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005 最新ショップ情報 
005 次号予告・休刊のご案内 
 

 
＜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。 
 

 
＜西八特集 1＞ 月末にも全店舗そろってリニューアル。 
西八王子ロンロン西八王子ロンロン西八王子ロンロン西八王子ロンロン    リニューアル情報リニューアル情報リニューアル情報リニューアル情報 
３月から段階的に続いていました、西八王子ロンロンのリニューアルですが、６月中にマ

ツモトキヨシがオープンするのを最後に完了する模様です。各店舗の見た感じの広さです

が、新星堂が若干広く、デイリーヤマザキが若干狭くなったように思えます。階段の配置

変更と、中央階段下のトイレの撤去を行ったため、既存店のスペースをそれほど削ること

なく、マツモトキヨシの１階部分のスペースをつくることができたようです。 

 
＜ニューオープン＞ 
マツモトキヨシ 西八王子店 （今月中にオープンの見込み） 
２階全部と１階の一部という、かなりの規模になります。（八王子のマツキヨと同程度、あ

るいは若干広くなるかも？）ただでさえ西八はドラッグストアの多いエリアなのですが、

（北口に２店、南口に２店、駅からややはなれたところに３店）駅ビルという好立地を生

かして、かなり強気の出店となりそうです。売場の大半が２階になるため、１階は比較的

「店頭」の意味合いが強く出ると思われます。北口階段を下りて最初に目に付く、山積み

された商品や POP 類の数々は、相当なインパクトを与えるでしょう。現在商品搬入が始ま

り、今月中にはオープンできそうな感じです。 

 
＜リニューアルオープン＞ 

新星堂 西八王子店 （5/下 オープン） 
若干東側に移動し、駅出口から離れました。今回のリニューアルで店舗スペースに余分な

凹凸がなくなったため、レイアウトもしやすくなったようです。 

10 時～20 時半 年中無休 

 
デイリーヤマザキ （旧ヤマザキデイリーストア：6/21 オープン予定） 
こちらも若干東側に移動。現時点では店名が判明していませんが、旧ヤマザキデイリース

トアの店名を踏襲し、西八王子店になる可能性が高そうです。若干旧店舗より狭くなった

印象を受けます。旧店舗では酒類の扱いがありましたが、現時点では新店舗で酒類を扱う

のかは判明していません。

http://www.shinseido.co.jp/
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＜閉店店舗＞ 改装前、２階にあったショップ。 
くまざわ書店 西八王子店  

3 月中旬、ロンロン向かいに移転オープンしましたが、相当規模を縮小してしまいました。 
文具の取り扱いは停止、参考書類も大幅縮小。よくある「町の本屋さん」並の品揃えにな

ってしまったのは、ちょっと残念です。 

 
UCC カフェプラザ  
移転案内等一切なかったので、西八から撤退した模様です。 

 
＜その他既存店＞ 
ロンロン市場 
比較的最近増設された生鮮食料品売場。結構殺風景だった西八駅前もずいぶん様変わりし

た記憶があります。価格はそこそこ安め。 
吉祥寺や三鷹のロンロンとの互換性はありません。ロンロンカードも使えないようです。 

10 時～20 時 第３木曜定休。 
 

星のすみか       結構有名なラーメン屋さん。雑誌掲載多数。 
銀座コージーコーナー  洋菓子チェーン  

フローリストシマダ   花屋。掘り出し物多し。 

ドムドム        唯一南口にある。ダイエー系ハンバーガーショップ。 

 
 

 
連載再開）今度は本気です。多分。 

「ＨＣＭ的」八王子用語事典「ＨＣＭ的」八王子用語事典「ＨＣＭ的」八王子用語事典「ＨＣＭ的」八王子用語事典 02 
ＨＣＭ的な味付けの八王子用語事典。ついにバージョン 02 となり、別コンテンツとして立

ち上げることになりました。今後、収録語の一部を紹介していこうと思っています。 

 
選挙事務所選挙事務所選挙事務所選挙事務所 （せんきょじむしょ） 
選挙が近づくと市街地の空き店舗などを使って設置される。個人商店などではわざわざ

一時休業して場所を提供するケースもあるらしい。 
選挙の時期だけ、市街地から空き店舗が減るため、ある意味にぎやかになるが、 
一歩間違えると騒がしくなるので、注意と警戒が必要とされる。 

→ 東京 24 区、選挙、創造的破壊  
 
これから、都議選、参院選と選挙が続くわけで、しばらくはスピーカーの大音響で目が覚

める日が続くのかなぁなどと思いつつ・・
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＜西八特集 2＞ 押さえておいて損はない、八王子中西部の拠点駅 

西八王子駅周辺基本情報西八王子駅周辺基本情報西八王子駅周辺基本情報西八王子駅周辺基本情報 
西八王子駅は八王子駅・高尾駅に次いで３番目に乗降者数の多い駅です。それほど大きな

駅ではありませんが、中央特快は止まりますし、ロンロンという駅ビルも有り（駅ビルと

言えるのか疑問視される規模ではありますが）バスターミナルもロータリーもあって、駅

前には NOVA だってあります。 

 
＜電車＞ ※バスは時刻表ページに掲載予定 

ＪＲ中央線（特快停車・通特通過）八王子まで１駅３分 130 円。 

 
 
 
 
 
  
