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P4-B3

すき焼 やまもと

厳選された黒毛和牛をすき焼・しゃぶしゃぶでお楽しみください。

☎042-623-4129  11:30～14:30、17:00～21:30  月曜

2 すき焼・日本料理

■住所：本町2-5　■Ⓟ：有
■席数：80　■個室：有
■禁煙席：有　■喫煙席：有
■カード：可
■平均予算：3,000円～5,000円
■http://www.nikunoyamamoto.co.jp/

P4-B3

志乃ざき

祖父の味を知るお客様のお子様が父の味を知り、父の味を
知るお子様に教えられる今がある。

☎042-624-3131  11:30～14:30、16:00～20:00  水曜

3 うなぎ

■住所：本町2-1　■Ⓟ：有　■席数：56
■個室：無　■禁煙席：有　
■喫煙席：無　■カード：不可　
■平均予算：3,000円～5,000円
■http://www.unagi-shinozaki.jp/

P4-B3

三日月庵

美味しいそばと割烹仕込みの一品料理をリーズナブルに楽
しめるお店。甘味も充実してます。

☎042-622-1756  11:00～21:30  水曜

4 日本そば店

■住所：横山町14-7  ■Ⓟ：無  ■席数：40
■個室：有　■禁煙席：有　■喫煙席：無
■カード：不可
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.kappo-inaki.com/

P4-C4

すゞ香

花柳界の風情を残しながら、リーズナブルな本格和食のお店。

☎042-622-1261  18:00～22:30  日曜･第3水曜

7 和食

■住所：中町10-9　■Ⓟ：無
■席数：37　■個室：有
■禁煙席：有　■喫煙席：無
■カード：可
■平均予算：5,000円以上
■ http://www.aoiro.gr.jp/yukinoe/suzuka/

P4-C4

自然庵

女将手作りの肴で一杯呑んで、〆には是非お蕎麦をご賞味
くださいませ。

☎042-646-3890  18:00～25:00  日曜

8 蕎麦居酒屋

■住所：中町4-11　■Ⓟ：無
■席数：30　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：無
■カード：不可　
■平均予算：1,000円～3,000円

P5-C5

伊勢元

うなぎは45年のたれ。他に天ぷら刺身おつまみ色々揃って
ます。名物は特大かき揚げ！！

☎042-642-2662   11:30～14:00、17:00～20:45  水曜

9 うなぎ屋

■住所：横山町7-12　■Ⓟ：無
■席数：40　■個室：有
■禁煙席：無　■喫煙席：有　
■カード：不可　
■平均予算：3,000円～5,000円

P5-D5

すっぽんの店 鬼無里村（キナサムラ）

元気になろう日本、スッポン食べて元気元気に。すっぽん丸
鍋6,800円を3,800円に（3名様より）。

☎0120-45-3868  17:00～24:00  無休

12 和食・すっぽん料理

■住所：旭町7-7　■Ⓟ：有
■席数：136　■個室：有
■禁煙席：個室対応　■喫煙席：有
■カード：可　■平均予算：5,000円以上
■http://www.kani-suppon.com/

P5-D5

笹陣 八王子店

“ふのり”を練り込んだ自社製「へぎそば」をメインに食膳麺酒
をお楽しみ頂けます。

☎042-643-8255  11:00～23:00  不定休（館休に準ずる）

13 そば酒房

■住所：旭町9-1 八王子東急スクエア8F  ■Ⓟ：有  
■席数：58　■個室：有（半個室）
■禁煙席：有  ■喫煙席：有（時間帯禁煙）
■カード：可　■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.clea.co.jp/

P5-E5

そば酒房 凜や

「ふのり」を練り込んだ自社製へぎそばをはじめ名物牛せいろ
等をお楽しみ頂けます。

☎042-634-8525
11:00～22:30  不定休（基本年中無休）

14 そば酒房

■住所：子安町4-7-1　サザンスカイタワー3F
■Ⓟ：無　■席数：50　■個室：有
■禁煙席：有■喫煙席：有　■カード：可　
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.clea.co.jp/

P4-B3

割烹 伊奈喜

街の喧噪から一歩入れば穏やかな時間の流れる完全個室。
旬を堪能してください。大広間有。

☎042-622-1756  11:00～22:00（ＬＯ20:00）  水曜

5 割烹

■住所：横山町14-2　■Ⓟ：無　■席数：200
■個室：有　■禁煙席：有　■喫煙席：有　
■カード：不可　
■平均予算：3,000円～5,000円
■http://www.kappo-inaki.com/

P5-B5

料亭 坂福

すき焼、しゃぶしゃぶ、日本料理などのコースを個室営業。ま
た、ランチは気安く千円より営業。

☎042-642-0545  ランチルーム11:30～14:30、
料亭（要予約）11:30～21:30 受付終了（19：30）  月曜

6 すき焼･和食

■住所：横山町6-10　■Ⓟ：無　
■席数：ランチルーム28、宴会場100　
■個室：有　■禁煙席：有（ランチルーム） 
■喫煙席：有　■カード：可　
■平均予算：5,000円以上

P4-D4

海鮮・季節料理  秀栄

手作りにこだわり料亭の味をお手頃価格で提供。自家製わた
塩辛・つくねは絶品です。

☎042-624-5929  17:00～24:00  日曜（不定休）･祝日

10 海鮮・季節料理

■住所：三崎町2-7 ヨーロービル1F
■Ⓟ：無　■席数：40　■個室：有
■禁煙席：無　■喫煙席：有　■カード：可
■平均予算：3,000円～5,000円
■http://r.gnavi.co.jp/g891300/

P4-D4

割烹 むら山

和食料理ですので季節の魚貝類と野菜を使用するので全国
から素材を取り入れております。

☎042-626-7367  16:00～23:00  日曜

11 活魚料理・コース料理

■住所：三崎町1-10　■Ⓟ：無
■席数：160　■個室：有
■禁煙席：無　■喫煙席：有　
■カード：可
■平均予算：5,000円以上

P4-B1

八王子エルシィ アンシャンテ

フランス伝統料理にこだわる本格派。シェフが広げる豊かな
時間。

☎042-623-2111
11:30～14:30、17:00～21:00  月曜

1 フレンチレストラン

■住所：八日町6-7　■Ⓟ：有　■席数：80
■個室：有　■全席禁煙　
■カード：可
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.hachiojiellcy.co.jp/

P4-B3

ブラッセリー貘 BAKU

気軽に食べれるイタリアン。前菜からデザート迄、すべてお奨
め出来る料理が勢揃いです。

☎042-623-8989  金･土･日11:30～15:00、17:00～
23:00、火･水･木17:00～23:00（LO22:00）  月曜

2 イタリアン

■住所：本町12-2 ティンクマンション1F
■Ⓟ：無　■席数：40　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：有
■カード：可
■平均予算：3,000円～5,000円

P4-C3

カレーダイニング Very Well

刺激と癒しを与えてくれる不思議なカレー。夜にはお酒と
共にゆっくりとした時間をどうぞ!!

