しい！”を駅前に集め
たファミリーイベントの第２回目を開催。
今回は、やさしい顔のおウマさんの乗馬体
験ができる「ひとやすみ村」、東京おもちゃ
美術館の木のおもちゃでたくさん遊べる
「おもちゃ村」、おもちゃ作家さんに教わり
親子で一緒におもちゃを作れる「ワークシ
ョップ村」、たくさんのブースが集まる「マ
マ村」など、親子で楽しい１日を過ごせる。

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/

10月31日（土） 10：00～16：00
セレオ八王子北館（2階イベント
スペース、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）

開催日
会　場

市内の飲食店で4日間、食べ歩きながら街を巡る「バルベ
リー八王子」が行われる。チケットを購入し、イベント参加
店で4日間「バルメニュー」をオトクに食べ歩くというイ
ベント。飲み＆食べ歩きしをして、お気に入りのお店を
みつけよう。

「宮城直送!!特大生牡蠣（1個）＋
お通し」または「看板メニュー!!
鶏なんばんのタルタル（ハーフ）
＋お通し」＋ドリンクメニュー
（600円以下から1杯）

前回バルベリーの参加店は52店。参加者は800人以上。参加者から「美味しいお料理を
出してくださり大満足です」「いろいろなお店に足を運ぶいい機会になりました。とても
お得でした！」新しいお店を開拓するのに、とてもよいイベント」といった声が寄せられた。
お店側にとっても「バルベリーでの来店者は、７割が新規ご来店」とのうれしい結果も。
「もっと参加店が増えてほしい」との声も多く、今回（第3回目）は参加店100店を
予定している。バルベリーで八王子の飲食店をもっと盛り上げていきましょう！

「自家製ローストビーフ」＋お好みのドリンク
約300種類から1杯（680円以下のドリンク）

■イベント参加店
バルベリー公式ホームページで発表。

■チケット販売
チケットは5枚つづり。価格は前売り＝3,300円、当日＝
3,500円。チケット1枚でバルメニュー1セット（1フード＋
1ドリンク）がいただける。

■チケット販売場所
各参加各店、バルベリー八王子実行委員会事務局（旭町
7-11前野ビル３F「はちワイ」内）、八王子駅前のパーキング
「シミズパーク24」（旭町6-6）ならびの「Yショップ」、セブン
イレブン八王子北口店、セブンイレブン八王子ユーロード店、
サンクス八王子明神町店。またはネット販売（バルベリー
公式ホームページから）

問  バルベリー八王子実行委員会（八王子市旭町7-11前野 
ビル３F「はちワイ」内）

☎042-634-8582   http://bal-berry.com/hachioji/
フェイスブック https://www.facebook.com/balberry802

住八王子市明神町2-21-5
☎042-642-1260　営ランチ火
～金 11：30～14：00（LO13：30）、
ディナー月～土 18：00～24：00
（LO23：30）　休日曜

jazz Bar Roman（ロマン1号店）
「煮かつサンド」＋ブレンドコーヒーorカフェ
ラテor紅茶orコーラorジンジャーエールor
オレンジジュースorグレープフルーツジュース
住八王子市中町4-12 デジールビルB1F
営  ランチ10：30～16：00、バータイム 
16：00～22：00　休不定休

住八王子市横山町8-7 K-1ビル1F
営  11：30～15：30、18：00～26：00（日
祝は24：00）　休なし

11月15日（日）～18日（水）
JR八王子駅、京王八王子駅周辺の参加飲食店

開催日
会　場

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」との主旨
で、親子で楽しめるイベントとして開催
する。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。昨年のイベントには推計で3,000
人を超える参加者があり、今年は仮装パ
レードも行う（詳細はホームページで）。

