
「はちぷろ」とは、「お酒づくり（髙尾の天狗）を通じて、八王子を盛り上げて行こう！」と始めたまちおこし
企画。農家・酒蔵・酒販店が中心となり、市民参加型でお米作りからお酒が出来るまでの一連の工程を

体験し、市内の飲食店、小売店、そして市民の交流の場を作ることも目的とした                    
【まちおこしプロジェクト】です。 
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6月 7月 9月 1月 3月 

日時:９月２２日(土) 

田植え場所：八王子市 高月田園 
集合:八王子駅北口 ローソン付近 8:30～ (バスにて送迎。ご予約後別途ご連絡します。) 
参加料金:大人2000円/子供1000円（小学生以上）※未就学児は無料 
応募人数:150名(定員になり次第締め切り) 
内容：稲刈り～八王子満喫ランチ＆交流会～  
※髙尾の天狗（ひやおろしも）、パッションフルーツドリンク、 
ソフトドリンクなどご用意してます。 
 
持ち物 
・着替え/タオル 
・日よけ対策 
（着替え場所は準備しております。） 
 

※班分けを行うためご参加には申込みが必須となります。 
予約フォームからお申し込みください。 
 

予約フォームはこちら 



笹陣 八王子東急スクエア店  [東京都八王子市旭町9-1 八王子東急スクエア 8F] 
割烹 すず香  [八王子市中町１０－９] 
小樽横丁  [東京都八王子市旭町７－５] 
寿司田 八王子駅ビル店  [東京都八王子市旭町１－１] 
凛や 八王子店  [東京都八王子市子安町４－７－１] 
浜寿司  [東京都八王子市絹ヶ丘] 
ごん助  [東京都八王子市南浅川町４０６８] 
うを八  [東京都八王子市三崎町３－１１] 
居酒屋さんちゃん酒場  [東京都八王子市明神町２－２７－１] 
家飯 吉野坊  [東京都八王子市三崎町９－８] 
海賊船 八王子 ワイン＆居酒屋 一八  [東京都八王子市旭町６－３] 
食彩SAKURA  [東京都八王子市弐分方町３０１] 
いくどん 高尾店  [東京都八王子市初沢町１２７８] 
やすらぎの湯  [東京都八王子市中町２－１] 
寿司処 田なか  [東京都八王子市大横町１－２５] 
前略  [東京都八王子市元横山町２－７－５] 
八王子 ゆうご  [東京都八王子市三崎町２－３] 
はなの舞 西八王子北口店  [東京都八王子市千人町２－１９－１５] 
酒来場 ちまる  [東京都八王子市台町３－２６－１０] 
魚心亭 八王子店  [東京都八王子市東浅川町２１４] 
八王子大衆ビストロ ぐりぐり  [東京都八王子市三崎町５－１９] 
和処 かわむら  [東京都八王子市三崎町５－７] 
串家 八王子北口店  [東京都八王子市三崎町１－１２] 
遊民  [東京都八王子市四谷町６６５] 
居酒屋 こんちゃん  [東京都八王子市三崎町３－１０] 
焼肉 まんてん  [東京都八王子市横山町１４－７] 
焼肉 牛皇石川庵  [東京都八王子市石川町５１５－３] 
酒処 きずな  [東京都八王子市横山町８－１２] 
居酒屋よりみち  [東京都八王子市三崎町２－１３] 
ビストロ ルポ   [東京都八王子市千人町１－１０－２] 
極楽湯 高尾山口店  [東京都八王子市高尾町２２２９番６] 
居酒屋 しばらく  [東京都八王子市千人町２－２０－９] 
食堂酒場 基地  [東京都八王子市明神町３－９－３] 
やきとり 89  [東京都八王子市千人町１－１２－５] 
八王子割烹せきど  [東京都八王子市三崎町９－５] 
亀八本舗  [東京都八王子市三崎町９－６] 
居酒屋kitchenびいどろ  [東京都八王子市万町５０－１] 
越後そば 弥彦  [東京都八王子市平岡町２４－３] 
八王子エルシィ  [東京都八王子市八日町６－７] 
小川の魚  [東京都八王子市横山町８－４] 
おんじき  [東京都八王子市三崎町4-7 田倉ビル1F] 
うかい鳥山  [東京都八王子市南浅川町3426] 
うかい竹亭  [東京都八王子市南浅川町2850 ] 
とうふ屋うかい【東京都八王子市大和田町2－18－10】 
いくどん 八王子店  [東京都八王子市旭町６－１２] 
リストランテHANAZUKA  [東京都八王子市三崎町２－３] 
サザンラウンジ  [東京都八王子市子安町４－７７－１] 
京華小吃（ジンホア）  [東京都八王子市中町６－１１] 
けいの家  [東京都八王子市明神町3-9-1 MKビル] 
南国酒場 EIBISUYA  [東京都八王子市三崎町９－９] 
 

 

