
店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
HAIR STUDIO EX 百草園店 落川456-1 593-6226 サービス

百草園鍼療所 落川464 A&U百草園ｰB 594-3580 サービス

カレーと定食の店　はる 落川1061-4 102 080-5496-5992 飲食｠

居酒屋 森おと 落川1061-4 百草駅前ビル105 591-4284 飲食

cache cache 落川1073-1 リシェ百草園
203 090-6488-3743 サービス｠

クリーンライフパートナー 落川2001-9 シャルマン602 080-2230-3377 サービス｠

ベーカリーカフェパーネ 落川2100-2 594-5759 飲食｠

桜寿司 百草192 第5双洋ビル1F 593-1418 飲食

美容室モンアミ 百草192 第5双洋ビル1F 594-1800 サービス

エルフ フローリスト 百草204 ガーデンビュー
石神D1F 506-6887 小売

もぐ動物病院 百草204-1 ガーデンビュ
ー石神D1F 594-3050 小売

富士美自動車 百草316 591-0360 サービス

アルティジャーノ・ジェラテリア 百草329 599-2880 飲食｠

手打蕎麦むら岡 百草515 592-1257 飲食｠

エイジサイクル 百草567-5 050-5586-1560 小売｠

団地薬局 百草999 591-2985 小売

理容一の宮 百草999-281 591-0334 サービス｠

ヤマグチグループ百草店イシカワ電器 百草999-281-102 591-0077 小売

トレボー 百草店 百草999-281-105 593-0421 サービス

とことこ 三沢252-1 090-1258-1443 飲食｠

でんきのタケデン 三沢1-14-15 伊藤ビル101 506-6981 小売｠

ブリーズサイクル 高幡店 三沢1-18-1 592-0717 小売｠

Cafe Hana 三沢1-19-7 599-5039 飲食｠

百草食品 三沢2-14-11 591-1797 小売｠

クリッピング ポイント 三沢2-18-5 土方コーポ103 592-5545 サービス

サロンポワント 三沢2-30-20 090-1800-2046 サービス

リサイクルショップ りんご 日野店 三沢3-7-4 1F 506-5670 小売

Nail Rosy Day 三沢3-22-12 090-6508-2160 サービス

Salon de Arabesque 三沢3-31-13 080-6660-7203 サービス｠

居酒屋ちゅらさい 三沢3-46-2 593-1144 飲食

あんず調剤薬局 高幡店 三沢3-53-9 鈴蘭ビル1F 599-2441 小売

とうふ処 三河屋 高幡本店 三沢4-5-20 591-4694 小売

SMILEY10 三沢4-17-26 090-4757-7708 サービス

シンヨー 新井640 070-4154-1952 小売

一刻堂 本店 新井640 メゾン･利I番館
201 080-3466-2296 小売｠

ノルウェイの森 新井640 メゾン･利I番館
202 090-3208-1314 小売

ペットシッターSOS 新井656-3 090-4363-6330 サービス｠

House to Gather 新井883-7 080-9521-6098 サービス｠

不動せんべい開運堂 高幡1 594-2211 小売

高幡まんじゅう 本店 高幡1-1 591-0317 小売

フルーツのみすみ 高幡1-15 591-0275 小売｠

リファイン整体院 本店 高幡1-8 高幡参道ビル101 592-3939 サービス

高幡まんじゅう 池田屋 高幡1-8 高幡参道ビル3F 592-8584 小売

串屋横町 高幡不動店 高幡2-16 佐藤ビル1F 506-9454 飲食｠

カフェ しろくま 高幡2-16 佐藤ビル2F 0428-08-8828 飲食

手打ちうどん 咲楽 高幡2-23 581-4939 飲食

talleyrand 高幡2-25 井村ビル2F 593-8868 サービス

パワーストーン　笑 高幡2-37 594-4088 小売｠

インド食堂アンジュナ 高幡3-7 ユニバーサルビル1F 593-3590 飲食

高幡不動　肉流通センター 高幡3-8 田中ビル1F 506-5294 飲食

sun nail 高幡3-9 谷ビル101 594-0337 サービス｠

ヘアーサロンタカハタ 高幡3-9 谷ビル2F 592-9992 サービス｠

たるすけ 高幡3-10 遠藤ビル1F 599-0420 飲食

すみやき家串陣 高幡不動店 高幡3-10 遠藤ビル1F 593-1494 飲食

ノムラ薬局 高幡駅前店 高幡3-16 506-9910 小売｠

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
どんだけ自己中　高幡不動店 高幡3-20 ゼニス高幡1F 506-9919 小売