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

10月25日（日） 11:00～16:00
JR八王子駅、京王八王子駅～
八幡町周辺の商店約140店舗

開催日
会　場

集客第2位
チケット252枚

集客第3位
チケット248枚

集客第1位
チケット276枚

店名 チケット枚数
1 ZERO STYLE 276
2 jazz Bar Roman 252
3 Bar Over 248
4 がぶりエール 208
5 ピエモンテ 189

店名 チケット枚数
6 クジラ商店 180
7 串家本店 169
8 馬肉酒場 馬ノ丈 150
9 ビアホールLOFT 142
10 niji 141

ベスト10ランキング！（集計：バルベリー八王子実行委員会）

「バルベリーチケット」を抽選で3名様にプレゼントいたします（本誌18ページをご覧ください）。
読者プレゼント！

前回（第2回）バルベリーの人気メニューはこちら！
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●  イ ン ド ラ さ ん の レ シ ピ で す！  ●

●  野 菜 は こ こ で も 買 え ま す  ●

ユーロード

ユーロード
JR八王子駅

甲州街道

み
ず
き
通
り みずほ

銀行

セブン
イレブン

インドラ

八日町

鶏胸肉を3cmの角切りにして、塩、胡椒、カレー粉（小さじ１）、小麦粉
の順でまぶす。
フライパンに油を入れ、鶏胸肉を火が通るまで中火で炒め、お皿にと
っておく。
次にカレーのソースを作る。フライパンにサラダ油（小さじ１）、クミン
シード、にんにく、しょうがを入れ弱火で軽く炒める。香りが出てきた
らブラックペパー、塩、カレー粉（小さじ2/3）、醬油、ヨーグルトを入れ
て弱火で火を通す（煮立たせずに、少しヨーグルトの水分をとばす）。
次にキノコ類を加え軽く火を通す。で作った鶏胸肉をフライパンに
加えていっしょに和える。軽く火が通ったらできあがり。
飾り付け用の野菜を切っておき、トッピングする。

ヨーグルトを入れたら煮立たせないこと（成分が分離して美味しさが
消えます）。
鶏肉は胸肉を使うとサッパリ仕上がるのでおすすめです。モモ肉は少
し油っぽくなりますがお好みでどうぞ。
クミンシードはスーパーで入手しやすくなりました。ぜひお使いくだ
さい。他のお料理にも活用できます。
上記の でバジルリーフを加えると、さらに爽やかな香りが出ます。

鶏胸肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １切れ（約200g）
しめじ ・・・・・ 市販の1/2パック（約50g）程度
まいたけ・ ・・ 市販の1/2パック（約50g）程度
カレー粉（市販の物でよい） ・・ 小さじ１と2/3
クミンシード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ１
ヨーグルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100cc
にんにくのすりおろし ・・・・・・・・・・・・・・・ １かけ
しょうがのすりおろし ・・・・・・・・・・・・・・・・ １かけ
ブラックペパー（あらびき） ・・・・・・・・・・・・ 少々
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
胡椒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ2程度
醬油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

＜飾り付け用の野菜＞
赤パプリカ、ピーマン（緑色）、
セロリの葉、パクチーを少々

ご家庭で楽しめるスパイス料理です。お手軽なレシピになっていますが、その本
格的な味わいに驚かれることでしょう。スパイスや調味料の量はお好みの辛さに
合わせて調整しましょう。彩り野菜で飾り付けにもこだわると食卓がぐ～んと華や
ぎます。パクチーが苦手な方はセロリの葉だけでもＯＫです。

1976年にオープンした、インド料理をベースに
スパイス、ハーブなどでアレンジしたオリジナル
料理がいただけるレストラン。オーナーシェフ
の天野順子さんのつくるスパイシーな料理にフ
ァンが多く、俳優の竹中直人氏も40年以上通っ
てらっしゃるのだとか。辛さ
はお好みに合わせて５段階の
調節ができるのでお子様連れ
でも安心。今年6月、旧店舗か
ら徒歩30秒の場所に移転。