☎042-626-9151  11:30～15:00、
17:00～22:00（LO21:00）  日曜

3 カレー

■住所：南町1-4　■Ⓟ：無　■席数：27
■個室：無　■禁煙席：無　■喫煙席：有　
■カード：不可
■平均予算：1,000円以下
■http://verywell.cc/

P4-C4

洋食 おがわ

アットホームな料理とふんいきで、1人でも気軽に立ち寄れる
店をめざしています。

☎042-625-1516  
11:30～14:30、17:00～21:15  水曜

4 洋食

■住所：三崎町9-8 オザワビル1Ｆ
■Ⓟ：無　■席数：20　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：無　
■カード：不可
■平均予算：1,000円以下

P5-C7

レストラン＆バー SCENE(シーン）

25年続く老舗のレストラン。やさしい空間と美しいお料理で
体と心を満たします。

☎042-645-8888  11:30～14:00（LO）、
17:30～21:00（LO）、バー17:30～25:00  月曜

5 フレンチ

■住所：明神町4-7-15 落合ビルB1
■Ⓟ：有　■席数：60　■個室：無
■禁煙席：有　■喫煙席：有　
■カード：可
■平均予算：4,000円
■http://www.hachioji-scene.com/

P5-C7

スピガ

最高級デュラム小麦を100%使用したモッチリとした食感が
クセになるイタリアン。

☎042-656-7311  11:00～23:00  無休

6 イタリアン

■住所：明神町3-27-1　京王八王子駅ビ
ル10F　■Ⓟ：無　■席数：42　■個室：無
■禁煙席：有　■喫煙席：無　
■カード：不可　■平均予算：1,000円以下
■http://www.clea.co.jp/

お店の場所は４ページと５ページにある地図をご覧ください。
（例） P4-A1 の場合、４ページの地図「Ａ行-１列」のエリアにあります。

00 …  焼肉・鉄板料理 

00…  やきとり・居酒屋・バー

…  ラーメン・中華料理00

…  軽食・カフェ・そのほか00

00 …  和食・日本料理 00 … 洋食・多国籍料理ガイド
マニュアル

P4-B3

本格手打ちうどん あらた

厳選された材料で全てのうどん作りを手作業で行っており
ます。弾力のある麺をどうぞ。

☎042-628-2330  11:00～14:30、17:00～20:00
日曜・祝日

■住所：八日町10-1　■Ⓟ：無
■席数：12　■個室：無
■禁煙席：有　■喫煙席：無
■カード：不可
■平均予算：1,000円以下

1 うどん

2

和 食・日 本 料 理

洋 食・多 国 籍 料 理



P5-D5

スカイラウンジ クレア

八王子のランドマークとも言える駅前ビル11Ｆからは 
八王子の眺望をお楽しみ頂けます。

☎042-643-2333  10:00～22:00  不定休（館休に準ずる）

7 スカイレストラン

■住所：旭町9-1 東急スクエア11F 学園都
市センター内　■Ⓟ：無　■席数：160
■個室：有　■禁煙席：有　■喫煙席：有　
■カード：不可
■平均予算：1,000円以下
■http://www.clea.co.jp/

P5-E5

サザン・ラウンジ 洋食一番街

東京八重洲の名店「洋食一番街」姉妹店が八王子にOPEN!! 
名店の味をご召味ください。

☎042-649-7315  11:00～22:30  不定休（館休に準ずる）

8 洋食･レストラン

■住所：子安町4-7-1 サザンスカイタワー3F
■Ⓟ：無　■席数：70　■個室：無
■禁煙席：有　■喫煙席：有　
■カード：可
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.clea.co.jp/

P4-B1

八王子エルシィ ロンファン

賑わいのある食卓は幸福を呼ぶといいます。本場中国の味
をご堪能ください。

☎042-623-2111  平日11:30～14:30、17:00～21:30
土日祝11:30～21:30  不定休

1 中国料理

■住所：八日町6-7　■Ⓟ：有　■席数：70
■個室：有　■全席禁煙
■カード：可
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.hachiojiellcy.co.jp/

P5-C52 中華料理店

八王子 五十番

辛いラーメン大好きな皆さん、集まれ～!! 当店自慢のふわ
ふわたまごの担々麺、必食！

☎042-642-8964  11:30～15:30、17:00～21:00  水曜

■住所：横山町5-6　■Ⓟ：無　■席数：18
■個室：無
■禁煙席・喫煙席：11:30～14:00のみ禁煙
■カード：不可
■平均予算：1,000円以下

P5-B7

東華飯店

来年50周年を迎える老舗の上海料理店。本格的中華料理を
リーズナブルに提供。

☎042-642-2020  平日11:00～22:00（15～17休）、
日・祝11:00～21:30（14:30～17休）  月曜

3 中華料理

■住所：明神町4-2-7 秀和第1レジデンス107
■Ⓟ：有　■席数：54　■個室：無
■禁煙席：無 ■喫煙席：有（11:00～13:00禁煙）
■カード：可　■平均予算：昼1,000円以下
■http://r.gnavi.co.jp/a480800/

P4-C3

ラーメン 花

オススメは塩ラーメン600円各種味あり。酒種類あり。座敷
ありでお待ちしております。

☎042-621-4487  21:00～翌7:00  日曜

4 ラーメン専門

■住所：中町10-3　■Ⓟ：無　
■席数：26　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：有　
■カード：不可
■平均予算：1,000円以下

P4-C4

小松亭 中町本店

昭和34年創業。当店オリジナルの八王子肉味噌ソバジャー
ジャー麺をぜひご賞味ください。

☎042-622-5907  11:30～15:30、17:00～21:00  土曜

5 ラーメン･中華･定食

■住所：中町9-8　■Ⓟ：無
■席数：19　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：有　
■カード：不可
■平均予算：1,000円以下

