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HACHIOJI CITY MAGAZINE 
No. 270 – 273（バス乗りこなし術） 

2001 年 10 月 02 日発行 発行者：目黒 一成（HCM 編集部） 
 
270 – 273 号目次 
001 特集）「ＨＣＭ的」バス乗りこなし術 
003 ニュース 
004 次号予告・編集後記 
 

 
＜募集＞ 
おいしいラーメン屋の情報を募集して

います。駅周辺歓迎です。詳しくは最

終ページを参照ください。 

 
＜特集＞ 
「ＨＣＭ的」バス乗りこなし術「ＨＣＭ的」バス乗りこなし術「ＨＣＭ的」バス乗りこなし術「ＨＣＭ的」バス乗りこなし術    ‘01／09 改正対応版 
 
北西部方面への鉄道がない八王子では、バスが発達しています。 

ピーク時には上り方向に毎時 100 本のバスが通るといいますから、すごいものです。 
渋滞で遅れたり、近距離だと割高だったりと、欠点はありますが、上手に使えば便利な乗

り物なのです。 

 
乗るべきか、乗らざるべきか 
特に本数の多い時間帯に多く見られるのですが、続けてバスがやってくることがあります。 
（本郷横丁あたりになると、昼間でも見ることがあります） 
こういう場合、混んでいると後ろから追い越されるのでは？という心配をすることが多々

あります。急いでいるときに限って何台か続けてやってきて、その後 10 分くらい来ないと

いうこともありますから。 
基本的に、前のバスが客を乗せている最中の場合、そのバスに降りる客がいなければ追い

越す事が多いようです。２台続けてバスがきた場合、後ろのバスに注目してみましょう。 
後ろに次のようなバスがいる場合、前のバスに乗ったほうが結果的に追い越されない可能

性が高くなるはずです。 
（これが確実という根拠があまり強くないので、自己責任で実践してください） 
�� 日野駅行き（完全に乗客がいないことを確認しないと追い越せない） 
�� 混んでいるバス（降りる客の発生頻度が高い） 
�� 神奈中バス（乗り方が違うので時間がかかる）→神奈中バスの項参照 

 
バス停ひとつ歩く？

意外と区間の切れ目はバス停間の距離が長かったり、坂だったりすることが多いのです。 

50円ならともかく、20円程度の場合は、節約するに値するか考えたほうがいいと思います。 
まあ、健康のためというのであれば、止める理由がありませんけどね。 

京王電鉄バスの場合は、http://www.bus-navi.com/ で運賃表を見ることもできます。 

http://www.bus-navi.com/
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オススメ系統一覧 
編集部がオススメする系統をいくつか紹介します。 

宇 02 八王子駅北口→大和田→北八王子駅入口→石川→宇津木台     （西東京）

日中の運転間隔：15～35 分（不等間隔） 八王子駅北口→北八王子駅入口の運賃：180 円

北八王子へは八高線より安く行ける（ＪＲ190 円、バス 180 円） 
ただ、本数があまり多くないので、八高線に取って代わることはないが。補完には最適。

ただ、北八王子駅入口のバス停が駅から離れているのが難。 

 
日 52 他 日野駅→大和田→京王八王子駅→追分→長房団地・城山手    （京王電鉄）

日中の運転間隔：平日・土曜：10 分、休日 7～8 分  追分→大和田坂下の運賃：210 円

西八王子から大和田方面に直通しているのはこの系統群のみ。本数も多い。 
ただし、朝夕はＪＲ／京王八王子駅止まりになるので注意。 

  
西 56 他 西八王子駅南口→めじろ台駅→グリーンヒル寺田・法政大学   （京王電鉄）

日中の運転間隔：10 分          西八王子駅南口→めじろ台駅の運賃：170 円

西八王子駅とめじろ台駅の間を移動するのに最適。思ったほど道路が混まない上、 

めじろ台まで初乗り 170 円で行けるのはうれしい。ただ、通学時はバスが混む。 

 
八 04  京王八王子駅→西八王子駅入口→高尾駅南口→館ヶ丘団地    （京王電鉄）

日中の運転間隔：約 20 分              追分→館ヶ丘団地の運賃：300 円

本数少だが、駅間相互のアクセス、西八王子から館ヶ丘団地方面は割安。 
町田街道の混雑が難（以前よりは改善されている模様） 

 

神奈中バス 
なかなか見かけない神奈中バス（八日町以西では平日２往復）ですが、乗り方が他の２社

とかなり異なります。要点をまとめておきますので、頭の片隅にでも入れておくと良いで

しょう。 

 
１：前乗り前降りである（始発停留所除く） 

いつもの習慣から、後扉の方向に向かう人が多い。 
２：乗車時のカード挿入口が運賃箱についている。 

慣れないと降車時のカード挿入口からカードを入れてしまう。 
この場合、始発から乗車地までの運賃が差し引かれるので十分に注意したい。 

３：京王八王子駅には乗り入れない。 
  すべて八王子駅止まり。５番乗場着が保証されているので、雨の日は便利かも。
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ニュースニュースニュースニュース 
 
