
店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
とうふ処 三河屋 万願寺店 日野33-1 0428-43-1112 小売 

谷口アクアサービス 日野269-1-101 01-2061-2115 サービス

milimili 日野418-28　ラ・プレヌ201 0428-08-7170 サービス

ピンポン倶楽部 日野475-1 518-8000 サービス

MOKUReN glass 日野574-2　第一落合荘105 090-5538-3314 小売

タタミ・フスマ　あしざわ 日野629 581-3866 小売 

RYMS 日野1057-3 587-7584 小売

魚功 日野1077 585-0711 小売

池田加工所 日野1077-135 584-4323 小売 

THE 理容室 せんだい 日野1284-7 586-7009 サービス

インディバサロン　アンジェラス 日野1285-2 サンファーム2F 587-7220 サービス

手打うどん どんたく 日野 日野1352-6 585-2222 飲食

たけべ司法書士行政書士事務所 日野1354-4　アビターレ104 050-5241-2842 サービス

WAKA着付け 日野1370-1 080-5547-4216 サービス

Viva nail 日野1409-1 070-3523-5374 サービス 

ブックセンターいとう 日野店 日野1501-1 587-4678 小売

大光システムライン 日野1517-3 587-5537 小売 

阿川サイクルセンター 日野1532 581-0043 小売 

中央自動車工業 日野1543-1 586-2219 サービス

石垣淳子行政書士事務所 日野1599-2 586-4624 サービス

ノムラ薬局 日野本町店 日野本町1-12-19 582-7585 小売

MOKUReN 日野本町1-13-14 090-5538-3314 小売 

月日夜 日野本町2-8-3 0428-43-1206 飲食

きなせ屋 日野本町2-11-2 582-3940 飲食

ひのベイク 日野本町2-11-2 0428-43-3990 飲食 

ちばい 日野本町2-16-26 090-1859-4351 飲食

マーベル 日野本町2-17-19 080-6762-2927 サービス

Girls Bar R 日野本町2-20-8　桃井ビル
アネックス1F 585-0003 飲食

居酒屋M 日野本町2-20-8　桃井ビル
アネックス2F 586-1707 飲食 

愛花夢 日野本町2-20-9
桃井ビル1F 584-4334 飲食 

日野どうぶつ病院 日野本町2-20-13　石坂ビ
ル1F 0428-43-1652 サービス 

ザ・ハート日野 プロショップ 本店 日野本町3-7-1-1F 090-3066-3400 小売

ｈａｉｒ ｍａｋｅ Ｈａｐｕｎａ 日野本町3-7-3　フェニック
スコート101 586-8074 サービス 

タマドラッグ 日野本町3-7-9 583-1227 小売

Bar Madam Peach 日野本町3-7-10 080-6802-2799 飲食 

hair salon clé de... 日野本町3-7-11 0428-43-2276 サービス 

クリーニング ぴぃーす 日野本町3-7–17 587-3455 サービス 

正美堂時計店 日野本町3-11-4　日野スカ
イマンション 583-3873 小売

真野 極 日野本町3-11-4　日野スカ
イマンション1F 581-8200 飲食 

洋風酒場 Osteria LINO 日野本町3-11-4　日野スカ
イマンション2F 0428-48-6349 飲食 

AULANI 日野本町3-11-7 514-8696 サービス

ＫＵＳＵＮＯＫI日野店  日野本町3-11-8　エイケイ
ビル3F 506-2005 サービス 

ダッチオーブンバル ラホヤ 日野本町3-11-10　 中村興
産ビル3F 582-8133 飲食 

ロバーツヘアー日野 日野本町3-11-10　 中村興
産ビル3F 584-8487 サービス 

ベッティ写真館  日野店 日野本町3-11-14 581-0216 サービス 

だいすけ酒場 日野本町3-11-14 584-4170 飲食 

ステーキ カウボーイ 日野本町3-11-14 582-1097 飲食 

串壱 日野本町3-11-14　日野グリ
ーンハイム2F 584-9410 飲食

Acot 日野本町3-12-1 0428-43-3317 サービス

PATISSERIE LUPIN 日野本町3-12-1　サンハイ
ム101 0428-43-3626 小売

ロゼッタ 日野本町3-12-2　井上ビル 584-8992 小売

hair & make GLaNZ 日野本町3-12-5　サンヴィ
ラージュ101 582-3913 サービス

AN'TIA 日野店 日野本町3-12-7 581-3550 サービス

かぶ飲みワイン食堂 Bistro凱 日野本町3-12-8　サニーハ
イツ80　1F 0428-48-0080 飲食 

明洞のり巻 日野本町3-12-8　サニーハ
イツ80A　1F 511-5657 飲食 

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
アンジェリーク 日野本町3-12-10 583-3210 サービス