P4-C4

竹の家

ラーメンチャンピオン武内伸（故人）さんから「シンプル･イズ･
ベスト！」と称されたラーメン。

☎042-642-5450  10:00～19:30  水曜･第3木曜

6 ラーメン専門

■住所：中町4-2　■Ⓟ：無
■席数：45　■個室：無
■禁煙席：有　■喫煙席：無
■カード：不可　
■平均予算：1,000円以下

P4-B3

焼肉 やまもと

厳選された黒毛和牛を焼肉・ステーキでお楽しみください。

☎042-623-4129  11:30～14:30、17:00～21:30  月曜

1 焼肉・ステーキ

■住所：本町2-5　■Ⓟ：有
■席数：40　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：有　
■カード：可
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.nikunoyamamoto.co.jp/

P4-B3

炭火焼肉 まんてん

岩手、山形、宮城産の黒毛和牛を専門に取り扱う本物にこだ
わっている炭火焼肉店です。

☎042-628-1168  11:30～14:00、16:00～24:00  無休

2 焼肉

■住所：横山町14-7　■Ⓟ：有
■席数：60　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：有
■カード：可
■平均予算：5,000円以上
■http://tokin-group.com/

P4-C4

炭火焼肉 DORA

黒毛和牛の雌牛のみを使用した黒毛和牛専門店。熟成させ、
旨みを増した和牛がうり。

☎042-622-9899  16:00～24:00  無休

4 焼肉

■住所：三崎町4-10 千成ビル2F　■Ⓟ：無
■席数：36　■個室：無　■禁煙席：無　
■喫煙席：有　■カード：可
■平均予算：5,000円以上
■http://tokin-group.com/

P4-D4

マロウドイン八王子  中国料理 摩亜魯王洞

ランチ・ディナータイムも、お得なご料金で本格的中国料理
を気軽に満喫できるお店です。

 11:30～14:30（LO14:00）、17:00～22:00（LO21:30）
無休　☎042-623-7111 

7 中国料理

■住所：三崎町6-11　■Ⓟ：有（車高1m54㎝まで可）
■席数：レストラン62、宴会場160　
■個室：宴会場に有　■禁煙席：有　■喫煙席：無
■カード：可　■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.marroad.jp/

お店の場所は４ページと５ページにある地図をご覧ください。
（例） P4-A1 の場合、４ページの地図「Ａ行-１列」のエリアにあります。

00 …  焼肉・鉄板料理 

00…  やきとり・居酒屋・バー

…  ラーメン・中華料理00

…  軽食・カフェ・そのほか00

00 …  和食・日本料理 00 … 洋食・多国籍料理ガイド
マニュアル

P4-C4

焼肉市場

90分食べ放題コース全30品2,380円、全60品2,880円。
他飲み放題＋980円。（税別）

☎042-621-5050  17:00～26:00  月曜

3 焼肉

■住所：三崎町5-16　■Ⓟ：無
■席数：80　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：無
■カード：可
■平均予算：1,000円～3,000円

P5-C5

ジンギスカン 羊羊（mee-mee）

北海道直送の生ラムを、カウンター形式で気軽に食べられる
地元の人気店です。

☎042-642-0166  17:00～24:00  無休

5 ジンギスカン専門店

■住所：中町1-11　■Ⓟ：無　■席数：15
■個室：無　■禁煙席：無　■喫煙席：有　
■カード：不可
■平均予算：3,000円～5,000円
■http://tokin-group.com/

P5-C5

炭火焼肉 舞牛（mau）

ジャズが流れ、ゆったりとした和風モダンな雰囲気の中、炭火
で黒毛和牛をどうぞ。

☎042-645-0014  17:00～24:30  無休

6 焼肉

■住所：中町1-12 Def･Aビル2F
■Ⓟ：無　■席数：20　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：有
■カード：可　■平均予算：5,000円以上
■http://tokin-group.com/

P4-D4

鉄板料理  かわ邑

厳選した和牛と、毎朝築地市場より届く新鮮な海の幸、旬の
素材をご賞味下さい。

平日11:30～14:00（L.O）、17:00～21:30（L.O）
日･祝11:30～14:00（L.O）、17:00～21:00（L.O）

☎042-621-1276　 無休

■住所：三崎町5-22 シフォスーEK 1F
■Ⓟ：無　■席数：30　■個室：有
■禁煙席：ランチタイム禁煙　■喫煙席：有
■カード：可　
■平均予算：5,000円以上

7 鉄板料理

P5-C5

金太郎 あずま町店

八王子に生まれて半世紀、炭火やきとり各種や串揚げ、旬の
総菜をお楽しみください。

☎042-643-0257  15:00～24:00  無休

1 炭火やきとり

■住所：東町12-1　■Ⓟ：無　■席数：29
■個室：無　■禁煙席：無　
■喫煙席：有　■カード：不可　
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.yakitori-kintarou.jp/

P4-D4

食膳･酒宴 ルパン

隠れた宴会場として各種会合会議等で御利用頂けます。30
年の老舗で八王子の古株です。

☎042-626-5962  18:00～24:00  日曜・祝日

2 食膳･酒宴

■住所：三崎町3-4 RJスクエアビル8F　
■Ⓟ：無　■席数：50　■個室：有　
■禁煙席：有　■喫煙席：有
■カード：可
■平均予算：3,000円～5,000円

P4-D4

うを八

名物刺盛り3人前1,480円！料理の半分がその日の入荷で変
わる。魚料理に特化した店。

☎042-622-6100  17:00～24:00  日曜

4 海鮮居酒屋

■住所：三崎町3-11　■Ⓟ：無
■席数：35　■個室：有
■禁煙席：無　■喫煙席：無
■カード：可
■平均予算：3,000円～5,000円

P4-D4

居酒屋　串八丁酒八丁

炭火串焼きと串天ぷらの居酒屋。日本酒のラインナップも
充実。２つの個室宴会場完備。

☎042-625-2070  17:00～24:00  日曜

3 旬の居酒屋

■住所：三崎町3-11　■Ⓟ：無
■席数：50　■個室：有
■禁煙席：無　■喫煙席：無
■カード：可
■平均予算：3,000円～5,000円

3
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やきとり・居酒屋・バー・スナック
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横山町郵便局

