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HACHIOJI CITY MAGAZINE 
No. 259 – 264（八王子駅特集） 

2001 年 07 月 30 日発行 発行者：目黒 一成（HCM 編集部） 
 
259 – 264 号目次 
001 連載）目黒の見た八王子 45 
002 特集）八王子駅周辺大特集 
007 最新ショップ情報 
007 次号予告・休刊のご案内 
 

 
＜お詫び＞ 
製作しているうちにものすごい分量に

なってしまったので、以下の通り、一

部構成を変更しています。ご了承くだ

さい。 
八日町特集は次号に延期します。 
用語事典とニュースはお休みします。

 
不定期連載 
目黒の見た八王子目黒の見た八王子目黒の見た八王子目黒の見た八王子    [45] 量の立川・質の八王子 
 
ＪＲ東日本から 00 年度の駅別乗者人数が発表された。それによると、立川は大幅増なのに

対し、八王子は減少幅が大きくなり、中央線沿線では三鷹に抜かれ、順位も落としている。 

注：初出時はこれに関する朝日新聞の記事が Web に掲載されていたのだが、現在は削

除されている。ちなみに、ＪＲ東日本のサイトには 99 年度分のデータも掲載されてい

るので、代わりに紹介しておく（ http://www.jreast.co.jp/passenger/index.html ） 

 
ときどき、立川に行く機会があるのだが、伊勢丹移転オープン以来、立川の改札前を行き

交う人は相当増えたような印象を受けていた。それが、はっきりと数字になって出てきた

のである。 
もちろんＪＲの乗降者数がすべてではないし、数字の割には八王子駅前もにぎわっている

が、立川の集客力が格段に上がったことだけは確かだ。 

 
大型再開発が完了し、駅北口に大型店が集積した立川と対照的に、八王子には駅前に大型

店の出店余地がない。駅至近に空き地があっても、ビルの陰で駅から見えない。 
圧倒的に八王子不利なのである。 
その上、アクセス面でも立川が数段上なのは否定できない。 

 
ただスケールが大きいだけというのは問題だが、品揃えを維持するには、それなりの規模

というのが必要である。実際、ＰＣ周辺機器などで、八王子のヨドバシに売っていないも

のは結構多い。 

 
何でもありの立川に対抗するには、「品揃えの豊富な専門店」を目指すしかないのだろうか。

答えは、まだ見えてこない。 

（2001/07/02 「Press 8」112 号に掲載、2001/07/16 一部追記・修正） 

http://www.jreast.co.jp/passenger/index.html
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＜特集＞ 基本は押さえておこう。 

八王子駅周辺基本情報八王子駅周辺基本情報八王子駅周辺基本情報八王子駅周辺基本情報 
八王子駅は八王子の玄関口。もちろん数多くのお店がありますが、なかなか紹介される機

会が少ないため、知られざる名店も結構多いんです。 

 
＜アクセス＞ 
１：京王線 

新宿から特急（料金不要）で最短 34 分・・ということになっているが、多少無理したダイ

ヤのため、遅れることがけっこうある。ただし、準特急の新設で八王子へのアクセスはよ

くなった。優等列車が実質 10 分間隔になったことは評価すべき。 
基本的には特急か準特急に乗ればよい。高尾山口行きの場合は北野で乗り換えるが、同一

ホームでの乗換になるので、それほど大変ではない。 

京王八王子駅は出口が 2 つ有るが、主に利用されるのは駅ビル直結の中央口で、西口は大

和田・日野方面の路線バスや高速バスへの乗換が便利というくらい。ＪＲ線への乗換は 10
分以上、特に横浜線は 15 分くらいあると安心。 

 
２：中央線 

新宿から中央特快で標準 37 分。不等間隔は相変わらずなので、時刻表の携帯を推奨する。 
青梅特快は立川で同一ホームでの乗換となる。 
ごくわずかの例外を除き、特快が快速を追い越すのは三鷹と国分寺だけ。新宿からだと特

快の 3 本前の高尾行きは高尾まで先の到着となるので、覚えておくと便利。 
西八王子から 3 分 130 円、豊田から 4 分 150 円。それなりに本数は多いので、近距離の利

用も意外と便利である。ちなみに通勤定期は誰でも購入可能（購入のために特別な証明が

要らない）なので、頻繁に利用する場合は定期券購入がお得。 

 
３：横浜線・八高線 

横浜線は快速が 30 分毎になって便利になったものの、日中のみ。 
八高線は基本的に 1 時間に 2 本程度しかない。北八王子駅からはバスのほうが本数が多い

のだが、所要時間を考慮するとちょっと微妙なところ。 
 
４：路線バス 
八王子駅周辺への公共交通によるアクセスのかなりの割合を占めると思われる。 
秋川街道では楢原町、陣場街道では四谷あたりからは頻発しており、駅から結構離れたと

