
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◎

当日のリストバンドをしている方は
ショット一杯サービス！

八王子市三崎町6-14 レインボービル1F

バー

月～土 18:00- 翌 2:00
日 16:00- 翌 0:00

年末年始、及び不定休

0426348885

ハハハ八王子1

カジュアルなバーになっています。
合言葉『HACHIDORI 行きました！』と
言っていただいたお客様は、3月中１日
一回何度でも800円オフ
是非皆さんのご来店お待ちしております。

八王子市三崎町6-14三崎町レインボービル5F

バー

20:00-

不定休

08010594264

Bar  iris~ｲﾘｽ~2

当日リストバンドしている方
生ビール一杯サービス！
看板犬アンジーとお待ちしています！
ワンちゃん連れ大歓迎！（中型犬まで）

八王子市三崎町6-16 2FA

居酒屋

17:30 Open

月曜定休／連休の時もあります

0426348118

居酒屋『あんじ』3

当日はロックDJ イベントを
開催しております！
リストバンドをして来た方は、
当日エントランス無料！

八王子市三崎町1-6 カーサ F・K202

バー

17:00-24:00

年中無休

0426861594

アニソンDJバー Gluck4

トレーディングカード専門店フルコンプ
です。「ポケモンカード」「ワンピース T
CG」「遊戯王」「デュエル・マスターズ」
など販売・買取を行なっています。
100席以上のゆったりスペースでどなた
でもお気軽にご利用いただけます

八王子市旭町7-1 豊栄ビル3階

トレーディングカード専門店

11:00-21:00

年中無休

0426492663

フルコンプPLAYERS CENTER八王子本店7

たばこの種類が豊富にあります！！
当日リストバンドをして 100円以上
お買い物をされた方にちょっとした
お菓子をプレゼント！！

八王子市旭町6-6

たばこ

平日 9:00-23:00
土日祝 10:00-23:00

年中無休

0426275501

シミズパーク24売店Yショップ ippuku8

八王子市三崎町3-10 1F

バー

19:00- 翌 5:00

月曜定休

0426240784

Bar&Diner gooce11

当日リストバンドしてる方は
チャージ代無料

HACHIDORI の翌日の月曜日、
リストバンド提示でカクテル、サワー類
を一杯サービス‼

八王子市三崎町 9-3 三崎町Mビル1F

ダーツ BAR ／深夜の洋食屋さん

19:30- 翌 8:00

火曜第３月曜定休

0426266296

$GOLD-LOFT$12

手羽先を含めた名古屋料理がたくさん！
当日リストバンドしている方は
ドリンク 1杯サービス！
お待ちしております！！

八王子市三崎町３番１４号 飯村屋ビル２F

居酒屋

月～金 17:00-24:15（LO.23:30） 
土日祝 15:00～ 24:15（LO.23:30）

無し（年末年始は除く）

0426552511

八王子世界の山ちゃん9

本冊子の提示で、
ハイボール 1 杯サービス
       
期限 3/5-12 ※18:00 以降（1日 1回 )

八王子市三崎町 4-1 服部ビル 1・2F

イングリッシュパブ

11:30- 翌 4:00

年中無休

0426274869

シャーロックホームズ10

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。

八王子市三崎町1-14 御用ビル2階

居酒屋

18:00- 翌 0:00

日曜定休

09085678482

居酒屋すいとん6

HACHIDORI の翌日の月曜日、
リストバンド提示でカクテル、サワー類
を一杯サービス‼

八王子市三崎町1-6カーサ FK3階 302号

バー

21:00- 翌 4:00

日曜・月曜定休

0426860218

?mamarachoLOFT?5



31 歳のオーナーママと 10代 20代の
可愛い女の子のアットホームなお店です。
お一人様でも団体様でも
お楽しみ頂けます！
心のスキマお埋めします。

八王子市中町12-10村上ビル102

スナック

月～木20:00- 翌 2:00
金・土20:00- 翌 3:00

日曜定休

08033104021

スナック エクラ23

ペレーラ！ヤベーヤ！
ウメーサケノモーヤ！
中町花街黒塀通り！
伊豆諸島の焼酎とダチョウの刺身で
一杯ヤローヤ！

八王子市中町12-10 村上ビル103

居酒屋

16:00- 翌 1:00

日曜定休

0426496964

萬 ( バン )24

1 月に NEWオープンした肉巻き串&
おでんがメインの居酒屋。
当日も昼から営業しておりますので、
是非お立ち寄りくださいませ！
リストバンド提示で 10%オフ