八幡八雲神社 第一小学校　　

三菱東京
UFJ銀行

元横山町

コムパーク八日町第4

7ページ掲載の
越後そば弥彦へ

➡

夢美術館西

横山町横山町郵便局前

市立一小西

ドン・
キホーテ

みずほ銀行

八王子エルシィ

寺町郵便局

至高尾

➡

やすらぎ
の湯

OK
パーキング

至高尾

➡

大横郵便局

りそな銀行

●

●

八王子市夢美術館●

焼肉 やまもと1 1F
すき焼 やまもと2 2F

本格
手打ちうどん

あらた
1

ライブハウス
シネマクラブ

5

5F
B1

8F

カフェ・ド・クレア
いちょうホール店

炭火焼肉ＤＯＲＡ2F

うを八

居酒屋 
串八丁酒八丁

3 4
鉄板料理 かわ邑 7

このMAPでは八王子の飲食店の
一部を紹介しています。
ほかにも美味しいお店がまだまだあ
ります。まちを歩きながらお気に入り
のお店をさがしてみてくださいね！

松姫マッピー

4

和食・日本料理 2ページに掲載

1  本格手打ちうどん  
あらた ………………… ☎042-628-2330

2 すき焼 やまもと ……… ☎042-623-4129
3 志乃ざき ……………… ☎042-624-3131
4 三日月庵 ……………… ☎042-622-1756
5 割烹 伊奈喜 …………… ☎042-622-1756
6 料亭 坂福 ……………… ☎042-642-0545
7 すゞ香 ………………… ☎042-622-1261
8 自然庵 ………………… ☎042-646-3890
9 伊勢元 ………………… ☎042-642-2662
10海鮮･季節料理 秀栄 …… ☎042-624-5929
11割烹 むら山 …………… ☎042-626-7367
12  すっぽんの店  
鬼無里村（キナサムラ） …… ☎0120-45-3868

13笹陣 八王子店 ………… ☎042-643-8255
14そば酒房 凜や ………… ☎042-634-8525

焼肉・鉄板料理 3ページに掲載

1 焼肉 やまもと ………… ☎042-623-4129
2 炭火焼肉 まんてん …… ☎042-628-1168
3 焼肉市場 ……………… ☎042-621-5050
4 炭火焼肉 DORA ……… ☎042-622-9899
5 ジンギスカン 羊羊（mee-mee） … ☎042-642-0166
6 炭火焼肉 舞牛（mau） …… ☎042-645-0014
7 鉄板料理 かわ邑 ……… ☎042-621-1276

やきとり・居酒屋・バー 3、6ページに掲載
1 金太郎 あずま町店 …… ☎042-643-0257
2 食膳･酒宴 ルパン …… ☎042-626-5962
3 居酒屋 串八丁酒八丁 … ☎042-625-2070
4 うを八 ………………… ☎042-622-6100
5 Yu's Bar＆ギャラリー …… ☎042-627-1110
6 小樽横丁 八王子店 …… ☎042-621-7723
7  金太郎  
八王子北口駅前店 …… ☎042-624-8184

8  炭火やきとり 金太郎  
八王子南口店 ………… ☎042-645-4086

9 小太郎 南口店 ………… ☎042-645-7117

ラーメン・中華料理 3ページに掲載

1 八王子エルシィ ロンファン … ☎042-623-2111
2 八王子 五十番 ………… ☎042-642-8964
3 東華飯店 ……………… ☎042-642-2020
4 ラーメン 花 …………… ☎042-621-4487
5 小松亭 中町本店 ……… ☎042-622-5907
6 竹の家 ………………… ☎042-642-5450
7  マロウドイン八王子  
中国料理 摩亜魯王洞 …… ☎042-623-7111

洋食・多国籍料理 2～3ページに掲載

1 八王子エルシィ アンシャンテ … ☎042-623-2111
2 ブラッセリー貘 BAKU … ☎042-623-8989
3  カレーダイニング  
Very Well ……………… ☎042-626-9151

4 洋食 おがわ …………… ☎042-625-1516
5  レストラン＆バー  
SCENE(シーン） …………… ☎042-645-8888

6 スピガ ………………… ☎042-656-7311
7 スカイラウンジ クレア … ☎042-643-2333
8 サザン・ラウンジ 洋食一番街 ☎042-649-7315

軽食・カフェ・そのほか 6ページに掲載

1 カフェ・ド・クレア いちょうホール店 … ☎042-628-1335
2 八王子エルシィ ……… ☎042-623-2111
3 珈琲倶楽部 田 ………… ☎042-646-6932
4 歌カフェ・スイングロード … ☎042-645-1771
5 ライブハウス シネマクラブ … ☎042-624-7104
6 カフェ・ド・クレア 八王子南口店 … ☎042-634-8215

店名リスト

大型商業施設 8ページに掲載

1 セレオ八王子北館 …… ☎042-686-3111
2 八王子東急スクエア … ☎042-643-8109
3 京王八王子ショッピングセンター … ☎042-656-7111

MAPエリア外店舗 6～7ページに掲載
8 八王子うかい亭 ……… ☎042-626-1166
15とうふ屋うかい ……… ☎042-656-1028
16うかい鳥山 …………… ☎042-661-0739
17うかい竹亭 …………… ☎042-661-8419
18越後そば 弥彦 ………… ☎042-625-7743
19栄茶屋 ………………… ☎042-661-0350
20 9 八王子日本閣 レストラン フローラ … ☎042-676-4128
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2・3Ｆ
すっぽんの店
鬼無里村
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7ページ掲載の
とうふ屋うかい
大和田店へ

➡

観光・まちなか案内所

ホテルグランスパ
八王子

タクシーのりば 八王子
交通事業
株式会社

インフォメーション
センター

八王子

●

八王子には古い歴史を
持つお店が多く残って
います。また、大学生の
数も多いまちなので、若
者に人気のある新しい
お店もどんどん増えて
います！

松姫マッピー

5

タクシー電話番号
八王子交通事業株式会社　☎042-623-5111

☎0120-707-601
京王自動車株式会社　☎042-642-9966
キャピタル交通株式会社　☎042-691-2222
三和交通株式会社　☎042-364-6000
八南交通株式会社　☎042-642-3371
大成交通株式会社　☎042-622-3128
高鉄交通株式会社　☎042-661-7211
飛鳥交通第三株式会社　☎042-661-0248
旭交通株式会社　☎042-661-7225
さがみ交通八王子株式会社　☎042-628-5211
西東京個人タクシー協同組合　☎042-644-6822
東日本個人タクシー協同組合　☎042-642-9628
東日本キャブ株式会社　☎042-632-5677

