
0426497942

八王子市旭町 6-4 1F

月～金ランチ 11:30-14:00（LO 14:00）
月～土 17:00-23:00
日曜定休

山田町採り直 龍神丸市場

居酒屋

『ハチドリ』の合言葉で岩手県山田町
直送のお刺身三点盛りサービス‼ 
３月中有効

7
0426228085

八王子市旭町 6-3

12:00- 翌 0:00（LO 23:00）

年中無休

海賊船

居酒屋

当日リストバンドをつけている方で、
一品以上のご注文で
ワンドリンクサービス (地酒をのぞく )

8

0426217039

八王子市三崎町 3-4RJ スクエアビル

17:00- 翌 5：00

不定休

けむり八王子

居酒屋

HACHIDORI 行きました！
で、期間中焼鳥 1本サービス！
是非皆様のお越しをお待ちしております。

4

09085678482

八王子市三崎町 1-14 御用ビル 2階

18:00- 翌 0:00

日曜定休

居酒屋すいとん

居酒屋

ハチドリ当日、後日、関係なく
リストバンド持参の方に
ドリンク１杯無料でお出しします。

アルバイトも随時募集しとります。

6

0426861594

八王子市三崎町 1-6 カーサ FK202

19:00- 翌 5:00（LO 翌 4:30）

年中無休

アニソンDJバー GLUCK

バー

好きなアニメやライトノベル、好きな
声優、それぞれが抱く自分の中の
『幸せ』...。
大切なものを思い切り話し合える
お店です。

3
0426860737

八王子市三崎町 6-15 清水ビル 1F

11:00-19:45（LO）

不定休（公式HPで告知）

大海軒 八王子店

ラーメン

醤油煮干ラーメンです。
ニボニボしていないので食べ易いと
思います。
ラストオーダー 19:45 なので
早めのご来店を！

http://taikaiken.jp

2
0426348885

八王子市三崎町 6-14 レインボービル 1F

月～土 19:00- 翌 5:00
日 16:00- 翌 0:00
年末年始

ハハハ八王子

バー

HACHIDORI にも出演します「花団」
のリズム隊が働いているお店です◎

当日リストバンドしている方は
ショット一杯サービス !!

1

0426205335

八王子市三崎町 3-5 第五山西ビル 1階

17:00- 翌 5:00

月曜定休

鶏ジロー 八王子店 

焼き鳥 居酒屋

美味しい焼き鳥を、リーズナブルな
値段でたべられるお店です。

ハチドリのリストバンドご提示で
お会計 10%OFF ！
（飲み放題との併用は不可）

5



0426496816

八王子市三崎町 5-19 F-1Forum 6F

日～木 17:00- 翌 0:00
金土祝前 17:00- 翌 2:00
年中無休

大衆ビストロ ぐりぐり

バル・バール／ビスロト／炭火焼

クーポン冊子持参の方に 3月末まで
おまかせモツ串焼き 6本盛り
サービスします！
クーポン 1枚のみ使用できます。

14
0426240784

八王子市三崎町 3-10 GWビル１F

19:00- 翌 5:00

年中無休

Bar & Dinner  “gooce”

ダイニングバー

HACHIDORI 限定お肉メニューご用意
あります！
当日リストバンドしてる方は
限定メニュー注文いただきますと…
チャージカットして！
ミニサラダも付けちゃいます！