松枝堂 日野店 日野本町3-12-11 584-6965 小売

ザ エベレスト 日野本町3-13-1 080-4321-6655 飲食 

アガサ 美容室 日野本町3-13–1　2F 582-1655 サービス

紀の國屋 日野店 日野本町3-13-8 586-7180 小売

焼肉　闘牛苑 日野本町3-13-14 584-4187 飲食

炎上炭火焼鶏 ひのっこ 日野本町3-13-14　 井上荘
102 511-3038 飲食

日野餃子＆刀削麺 日野本町3-13-14-103 0428-49-7313 飲食

アメージング 日野本町3-14-4 586-1339 小売

arte Tomoaki 日野本町3-14-7 0428-43-4778 飲食

kuriko工房 日野本町3-14-9 090-3698-9510 飲食 

YT整体院 日野本町3-14-9  070-1048-3907 サービス 

メガネハウス多摩 日野本町3-14-17 581-2201 小売

そらひろ SORAHIRO 日野本町3-14-17　SKビル1F 080-7288-9100 サービス

立呑みさとちゃん 日野本町3-15-1 090-7722-6498 飲食 

hair&face ReQueSera 日野本町4-1-59 514-9514 サービス

森屋商店 日野本町4-3-1 581-0020 小売 

馬場商会 自動車整備工場 日野本町4-3-8 582-0005 サービス

中国家庭料理 麒麟坊 日野本町4-5-5　HSビル1F 587-8469 飲食 

まいど 日野店 日野本町4-6-1 584-3992 飲食 

婦人服店 THEME 日野本町4-6-4 587-3591 小売 

農耕民族×狩漁民族 日野本町4-6-4　安西ビル2F 586-0650 飲食 

CLAMPWOODS COFFEE FACTORY 日野本町4-6-5　東亜建設
第10ビル1F 0428-08-7737 飲食

H.P.STYLE Kitchen 日野本町4-6-7　2F 0428-43-3788 飲食

メダカフェ 侘寂 日野本町4-6-20　ホテルブ
ーゲンビリア日野 589-3633 飲食

base secret 日野本町4-7-16　岡戸ビル
103 090-2568-6467 サービス 

メキシコ料理 & Bar MEXICALI 日野本町4-7-18 050-3702-8200 飲食 

みずこし 日野本町4-8-24 581-2335 小売

はやしや洋品店 日野本町7-2-9 581-0325 小売

パソコン修理のゼルダ 日野店 日野本町7-5-13　ハイムフ
ォルモント1F 050-3570-6648 サービス 

カット＆カラーサプリ 日野本町7-6-11-2F 0428-48-1532 サービス 

クレアホーム&ガーデン 日野本町7-10-6 582-1313 飲食 

四季彩dining　春　日野店 栄町1-2-1　七和ビル101 514-9188 飲食 

ふじ薬局 桜店 栄町1-3-1 519-4305 小売 

めんりき匠 栄町1-30-1 585-2727 飲食 

Ｔｏｕｊｏｕｒｓ 栄町1-30-1　藤栄マンショ
ン305 070-1316-3076 サービス 

京秀LaLa振袖館 日野店 栄町2-1-31 581-8116 小売 

サイクルシヨツプ篠 栄町2-1-39 585-1371 サービス 

甲斐美術 栄町2-3-4-101 584-1363 小売 

小林金司商店 栄町2-3-9 581-1086 サービス

日野工設 栄町2-19-28 587-2838 サービス 

寿園 直売所 栄町5-3-12 584-5813 小売 

三和式典 阿弥陀堂斎場 栄町5-5-1 583-3375 サービス 

マイホームパートナー 栄町5-11-15 582-6371 サービス

肉の福井屋 新町1-5-10 581-1137 小売

ヘアースタジオ ロカ 新町1-5-35　大沢新町ビル
1F 0428-43-2071 サービス 

BIBLE 新町1-13-7-104 070-3121-3982 小売

キャニオン 新町1-17-55 586-1190 小売 

BAR&DINING River Side 新町1-19-1　ボナールレジ
デンス2F 584-1044 飲食 

ネイルサロン　ブルーハウス 新町1-19-4　ウエーブコー
ト203 582-3686 サービス 

B-HOUSE 新町1-20-2 586-6771 サービス 

ふじ薬局 ひの店 新町1-20-6 587-2668 小売

フランヴェールヘアー 新町1-20-6　ラフィーネ101 581-3736 サービス 

水の音 新町3-31-55 090-3402-6317 サービス 

わいわいベイク 新町3-31-56 080-5675-1987 飲食 

この店舗一覧は12月21日までに提供いただいたデータに基づき作成しています。店舗などの状況によっては
PayPayが使用できない場合がありますので、使用の可否は店舗などに直接ご確認ください。

日野・日野本町・栄町・新町・神明・大坂上・日野台

12月21日時点の情報に基づき作成しています。3