八王子市ホテルのご案内
（住所＆電話番号）

八王子スカイホテル
　八日町2-3………☎042-623-1100
ホテルグランスパ八王子
　中町2-1…………☎042-642-6111
ザ・ビー 八王子
　明神町4-6-12……☎042-646-0111
Ｒ＆Ｂホテル八王子
　明神町2-26-9…☎042-631-1515
米荘・本館
　明神町1-15-1…☎042-643-0036
セントラルホテル八王子
　上野町6-7………☎042-625-1311
シーズイン八王子
　寺町43-2………☎042-625-0051
三恵シティホテル八王子
　寺町60-1………☎042-622-3388
千代田ホテル
　旭町4-1…………☎042-624-3281
マロウドイン八王子
　三崎町6-11……☎042-623-7111
京王プラザホテル八王子
　旭町14-1………☎042-656-3111
八王子アーバンホテル
　子安町1-1-8……☎042-660-7111
サンホテル八王子
　子安町3-5-7……☎042-644-4141
八王子ホテルニューグランド
　大和田町6-1-6…☎042-645-0015
夕やけ小やけふれあいの里おおるりの家
　上恩方町2030…☎042-652-4126
八王子セミナーハウス
　下柚木1987-1…☎042-676-8511
高尾の森わくわくビレッジ
　川町55…………☎042-652-0911
きくやホテル
　高尾町1604……☎042-661-4416

P4-B2

P5-C7

P4-C4

P5-E6

P5-F5

P4-D4

P4-D3

P4-D3

P4-D1

P5-C7

P4-D4

P5-D6

八王子
飲食店
まっぷ

H A C H I O J I

R E S T A U R A N T M A P



P5-D5

小樽横丁 八王子店

北海道の海産物・大地の恵みをメインに！旬の味覚をでっかく!!
ドドド～ンと提供。

☎042-621-7723  月～金11:00～24:00、
日・祝日11：00～23：00  不定休（基本無休）

6 海鮮居酒屋

■住所：旭町7-5 八百秀ビル1F  ■Ⓟ：無
■席数：36　■個室：有　■禁煙席：無
■喫煙席：無　■カード：不可
■平均予算：1,500円～3,000円
■http://www.clea.co.jp/

P5-D5

金太郎 八王子北口駅前店

八王子に生まれて半世紀、八王子北口徒歩1分、隠れ家的に
気軽にご利用ください。

☎042-624-8184  16:00～23:00  無休

7 炭火やきとり

■住所：旭町2-7　■Ⓟ：無　■席数：45　
■個室：無　■禁煙席：無　
■喫煙席：有　■カード：不可　
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.yakitori-kintarou.jp/

P5-E6

炭火やきとり 金太郎 八王子南口店

八王子生まれ、八王子育ち、皆様に愛され半世紀。炭火で焼く
やきとりをご賞味ください。

☎042-645-4086  16:00～23:00  無休

8 炭火やきとり

■住所：子安町1-1-3　■Ⓟ：無　■席数：116
■個室：有　■禁煙席：無　■喫煙席：有　
■カード：不可
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.yakitori-kintarou.jp/

P5-E6

小太郎 南口店

煮込のおいしい店です。味が四種類有ります。

☎042-645-7117  17:00～23:00  無休

9 煮込とやきとり

■住所：子安町1-2-1　■Ⓟ：無　
■席数：60　■個室：準個室有7～8名
■禁煙席：無　■喫煙席：無
■カード：不可　
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.yakitori-kotaro.com/

P4-A2

カフェ・ド・クレア いちょうホール店

「クレア」では香り高い珈琲をはじめ季節感溢れる各種アラ
カルトを取り揃えております。

☎042-628-1335  11:00～18:00  月曜

1 カフェ＆レストラン

■住所：本町24-1　■Ⓟ：有　■席数：50
■個室：無　■禁煙席：有　■喫煙席：無　
■カード：不可
■平均予算：1,000円以下
■http://www.clea.co.jp/

P5-B6

珈琲倶楽部 田

大人の方がゆっくり出来る、そんな雰囲気の珈琲専門店
です。

☎042-646-6932  10:00～21:00  火曜

3 珈琲専門店

■住所：横山町2-7 石川ビル2F ■Ⓟ：無
■席数：43　■個室：無　■禁煙席：無　
■喫煙席：有　■カード：可
■平均予算：1,000円以下
■http://www.coffeeclub-den.com/

P5-B6

歌カフェ・スイングロード

音楽ジャンルや年齢に関係なく、どなたにも楽しく歌って
頂けるステージカラオケカフェ。

☎042-645-1771  11:00～23:00  日曜

4 カラオケカフェ

■住所：横山町2-7 石川ビルB1  ■Ⓟ：無
■席数：35　■個室：無　■禁煙席：有
■喫煙席：有　■カード：不可
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.swingroad.com/

P5-E5

カフェ・ド・クレア 八王子南口店

サイフォンで一杯一杯淹れる香り高い珈琲をはじめ各種
アラカルト・デザートがオススメ。

☎042-634-8215  9:00～22:00  不定休（基本無休）

6 カフェ

■住所：子安町4-7-1 サザンスカイタワー1F
■Ⓟ：無　■席数：31　■個室：無
■禁煙席：有  ■喫煙席：無  ■カード：不可
■平均予算：1,000円以下
■http://www.clea.co.jp/

軽食・カフェ・そのほか
P4-B1

八王子エルシィ

少人数から最大500名までのご宴会が可能です。和洋中３つ
のレストランを併設。

☎042-623-2111
10:00～21:30（予約受付10：00～19：00）  不定休

2 総合飲食店

■住所：八日町6-7　■Ⓟ：有　
■席数：800　■個室：有　■禁煙席：有　
■喫煙席：有　■カード：可　
■平均予算：4,000円～6,000円
■http://www.hachiojiellcy.co.jp/