＜速報＞ＪＲ東日本ダイヤ改正  

ＪＲ東日本のサイトに、12/01 実施のダイヤ改正の概要が掲載された。 
（ http://www.jreast.co.jp/press/20010914/07.html ） 
中央線では中央ライナーの新設が主なものとなる。 

 
ダイエー、優勝セール並みの感謝セール 
パ・リーグの優勝が大阪近鉄に決定したことを受け、ダイエーグループ各店舗では、感謝

セールを行っている。優勝セール並みの規模ということで、39 円・89 円セールなども健在。 
ただ、昨年までのように日替わりのセール品が早々と売り切れる現象が今年は見られない

のは、ちょっと気にかかるところである。セールは 10/03 までを予定。今年は少々遅くて

も日替わりセール品を手に入れることが出来るかもしれない。 

 
輪幹線リレー号、改名。 

10 月より、武蔵野線直通の臨時列車に動きが出る。 
これまで平日の大宮行きが府中本町始発だった＜新幹線リレー号＞は、＜むさしの号＞と

名前を変え、朝通勤時の 1 号を除き八王子発着となる。また、平日のみの運行となる。 
これに伴い、河口湖＝大宮間で運転されている＜ホリデー快速むさしの号＞は＜ホリデー

快速河口湖号＞となる。また、この秋日光への直通快速も新設される。 

 
◆10/01～11/30 の武蔵野線直通電車 
大宮方面 

列車名 八王子 立 川 新秋津 北朝霞 大 宮 備考 

ホリデー快速 日光号 0714 0725 0744 0754 0810 日光 1030 着

快速 むさしの 3 号 1202 1211 1227 1237 1257  
ホリデー快速 河口湖号 1550 1601 1614 1634 1639 河口湖 1353 発

快速 むさしの 5 号 1651 1706 1725 1735 1754  
八王子方面 

列車名 大 宮 北朝霞 新秋津 立 川 八王子 備考 

ホリデー快速 河口湖号 0818 0832 0843 0905 0915 河口湖 1053 着

快速 むさしの 2 号 1110 1122 1131 1146 1157  
快速 むさしの 4 号 1424 1435 1445 1501 1511  
ホリデー快速 日光号 1932 1950 2000 2018 2028 日光 1725 発

快速 むさしの 6 号 2030 2046 2058 2112 2121  
快速むさしの号は平日運転、ホリデー快速は土休日運転 
ホリデー快速河口湖号は新小平・東所沢・高尾にも停車（高尾以西の停車駅は省略） 
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次号予告次号予告次号予告次号予告    No. 274 - 277    10/20 頃発行（予定） 
＜特集＞ カテゴリ別ショップリストカテゴリ別ショップリストカテゴリ別ショップリストカテゴリ別ショップリスト 
おなじみ、カテゴリ別ショップリスト。最新情報に更新。今年はＦＦ店大幅拡張予定。 
（編）ううむ、この企画いつも失敗しているから、あんまりやりたくないんだけどなぁ・・・ 

＜連載＞ ＨＣＭ的ラーメン屋探訪ＨＣＭ的ラーメン屋探訪ＨＣＭ的ラーメン屋探訪ＨＣＭ的ラーメン屋探訪 
有名店、知られざる店、想い出の店。ＨＣＭの集大成というべきラーメン屋特集。 
詳細なアクセス案内と、非常に個人的なコメントつき。最終号まで連載！ 

（編）こっちがメインになるかもしれません。とりあえず月 2 店が目標。 

 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記 
いつものように（ぉぃ）遅れてしまってます。 

サイトの更新は少しずつ行っていまして、トップページの大改装を 3 時間弱でやってしま

ったり、広告の位置を変えたり、お帰り時刻表をダイヤ改正に対応してみたり、中央道八

王子の高速バス時刻表を作成したり（実は来年からの帰省対策）と、結構手は加えている

のですが・・・ おかげでネタも中途半端。ううむ、反省。 
そろそろいちょう祭りとダイヤ改正特集の準備をしておいたほうがいいかもしれません。 
ラーメン屋特集は、八王子を離れるまでにおいしいラーメンを食べておきたい（八王子系

というくらいですから）ということで始めることにしました。後悔はしたくないので。 

書き損ねた高尾駅イベントと八王子まつりのレポートは下の URL から読めます。興味のあ

る人はご覧ください。 

http://www2.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=84516&start=18&log=200108&maxcount=22 
 

 
募集募集募集募集 
発行者多忙かつネタ不足につき、以下の情報を募集しています。 
以下の情報に心当たりのある方はメールで megu@hachioji.office.ne.jp まで。 
いずれも、ＨＣＭ掲載エリア内に限ります。 
（八王子駅周辺、西八王子駅周辺、甲州街道沿い[千人町～大和田]、工学院大周辺） 
 
その１：おいしいラーメン屋の情報 
ココはどうしても食べておくべきだというラーメン屋の情報を募集します。 
出来ればチェーン店でないほうがよいです。特に駅周辺希望。 
逆にココは止めておくべきだという情報も可（ぉぃ 

 
その２：ちょっとした情報 
最近オープンしたお店など、些細な情報で構いません。ただし、ファッション関連は掲載

対象としていないのでご了承ください（コメントしづらいので）。 
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