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＜お知らせ＞ 
Version 02 移行に伴い、レイアウトも

一新。創刊 2 年目くらいのレイアウト

をベースとし、PDF の表現力を最大限

発揮しました。 
 

 
＜特集 1＞ 5/1 八王子駅構内新店舗オープン 
無印無印無印無印 COM KIOSK 多摩地区初登場多摩地区初登場多摩地区初登場多摩地区初登場 
5/1、八王子駅構内に、無印良品 comKIOSK とベックスコーヒーがオープンしました。 
これはみどりの窓口とびゅうプラザを北口寄りにずらし、空いたスペースを店舗としたも

のです。びゅうプラザは若干狭くなりましたが、みどりの窓口は一部券売機の裏に回り込

む形になったため、思ったほど狭くなっていません。 
待ち時間に買い物ができるというのが目的ではありますが、駅に人が集まるような環境を

作ることも考えられているようです。 
◆ http://www.jreast.co.jp/hachioji/info/20010222_01/index.html（ニュースリリース） 
無印良品 comKIOSK は駅構内などに立地するタイプの小規模店で、出かける時にちょっと

寄っていけるように、菓子類、飲料や文房具。化粧品等をそろえているのが特色です。 
中央線沿線では東京駅と新宿駅にあるのみで、今回のオープンは多摩地区初となります。 
＜ショップレビュー＞ 

新宿の comKIOSK と比べると、若干衣料品少なめ、文房具多めかなと感じる程度。 
ただ、モノがいいだけに傘は若干高めなので、ちょっと雨が降ったからというわけには行

かないようです。若干新宿より広い感じがします。また、改札の外にあるというのはうれ

しいですね（新宿は改札内）オープン当日、閉店間際の 20 時半過ぎに行ってみたのですが、

多くのお客さんでにぎわっていました。滑り出しはかなり順調のようです。 

おすすめ商品：カート缶ミルクティ 90 円。 
＜ショップデータ＞ 

（住）旭町 1 JR 八王子駅びゅうプラザ横 （営）7 時～21 時 無休 
※都心にある comKIOSK は 8 時～21 時半というところが多い。 

 

 
スペースが余ったからというわけではないですが・・・ 

知っ得ミニコラム知っ得ミニコラム知っ得ミニコラム知っ得ミニコラム 
八王子駅改札前には、富士銀行の ATM（24 時間稼動）、えきねっとの受け取りもできる、

mini コンビ（6:30～23:00）、ベッカーズ（7:30～21:00）もあり、待ち合わせのときは、改

札前のどこで待ち合わせるかをよく打ち合わせておかないと、なかなか見つけられません。

たとえば、「ベッカーズ前」とか。中央案内板前はわかりやすいけど混雑するので不向。 

http://www.muji.co.jp/
http://www.jb-coltd.co.jp/becks/
http://www.jreast.co.jp/hachioji/info/20010222_01/index.html
http://www.fujibank.co.jp/
http://www.eki-net.com/
http://www.jb-coltd.co.jp/beckers/
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＜特集 2＞ 5/11 長崎屋八王子店リニューアルオープン 

ベスト電器八王子上陸。量販店価格戦争再燃？ベスト電器八王子上陸。量販店価格戦争再燃？ベスト電器八王子上陸。量販店価格戦争再燃？ベスト電器八王子上陸。量販店価格戦争再燃？ 
5 月 11 日、長崎屋八王子店の 5 階・６階部分がベスト電器八王子長崎屋店としてリニュー

アルオープンしました。経営再建中の長崎屋の家電売場を受け持った格好で、ここ 2 ヶ月

で長崎屋内だけで 11 店オープンしていることもあり、関東でも見かける機会が増えた家電

量販店です。（本社福岡・国内店舗の約半数にあたる 260 店余が九州に所在） 
妙に対抗意識のあるのがパレックス（ダイエー八王子店 6 階）で、ダイエー店頭にベスト

電器のチラシを「展示」。価格で徹底抗戦すると、意気込みは十分。立地・品揃えが似てい

るということで、危機感が現れたようです。 

また、4 月末にはこれまで 6 階にあった 100 円ショップが 7 階に移動しています。これに

伴い、日用品売場はなくなり、直営部分は大幅に減りました。 
＜ショップレビュー：ベスト電器＞ 

5 階は主に家電と携帯電話のフロア。広さ相応の品揃えになっています。 
6 階は AV と PC 関連のフロア。PC サプライが充実しています。価格的にもなかなか。た