お店の場所は４ページと５ページにある地図をご覧ください。
（例） P4-A1 の場合、４ページの地図「Ａ行-１列」のエリアにあります。

00 …  焼肉・鉄板料理 

00…  やきとり・居酒屋・バー

…  ラーメン・中華料理00

…  軽食・カフェ・そのほか00

00 …  和食・日本料理 00 … 洋食・多国籍料理ガイド
マニュアル

P5-D5

Yu's Bar&ギャラリー

昭和の大スター石原裕次郎をテーマとしたギャラリー併設
の大人のBar空間。

☎042-627-1110  17:00～25:00  日曜・祝日

5 バー

■住所：旭町7-5 八百秀ビル2F
■Ⓟ：無　■席数：25　■個室：無
■禁煙席：無　■喫煙席：有　■カード：可
■平均予算：3,000円～5,000円
■http://www.clea.co.jp/

P4-C3

ライブハウス  シネマクラブ

時の流れとは関係ないオリジナリティが静かなブーム
すべてが大人の為に用意された店

☎042-624-7104  18:00～24:00　 日曜・祝日

■住所：南町3-9　■Ⓟ：無　■席数：150　
■個室：無　■禁煙席：無　■喫煙席：有
■カード：可
■平均予算：3,000～5,000円以上
■http://cinema-club.net/

5 軽食・カフェ・そのほか

八王子うかい亭

和洋の美が調和する優雅な空間で味わう至福の鉄板料理を
心ゆくまでお楽しみください。

☎042-626-1166　 11:30～22:30
（ランチLO15：00、LO21:00）　 火曜・年末年始

8 鉄板料理

■住所：暁町2-14-6　■Ⓟ：有
■席数：100　■個室：有　■禁煙席：有
■喫煙席：有　■カード：可
■平均予算：5,000円以上
■http://www.ukai.co.jp/hachioji/

「八王子
うかい亭」

JR 八王子駅
JR 八王子駅

小宮公園

浅川

大横町

稲荷坂

浅
川
大
橋
南

とうふ屋うかい  大和田店

江戸情緒あふれる空間で、こだわりの自家製とうふと季節の
料理を存分にご賞味ください。

☎042-656-1028　 平日11:30～21:30（LO20：00）、
土・日・祝11:00～21:30（LO20：00）  年末年始

15 とうふ料理

■住所：大和田町2-18-10　■Ⓟ：有
■席数：200　■個室：有　■禁煙席：有
■喫煙席：有　■カード：可
■平均予算：5,000円以上
■http://www.ukai.co.jp/oowada/

八王子I.C

日野自動車

中央自動車道

大和田小
ムラウチ電気

トヨタ
カローラ

八
王
子
バ
イ
パ
ス

甲州街道
石川入口交差点

京王八王子

JR八王子駅

多摩大橋市内

新宿より大月より

「とうふ屋うかい」

うかい鳥山

高尾の自然に包まれた広大な庭園。数寄屋造りのお座敷でい
ろり炭火焼料理をどうぞ。

☎042-661-0739  平日11:30～22:00（LO20:00）、土11:00
～22:00（LO20:00）、日･祝11:00～21:00（LO19:00）  年末年始

16 いろり炭火焼料理

■住所：南浅川町3426　■Ⓟ：有
■席数：522　■個室：有　■禁煙席：有
■喫煙席：有　■カード：可
■平均予算：5,000円以上
■http://www.ukai.co.jp/toriyama/

高
尾
山
口
駅

八王子
南バイ

パス

清滝高尾山

薬王院

峯の薬師参道入口

高尾山

ケーブルカー

「うかい鳥山」 「うかい竹亭」

うかい竹亭

山あいに佇む日本の伝統美の中で味わう、彩り豊かな季節の
懐石料理ご堪能ください。

☎042-661-8419  平日11:30～21:30（LO20:00）、土11:00～
21:30（LO20:00）、日･祝11:00～21:00（LO19:00）  水曜・年末年始

17 懐石料理

■住所：南浅川町2850　■Ⓟ：有
■席数：264　■個室：有　■禁煙席：有
■喫煙席：有　■カード：可
■平均予算：5,000円以上
■http://www.ukai.co.jp/chikutei/

高
尾
山
口
駅

八王子
南バイ

パス

清滝高尾山

薬王院

峯の薬師参道入口

高尾山

ケーブルカー

「うかい鳥山」 「うかい竹亭」

　　　　　松姫マッピー
「松姫マッピー」は、八王子商工会
議所女性経営者の会（シルクレイ
ズ）より誕生したキャラクターで
す。マッピーは、八王子織物の発
展に貢献した武田信玄公のご息
女・松姫様の愛を受け継いだ妖精。
松姫様のご遺志を継いで、大好き
な八王子がもっとハッピーになる
よう、お手伝いをしています。おしゃ
れが大好きでちょっとお転婆。
特技は、会う人みんなを笑顔
にする魔法とダンスです！
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お店の場所は４ページと５ページにある地図をご覧ください。
（例） P4-A1 の場合、４ページの地図「Ａ行-１列」のエリアにあります。

00 …  焼肉・鉄板料理 

00…  やきとり・居酒屋・バー

…  ラーメン・中華料理00

…  軽食・カフェ・そのほか00

00 …  和食・日本料理 00 … 洋食・多国籍料理ガイド
マニュアル

P5-D5八王子
インフォメーションセンター
八王子市初となる総合案内所「八王子インフォ
メーションセンター」。観光案内はもちろん、街
なかや交通の案内などを行っています。散策の
前にぜひお立ち寄りください。
■住所：JR八王子駅北口駅前タクシー乗り場西側
観光案内所兼観光協会の
出先として、八王子市役所
八王子駅南口総合事務所
内に「観光・まちなか案内
所」も開設しています。

八王子インフォメーションセンター

☎042-622-1900  10:00～19:00  年中無休

住所：八王子市子安町四丁目
7番1号サザンスカイタワー八
王子4階 ☎：070-6641-9164 
：平日10:00～19:00、土・日
8:30～17:00 ：祝日・祭日

八王子力を使おう！！
お買い物、お食事、ものづくり、
建築関連、各種サービスなどの

地産地産地産 地消地消地消 地活地活地活

http://www.hachioji.or.jp
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越後そば 弥彦

つるつるしこしこの新潟名物「へぎそば」とサクサクの天ぷら
の付く「天へぎ」がおすすめ。

☎042-625-7743  11:00～21:30（LO21:00）  無休

18 へぎそば、天ぷら

■住所：平岡町24-3　■Ⓟ：有　■席数：
70■個室：無　■禁煙席：有
■喫煙席：有　■カード：不可
■平均予算：1,000円～3,000円
■http://www.urban-inc.co.jp/