13

0426424445

八王子市三崎町 2-13

日～木 17:00 ～翌 0:00
金・土 17:00 ～翌 5:00
年中無休

ニライカナイ うぶや

沖縄料理

ハイサイめんそーれ！
寒い夜は沖縄料理であったまりに
来てください！

9
0426274869

八王子市三崎町 4-1 服部ビル 1・2F

11:30- 翌 4:00

年中無休

シャーロックホームズ

イングリッシュパブ

本冊子の提示で、
ハイボール 1杯サービス
期限 3/4-11 ※18:00 以降（ 1 日 1回）

12

0426266296

八王子市三崎町 9-3 三崎町Mビル 1F

23:30- 翌 8:00

日曜・第 3月曜定休

$GOLD-LOFT$

ダーツ BAR／深夜の洋食屋さん

当日リストバンド提示で
カクテル、サワー類を一杯サービス‼

https://www.hotpepper.jp/strJ000662389/amp/

16

0426271171

八王子市旭町 6-6 ピオスビル

24時間営業

年中無休

シミズパーク24

駐車場

当日リストバンドをつけている方、
ご乗車の方も含め、
お一人につき駐車料金 100 円引き！

11

八王子市三崎町 4-9 山川ビル 9Ｆ

月～木 18：00- 翌 3：00
金・土 18：00- 翌 5：00
日 17：00 翌 0：00
年中無休

ダイニング壬

ダイニングバー

当日リストバンド持参で
デザート＆席料無料！
3月中はデザート 1品無料

https://hitosara.com/0006097221/

15

0426275501

八王子市旭町 6-6 ピオスビル 1F

月～金 7:00-23:00 ／土日祝 10:00-23:00

年中無休

Yショップ ippuku

ショップ

当日リストバンドをつけている方で、
たばこをお買い上げの方に
ライター･携帯灰皿などの
喫煙グッズをプレゼント！

10



20:00- 翌 2:00

月曜定休

Pub stage 55

パブ

17

0426349572

八王子市中町 9-7G ヒルズ中町一階

月曜定休

pizza&delica secondo

イタリアン ピザ屋

ピザが食べたいなら是非とも当店へ！
お待ちしております！

23
0426213186

八王子市 中町 12-12

昼 11:30-14:30 ／夜 18:00- 翌 0:00
日曜はランチタイムのみ営業
年中無休

TAMAZOU-86

昼 らーめんのみ 夜 生ハム酒場

昼はイベリコ塩らーめん、夜は生ハム
とワインを！
〆のらーめんとチャーハンも人気です！
（3/4 当日はお店休みます！）

21
08050429798

八王子市横山町 13-1 八王子壱番館 3階

21:00- 翌 6:00

水曜定休

カラオケBar アルタ

カラオケ Bar

当日リストバンドしている方は
カラオケ無料！
皆様のお越しをお待ちしております♪

http://website--117725414488260
651564-karaokebar.business.site/

24

0426860916

八王子市中町 12-3

18:00- 翌 3:00

月曜・第 3火曜定休

絶滅的 八王子食堂

食堂／居酒屋

当日リストバンド提示で
カクテル、サワー類を一杯サービス‼

https://www.facebook.com/pages/
絶滅食堂 /1572315869508198

20

0426270553

八王子市中町 9-2 スズキビル 101

20:00- 翌 5:00

不定休

L-1

バー

当日リストバンドしている方は
一杯サービス！是非皆様のお越しを
お待ちしております。

http://athomebar-l-1.com
https://www.facebook.com/athomebarl1/

22

0426217767

八王子市中町 11-4

11:00-15:00 ／ 18:00-20:30

月曜・第二日曜定休

武蔵野うどん たまや

手打ちうどん

当日リストバンドしている方、
チーズはんぺん天ぷらをサービス！
コシの強い手打ちうどん！
ファンモンうどんがお勧め！

http://www.tamaya-udon.com/

19

八王子市寺町 49-3 NK 第 2ビル 1F

月～金 11:00-15:00 ／ 18:00~21:00
 土 11:00-20:00
日曜・第三月曜定休

横浜家系 まるに家

ラーメン屋

当日ハチドリ行ってます！
なので３月中ハチドリ行きました
or 出ました！で
小ライス or 海苔 or 味付玉子サービス！

https://www.hotpepper.jp/strJ001118509
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0426224741

八王子市八日町 10-2

9:00-19:00 ／水曜日 9:00-17:00

基本年中無休

カトウ洋品店

婦人服、雑貨販売

シニア世代の婦人服、衣料品と雑貨販売。グンゼや
チョモランマで有名なひだまり肌着特約店。腰の曲
がった方や背中が曲がった高齢者用のスラックスや
ブラウス、ソックスからリハビリシューズまで揃え
ています。最近ではシニア世代の紳士衣料も少しず
つ揃え始めました。日本製を主にふつうの日のおし
ゃれをお手伝いします。