だ、なぜか TDK の CD-R がおいてありません。 
PC ソフトはごくごく基本的なものしか置いていない上、数も少ないので、あんまり期待し

ないほうがいいかも。 

＜ショップレビュー：100 円ショップ＞ 
移転前より若干広くなっています。その分品揃えも充実。書籍コーナーがレジ横にでき、

オリジナル商品の文庫・実用書・CD が所狭しと並んでいます。文具コーナーはその隣なの

ですが、なんだかまとまりがなく、最初は戸惑うかもしれません。フロア奥の食品コーナ

ーも充実しています。ただ、2 缶 100 円のドリンクが品薄状態。食品に限ったことではない

のですが、ダイエー八王子店の４階奥に 88 円均一コーナーがありますので、88 円で買える

かどうか、よくチェックしたほうがよさそうです。（最近筆者は 100 円ショップでの衝動買

いがなくなりました） 
＜ショップデータ＞ 

（住）中町 1-3 長崎屋八王子店 5・6 階／7 階 （休）長崎屋休業日 

 

 

最新ショップ情報最新ショップ情報最新ショップ情報最新ショップ情報（5/14 現在判明分） 
今月の休業日一覧 

八王子東急スクエア  5/22  
そごう 八王子店（※八王子そごうより改称） 5/31 臨時休業 

丸井 八王子店 5/16  
リニューアル情報 
新星堂 西八王子店 5/中 仮店舗営業中。 

ヤマザキデイリーストア 西八王子店 6/上 改装中は休業。 
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http://www.bestdenki.ne.jp/
http://www.tokyu-square.com/
http://www.sogo-gogo.com/
http://www.sogo-gogo.com/shop/hatiouji/index.html
http://www.0101.co.jp/
http://www.0101.co.jp/stores/guide/store420.html
http://www.shinseido.co.jp/
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次号予告次号予告次号予告次号予告    No. 255 – 257    05/25 頃発行予定（だが未定）豪華２大特集。 
＜特集 1＞ 八王子ガイド 02 
八王子ビギナー必見。これさえあれば大丈夫？八王子エリアの最新基本情報。 
編集長おすすめマーク付きショップ一覧表。あなたの？に答えます。 

＜特集 2＞ 西八王子ロンロン改装情報＆周辺情報 
今年は西八が熱い？ ほぼ全面改装の西八王子ロンロンの情報をはじめ、ニューオープン情

報を中心にお伝えします。 

 

 
編集後記編集後記編集後記編集後記 
大変長らくお待たせいたしました。ようやく新体制での発行にこぎつけました。 

旧マシン（Windows Me）が使用不能になり､急遽新しいマシンを注文。 
OS も Windows2000 になりまして、安定性も桁違いに向上し、ずいぶん作業も楽になりま

した。ただ、旧マシンのデータが取り出せない状況なので、HCM の製作にちょっと支障が

出ていまして、今回のレイアウト変更もその結果です。トラブルの副産物といえばそれま

でですが、97～98 年頃のレイアウトをベースとし、細かいところに手を加えてみました。

見出しの網掛けとか、タイトル部分とかなかなかいい具合に出来上がっています。特にタ

イトル部分は、印刷に最適化されましたので、お手持ちのプリンタで印刷するとその違い

がはっきり出るはずです。 

 
そういえば、今月あたりからそごうの店名表記が変わっています。「そごう八王子店」って

いうのも慣れないとピンと来ないかもしれませんが、HCM では今号よりこの表記に変えて

います。 

 
234 - 235 号の本欄で募集した（？）3 枚切の食パンですが、意外と簡単に入手できるよう

になりました。製パンメーカー系のショップではスライスサービスがあるみたいです。私

の知っているところだと、西八北口のヤマザキショップ。3 枚切＋6 枚切 4 枚なんていう注

文にも応じてくれるので、結構手軽に厚切トーストが楽しめるようになりました。 

 
最近不定期刊行が珍しくなくなってしまいました（苦笑 

ちなみに、242 – 249 号ですが、メルマガ先行配信分の PDF 化に時間がかかっています。 
もうしばらくお待ちください（ぉぃ 
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