サイエンス
ドーム八王子

ジョナサン
八王子商工会議所

八王子エルシィ

4ページの
地図へ▶

JR八王子駅▲

｢弥彦｣

甲州街道甲州街道

大横町

八幡町

平岡町

八王子日本閣 レストラン フローラ

日本料理及びフレンチ。カジュアルからコースまで。お席から
の庭園の眺めは抜群。

☎042-676-4128  11:00～22:00（LO20:00）  無休

20 日本料理

■住所：町田市相原町1008　■Ⓟ：有
■席数：50　■個室：有　■禁煙席：有
■喫煙席：無　■カード：可
■平均予算：3,000円～5,000円
■http://www.noce-ange.com/

「八王子日本閣
　ノースアンジュ」

八王子IC JR中央線

八王子駅

橋本駅

中央道

JR横浜線

9 フレンチ

大成交通株式会社

安全・親切・迅速をモットーに地域に根ざして46年。エメラル
ドグリーンのタクシー会社です。

☎042-622-3128、3467　  
24時間  無休

旅客運送業

■住所：暁町1-22-3　■カード：可

八南交通株式会社

安全親切をモットーに、24時間体制で営業しておりますの
で、終日、ご利用できます。

☎042-642-3371  
24時間  無休

旅客運送業

■住所：北野町192-1　■カード：可

八王子交通事業株式会社

昭和16年創業以来、市民の足として八王子市内をくまなく
24時間営業しています。

☎042-623-5111　フリーダイヤル：0120-707-601
  24時間  無休

旅客運送業

■住所：旭町1-4　■カード：可
※ジャンボ（大型）タクシー（９人まで）あり！
■http://www.hachioji-kotsu.co.jp/

八王子飲食店まっぷ
H A C H I O J I  R E S T A U R A N T  M A P

八王子商工会議所　交通・観光・飲食部会
東京都八王子市大横町11-1  ☎042-623-6311

■ 発行

八王子食品衛生協会
■ 協力

平成26年10月／不許複製。
掲載した内容は平成26年9月時点での情報です。
詳細は各店舗等にお問い合わせください。

■ 発行日

西東京バス株式会社
☎03-5376-2222（京王高速バス予約センター）

 9:00～20:00  無休

旅客運送業

八王子駅から羽田空港・成田空港へ一直線！必ず座れる
楽々便利な高速バスを是非ご利用ください。
■ 羽田空港へ：大人 片道1,750円、成田空港へ：大人 片道3,800円
■高速バスのりば：JR八王子駅北口13番のりば、京王八王子駅10番のりば
■http://www.nisitokyobus.co.jp/

高尾・西八王子・八王子 羽田空港
■運賃（片道）高尾・西八王子・八王子：1,750円　中央道日野:1,540円（小人半額）

■八王子発のご予約：03-5376-2222（京王高速バス予約センター）

座
席
指
定
制

会社名 西東京 リムジン 京王 リムジン 西東京 京王 リムジン 西東京 京王
高 尾 駅 南 口 4:00 5:10 6:10 … … … … … …
西 八 王 子 駅 入 口 4:08 5:18 6:18 … … … … … …
京 王 八 王 子 駅 4:20 5:30 6:30 9:30 11:20 13:30 16:00 17:50 19:45
Ｊ Ｒ 八 王 子 駅 北 口 4:25 5:35 6:35 9:35 11:25 13:35 16:05 17:55 19:50
中 央 道 日 野 4:37 5:47 6:47 9:50 11:40 13:50 16:20 18:10 20:05

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
羽
田
空
港

第2旅客ターミナル 5:40 6:50 8:20 11:30 13:00 15:10 17:40 19:30 ‖
第1旅客ターミナル 5:45 6:55 8:25 11:35 13:05 15:15 17:45 19:35 ‖
国際線ターミナル 5:55 7:05 8:35 11:45 13:15 15:25 17:55 19:45 21:30

座
席
定
員
制

会社名 リムジン 西東京 京王 リムジン 西東京 京王 リムジン 西東京 京王
羽
田
空
港

国際線ターミナル 6:50 7:30 9:50 13:10 14:50 16:50 19:20 21:20 22:45
第2旅客ターミナル ‖ ‖ 10:00 13:20 15:00 17:00 19:30 21:30 22:55
第1旅客ターミナル ‖ ‖ 10:05 13:25 15:05 17:05 19:35 21:35 23:00

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
中 央 道 日 野 8:00 8:40 11:15 14:35 16:15 18:25 20:45 22:45 0:10
Ｊ Ｒ 八 王 子 駅 北 口 8:15 8:55 11:30 14:50 16:30 18:40 21:00 23:00 0:25
京 王 八 王 子 駅 8:20 9:00 11:35 14:55 16:35 18:45 21:05 23:05 0:30
西 八 王 子 駅 入 口 … … … … … … 21:17 23:17 0:42
高 尾 駅 南 口 … … … … … … 21:25 23:25 0:50

栄茶屋

当店の自然薯そばは、濃厚なとろろ汁とそばのからみが良く
なるよう工夫をしています。

☎042-661-0350  11:00～  無休

19 日本そば

■住所：高尾町2479　■Ⓟ：有
■席数：65　■個室：有
■禁煙席：有　■喫煙席：無
■カード：不可
■平均予算：1,000円～3,000円

高
尾
山
口
駅

高尾山

薬王院

ケーブルカー

エコーリフト

「栄茶屋」
清滝

今すぐ行きたくなる“お店発見”

http://hachioji-machinavi.jp/

【スマートフォン専用サイト】 【ＰＣ版ウェブサイト】

■ お問い合わせ： 
サイバーシルクロード八王子

〒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

八王子市内の飲食店、物販店などのお店情報、
イベント情報などを掲載するウェブサイト 
「八王子まちナビ」。
飲食店や物販店など店舗情報が満載です。
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レストランフロアのご案内
おしゃれも、グルメも、キレイも八王子東急スクエアはHAPPYがいっぱい。

鍋笑
☎042-643-8229
11:00～23:00（LO22:00）
席数：75  カード：可

●営業時間　 レストランフロア 
（各店舗の情報をご覧ください）

　　　　　　ショッピングフロア/10:00～21:00
※一部営業時間の異なるショップがございます。
※ラストオーダーの時間はショップにより異なります。

●お休み：不定休
● 駐車場のご案内 
市営八王子駅北口地下・旭町駐車場、シミズパーク
24、OKパーキング

八王子東急スクエア　〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1
☎042-643-8109（代表）　www.tokyu-square.com