グランディールヴォーグ 高幡3-23 592-7507 サービス

珈琲はうすあんず村 本店 高幡3-23 ワイズビル2F 592-7500 飲食｠

やきとん高幡くどう 高幡3-23 ワイズビル3F 0428-00-2121 飲食

伝統漢方　薬局火の鳥 高幡不動店 高幡10-3-1F 506-9312 小売｠

高幡まんじゅう 工場店 高幡15-11 592-8584 小売

EDWARD 高幡不動 高幡17-4 ミネギシビル4F 594-9884 サービス

ペルー料理の店 ラス・パパス 高幡17-4 ミネギシビル5F 511-1840 飲食｠

高幡まんじゅう 京王店 高幡128-5 京王SC内 592-5123 小売｠

Cafe De Dango 高幡145 506-5699 飲食

そば処開運そば 本店 高幡149 592-3553 飲食

羊の羽 高幡不動店 高幡150 506-9982 飲食｠

TinyDRAGON 高幡152 594-7626 飲食

焼肉彩苑 モランボン 高幡154 591-4533 飲食

大政鮨 高幡159-1 591-1381 飲食

プレナスFP事務所 高幡392-4 リトルグレイス101 507-7330 サービス

テンパル多摩販売 高幡475-8 591-2232 小売｠

堀辺建材店 高幡609 591-2668 小売｠

Ｐｌｕｍｅｓ ｅｔ lｉｅｎｓ 高幡610-1 506-7797 サービス｠

はとやクリーニング 高幡656-4 591-5041 サービス

石井電機 高幡666 591-0367 小売｠

食彩工房　土間 高幡667 591-6564 飲食

カラオケBOXミッキー 高幡670-2 593-1413 サービス

One’s Garage 高幡677-2 080-3094-0681 サービス｠

caff e nero 高幡701 506-9181 飲食

ビリヤード  ＡＬＣＥＤＯ 高幡706-2 080-4664-3579 サービス｠

M’s nail 高幡711-6 ミヨシ高幡ビ
ル503 506-5015 サービス｠

YOSAPARK フロッシュ 高幡712-1 下田第3マンシ
ョン202 0428-42-3839 サービス｠

高幡まんじゅう 不動売店 高幡733 591-0035 小売｠

そば処開運そば 境内店 高幡733 591-0678 飲食

洋菓子マロニエ 高幡不動駅前店 高幡1000-1 591-5530 小売｠

カメラの市川 高幡1000-4 591-3026 小売｠

ＫＩＺＵＮＡ ＤＩＮＩＮＧ高幡不動 高幡1000-5 594-9422 飲食｠

ネイルサロン ＬＵＡＮＡ 高幡1000-7 GT2 2F 506-5568 サービス

BALANCE hair design 高幡1000-7 GT2 3F 599-5571 サービス

たけはらでんき 高幡1001-1 591-4773 小売｠

いづみ薬局 高幡1001-3 プレミール高
幡1F 594-0123 小売｠

カラオケモコモコ 高幡不動店 高幡1004-2 591-2035 サービス

ファミリー写真館 スマイル高幡不動店 高幡1004-3 ラヴィエゼー2F 594-7676 サービス

矢部金物ロックサービス 高幡1004-6 タウンフレッ
チェ高幡1F 591-6320 サービス｠

シティホテル高幡 高幡1005-6 591-1121 サービス

ヘルシーネパール料理＆インドカレー パリバール 高幡不動店 高幡1005-6 シティホテル
高幡1F 593-3407 飲食

ＵＭＢＯＯ 高幡1005-7 シティホテル
高幡1F 593-1818 サービス｠

ビアンネートル 高幡1006-1 090-2230-8638 サービス

森風堂治療院 高幡1006-1 ヴェラ・フェレ
イロ402 592-1753 サービス

薬局しらい 高幡1006-8 593-6563 小売

アトリエヴォーグ 高幡1007-3 592-4060 サービス

Flower Shop BUDDY 高幡1008-3 591-4187 小売｠

アオアクア整体院 高幡1008-6 新扇谷ビル302 594-9851 サービス

フレンド薬局 高幡不動店 高幡1008-6-102 594-9844 小売｠

たから薬局 高幡不動店 高幡1009-4 京王アンフィ
ール高幡1F 599-8838 小売｠

片桐寛文建築研究所2 高幡1009-7 TIKビル704 506-7832 サービス｠

ヘアースペース・カラーズ 高幡1012-1 下田ビル102 593-5707 サービス

げんきや接骨院　高幡不動 高幡不動院 高幡1012-1 下田ビル1階 592-2115 サービス｠

森久保自動車 高幡1031-1 591-2356 サービス

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。

万願寺・石田・上田・落川・百草・三沢・新井・高幡・程久保
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