八王子市中町11-8桑都テラス

居酒屋

11:30-24:00

月曜定休

0426909998

炭火焼き らくざ21

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‼

八王子市中町12-3

食堂／居酒屋

18:00- 翌 4:00

月曜・第3火曜定休

0426860916

絶滅的 八王子食堂22

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！

八王子市寺町49-3 NK第 2ビル1F

ラーメン家

月～金（昼）11:00-16:00
（夜）18:00-21:00（L.O.20:30）

土 11:00～ 16:00
日曜定休

0000000000

横浜家系 まるに家19

是非一度お召し上がりください！！
出店オファーもお待ちしております！！

八王子市中町9-2スズキビル101

キッチンカー

Instagramにてご確認ください

Instagramにてご確認ください

0426270553

L's KITCHEN20

ハチドリ行きましたで３月中ドリンク
１杯サービス！
当日D-WALT'S 会場にお越しの方は次回
使えるボトル半額券プレゼント！

八王子市中町10-3 2F 奥

バー

20:00- 翌 5:00

水曜定休

0426862006

CASUAL Bar C-na17

当日リストバンドしている方、
ちくわ磯辺天ぷらをサービス！
コシの強い手打ちうどん！
ファンモンうどんがお勧め！

八王子市中町11-4

手打ちうどん

11:00-15:00

月曜・第二日曜定休

0426217767

武蔵野うどん たまや18

カラオケ、ダーツもある朝までやってる
食事処です。
スタッフ募集中です‼

3月中、リストバンドお持ちのお客様は
席料&カラオケ代無料！

八王子市中町10-3-2F-A

居酒屋バー

平日 19:00- 翌 5:00
日曜 18:00-24:00

不定休

0426496389

小料理BARまつとも15

10 月にオープンしました、カジュアルな
スナック風バーです。
一緒に働いてくれる方募集中です！

3月中、リストバンドお持ちで
ボトル半額！！

住所

カジュアルスナックバー

平日 21:00- 翌 4:00

日曜定休

0426266587

PINE  FLOWER16

HACHIDORI2023楽しみましょう！

八王子市中町10－13チャンピオンビル1F

居酒屋

17:00-22:00L.O.
土曜だけ16:00-21:00L.O.

日曜祝日休み

呑 らぢお13

HACHIDORI 行きましたの合言葉で
1人 1000オフ！
当日から 1ヶ月有効です！！

八王子市三崎町5-14-5 竹生ビル3階

バー

19:00- 翌 10:00

年中無休

0426497806

Trinity Spear14



カウンターのみの居酒屋です。
ユルい感じでやってるので、
ご理解下さい！

八王子市中町3-2 スプリングガーデンビル2F

居酒屋／宅配弁当

19:00- 翌 4:00

火曜定休

09048220613

鉄板屋台まるちゃんマン36

関西風の串カツ居酒屋です‼ 
ハチドリの日も昼から元気いっぱい営業
しております‼ 是非是非、皆様のお越し
をお待ちしております‼

八王子市中町3-2スプリングガーデンB1F 

串カツ

平日 15:00-24:00
土日祝 12:00-24:00（L.0.23:00）

0426569408

串八本舗35

カラオケ、ダーツ、スポーツ観戦など
出来るカジュアルな Bar

当日リストバンドで
カラオケ、ダーツ無料

八王子市中町7-10 KOYO2ビル B1F

バー

18:00- 翌 5:00

月曜定休

0426349252

bar Blitz34

クセのあるお客さんで賑わうユルいお店
です 
勇気を出して入ってしまえばそこは感性
のワンダーランド！

八王子市元横山町２－１５－２

Bar

20:00- 翌 1:00

09088509207

Bar 秘密基地33

八王子市横山町18-2

美容室 0426270727

One piece & Swallowtail32

アウトドアダイニング「となりわ」は、
お庭付きの民家を改装した
カフェ＆ダイニング。
日常と非日常の間をお楽しみ頂けます。

八王子市横山町9-10

アウトドアダイニングバー

火曜日

0426568566

となりわ31

こんにちは！
12月末に新規オープンしました！
浜焼きと肉焼きがメインの居酒屋です！
沢山の方に愛されるお店になるよう、
日々精進して参ります！
宜しくお願いいたします！

八王子市横山町9-10

居酒屋

17:00-24:00(Lo.23:00)

月曜定休

0426495784

浜焼き肉焼き でこせまき30

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！

八王子市横山町12-12 BLD M&J 2F

バー

19:00- 翌 1:00

月曜定休

0426226895

Groove!29

当日リストバンドしている方は、
チーズライスサービス！！

八王子横山町16-12

スープカレー

11:00-20:30(LO.20:00)