9F

笹陣
☎042-643-8255
11:00～23:00

（LO22:00、ドリンク22：30）
席数：56  カード：可

8F

そば・丼

茅ヶ崎 海ぶね
☎042-643-8906
11:00～23:00

（LO22:00）
席数：75  カード：可

9F

和食居酒屋 しゃぶしゃぶ・すき焼き

スターバックス
☎042-643-8038
7:00～22:00  
席数：50  カード：可

1F

コーヒーストア

ナポリピッツァ＆パスタ マル
☎042-643-8020
11:00～23:00

（LO22:00、ドリンク22：30）
席数：56  カード：可

8F

イタリアン

八王子東急スクエアの最新情報、
ショップリスト・アクセス・
駐車場のご案内はこちらから

携帯電話・
スマートフォン

より
ご覧ください。

P5-D52

パティスリー  
ヴィヴィエンヌ
☎042-643-8150
10:00～21:00　席数：12  カード：可

1F

ケーキ・カフェ

サイゼリヤ
☎042-643-8800
11:00～23:00

（LO22:30）
席数：142  カード：可

9F

イタリアン

デザートフェスティバル
☎042-643-8790
11:00～23:00

（ご入店21:30まで） 席数：96  カード：可

9F

スイーツ ブッフェ

クリスピー・クリーム・ドーナツ
☎042-631-0630
8:00～22:00
席数：40  カード：可

1F

ドーナツ＆コーヒーストア

ローカルインディア
☎042-643-8815
11:00～23:00

（LO.22:30）　席数：48  カード：可

8F

インド料理

セレオ八王子 北館 レストランフロアのご案内
セレオ八王子北館では、豊富な種類のメニューを取り揃えお客様をお待ちしております。

梅蘭（バイラン）　☎042-686-3727
11：00～22：00（LO21：30）  座席：48席　カード：可

ロイヤルホスト　☎042-686-3747
 11:00～22:00（LO21:30）  席数：164  カード：可

●営業時間　レストランフロア（9F・10F）/11:00～22:00（LO21:30）
　　　　　　ショッピングフロア/10:00～21:00
※一部営業時間の異なるショップがございます。

●お休み：不定休　●駐車場のご案内  セレオ北口第1・第2駐車場、JR貨物
八王子駅北口駐車場、市営八王子北口地下・旭町駐車場、シミズパーク24、
車いす専用駐車場、セレオ南口駐車場、駐太郎、サザンスカイパーキング

セレオ八王子北館　〒192-0083 東京都八王子市旭町1-1
☎042-686-3111（代表）　www.celeo.co.jp/

9F 10F中華料理 レストラン

セレオ八王子北館の最新情報・ショップリスト
アクセス・駐車場のご案内はこちらから

モバイルTOP
http://www.celeo.co.jp/m/

P5-D51

B1F
～9F
Cafe

1F
Eat in

( 3F )

( B1F ) ( 1F ) ( 1F ) ( 1F ) ( 2F )

( 4F ) ( 9F ) ( 9F )

10F
Restau

rant

9F
Restau

rant

レストランフロアのご案内
京王八王子駅の上、10Ｆ・11Ｆには和食・洋食・中華で人気のお店9店舗が勢揃い。

P5-C7

あらびき
☎042-656-7335

11：00～22：00（LO21：30）
　席数:60　カード:可

11F

しゃぶしゃぶ牛太
☎042-656-7370

11：00～23：00（LO22：00）  
席数：96　カード:可

11F

紅矢
☎042-656-7317

11：00～22：00（LO21：30）
　席数:55　カード:不可

11F

茅ヶ崎　仕立屋食堂
☎042-656-7300

11：00～23：00（LO22：00）
席数:77　カード:可

11F

蓬莱軒
☎042-656-7361　

11：00～22：00（LO21：30）
  席数：48　カード:可

11F

窯焼きハンバーグ＆イタリアン

スピガ
☎042-656-7311　

11：00～23：00（LO22：00）  
席数:56　カード:可

しゃぶしゃぶ・すき焼き食べ放題ハンバーグ＆ステーキ浜辺料理 中華料理

パスタ＆デザート

●営業時間　 レストランフロア（10F・11F）/ 
11:00～23:00（一部22:00まで） 
ショッピングフロア/10:00～21:00

※一部営業時間の異なるショップがございます。
※ラストオーダーの時間はショップにより異なります。

●お休み：不定休　● 駐車場のご案内 京王八王子駐車場

京王八王子ショッピングセンター　
〒192-0046 東京都八王子市明神町3-27-1
☎042-656-7111（代表）　
http://www.k-8.jp

京王八王子ショッピング
センターの最新情報、
ショップリスト、アクセス・
駐車場のご案内はこちらから
スマートフォンよりご覧ください。10F

いなば和幸
☎042-656-7348

11：00～22：00（LO21：30）
　席数：54　カード:可

10F

飛騨の高山
☎042-656-7348

11：00～22：00（LO21：30）
　席数：46　カード:可

10F

ぱすたかん
☎042-656-7345

11：00～22：00（LO21：30）
　席数:92　カード:可

10F

とんかつ らーめん処 お好み焼き・もんじゃ焼き
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飲食店マップ 変更一覧表 

 

 八王子商工会議所 交通・観光・飲食部会で、平成２６年９月に作成いたしま

した『飲食店マップ』ですが、平成２９年１１月現在下記のように変更がござい

ます。 

 

 

【移転】 

 ・割烹 伊奈喜  新住所：八王子市八日町５－１７ 

 ・洋食おがわ  新住所：八王子市台町４－４５－３ 

 ・ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ ｼﾈﾏｸﾗﾌﾞ  新住所：八王子市横山町９－２２－５階 

 

 

【店名変更】 

 ・居酒屋 串八丁酒八丁   ⇒ 個室居酒屋 串はち 

 

 

【閉店】 

 ・三日月庵 

 ・スピガ 

 ・小松亭 中町本店 

 ・食膳酒宴るぱん 

 ・ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ｸﾚｱ八王子南口店 

 

 

問合せ先：八王子商工会議所 交通・観光・飲食部会 事務局 

     TEL０４２－６２３－６３１１ 

     〶１９２－００６２ 八王子市大横町１１－１ 
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