http://kato.tamaliver.jp

26
0426492122

横山町 10－14 網代園ビル 1階

11:00-19:00

水曜・木曜定休

珈琲や 八王子工房

カフェ

珈琲は十数種類の珈琲豆の中から
お選び頂けます。
場所は横山町公園のそばにあります。
お気軽にお立ち寄りください。

http://coffeeya.co.jp/

28

八王子市横山町 12-11

月～土 18:00- 翌 3:00
日・祝 18:00- 翌 0:00

Hachiouji Kitchen 花 ²

手作り料理と楽しい会話でおもてなしの
居酒屋です。
当日リストバンドをしている方は
小鉢一品サービス

27

0426270727

八王子市横山町 18-2

One piece & Swallowtail

美容室

32
0426226895

八王子市横山町 12-12 BLD M&J 2F

18:00- 翌 2:00

不定休

Groove!

バー

70～80 年代のブラック・ミュージック
を BGMに 100 種類のカクテルで気ま
まなひと時をお過ごしください。
ソウル好きの方もそうでない方も
お待ちしてます！

29
0426593368

八王子市横山町 8-9 セイシンビル１F

21:00-LAST　

月曜定休

LAZOS

BAR

スタッフがHACHIDORI に「KICE」
として参加します。

当日リストバンドしている方は
ドリンク１杯サービス！！

http://lazos.jp/pc/index.html

31

0426227323

八王子市横山町 12-7

16:00-22:00（LO 21:00）

月曜定休

お好み焼き 夕やけ

飲食店

創業 53年！八王子の老舗の
お好み焼き屋です。
HACHIDORI 当日にリストバンドを
提示でウーロン茶を 1杯サービス
させて頂きます。
※その際にはお一人様 1オーダーの
注文をお願いいたします

25

09032443337

八王子市横山町 11-1 ファウントビル１F

11:00- 翌 3:00

年中無休

びんびん亭 ユーロード店

ラーメン店

中町公園裏八王子ラーメン、
つけ麺専門店 びんびん亭 ユーロード店
リストバンド持参で味玉サービス！
フラチナリズム武道館応援ブース
あります！

30



07040363834

八王子市中町 3-2 スプリングガーデン 2F 左奥

20:00- 翌 5:00

日曜定休

花魁ガールズバー

ガールズバー

ハチドリ行きました！でドリンク 1杯サービス
リストバンドしている方 1時間飲み放題 set2,500 円

当店、3月 4日㈰が店休なので、5~10 日までの間
でクーポン使用可能です。皆様のお越しお待ちして
おります☆

http://oiran-girls.com/sp/

38

0426492119

八王子市横山町 9-22 ok-3 ビル 2F

月～土 18:00- 翌 5:00 ／日 16:00- 翌 2:00

不定休

クジラ商店

大衆酒場

大衆酒場クジラ商店でございます。
当店は長崎県五島列島から直送で新鮮な魚介類を
仕入れております。
炭火焼の牛タンや、一品料理、各地からの地酒を
ご用意し、朝まで楽しめる美味しい鮮魚を提供す
る居酒屋です。
お気軽にご来店くださいませ！
HACHIDORI 行きましたで
500 円以内のドリンク一杯無料！

36

09064833898

八王子市横山町 8-16

18:30- 翌 0:00

日曜定休

立ち呑み大学 八王子本校

居酒屋

37
09048220613

八王子市中町 3-2 スプリングガーデンビル 2F

19:00- 翌 4:00

火曜定休

鉄板屋台まるちゃんマン

居酒屋／宅配弁当

ハンバーガーはじめます！
３月１２日スタート！
セット (980 円 ) ！
これ見た方、３月末まで半額です！

39

0426464953

横山町 7-6 東亜第 7ビル 1F

17:30- 翌 2:30

年中無休

ザ・ガリバー

アイリッシュパブ

本冊子の提示で、
ハイボール 1杯サービス
期限 3/4-11（ 1 日 1回）

35
0426561188

八王子市横山町 22-10

11:30-15:00 ／ 17:00-21:00

火曜定休

サントクカレー

カレー専門店

みなさまのお越しをお待ちしております！

https://www.facebook.com/santokucurry

33
0426442260

八王子市横山町 7-11

17:30- 翌 0:00（LO 23:30）

日曜定休

炭火焼鳥 翔太朗

飲食店

クオリティの高い焼鳥を、リーズナブル
な価格で食べられるお店です。
みんなでも、一人でもふらっとどうぞ！

https://www.facebook.com/santokucurry

34

0426569408

八王子市中町 3-2 スプリングガーデン B1F

15:00- 翌 0:00（LO 23:30）

年中無休

串八本舗

居酒屋 (串揚げ )