水曜定休

0426230123

スープカレーガラク 八王子店28

手作り惣菜の居酒屋です！
温かい料理とお酒でゆっくりしていって
下さい。

八王子市横山町12-11

居酒屋

月～土 op17:30 l.o00:00
祝日 op17:30 l.o23:00

日曜定休

0426862366

Hachioji kitchen Nika27

リストバンドご提示頂いた方には
カラオケ5曲無料でぇす！！

八王子市横山町13-1壱番館3階

カラオケ Bar

20:00- 翌 5:00

水曜定休

0426574703

カラオケBarアルタ26

インポートクラフトビール専門店。
ポートランドビールを中心に6種類の
生ビールが楽しめます。

八王子市横山町14-5落合ビル2F

クラフトビアバー

ランチタイム11:45-14:30
バータイム16:00-22:00

月曜・第2.4 日曜定休

0426102050

CRANKBAR25



インスタ
https://instagram.com/maruhachi_
roastbeef?igshid=ZDdkNTZiNTM=
☆LINE@
https://liff.line.me/1645278921-
kWRPP32q/?accountId=973neomg

住所

居酒屋

お昼 12:00-14:00／夜 17:00-24:00
深夜 24:00- 翌 5

土曜・日曜定休

08087367636

まるはちローストビーフ食堂48

ダンス環境、スタッフの雰囲気、インス
トラクター、発表会、どれをとっても
西東京No.1 スタジオ。
このコメントを見たで入会金 (5000円 )
無料になります☆

八王子市横山町5-14B1F

ダンススクール

16:00-23:00

不定休

0426498828

shake dance studio47シラサキ bar46

リストバンドしている方一杯無料

八王子市横山町7-11

19:00- 翌 3:00

バー

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！

八王子市横山町7-11

飲食店

17:00-23:30（LO 23:00）

日曜定休

0426442260

炭火焼鳥 翔太朗45

八王子唯一の藁焼き酒場！
旨い飯と旨い酒と元気溢れる酒場です！
当日リストバンドしている方は
一杯サービス！

八王子市中町2-15 HKビル　1F

居酒屋

17:00-24:00

年中無休年中無休

0420984232

心地酔い真っすぐ44

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！

八王子市中町2-19

ラーメン屋

11:00-22:00

年中無休

0426423318

二代目 哲麺43

クジラ商店です！
長崎県五島列島産地直送のお魚が
堪能できます！！
皆様お待ちしてます♪

八王子市横山町9-22 OK-3ビル 2F

居酒屋

日～木 17:00-24:00(Lo.23:30)
金・土 18:00-05:00(Lo04:00)

不定休

0426492119

クジラ商店42

本冊子の提示で、
ハイボール 1 杯サービス

期限 3/5-12（1日 1回 )

横山町 7-6 CIS 横山町 1F

アイリッシュパブ

17:30- 翌 2:30

日曜定休

0426464953

ザ・ガリバー41

【東京都もつ鍋屋第一位に選ばれた極上の
もつ鍋を味わってほしい！】
HACHIDORI のリストバンドをしている
方には名物の唐揚げを一皿プレゼント！
もちろんアーティスト、スタッフも
皆さんOK！

東京都八王子市中町3-12 三田ビル2階

居酒屋

17:00-24:00

年中無休

0426494326

もつ酒場　結 -ゆう -40

八王子市横山町8-16

居酒屋

18:30- 翌 0:00

日曜定休

09064833898

立ち呑み大学 八王子本校39

噴水ビルの秘密基地っぽいレンタルスペ
ース！ドリンク・フード持込みOK！
パーティ、イベントにご利用ください！

八王子市中町3-2 0426 spring garden 2F L 区画 

レンタルスペース 

不定休

0426940732

八王子のレンタルスペース space ＆ 38

毎日がお祭り騒ぎ！ 
ビリケン　ア　GO!GO!

八王子市中町3-2

バー

20:00- 翌 6:00

年中無休

09010446467

ビリケン ア ゴーゴー37



K:COMは HACHIDORI を
応援しています。

https://www.facebook.com/
　　　　　　　　　　kcom.ishido.jp

東京都あきる野市小川東1-21-49

撮影団体

不定休

kcom@ishido.jp

K:COM60

賃貸仲介　賃貸管理
マンション・土地・戸建買取強化中

https://3232co.com/

八王子市旭町15-18-103

不動産

10:00-18:00

日曜定休

0426495860

みつみつコーポレーション59

みつみつ
042-649-5860

コーポレーション

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

八王子市高倉町48-2 高橋ビル2F

歯科診療所

10:00-15:00（水・木・金・土）
16:00-20:00（火・水・木・金・土）

日曜・月曜定休

0426431188

おがわ歯科医院58

5月末までのエアコンオーバーホールの
予約に関して家庭用でも、業務用でも色
々サービスします。
団チョーの携帯番号へのショートメール
でお問い合わせ頂き『散々見ましたョ楽
しかった笑』と書き込みしたら！
サービスの対象とします！

