
店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
アズーラ 豊田 多摩平1-1 ファミーユ京王

4F 586-1886 サービス

紀の國屋 豊田駅前店 多摩平1-1 ファミーユ京王 586-1358 小売 

ノムラ薬局 豊田北口店 多摩平1-2-1 583-6262 小売 

You・Eye 多摩平1-2-1 多摩平共同ビ
ル1F 0428-43-2786 小売 

casual bar STAR 多摩平1-2-1 第一ビル中2F 090-5562-8172 飲食 

呑屋船エンパラ豊田店 多摩平1-2-1 第一ビル2F 511-5889 飲食 

カラオケ ポンポン 豊田店 多摩平1-2-1 第一ビル2F 0428-43-4180 サービス 

くいどころばーあん 多摩平1-2-1 586-3757 飲食

炭火焼・鉄板焼 まこっちゃん ロータリー前店 多摩平1-2-3 マルスビル1F 0428-43-2738 飲食

Bar Blanc 多摩平1-2-3 信和ビル1ーB 090-2906-2875 飲食 

居酒屋魚一 多摩平1-2-4 志村ビル1F 587-8528 飲食 

LIVE BAR ぞうさん食堂 多摩平1-2-4 太平ビルB1 0428-43-4945 飲食 

カラオケラウンジOff 多摩平1-2-4 太平ビル1F 0428-43-1740 飲食

鮨ゆうじん 多摩平1-2-4 太平ビル2F 582-6255 飲食 

GRAND HEARTS 多摩平1-2-6 1階 582-5655 サービス 

8ball fitness 多摩平1-2-8 司ビル地下1F 080-9197-7496 小売 

ワイン食堂  ＫＯＫＩＣＨＩ 多摩平1-4-3 福田ビル1F 587-9533 飲食 

フレスコ 多摩平1-4-3 福田ビル2F 587-3306 飲食 

清水薬局 多摩平新店 多摩平1-4-5 藤和ビル1F 586-2380 小売 

清水薬局 多摩平店 多摩平1-4-7 佐々木ビル1F 586-9432 小売 

パブラウンジ暮 多摩平1-4-8 モナークビル
1F 582-1662 飲食 

PIT TSURUOKA 多摩平1-4-9 ライオンズマ
ンション豊田103 581-1361 サービス 

大黒屋 そば店 多摩平1-4-12 581-3766 飲食

ベッティ写真館 多摩平1-4-13 1F 581-1245 サービス

清水薬局 多摩平ファーマシー 多摩平1-4-19 藤ビル102 514-8457 小売 

紀の國屋 本店 多摩平1-5-2 581-1358 小売 

こ料理しの 多摩平1-5-5 586-9090 飲食 

炭火串焼 皆華 多摩平1-5-5 塩島店舗南
号 587-5082 飲食

Piccolo Regalo Ristorante 多摩平1-5-7 エンドレス多
摩平1F 581-3688 飲食 

ル ミエル 多摩平1-5-7 エンドレス多
摩平1F 583-0361 飲食

小櫻 多摩平1-5-12 タカラ豊田
ホームズ103 581-6392 飲食 

Cafe Crispy 多摩平1-5-12 タカラ豊田
ホームズ104 070-1230-5309 飲食 

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
アーニスクラブ東京 神明1-14-10 090-1736-4703 サービス 

グッドフォーユアジョブ 神明1-15-8 ソーシャルア
パートメント日野109 080-9453-4567 サービス

豊月堂 神明2-8-4 586-6362 小売

Lana hairmake 神明2-10-1 土方マンショ
ン B-101 514-8402 サービス 

ももんがカフェ&ロースタリー 神明2-10-10 0428-34-2880 飲食 

訪問・在宅保育Lotta Smile 神明2-11-43 080-1131-3954 サービス 

パン工房 プティ・ソレイユ 神明2-16-2 コーポTK101・
102 514-9239 小売 

まるよし塗装 神明2-16-7 583-5910 サービス 

miminail 神明2-16-7 090-4391-0310 サービス 

まつげ屋Ly 神明2-16-7 0428-43-3270 サービス 

ふぁんし〜DOGしょっぷミルキー 神明2-16-8 584-7590 小売 

アニマルリハクリニック　かつき 神明2-16-8 サービス 

福島文具 神明3-1-1 583-2099 小売

ミリー洋菓子店 神明3-6-1 0428-43-1577 小売

キズナエクスプレス 神明3ー7ー19 0428-43-2781 サービス

美容室 calme bor 神明4-1-1 0428-43-3551 サービス 

十彩一皿　あり田 神明4-1-1 042-848-0359 飲食

このは整体院 神明4 050-3568-5508 サービス

SANGAM 大坂上1-30-9 584-9114 飲食 

サカエヤ茶楼 大坂上1-30-14 0120-59-8222 飲食

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
はな乃や 大坂上1-30-16 0428-43-2967 飲食 

