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2000 年＠八王子 

今週のニュース 

次号予告 / 編集後記 

特別付録１：終夜運転時刻表 

特別付録２：年末年始営業案内    
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＜初詣アンケート＞  

質問： 今年の初詣はどこに行きましたか？ 

＜多かった回答＞ 

高幡不動尊   5 人 (25%) ■■■■■  

子安神社    4 人 (20%) ■■■■ 

高尾山薬王院  2 人 (10%) ■■ 

 

詳細な結果は下のＵＲＬを参照ください。 

http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00002556af0 

    

2000200020002000 年＠八王子：一年を振り返って年＠八王子：一年を振り返って年＠八王子：一年を振り返って年＠八王子：一年を振り返って    

今回はそうですね・・・昨年に比べると地味な一年ではありましたね。 

■ニューオープンなど 

◆南大沢に、アウトレットモール「ラ・フェット多摩 南大沢」ができました（９月）。私はまだ行

っていないのですが、相当の人出と聞きます。来年は靴を探しに行ってみようかなと思っていますが、 

何しろ、電車代が高くて・・ 

◆ニューオープンといえば、京八ＳＣにユニクロができました（９月）。ここもしばらくは縁がなさ

そうです（悲 ブックオフ八王子北口店も今年のオープンだったはずです。今年はどちらかというと

京八寄りにニューオープンが集中したような気がします。松屋とか（違 

◆最近よく見かけるようになった、さくら銀行のコンビニＡＴＭ「＠ＢΛＮＫ」。八王子では 2 月に

「ａｍｐｍ八王子五番街店」に設置されたのが最初ですが、実は多摩地区初設置なのです。また、７

月には「ａｍｐｍ京王八王子駅前店」に「＠Ｌｏａｎ」なるものが設置されましたが（自動ローン申

し込み機らしい）これも多摩地区初。そのあおりか、来年４月にさくら銀行と合併する住友銀行のＡ

ＴＭが次々と閉鎖されました。 

◆そごう（７月）と長崎屋（２月）の倒産は記憶に新しいものがあります。幸い八王子では営業を継

続しておりますが、少なからずショックを受けたものです。また、なぜか閉店してしまった「ルフォ

ワイエ」（９月）。いまだに真相は謎ですが、そのあとのテナントが入るまでの期間が短かったですね。

大型テナントの入れるスペースが立川などに比べて少ない八王子では、貴重な物件だったのかも。 

◆反面、小さくても面白いお店があるのが八王子のいいところ。９月にオープンしたワインやオイル

の量り売りのお店「フォムファス」はそのいい例。非常に条件の悪い立地にもかかわらず、多くの来

客があるようです。しかしながら八日町の商店街は深刻な状況に。地下駐車場・再開発ビルの工事も

始まりましたが、あそこまで大々的な工事となると、商店街にはダメージ大きすぎるかもしれません。

いくつかの店舗がシャッターを下ろしました。そういう意味で「創造的破壊」だと思えてなりません。 

http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00002556af0
http://www.lafete-outlet.com/
http://www.keio.co.jp/k8/
http://www.uniqlo.com/
http://www.sakura.co.jp/bank/
http://www.ampm.co.jp/
http://www.sumitomobank.co.jp/
http://www.sogo.gr.jp/
http://www.nagasakiya.co.jp/
http://www.jclu.co.jp/vomfass/
目黒 一成
高尾駅京王線時刻表に誤りがありました。申し訳ないです。修正して第３版として発行いたします。なお、時刻表と休業日情報は誤りのないよう万全を尽くしておりますが、弊誌を含む弊サイトのご利用、および利用不能によって生じる直接的または間接的な損害、損失等につきましては内容の正誤にかかわらず、弊誌編集部では一切の責任を負えません。ご了承ください。（このノートは、左上の－をクリックすれば閉じます）
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2000200020002000 年＠八王子（続き）年＠八王子（続き）年＠八王子（続き）年＠八王子（続き）    

