
店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
豊田タバコセンター 多摩平2-4-1-1004 080-9500-3331 小売 

Bloom*bruna 多摩平2-5-1 PlanT 050-5216-5601 小売 

あおかえで社中 多摩平2-5-1 PlanT 0428-08-8155 サービス

eclat 多摩平2-5-1 PlanT 020 050-5243-0230 小売 

清水薬局 多摩平二丁目店 多摩平2-5-3 豊田パールハ
イツ1F 589-0522 小売 

１０４ｋｉｔｃｈｅｎ 多摩平2-5-3 豊田パールハ
イツ102 506-2919 飲食 

ルージュ ア ジュー 多摩平2-5-4 ハミングバー
ド多摩201 584-9846 サービス

クラウンパール 多摩平2-9-1 多摩平の森
3-2-901 090-6006-1344 小売 

コーラルコミュニケーションズ 多摩平2-12-2 山崎ビル1F 587-5414 小売

細川カイロプラクティック整体院 多摩平2-12-3 585-7523 サービス

MMD Carry On 多摩平2-13-8 585-7992 小売 

パフィーネイル 多摩平2-13-15 T’s garden
豊田301 090-6001-1173 サービス 

アフタースクールカフェ 本店 多摩平3-1-1 トゥモロープ
ラザ1F 0428-43-4776 飲食

トム鍼灸整骨院 多摩平3-1-1 トゥモロープ
ラザ2F 0428-43-1007 サービス

森のエステサロンSmily 多摩平3-1-7 586-1703 サービス

カレー屋のニサ 多摩平3-5-7 0428-43-3035 飲食 

整体院Good day 多摩平3-9-4 507-7083 サービス 

清水薬局 本店 多摩平3-12-3 福博ビル1階 582-3088 小売 

焼肉 幸楽園 多摩平3-14-1 583-1198 飲食

ハイから酒場　こけこっこ 多摩平3-31-20 トッポレ
ンジビル1F 0428-00-1905 飲食 

LOVERS 多摩平4-1-4 明光プラザ
201 0428-43-1227 サービス

ＢＡＲＢＥＲ Ｎｏｂｕ 多摩平4-1-13 514-8641 サービス

豊田タバコセンター 泉塚店 多摩平4-11-80 090-6175-5485 小売 

バーゼル 豊田店 多摩平5-2-2 581-0824 飲食

なのはな薬局 多摩平5-2-58 589-2345 小売 

サンカントサンク 多摩平5-4-13 581-4724 小売 

Live Bar Zaz 多摩平5-5-1 0428-43-3044 飲食 

麺や 富士 多摩平5-5-7 池野ビル1F 0428-43-4354 飲食 

花style 多摩平5-8-4 武藤ビル201 586-7430 サービス

日野建材店 多摩平5-9-12 505-6040 小売 

張替 多摩平5-10-6 581-0214 サービス

ノムラ薬局 市立病院前店 多摩平5-16-6 582-8972 小売 

鮨千 多摩平5-20-4 鮨千内 581-7168 飲食 

steak&hamburg RIVER 多摩平5-22-4 黒部ビル
102 514-8108 飲食 

利研刃物 多摩平6-16 581-1356 小売

あかつき薬局 多摩平6-16-15 581-5959 小売

BARBERSHOP type-B 多摩平6-17-1 0428-43-2169 サービス 

ノムラ薬局 多摩平店 多摩平6-32-8 584-9031 小売

日野サイクル 多摩平6-34-1 581-0677 小売

ベッケライならもと 多摩平6-34-3 3F 586-6685 小売

プロキオン　フォトサービス 多摩平6-35-9 080-5095-6201 サービス

ぷっく薬局 多摩平6-37-3 メゾン田中
101 514-8762 小売

天の川 多摩平6-40-18 小池ハイ
ツ1F 080-3155-6837 飲食 

ＰＶ整体院 多摩平7-11-21 506-7299 サービス 

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
車屋釣り具店 万願寺1-9-11 581-7851 小売

ハート＆ピース　オハナ 万願寺2-3-27 587-5828 サービス 

threeR 万願寺2-23-5 583-3434 サービス

長瀬自動車工業 万願寺2-34-2 584-2040 サービス 

万願寺駅前整骨院 万願寺4-2-2 584-2155 サービス 

カイロプラクティックフェアリー 本店 万願寺4-5-13 080-5024-5129 サービス 

メッツ 万願寺4-11-8 514-9223 サービス 

オルビス電機 本店 万願寺5-1-33 090-4024-7237 小売 

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
多摩平バランス整骨院 多摩平7-12-12 カーサステ