当日リストバンドをしている方に
串揚げ盛り合わせサービス！

出演者の皆様も休憩にどうぞ♪
音楽好きみんな集合～！

https://kushi-8.jimdo.com/

40



0426492089

八王子市横山町３－８フィルパーク３階＆テラス

11:00-17:00

日曜定休

AINA CAFE

カフェ＆ダイニング

海外で大人気 100%
スムージー＆ボリューム満点料理！
合言葉「HACHIDORI」で
ドリンク１杯無料！

http://ainacafe.com/

48
0426494080

八王子市東町 11-2 千島ビル 6Ｆ

月～木 18:00- 翌 1:00
金・土 18:00- 翌 3:00 ／日 16:00- 翌 0:00
年中無休

PENTHOUSE Gastro Gining

ダイニングバー

 LA 発アメリカンスタイルのお料理を
中心としたダイニングバーです。
屋上にはオープンテラスの
ルーフトップバーもあります！

http://penthouse-tokyo.jp/

45

0426492663

八王子市中町 1-3 ドンキホーテ 八王子 店 B1

11:00-22:00

年中無休

フルコンプ八王子本店

トレーディングカード専門店

HACHIDORI リストバンドご提示で
中古商品 10%OFF

http://www.fullcomp.jp/shop_hachioji-top.html

43
0426491798

八王子市旭町 8―8 H2 斉藤ビル 3F

18:00- 翌 3:00

日曜定休
( 日曜が 3連休の場合は、翌月曜休み )

Bar EIS ( バーエイス )

バー

JR 八王子駅より徒歩 3分。
こだわりのお酒と豊富な手作り料理を
楽しむことのできる心温まる
隠れ家的なバー！

http://www.bar-eis.com/

44

0426444117

八王子市東町 11-8 豊泉ビル 1F

17:00- 翌 2:00

年中無休

アメリカンクラブ

バー＆ダイナー

本冊子の提示で、
ハイボール 1杯サービス
期限 3/4-11（ 1 日 1回）

47
0426444111

八王子市東町 11-8 豊泉ビル 2F

17:00- 翌 2:00

火曜定休

グローブ

レストランバー

本冊子の提示で、
ハイボール 1杯サービス
期限 3/4-11（ 1 日 1回）

46

0426423318

八王子市中町 2-19

月～木 11:00- 翌 0:30
金・土 11:00- 翌 5:00 ／日 11:00- 翌 0:00
年中無休

二代目 哲麺

ラーメン屋

リストバンドしてる方は
替え玉１つサービス！
合間の腹ごしらえに是非どうぞ！

41
0426498869

八王子市東町 12-14TADAOビル 8F

17:00- 翌 0:00

月曜・第 3火曜定休

サッポロビール専門店
八王子ビアホール$LOFT$

ビアホール

当日リストバンド提示で
カクテル、サワー類一杯サービス‼

https://www.hotpepper.jp/strJ001100155/amp/

42



0426491724

八王子市明神町 3-9-1

月～金 11:30-14:00 ／ 17:00 ～ 23:00
土 17:00 ～ 23:00 
日曜定休

けいの家八王子本店

居酒屋

「農夫と海女の逢瀬」をコンセプトとして、十勝の
広尾町、大樹町、足寄町などを直接訪問して厳選
した海産物や畜産品と、地元八王子の一大生産地
小比企町や高月町から毎日届く新鮮な「採り直」
野菜が大人気です！！ 
ご宴会は最大 40名様まで可能な完全個室もござい
ます。

https://m.facebook.com/keinoya/

54

0426460800

八王子市東町 1-2

10:00- 翌 2:00

年中無休

横浜家系ラーメン大和家

ラーメン店

HACHIDORI 行きました！で、
期間中トッピングサービス！

http://iekei-yamatoya.com/

52

八王子市東町 1-8 KS ビル 1

年中無休

八王子メロンパン 本店

ベーカリー

☆合言葉「HACHIDORI  × メロンパン
ロックオン !! 」
で全品定価から 30円引きサービス

皆様のお越しをお待ちしております

49

0426494878

八王子市明神町 4-7-2 内藤・落合ビル 3F

11:30-13:30（LO）／ 17:00- 翌 0:00

年中無休

新時代 京王八王子店

居酒屋

当日、HACHIDORI リストバンドを
している方、本冊子の提示で
お会計時に 20%オフ
(コース・飲み放題不可 )致します。
店員にお声掛け下さい。
お待ちしております