◆駐車場で思い出しました。11 月から八王子北口の地下駐車場が値下げされましたが、その効果はあ

ったようで、休日にはかなり満車表示が出てくるようになりました。いいことです。（目次へ） 

■交通 

１月に多摩モノレールが多摩センターまで延伸されました。八王子市内には３つ駅がありますが、い

ろんな事情から、ものすごく長い駅名になってしまったものもありました。中大明星（正式名称：中

央大学・明星大学駅）には中大に行った折に、大塚帝京（同：大塚・帝京大学駅）には東中野にある

古本屋に行った折に利用しましたが、飛躍的に便利になりましたね。（目次へ） 

■2001 年は？？ 

駅周辺の大型ショップのオープンはあまり期待できません。いくつか空きスペースがありますが、一

番まとまったところでαランドの後継テナントに注目。また、２月に八日町のさくら銀行ＡＴＭコー

ナーが閉鎖されるので、念のためそこも注目。ＦＡＭ跡はマンションが建つという情報もあり。京八

西口にビルが建設される模様だが、事務所用途なので期待薄。西八北口のビル 2 棟は何か入りそうな

気配。それと、八王子の丸井がマルイシティになるのかどうか、ちょっと気になります。 

1 月、八王子市街と八王子インター付近を結ぶひよどり山有料道路が開通します。バス路線に変化が

あるかもしれません。（目次へ） 

今週のニュース今週のニュース今週のニュース今週のニュース    

■住友銀行ＡＴＭ閉鎖、その後、さらに（12/29） 

京王八王子と西八王子で住友銀行のＡＴＭが閉鎖されたことをお伝えしたが、めじろ台でも住友銀

行のＡＴＭが閉鎖されたことが判明した。１ヶ月足らずで３箇所の閉鎖、そのうえ西八王子からめ

じろ台にかけての一帯にはａｍｐｍも含め、代替拠点のない閉鎖となった。ａｍｐｍのオープンも

含め、今後も継続してお伝えする。（目次へ） 

■さくら銀行でもＡＴＭ閉鎖（12/29） 

さくら銀行八日町出張所（ＡＴＭ）が来年２月６日をもって閉鎖されることが判明した。すぐ至近

に４月に合併する住友銀行八王子支店（合併後は三井住友銀行八王子北支店となる）、道路を隔て

た向かい側には、ａｍｐｍがあり、大きな影響はないと思われる。（目次へ） 

    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

急遽、忘年会が入ったこともあって、予定が大幅に狂っています。本当は 20 日発行なのに、１週間も遅

れてしまいました。申し訳ないです・・そのかわり、分量は 20 世紀の最後を飾るにふさわしく？過去最大

の４ページ構成。分厚くしておきました。が、携帯端末対応が大変になってしまいました・・・ 

前号の初売り予測、大幅に外しています。アルプスが２日から、長崎屋と murauchi.co.jp は元旦営業です。

ということで、多分元旦はダイエー → murauchi.co.jp でしょう（逆順もあり？） 

 このあと、豪華？２大付録つき。特に年末年始営業案内は気合入ってます。ＰＤＦ移行で先に携帯用原

稿は作っていますし。 
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特別付録：終夜運転時刻表＆ひとこと初詣ナビ特別付録：終夜運転時刻表＆ひとこと初詣ナビ特別付録：終夜運転時刻表＆ひとこと初詣ナビ特別付録：終夜運転時刻表＆ひとこと初詣ナビ    

■終夜運転時刻表 

29 日までに判明した分を掲載しています。 

 

八王子駅発（西八王子～八王子間 約３分です。） 

 中央線 東京方面 中央線 高尾方面 横浜線 

０ 04 東 19 中 37 小 56 東  土休日ダイヤで運転 14 神 56 桜  

１ 23 東 51 東  01 高 07 高 14 高 49 高 54 桜  

２ 24 東 51 東 19 高 37 高 55 高  56 桜 

３ 20 東 43 東 35 高 47 高  52 神 

４ 35 東 46 新 59 東 14 高 52 高 53 神 

東：東京 中：中野（東京行きに接続あり） 小：武蔵小金井（千葉行きに接続あり） 

新：新宿 高：高尾  神：東神奈川 桜：桜木町 赤字：急行アルプス 21 世紀号 

 

高尾駅発（高尾～高尾山口間 約２分です）※中央線 23:58 までは土休日ダイヤで運転 

 中央線    京王線 高尾山口行 京王線 新宿方面 

23 58 東 11 32 52 土休日ダイヤで運転 

０ 13 中 31 小 50 東 22 41 56 20 新 59 新  

１ 17 東 45 東  14 31 25 不 41 新   

２ 18 東 45 東 06 30 25 新 58 新  

３ 14 東 36 東 03 37 33 新  

４ 29 東 52 東 12 33 40 02 新 25 新 47 北  

５ 凡例は八王子を参照 01 14 31 51 02 北 21 北 42 北 56 北 

緑字：急行（料金不要） 網掛：５番線発  新：新宿  北：北野  不：高幡不動  

（目次へ） 

 