ラ2 1F 0428-43-4871 サービス

焼肉レストラン アンクルチャップ 多摩平7-21-19 582-1366 飲食 

サイガ畳店 川辺堀之内18 581-3667 サービス

ステラ 川辺堀之内57（44街区18-
10） 090-7702-1786 サービス

ギロー住宅サービス 川辺堀之内282-1-208 070-4350-9623 サービス 

vicino 川辺堀之内504-4 090-4719-6934 サービス

Ｆｌｅｕｒ 東豊田2-19-10 090-8172-1180 小売 

渡辺管工 東豊田2-33-12 586-9331 サービス 

大久保畳店 東豊田3-1-1 090-2669-6455 小売 

TAKADEN 東豊田3-1-36 584-1773 小売 

浜野酒店 東豊田3-5-4 583-6666 小売

NKトラベル 東豊田3-5-6 584-2210 サービス 

花工房 MIWAKO 東豊田3-7-5 582-5822 小売 

Lily 東豊田3-15-1 豊田第1コ
ーポラス315 0428-49-0809 サービス

リベルテ 東豊田3-25-14 イーストハ
イム1F 0428-43-3768 サービス 

ポスプロ 東豊田4-17-3-102 587-1973 サービス 

リクライム 豊田1-13-3 587-6996 サービス 

珈琲焙煎庵  和樂 豊田2-32-5 583-7383 小売 

BEAUTY FIND 豊田3-23-10 090-7412-1150 サービス

パティスリープーアプー 豊田3-25-1 0428-43-1232 小売 

ヘアーサロンタカハシ 豊田3-28-7 581-8404 サービス

アダム&イヴ 豊田3-28-9 586-9773 サービス 

ノムラ薬局 豊田南店 豊田3-32-4 ノムラメディカ
ルビル1F 514-8601 小売 

炭火もも焼専門店　地どり亭 豊田3-36-31 豊田神興ビ
ル1F 587-9191 飲食 

ストレート行政書士事務所 豊田3-40-3 レ・ジェイドサ
ザンゲート豊田1F 0428-43-4211 サービス 

五太子商店 豊田3-41-17 585-1941 小売 

とよだペットクリニック 豊田3-42-4 ヴェールクレ
ール101 0428-43-2871 サービス

ノムラ薬局 豊田店 豊田3-42-10 584-6362 小売 

Ｒａｆｅｌ  ｅｔｏ 豊田3-42-17 1F 0428-43-3986 サービス

カットランド 豊田店 豊田3-42-42 KTビル1F 584-1018 サービス 

アトリエ方丈庵 豊田4-11-6 050-5276-8113 サービス

増島商店 豊田4-24-11 581-1242 小売 

オーガニックカフェ＆レストラン レテラ 豊田4-24-11 ラポスタビル2F 514-9961 飲食

華美 豊田4-32-9 サンパレス1F 586-8787 サービス 

Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ 豊田4-33-2 0428-43-3979 サービス

Lino nailstudio&academy 豊田4-33-9 インフィニテ
ィ豊田1F 0428-08-9515 サービス

電化ショップタカノ 豊田4-35-2 583-5385 小売 

ノムラ薬局 太陽店 豊田4-35-14 506-2970 小売

藤森園 豊田4-36-12 581-1236 小売 

黒田書店 豊田4-36-13 581-0239 小売

ビアスタンド豊田 豊田4-36-19 080-5196-9358 飲食

定食ふじ 豊田4-36-29 584-4080 飲食 

ショットバー・市俄古 豊田4-36-32 090-8700-2940 飲食 

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
ADVANCE 日野店 石田259-1 メゾンドリラ101 507-4514 サービス 

馬Café マリヤの風 石田305-17 080-4445-4560 飲食 

あおい動物病院 石田2-9-20 585-6300 小売 

山田惠美染色工房 上田255−5 090-8179-4466 小売 

TIDAFIKA 上田472-1 050-3390-8571 小売 

オーケードライビングスクール 上田487-2 KTビル101 587-3806 サービス

高幡不動日野市石田沙織ピアノエレクトーン教室 落川173-72 080-3693-9410 小売 

キッチンこいけ 落川454-3 ハイネス車1F 506-5667 飲食 

多摩平・東豊田・豊田

万願寺・石田・上田・落川・百草・三沢・新井・高幡・程久保

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。

12月21日時点の情報に基づき作成しています。5