ころでも、10 分待てばバスが来ることが多いが、運賃が高いのが難点。 
ほとんどの路線バスは京王八王子駅か八王子駅北口止まりだが、長房団地から西八王子

駅・八王子駅・大和田を経由し日野駅まで直通するものもある。（ただし、直通運転は日中

のみ） 
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＜主な金融機関＞ あまりに多いので、都市銀行のみ掲載してあります。 

金融機関名 場所 ＡＴＭ稼働終了時間 

東京三菱銀行 Ａ 
       Ａ 

旭町 1   八王子駅ビル１階 
明神町 3-27 京八駅中央口改札横 

平日 21 時 土休 21 時 
平日 21 時 土休 17 時 

三和銀行    旭町 9   東急スクエア 1 階 毎日 23 時（欄外注３） 

富士銀行   Ａ 

 
       Ａ 

旭町 1   八王子駅構内改札横 
子安町 1-3 八王子南口駅前 
旭町 13   東電八王子営業所内 

24ｈ（欄外注１） 
平日 21 時 土休 17 時 
平日 17 時  土休非稼動  

第一勧業銀行 Ａ 中町 1   長崎屋八王子店内 
明神町 4-5 八王子プラザＨ付近 
横山町 10  横山町バス停前 

平日 21 時 土休 17 時 
平日 19 時 土休 17 時 
平日 19 時 土休 17 時 

三井住友銀行 
       ＠ 
       ＠ 

千人町 2-4 西八駅入口バス停そば 
横山町 5  五番街ダイエー向かい 
明神町 3-7 京王八王子駅向かい 

平日 21 時 土休 17 時 
24ｈ（欄外注２） 
24ｈ（欄外注２） 

あさひ銀行 横山町 19  甲州街道横山町交差点 毎日 21 時 

ＡはＡＴＭ ＠は＠ＢΛＮＫ（am/pmに設置されている、三井住友銀行のＡＴＭ）  

稼働時間は自行のカードの場合。 

注１：日曜 0時～7時及び 21 時～翌月曜 7時のみ稼動停止。祝日も関係なく稼動。 

   このＡＴＭは土休日も預入可能（時間帯・手数料は Webでご確認ください） 

注２：日曜 21 時～翌月曜 7時のみ稼動停止。祝日も関係なく稼動。 

注３：第 3日曜のみ 21 時まで。 

他に、Ｅ－Ｎｅｔ設置コンビニ多数（駅周辺のファミリーマートほぼ全店に設置） 

 
 
＜コンビニ＞ 数が多いので、各チェーンとも、駅最寄店舗のみ掲載します。 

 
チェーン名 数 八王子駅最寄店舗（一部京王八王子駅最寄店舗） 

セブンイレブン １ 八王子北口店  （東町 13 三番街沿い） 

ファミリーマート ５ 吾妻八王子駅前店（東町 11 五番街 スクエア裏手） 
京王八王子店  （明神町 3-26 東放射線通り デニーズ隣）

am/pm ２ 京王八王子駅前店（明神町 4-7 京王八王子高速ＢＴ脇） 
八王子五番街店 （横山町 5 五番街 ＫＦＣ並び） 

ローソン ３ 八王子中町店  （中町 6 カプセルホテル隣） 

サンクス ３ 八王子北口店  （横山町 11 西放射線通り風車そば） 
八王子明神町店 （明神町 4-2 甲州街道 南多摩高校向かい）

店舗数は、おおむね、京八駅西口から国道 16 号、甲州街道からＪＲ中央線までの範囲に 
おけるものです。 
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＜スーパー・大型店・ＳＣ等＞  

そごう 八王子店 （旭町 1-1 ＪＲ八王子駅ビル）10 時～20 時 無休 
新生そごうスタート時より、この呼称になった。構造上、正面入口があまり使われていな

いのがもったいない。あまり情報誌に載ることはないが、地下食品売場はおすすめ。 

 
八王子東急スクエア （旭町 1-9 ＪＲ八王子駅前）10 時～20 時（基本）水不定休 
八王子を代表するＳＣのひとつ。三省堂書店・無印良品・新星堂カルチェ５など、半フロ