■ひとこと初詣ナビ。 

高幡不動尊（京王／多摩モノ 高幡不動駅下車） 

京八＝北野間の終夜運転／終電延長がないため、通常の土休日ダイヤとほぼ同じになります。 

終電後は高尾経由になります。（分倍や立川経由でも可能ですが、もっと時間がかかる上、高い） 

 

高尾山薬王院（京王 高尾山口駅下車 ケーブルカー利用） 

ケーブルカーは終夜運転を行います（頻繁に運転されているので、本誌には掲載しません） 

京王線・中央線とも 30 分程度に１本は運転されていますが、例年高尾での接続はよくないです。時

間に余裕を持ってお越しください。（目次へ） 
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特別付録２：年末年始休業日情報特別付録２：年末年始休業日情報特別付録２：年末年始休業日情報特別付録２：年末年始休業日情報    

Ｓ：ショッピングフロア Ｒ：レストランフロア（ＳＣにより呼び名が異なります） 

 30 土 31 日 １祝 ２火 ３水 

Ｓ 通常営業 通常 ～19：00 休業日 10:30～19：00 10:30～19：00 八王子 

東急スクエア  Ｒ 通常営業 11:00～19:00 休業日 11:00～20：00 11:00～20：00 

B1～2F 09:30～20:00 09:30～19:00 休業日 10:00～18:00 10:00～18:00 

3F～8F 10:00～20:00 10:00～19:00 休業日 10:00～18:00 10:00～18:00 

八王子そごう 

駅ビルＮＯＷ 

Ｒ 11:00～22:30 11:00～19:00 休業日 11:00～20：00 11:00～20：00 

丸井八王子店 通常営業 10:30～19:00 休業日 休業日 10:00～20:00 

Ｓ 通常営業 通常 ～18:00 休業日 09:55～19:00 通常営業[*1] 京王八王子ＳＣ 

（Ｋ－８） Ｒ 通常営業 11:00～18:00 休業日 11:00～21：00 通常営業 

ダイエー各店 09:00～ 通常 09:00～ 通常 通常営業 通常営業 通常営業 

グルメシティ八幡町店 09:00～20:00 09:00～20:00 11:00～19:00 通常営業 通常営業 

長崎屋八王子店 通常営業 10:00～19:00 通常営業 通常営業 通常営業 

深夜営業店 09:00～ 通常 09:00～22:00 休業日 10:00～21:00 10:00～21:00 アルプス 

[*2] その他 09:00～ 通常 09:00～ 通常 休業日 10:00～19:00 10:00～19:00 

ロンロン市場[*3] 10:00～20:00 09:00～20:00 休業日 休業日 休業日 

イトーヨーカドー各店 09:00～ 通常 09:00～ 通常 通常営業 通常営業 通常営業 

京王ストア高尾店[*4] 08:30～21:00 08:30～19:00 休業日 休業日 休業日 

ヨドバシカメラ八王子店 通常営業 通常営業 10:00～20:00 10:00～20:00 10:00～20:00 

murauchi.co.jp 本店 通常営業 通常営業 10:00～19:00 10:00～19:00 10:00～19:00 

ルームズ大正堂八王子店 営業[*5] 休業日 休業日 営業 営業 

灰字部分は、現時点で特に公表されていないため、通常通り開店はしますが、閉店時間が変更になる

可能性がないとは言い切れません。参考程度にお願いします。 

*1：啓文堂書店及びルパは 20 時閉店、京王観光は休業 

*2：深夜営業店→西八王子・高倉・南平・はざま・甲の原（通常 24 時閉店）  

*3：４日から通常営業 

*4：４日は 10 時～20 時、５日から通常営業 

*5：詳細な情報は入手できていません。 

http://www.tokyu-square.com/
http://www.tokyu-square.com/
http://www.sogo.gr.jp/
http://www.0101.co.jp/
http://www.keio.co.jp/k8/
http://www.keio.co.jp/k8/
http://www.daiei.co.jp/
http://www.nagasakiya.co.jp/
http://www.superalps.co.jp/
http://www.itoyokado.iyg.co.jp/
http://www.yodobashi.co.jp/
http://www.murauchi.co.jp/
http://www.rooms-taishodo.co.jp/