鳥兆  [東京都八王子市三崎町4-7 田倉ビル2F] 
さけはうす  [東京都八王子市大和田町６－５－９] 
信玄亭  [東京都八王子市大横町１３－１] 
個室居酒屋 串亭 八王子店  [東京都八王子市中町１０－５] 
龍神丸市場  [東京都八王子市旭町6-4 1F] 
串はち  [東京都八王子市三崎町3-11] 
海鮮居酒屋 やっちゃん  [東京都八王子市中町11-4 1階] 
中華料理 龍縁  [八王子市初沢町1350-3] 
ブラッキー  [東京都八王子市追分町８－８] 
麺処・じん  [東京都八王子市川町16-4] 
さくら  [八王子市中町９－４] 
香川  [八王子市中町１０－１２] 
パブ Rin  [八王子市中町６－５ 尾川ビル３F] 
オイスターバー shell  [八王子市三崎町６－１６ キャッスルビル２号館１F] 
はなの舞 八王子南口店  [東京都八王子市子安町４－９－８ 野田ビル１F] 
ばんぶう  [八王子市子安町４－２６－６] 
焼肉 龍神  [八王子市三崎町5-3 プライマリーコート1階] 
ぴかけ  [八王子市中町１２－１０ 村上ビル １０３] 
自然薯とそばの店 高尾の桜イーアス高尾店  [東京都八王子市東浅川町５５０−１] 
おでん処 あゆみん家  [東京都八王子市中町10ー2] 
蔵んち  [東京都八王子市中町3-2 スプリングガーデン 1F] 
うなぎ高瀬  [東京都八王子市小宮町1112-4 ] 
焼肉 伝  [東京都八王子市大和田町７丁目１０－１４] 
ウマンパサル  [東京都八王子市東中野２８０－８] 
居酒屋三姉妹  [東京都八王子市三崎町3-4 RJスクエアビル8階] 
八のみ屋  [東京都八王子市子安町1-2-3 ] 
けむ蔵  [東京都八王子市子安町3-5-15 第2宮田ビル1階] 
つくしん坊  [東京都八王子市元本郷町３丁目１７－１５－１０１] 
GMG八王子ゴルフ場  [東京都八王子市川口町3515] 
沖縄料理なんくる  [東京都八王子市大和田町２－１５－４] 
六文銭  [東京都八王子市犬目町８] 
おばんざい たか  [八王子市北野町５５２] 
居酒屋 こよい  [東京都八王子市楢原町３８６－３] 
居酒屋風海鮮料理 味富  [八王子市上壱分方町224-5] 
お好み焼 なみさん  [東京都八王子市叶谷町955] 
初兵衛 寿し  [東京都八王子市西寺方町419-12] 
居酒屋 よし乃  [東京都八王子市大楽寺町189-2] 
鮨忠 第一元八支店  [東京都八王子市元八王子町2-2029-2] 
酒蔵一平  [東京都八王子市東町11-5 ] 
たまの里 高尾店  [東京都八王子市初沢町1231-16 ] 
鮨忠本店  [東京都八王子市南町5-11 ] 
髙尾山スミカ そば処  [東京都八王子市高尾町２１８１番地] 
瓢六  [東京都八王子市明神町2-1-9 ] 
SOL  [東京都八王子市南町２－３クレーガルテン２F] 
Calypso  [東京都八王子市中町６－５尾川ビル２Ｆ] 
BFF  [東京都八王子市中町９－１０ ひまわりビル３階] 
大幸園  [東京都八王子市小宮町863-3 ] 
京王プラザホテル八王子 日本料理みやま  [東京都八王子市旭町14－1] 
鶯啼庵  [東京都八王子市尾崎町129] 
八王子エルシィ/中国料理 龍皇/芙蓉亭【東京都八王子市八日町６－７】 

トリキチ ［東京都八王子市横山町11-12 ムサシビル 1F］ 

 
 

【飲める店】(一部先の掲載となります。) 

【買える店】(一部先の掲載となります。) 

・道の駅八王子滝山 
・やまたまや 
・髙尾山駅 香住 売店 
・いろりばた 
・京王ストア 北野店 
・京王ストア めじろ台店 
・京王ストア 高尾店 
・スーパーバリュー八王子高尾店 
・業務スーパーリカーキング 高倉店 
・スーパーアルプス長房店 
・スーパーアルプス中野店 
・スーパーアルプス西八王子店 
・スーパーアルプス台町店 
・スーパーアルプス横川店 
・スーパーアルプス北野店 
・スーパーアルプス楢原店 

・三和八王子みなみの店 
・三和堀之内店 
・さえき さえき 長房食品館 
・ウエルシア 八王子東浅川店 
・三和フードワン ゆりのき台店 
・三和フードワン 八王子堀之内店 
・三和フードワン イーアス高尾店 
・三和フードワン 片倉店 
・アール元気アクロスモール みなみ野店 
・清水パーク Ｙショップ ｉｐｐｕｋｕ 
.・髙尾スミカ そば処 
 

・スーパーアルプス八王子駅南口店 
・スーパーアルプスみなみの店 
・スーパーアルプス高倉店 
・スーパーアルプスはざま店 
・スーパーアルプス恩方店 
・スーパーアルプス宇津木店 
・スーパーアルプス甲の原店 
・サークルＫサンクス八王子北口店 
・サークルＫサンクス八王子高尾山口店 
・サークルＫサンクス八王子インター西店 
・ファミリーマート長沼団地入口店 
・ダイエー 八王子大和田店 
・ロピア 八王子みなみ野 
・いなげやbloomingbloomyセレオ八王子店 
・いなげや八王子中野店 
・ヤオコー八王子並木町店 