 「　　  キノコと鶏肉の
ヨーグルト風味カレー」  八王子市本町2-2（新店舗）　☎ 042-622-4448

 12:00～21:00（平日は15:00～17:00休憩）ランチタイム12:00～
15:00（日曜･祝日は除く）ランチ700円～、カレーセットは1,000円～
 火・水曜（祝日になる場合は営業）　  なし　  ×　
 http://indra.sakura.ne.jp/

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

今回のはちやさい

キノコ

本格的なスパイス料理をぜひお店でお召し上がり
ください。ご家庭では難しいスパイスの調合方法で
作られた絶品のカレーが待ってます！

「大根と人参とキュウリのサラダ」
単品Ｓサイズ250円。サッパリして
スパイス料理にとても良く合う

●  

●  

●  

●  
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店
舗
を
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ー
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総
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的
な
審
査
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準
を
経
て
受
賞
店
舗
が
決
定
！

あ
な
た
の
一
票
が
八
王
子
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
り
ま
す
。

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

商品券1万円分をプレゼント！
■ これまでのお店大賞の受賞店は、今回第五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、きっちんなかやま、マードレイタリアーナ、エルバレンシアーノ、奥芝商店

※  「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、グーテ、いまいづみ、ぶーる･ぶーる･ぶらんじぇり、くればやし、ブラウエンベルグ、パティスリータツヤササキ

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・職業

■ 投票期間： 平成27年10月15日～12月31日
■ 発表：平成28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

20名様にお店大賞受賞店
全店で利用できる



17 2015 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

第１回 受賞店 第２回 受賞店

第４回 受賞店第３回 受賞店

洋食 おがわ
八王子市台町
4-45-3 OKビル1Ｆ
☎042-664-0701

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

レストラン 
山中亭
八王子市椚田町
115-1
☎042-666-2153

埼玉屋本店
八王子市八幡町
3-19
☎0120-804-308、 
042-622-1744

中華料理
五十番
八王子市東浅川
町506-4
☎042-666-4150

菊屋八幡
八王子市平岡町
28-6
☎042-625-1988

パパとママ
の台所 
お茶楽久
八王子市南新町
22
☎042-624-0388

肉の富士屋
八王子市横山町
16-6
☎042-622-0952

RESTAURANT
＆BAR
SCENE（シーン）
八王子市明神町

4-7-15  落合ビルB1F
☎042-645-8888

天野商店
八王子市横山町
6-10
☎042-642-5561

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

千松園
八王子市大横町
1-13
☎042-622-5664

イタリア料理
エルサジオ
EL SAZIO
八王子市中野上
町4-1-10
☎042-627-2521

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

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

掲載の料理写真は受賞当時に
撮影したメニューです。値段・
営業時間など最新情報はお店
にお問い合わせください。

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

伊勢屋 本店
八王子市八日町
10-3
☎042-622-2904

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

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

みんみん
ラーメン
八王子市楢原町
437-1
☎042-624-2774

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

鉄板料理  
かわ邑
八王子市三崎町
5-22 1F
☎042-621-1276

燻製工房 
グーテ
八王子市散田町
3-9-8
☎042-666-4186

きっちん 
なかやま
八王子市上柚木
205
☎042-676-3409

ぶーる・ぶーる・
ぶらんじぇり
八王子市横山町
16-5
☎042-626-8806

マードレ 
イタリアーナ
八王子市梅坪町
59-1
☎042-696-3211

絲の店
くればやし
八王子市横山町
19-2
☎042-642-1681

エル 
バレンシアーノ
八王子市明神町
4-2-10 B1F
☎042-642-3160

ブラウエン
ベルグ
八王子市平岡町
28-12
☎042-626-1972

スープカリー 
奥芝商店
八王子田代城
八王子市子安町
4-5-5
☎042-627-0134

パティスリー 
タツヤ ササキ
八王子市散田町
3-6-3
☎042-665-8528

これまでの 受賞店紹介!
過去4回実施された八王子お店大賞では31店のみなさんが受賞されています。

このページに掲載のお店は過去受賞された店舗のため、今回「第五回八王子お店大賞」の審査対象外となります。
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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）