ア以上の比較的大きなショップが多い。一部のショップは 22 時迄営業。 
どうも今年度より水曜不定休になった模様。 

 
丸井 八王子店（旭町 2-5 八王子駅ビル隣） 10 時半～19 時半（基本）水不定休 
営業時間が季節によって異なるので、注意。 
駅に近い側がＡ館（主にメンズ）で、そうでない側がＢ館（主にレディース）である。 
Ａ館地下に八王子最大規模のＣＤショップがあるが、あんまり混んでいない。 

 
京王八王子ＳＣ（明神町 3-27-1 京王八王子駅ビル） 11 時～20 時（基本）月不定休 
京王八王子駅の上。主なショップは啓文堂書店、京王アートマン、ユニクロ、タワーレコ

ード、シマムラミュージック、ステーショナリーマート三成堂など。リニューアル時にタ

ーゲット年代を下げたこともあり、他のＳＣとは一味違うラインナップになった。 

 
ダイエー 八王子店（横山町 4-8 甲州街道沿い）10 時～21 時（基本）無休 
１階と地下は 23 時閉店。忠実屋吸収合併以前からの店舗であり、昔は「ダイエー」といえ

ばここを指したものである。八王子では大きな店舗であり、今後大掛かりな改装があるか

もしれない。 

 
セイフー 京王八王子店（明神町 3-26 京八駅脇入る）24 時間営業 無休 
八王子駅周辺で唯一、24 時間営業をしているスーパー。ダイエー系列のため、売っている

ものは、一部を除きダイエーと同じ。 

 
＜周辺エリア大型店へのアクセスガイド＞ 駅周辺以外の大型店。 

ルームズ大正堂 八王子店（北野町 592-1） 家具以外にもガーデニング関連多数。 
八王子駅（３番のりば）、京王八王子駅（ドコモショップ隣のりば）から「八王子車庫」行

きバスで「あったかホール前」下車、八王子中央教習所脇の道を入る。 

 
murauchi.co.jp 八王子本店（大和田町 5-1-21）ご存知、家電・PC の大型専門店。 
八王子駅（１～３番のりば）、京王八王子駅（７・８番のりば）から、 
「宇津木台（大和田経由）」「大和田団地」「日野駅」「豊田駅北口」「八王子工業団地（急行

除く）」行バスで「大和田坂下」下車すぐ。 
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＜本・ＣＤ＞ 
基本的に大型店・ＳＣ内の店舗はその大型店・ＳＣの休業日に準じます。 
また、休業日には年末年始は含みません。 
 
くまざわ書店 八王子本店（北口 14 番バス停前） 平日 22 時半まで営業・無休 
実は本店らしい。 
一般書・雑誌類が１階にあるのが便利。 
また、理工書・コンピュータ関連・コミックが充実。 
三省堂にない本がひそかにあることも多い。 
また。平日に限れば、北口では一番夜遅くまで営業している。 
 
注意 

�� 正面入口付近にエスカレータがあるが、２階へしか上がれない。 
３階より上はエレベータか階段になるがいずれも正面入口とは反対側についてい

るので、２階を横断するか、五番街側入口から入ることになる。 
�� １階は、とにかく混んでいる。一般書の立ち読みはおすすめしない。 
�� ２階は、意外と混んでいない。文庫本はここで買うといいかも。ただし通路狭し。 
�� 地下のコミック売場は他のフロアと館内でつながっていないので、一旦外に出る

必要あり（正面・五番街側とも入口有） 
 
三省堂書店 八王子店（東急スクエア７階） 毎日 22 時まで営業 
スクエア開業時に、神田本店に次ぐ大型店舗としてオープンした。 
一部喫茶コーナーとなったので、若干売り場面積は小さくなったものの、 

スクエア７階の 2/3 を占める。最初は迷うかもしれない。 
基本的に何でもある。理工書も多い。 
構造上、移動距離が長くなるのが難点。 
また、エレベータ待ちが長いので、それなりの覚悟が必要。 
エスカレータで行ったほうが早いかもしれない。 

 
啓文堂書店 京王八王子店（京王八王子ＳＣ９階） 毎日 21 時まで営業 
（自称）八王子最大規模だけあって、品揃えは豊富。 
そのうえ、ビルの構造上、移動距離が短いのがポイント。 
＃だから、それほど大きく感じないのかもしれない。 
八王子関連の書籍が多数ある。 
三省堂よりはエレベータ待ちは少ない。 
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＜本・ＣＤ つづき＞ 

あゆみＢＯＯＫＳ 八王子店（南口はちしん隣）平日 24 時半まで営業 無休 
南口だけど八王子駅周辺で最も夜遅くまで営業しているので掲載。 
ただし、一般書中心でコンピュータ関係・理工書は皆無。 