 
＜主な金融機関＞ 

金融機関名 場所 ＡＴＭ稼働終了時間 

東京三菱銀行 千人町 2-1 ダイエー斜め向かい 平日 21 時 土休 17 時 

三和銀行   Ａ 台町 4-48  南口バス停そば 平日 21 時 土休 21 時 

富士銀行   Ａ 散田町 3-9 南多摩病院向かい 平日 21 時 土休 17 時 

第一勧業銀行 Ａ 千人町 2-1 北口階段下 平日 19 時 土休 17 時 

山梨中央銀行  千人町 2-4 西八駅入口バス停そば 平日 19 時 土休 17 時 

東京都民銀行 台町 4-48  南口踏切そば 平日 21 時 土休 17 時 

八王子信用金庫 北口カメラ屋脇の奥 
南口駅入口交差点 

平日 21 時 土休 19 時 
両店舗共通 

ＡはＡＴＭ。 稼働時間は自行のカードの場合。 

他に、甲州街道沿いにＥ－Ｎｅｔ設置コンビニ有り。 
 
＜スーパー＞ 

店名・場所 営業時間・その他 

ダイエー 西八王子店 

千人町 2-2  北口踏切そば 
10 時 ～ 23 時（２階～４階は 21 時閉店） 
無休 

スーパーアルプス 西八王子店 

散田町 3-17 西八駅南入口交差点 
9 時半 ～ 24 時  
無休 酒扱い有 

ロンロン市場 

千人町 2-1  西八王子ロンロン 
10 時 ～ 20 時  
第 3 木曜定休 
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 立川・東京方面 高尾・甲府方面 

始発 東京行    04：32 高尾行    04：55 
甲府方面接続 05：12 

終電 東京行    23：42
中野行    24：16
武蔵小金井行 24：34

大月行    24：28（24：17） 
高尾行    25：32（25：28） 
※（ ）内は土休日の時刻 

http://www.btm.co.jp/
http://www.fujibank.co.jp/
http://www.dkb.co.jp/
http://www.yamanashibank.co.jp/
http://www.tominbank.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/hachioji
http://www.daiei.co.jp/
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＜コンビニ＞ 店名は省略しています。 

チェーン名 場所 酒 ＡＴＭ ＷＣ 

ローソン 台町 4-45  東京都民銀行斜め向かい × なし － 

ファミリーマート 千人町 2-19 山梨中央銀行斜め向かい × E-Net 可 

散田町 3-9  西八王子ハイツ向かい ○ なし － サンクス 

千人町 2-5  山梨中央銀行奥入る ○ なし － 

ミニストップ 散田町 3-1  南口左手入る × なし 可 

デイリーヤマザキ 千人町 2-1  西八王子ロンロン１階  6/21 オープン 

 
＜本・ＣＤ＞ 

店名 場所 営業時間 

くまざわ書店 西八王子店 千人町 2-1 ロンロン向かい 9 時～21 時 

ブックランド 島村書店 台町 4-46  ローソン並び  
いそま書店 千人町 2-3  

東京三菱銀行斜め向かい 
10 時～22 時 
文具 21 時迄 

新星堂 西八王子店 千人町 2-1 ロンロン１階 10 時～20 時半 

TSUTAYA 西八王子店 散田町 1-16 駅からやや歩く。 10 時～24 時 

 
＜ファーストフード＞ 店名は省略しています。 

チェーン名 場所 営業時間 

マクドナルド 千人町 2-1 ロンロン向かい 7 時～22 時 朝マック 10 時迄 

ドムドム 台町 4-48  南口出てすぐ 8 時～20 時  

松屋 台町 4-47  南口ロータリー向かい 24 時間営業 6/17 オープン 

 
＜その他 おすすめ＞ 

店名・場所 コメント 

百円屋 

千人町 2-1 マクドナルド裏手 
非大手 100 円ショップ。小さい割には品揃えが多彩。な

ぜか 100 円以外の商品も多数だが、それなりに安い。23
時 30 分迄営業しているのは便利 

満福亭 

千人町 2-1 百円屋並び 
西八の有名店。100 円ラーメンは日本一のコストパフォー

マンスながら味に劣りなし。おすすめはタンメン。 
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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（6/17 現在判明分） 
今月の休業日一覧 

ダイエー 西八王子店 
グルメシティ八幡町店 

6/20 臨時休業  
八王子店は営業の模様 

丸井 八王子店 6/20  

 

 
次号予告次号予告次号予告次号予告    No. 258 – 260    07/05 頃発行予定（だが未定） 
＜連載特集＞ 「ＨＣＭ的」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。 

＜連載＞ 「ＨＣＭ的」八王子用語事典 02 

 

 

編集後記と休刊のご案内編集後記と休刊のご案内編集後記と休刊のご案内編集後記と休刊のご案内 
ほぼ１ヶ月ぶりの発行になってしまいました。いろいろバタバタしていまして、なかなか

ＨＣＭの紙面作成まで手が回らない状態が続いています。 
そういいつつ、今回は合併号であることを差し引いてもかなり書いたつもりです。５ペー

ジ構成というのは初めてだと思います。 

 
就職活動が終わり、八王子を離れることが確定しました。現在の形態でのＨＣＭは今年度

いっぱいとなりますが、まだまだやり残した事はあります。八王子を離れてもできること

は続けていくつもりです。 
来年度以降のＨＣＭの形態ははっきりと決まっていません。ポータルサイトのようなもの

が出来上がるかもしれませんし、バックナンバー保管庫になるかもしれません。ただの時

刻表サイトになる可能性もあります。ただ、少なくとも現状で決まっていることは、サイ

ト閉鎖の予定はないということです。もちろん、私の意志を継いでくれる方がいるのであ

れば、ＨＣＭの記事執筆をお任せしようと思っています。 
残された時間で私のできる限りの事をして、形に残したい。そう思っています。 
全部できるかどうかわかりませんけどね。最後までお付き合いいただければ幸いです。 

 
（募集）ＨＣＭの記事を書いてくれる方を募集します。詳細はお問い合わせください。 
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