夏の名残りを惜しむ間もなく、あわてんぼ
うの秋が来ました。気持ちを入れ替えて、
「らぶはち」と一緒に秋を楽しみましょう。
自然に親しむもよし、アートの世界をのぞ
いてみるのもよし、まちのイベントに参加
するのも楽しいです。おっと、その前に腹
ごしらえ。お蕎麦にしようか、カレーにしよ
うか。ああ、八王子って、ホントあきない！

・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

みなさまのおかげで5周年を迎え
内容の充実と新企画をスタート！
次号発行日等を、らぶはち公式
Facebookで近日発表いたします！

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、
右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「わくわく、のんびり、秋さがし」 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。

【締め切り】 2015年11月6日（金）（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。

高尾山など市内12ヶ所の風景写真掲載
のカレンダー。Ｂ3版･13枚各月めくり（表
紙含む）、価格500円。販売は八王子市役
所地下１階売店、八王子観光協会、道の駅 
八王子滝山、八王子商工会議所、他で（売
切れしだい終了）

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（本
誌7ページで紹介）。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（前日までに電話にて要予約）。秋
の味覚を心ゆくまでご堪能ください。

11月15日（日）～18日（水）に実施され
る食のイベント、バルベリー八王子（本
誌14ページで紹介）。参加チケット（5枚
つづりで前売り3,300円、当日3,500円）
を３名様にプレゼント。参加店舗は公式
ホームページでご確認を。

ろくざん亭
平日ランチコース「高尾三昧」

八王子商工会議所
「2016年版 八王子観光カレンダー」

ペットホテル 髙尾山ＬＡＺＹＳＵＮ
「割引券」

本誌6ページで紹介のペットホテル髙尾山ＬＡＺＹＳＵＮから「割引券」をプレゼント（めじろ台
ペットホテルLAZYSUNとの共通割引券）。ご利用の際に1回1,000円の割引となる割引券2枚付き
（1回のペットホテルご利用3,000円以上に付き1枚のみ有効）。

問 ろくざん亭
☎042-661-7827

問 八王子商工会議所
☎042-623-6311（代） （写真はイメージ・2015年版）

10名様

2組
4名様

3名様
バルベリー八王子
「参加チケット」

問 バルベリー八王子実行委員会
☎042-634-8582
HP  http://bal-berry.com/hachioji/

問 髙尾山ＬＡＺＹＳＵＮ
☎042-666-4100、080-8913-0002
HP  http://takaosan.lazy-sun.com/

20名様

八王子を拠点に音楽活動を行ってきたバンド
「フラチナリズム」が、念願であったデビュー
アルバム「裸一貫」5,000枚の販売を達成し
た（2015年8月中まで）。勢いに乗るフラチナ
リズムのライブ情報をお届けします！

『東京八王子高尾ライオンズクラブチャリティーライブ 』
出演:フラチナリズム/レインボーズ/八王子芸者衆
日時:10月10日（土） 開場12:30/開演13:00　
会場: 八王子いちょうホール（大ホール）　 

料金:3,500円（全席自由）
※詳細、チケット購入方法は東京八王子高尾ライオンズクラブのHPで。

『フラチナリズム 音返し tour 2015 
私はモリになりたい 』
日時:10月10日（土） 開場17:30/開演18:00
会場: 八王子いちょうホール（大ホール）
料金: 3,800円（全席指定）
赤坂BLITZでも行われます（11/15（日）開場17:00/開演18:00） 
入場は①プレイガイドでのチケット②手売りの順番となります。 
お早い入場のチケットはプレイガイドにてお求めください。
詳細は HPhttp://www.furachinarhythm.com/　

フラチナリズム 最新ライブ情報！
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