53

0426433855

八王子市東町 3-8 2 階

日曜定休

CAFE Ocappa

カフェ

八王子産野菜を使った品目の多いお食事。
手作りお菓子と自家製パンのお店です。

http://www.cafe-ocappa.com

51
0426445955

八王子市旭町 10-11

17:00- 翌 1:00

年中無休

ニライカナイ八王子本家

居酒屋

当日リストバンドを見せてくれた君達に
ドリンク一杯とうみぶどうサービス！

50

0426431188

八王子市高倉町 48-2 高橋ビル 2F

9:00-13:00（月・火・金・土）
14:00-17:00（月・火・水・木・金・土・日）
17:00-21:00（水・木・金・土）
不定休 ( 日曜の診療は FB等を要確認 )

おがわ歯科医院

歯科診療所

昭和 28年から親子三代に渡り、地域の
皆様のお役に立てるよう頑張っており
ます。お口のことでお困りでしたら、
何でもご相談ください♩
スタッフ一同、心よりお待ちしており
ます！！
http://ogawadc-hachioji.jp

56
0426735710

9:00-19:00

八王子市並木町 16-12

年末年始

有限会社PWS

水道設備メンテナンス /建築設計&
デザイン&施工 /イベント /etc. ( 受付 10:00 ～ 18:00）

★スタッフ大募集してます！★
★服装・髪型自由です。★
(正社員・アルバイト )。
男女 (18 ～ 39 才くらいまで )
音楽も芝居もお笑いも芸術も
応援しています！
HACHIDORI に乾杯！！
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マジックグループヒパヒパ

マジックグループ

マジックグループヒパヒパは八王子を
中心に活動しているグループです。
バーや居酒屋を回って、お客様に笑顔
をお届けしています！
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東京都昭島市朝日町 1-2-1-1F

JOYSOUND

カラオケ

いつでもどこでも誰とでも楽しめる音楽エンタ
テイメント。楽器が演奏できる新しいカラオケ
をお楽しみいただけます。
株式会社 JSO 
カラオケ機器お問い合わせ
℡ 0120-141-224
担当 沖田
https://www.joysound.com/

0120141224

57
0426454318

八王子市横山町 7-6 東亜第 7ビル 2F

19:00- 翌 2:30

月曜定休

TRUE

ライブスペース／中華ダイニング

本冊子の提示で、
ハイボール 1杯サービス
（カラオケ代込みチャージ 800 円）
期限 3/4-11（ 1 日 1回）

G
0426861214

八王子市大横町 13-22 オアシス 101

10:00-17:00

日曜・月曜・祝日定休

INSIDE CAUSE

グッズ等制作・販売

昨夏にオープンしたばかりのお店です。
缶バッジ、ワンポイントプリント等、
小ロットのご注文も喜んで承ります。

https://www.facebook.com/INSIDECAUSE/
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0426450206

八王子市中町 3-2 スプリングガーデン B1F

19:00- 翌 3:00

木曜定休

居酒屋たらふく

居酒屋

K
0426457533

八王子市横山町 6-13 ミツトヨビル 1F

20:00- 翌 2:00

不定休

Kayo’s Bar

バー

明るくポップで、女性でも男性でも入り
やすいお店です。
店の奥にはライブセットが用意してあり
ます。
音楽好きな人が多く集まるので、運が良
ければ生演奏が聞けるかも♪

I
0426452434

八王子市旭町 12-6　JI ビル 3F

11:30- 翌 0:30（LO 23:30）

年中無休

TUBO CAFE

カフェバー

ご飯からデザート、お酒からコーヒー
まで、何でもありマス！！

P