dantyou8o2@icloud.com

日野市万願寺1-9-19

空調設備工事、メンテナンス、修理他 09057731552

（株）k's air staff57

HACHIDORI2023
開催おめでとうございます！

http://www.sanwa38.co.jp

八王子市加住町1-417-3

廃棄物収集運搬業

平日 8:00-17:00
土曜 8:00-13:00

日曜定休

0426911805

三和興業有限会社56

大鳥神社の隣の隣の隣、お花屋さんの
2階です。
HACHIDORI 復活おめでとうございます！
応援しています♪

https://kurikamo-law.com/

八王子市新町１番８号かんべビル２階

法律事務所

9:00-18:00

土日祝定休

0426495491

栗原・鴨志田法律事務所55

味付き刻み玉ねぎ釜玉スタイルの
中華そばです！
HACHIDORI 行きました！で味玉無料！
期間 : 来年開催日迄

八王子市明神町2-22-2nossa1階

らーめん屋

17:30-21:00（LO15分前）

火曜定休

07065557947

JAPANESE NOODLE HKN54

八王子ら～麺×長岡生姜ら～麺
＝八王子生姜ら～麺です！
HACHIDORI 行きましたの合言葉で
味玉無料！
（売り切れの場合別トッピング）
期間 : 来年のHACHIDORI 開催迄！！

八王子市明神町2-22-2nossa1階

らーめん屋

11:00-15:00（LO15分前）

火曜定休

JAPANESE NOODLE HGN53

HACHIDORI 当日リストバンド提示で
お買い上げの方に
今川焼１個 (中身はお楽しみ )を
プレゼント致します！

八王子市明神町3-24-1

たこ焼、焼そば、今川焼など

11:30-23:00

火曜・水曜定休

0426466885

ちろりん村52

豊洲直送の鮮魚と季節の食材がメインの
海鮮居酒屋。
イベント当日もお昼から営業しておりま
すので、是非お立ち寄りくださいませ！
リストバンド提示でお会計 10%オフ

八王子明神町3-27-1 京王八王子ショッピングセンター11階

海鮮居酒屋

11:00-23:00

年中無休

0426567357

魚酒場じゅらく 京王八王子駅ビル店51

元気があれば何でも出来る！
元気があればお酒も飲める !!

八王子市東町1-8　KSビルB1F

居酒屋

17:00-23:00

水曜・日曜定休

0426491234

八王子 風味50

本冊子の提示で、
ハイボール 1 杯サービス

期限 3/5-12（1日 1 回 )

八王子市東町 11-8 豊泉ビル 1F

バー＆ダイナー

17:00- 翌 2:00

火曜定休

0426444117

アメリカンクラブ49



「GB最高！」と声をかけてくれれば、
ハハハ八王子で使える300円チケット
をあげるよ♡
【枚数に限りあり】

https://mobile.twitter.com/abekizoku

八王子を愛するただの客

朝まで飲んだ次の日

きー兄62

ユーロードを抜けたとこら辺

ハハハ八王子 or kingyo

自然の恵みを食卓に

尾花牧場61

RinkyDinkStudio 横、アコースティック
ライブ、お笑い、トークイベント等も
可能なライブハウス直結のバーです！
お食事もできます！是非皆様のお越しを
お待ちしております！

八王子市三崎町2-5 鳳来ビル1F

バー

18:00- 翌 2:00（L.O 25:00）

不定休

05037285176

music&bar club22P

八王子市中町 3-2 スプリングガーデン B1F

居酒屋

20:00- 翌 3:00

木曜定休

0426450206

居酒屋たらふくK

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
ければ生演奏が聴けるかも♪

八王子市横山町6-13

MUSIC BAR

日曜定休

0426457533

Kayo's barJ

大切な仲間とゆっくりとお食事とお酒と
音楽とおしゃべりを楽しんでいただける
空間づくりを心がけています。

八王子市中町3-11エルビル2F

居酒屋 BAR

17:00-0:30ごろ

月曜日休みのはず

0426461139

Ethnic BANANAI

ハチドリ行きましたで３月中
ドリンク１杯サービス！
当日D-WALT'S 会場にお越しの方は
次回使えるボトル半額券プレゼント！

八王子市南町1-3  I.T.U ビル 4F

ダーツバー

20:00- 翌 5:00

月曜定休

0426496428

Darts&Bar D-WALT'SG

八王子ロックバー大吉は 19時～営業し
ております。
美味しいお酒といい感じの音楽がある店。
新宿ゴールデン街の「Bar 大吉」の魂を
分けて頂きました。
時々 LIVE もやってます♪

八王子市中町１０－１アートハウス１F奥

八王子ゴールデン街

19:00- 翌 4:00ラストオーダー

日曜定休

07042857025

ロックバー大吉・八王子F

スポンサーの皆様

本当にありがとうございました！