整骨院Ｓｏｒａ 大坂上1-30-20 松野ビル4F 0428-43-2120 サービス 

Bar 104 -rumbullion- 大坂上1-30-20 松野ビル地
下1F 0428-43-1813 飲食 

ホンガネ 大坂上1-30-26 ラポートビ
ル201 0428-43-2263 飲食 

油屋木村 大坂上1-30-26 ラポートビ
ルB1 514-8556 飲食 

KISHIZOU 大坂上1-32-1 1F 582-2867 小売 

立ち食い そば・うどん 日野屋 大坂上1-32-2 070-5024-5529 飲食 

エックスワン マムコレクション 大坂上1-32-2 HS駅前ビル1F 0120-06-5047 サービス 

メンズサロン煌 大坂上1-32-4 根元ビル1F 583-4155 サービス 

スターブリッジ 大坂上3-20-10 582-8691 小売

小松車輌工業 日野台1-3-10 584-0330 サービス 

やきとり千鳥 日野台2-15-4 090-9670-8176 飲食

日野寿し本店 日野台2-16-1 583-7030 飲食

大野住宅設備 日野台2-16-12 584-1909 サービス 

都下ワイナリー 日野台2-40-12 582-4551 小売

ヘアサロンPublicLand 日野台4－2－9 581-1501 サービス

BIKE RECOMMEND STUDIO MIXS 日野店 日野台5-1-2 585-1393 小売

府中ランドリー 日野店 日野台5-6-22 583-3500 サービス

クワタ自動車整備工場 日野台5-22-16 581-3455 サービス

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
ひまわり食堂 多摩平1-5-12 タカラ豊田

ホームズ106 090-1836-1379 飲食 

さんさん整骨院 多摩平1-5-16 F.1.Build 
1-B 514-8528 サービス

ベアトリーチェ 多摩平1-6-4 581-1725 飲食 

オーダーメイド整体・アロマ  R and【アールアンド】 多摩平1-6-15 070-4443-1540 サービス

サンガム 豊田店 多摩平1-8-1 583-5584 飲食 

クリーニングトップ 多摩平1-8-1 581-6686 サービス 

rit.s hair&beauty salon 多摩平1-8-1 オペラハウス
1F 0428-49-9387 サービス 

コスメヴィレ・エステジュール 多摩平1-8-1 オペラハウス
1F 584-4401 小売 

藁ときどき豚 多摩平1-8-13 ホウユウビ
ル1F 0428-08-7299 飲食 

メンズモードギャラリーやまもと 多摩平1-10-5 角田ビル
102 581-0251 小売 

TACHINOMI 燻 まこっちゃん 多摩平1-10-5 角田ビル
103 514-9990 飲食 

まいど 豊田店 多摩平1-10-7 582-1818 飲食 

ななや 多摩平1-10-7 加藤ビル2F 090-7214-1584 飲食

だんらん 多摩平1-10-8 谷合ビル1F 585-4939 飲食 

BAR LOUNGE 亀 多摩平1-10-8 谷合ビル2F 583-7897 飲食

スナックセピア 多摩平1-11-3 584-4134 飲食

酒食彩せつ 多摩平1-11-3 583-4248 飲食 

和来亭 豊田店 多摩平2-1-2 0428-43-3886 飲食 

Cianosの風 多摩平2-1-3 高木ビル地下
1F 584-3683 飲食 

パブ スナック 愛 多摩平2-1-3 高木ビル1F 514-4197 飲食 

一心 多摩平2-1-5 584-4311 飲食

PUB POLE STAR 多摩平2-1-5 小黒ビル2F 582-1920 飲食

大王亭 多摩平2-1-9 581-3582 飲食 

リキホルモン 多摩平2-1-10 583-1216 飲食

炭火焼・鉄板焼 まこっちゃん 豊田駅前店 多摩平2-1-11 ハウス110 
1F 0428-43-2913 飲食

星の家 豊田駅前店 多摩平2-1-13 583-5582 飲食

西沢表具店 多摩平2-2 ニコール豊田ビル 581-0656 サービス 

ブティック タケクマ 多摩平2-3-3 582-2391 小売 

そば処 訶訶庵 多摩平2-3-3 581-0363 飲食

多摩平の森整骨院 多摩平2-3-7 升屋ビル1F 581-0555 サービス

ます膳 多摩平2-3-13 リコー三升
ビル1F 584-4176 飲食 

五色 イオンモール多摩平の森店 多摩平2-4-1 イオンモール
多摩平の森内 0428-43-4455 飲食

多摩平・東豊田・豊田

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。
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