 
ブックオフ 八王子駅北口店（東放射線通り 東電向かい）毎日 23 時まで営業 無休 
おなじみブックオフ。結構広い。掘り出し物はないが、価格も安定している。レジが入口

から遠いうえ、立ち読み客で通路が混むのが難点。なお、時々売場が変わるので、注意。 

 
ブックエイト（まつおか書房３号店：セイフーの上） 毎日 23 時半まで営業 
規模ではブックオフに引けを取らないが、何しろ本が探しづらい。宝捜しの感覚で行くと、

掘り出し物が見つかるが、忙しい現代人にはブックオフを薦める（ぉ 

 
ＧＨＯＵＳＥ 駅前店（れんが通り野村證券隣） 毎日 22 時まで営業 
大通りからは外れるが、ＪＲ・京王両駅から近く、１階なので入りやすい。 
品揃えもなかなかよく、比較的探しやすい。 
ムラウチ電気（当時）のレコードＣＤ売場を別店舗化したのが始まりで、 

本店は murauchi.co.jp 本店裏にある。ポイントをためなくても使えるのがうれしい。 

 
新星堂 カルチェ５（八王子東急スクエア店：東急スクエア６階） 毎日 22 時まで営業 
正式名称がいまいちよくわからないが、ローカルでは新星堂カルチェ５で大丈夫らしい。 
１フロアの大半を占める大型店だけあり、クラシックからアニメまで品揃え豊富。 

22 時迄営業しているのも、うれしい。イベントも結構多い。 

 
タワーレコード 八王子店（京王八王子ＳＣ５階） 毎日 21 時まで営業 
京王八王子ＳＣに移転してから規模も大きくなり、扱いジャンルが増えたものの、閉店時

間が１時間早くなってしまった。よくインストアライブを行なっている。 

 
ヴァージン 八王子店（丸井 A 館地下） 毎日 19 時半（時期により 20 時）まで営業。 
八王子で一番便利なところにあり、かつ規模も相当大きな CD ショップ。 
それでも、メガストアという規模ではないらしい。注目新譜発売時などは丸井店頭販売も

あるのだが、店内は J-Pop が少ないこともあり、それほど混んでいる印象がない。 

 
＜目黒のおすすめ！！＞ 

フォムファス八王子店 （横山町 23-2；甲州街道ダイエー向かい） 
お酒・ワイン・オイルなどのはかり売り専門店。 

ビンを持っていけば、100ml 以上 50ml 単位（だったと思う）と、実に手頃な量からワイン

などを買うことができる。種類も豊富で、安い。変わったものでは醤油なんてのもある。 
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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（7/24 現在判明分） 
8・9 月の休業日一覧 

八王子東急スクエア 8/22 水・8/23 木 連休 

丸井 八王子店 8/08 水・8/22 水・9/19 水 営業時間：10 時半～20 時 

 

 
次号予告次号予告次号予告次号予告    No. 265 – 269    08/01 頃発行（今回ばかりは間に合わないと意味がない） 
＜特集＞ 「ＨＣＭ的」八王子まつりガイド 02 
これで完璧？八王子まつりの見所集大成。 

正しい？花火の見方／圧巻、一周 4km の盆踊り／横山町・八日町エリア特集 

 
 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記 
月刊復帰第３号！・・・ではありません。いつもいつも遅れましてご迷惑をおかけします。 
今回は気合を入れて書いたので、分量が膨大になってしまい、完成が大幅に遅れてしまい

ました。取り掛かりから完成まで１ヶ月近くかかっています。７ページ構成でまたしても

記録更新。しかも八日町方面のネタは次号持ち越し。休む間もなく、次号の記事を八王子

まつりに間に合わせるべく大急ぎで執筆するのです。 

って、これを書いてるのが 30 日の未明。まだ今回の分が２ページ残ってます。今日は昼か

ら研究室のゼミ、１日は高尾駅 100 年祭のレポート。ということは、31 日中に原稿を上げ

ないといけない。これは、厳しいと思う（ぉぃ 
日程表とにらめっこしながら、ここは必見、ここはすごかった、などなど、記憶をひっく

り返して記事をまとめます。今回ばかりは、遅れてはいけないので、頑張って書きますよ。 

 
ＰＤＦ化でひとつだけ困ったのが、写真を載せるとファイルサイズが激増すること。その

ため、最近はほとんど写真を載せていません。八王子まつりレポートは別途写真展示用の

ページを用意する予定です。ということで、写真も募集します（ぇ 

 
（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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