
店　舗　 台数 所　在　地 電話番号 カテゴリ
日野交通 32台 新町1-18-7 キャピタルノア日野3F 582-0161 交通 

都民交通 39台 多摩平6-25-8 581-7654 交通 

南観光交通 42台 程久保8-3-2 592-0011 交通 

東日本個人タクシー協同組合 12台 ※配車される車両がキャンペーン対象とは限りません 042-793-0071 交通

福祉タクシーあいる 3台 日野1111-1 ニューロシティC101 080-7050-0111 交通 

ONOZAWA TAXI 1台 三沢2-11-66 080-9157-1960 交通 

イーキャリー 1台 南平7-16-106 080-3573-9229 交通

ユーラシア国際映画祭 本部 多摩平2-5-1 PlanT1F 080-6687-4118 その他

対象のタクシーは
こちらのステッカーが目印です。

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

松本自動車 旭が丘1-10-13 514-9942 サービス

まなべ整膚療院 旭が丘1-13-6 586-2894 サービス 

le trefl e 旭が丘2-3-13 090-9830-2704 サービス 

HAKATAうま唐家 旭が丘2-3-17 千歳ビル1F 0428-43-2933 飲食 

珉珉 旭が丘2-5-3 090-1705-6868 飲食 

バイクショップ ブリーズ 旭が丘2-5-28 587-3180 小売 

カフェアルベール 旭が丘2-43-11 582-3222 小売 

YR-Advance 旭が丘3-3-19 581-7135 サービス

クリタ薬局 旭が丘5-2-5 581-7774 小売 

クレープの店 ちゃとらん 旭が丘5-3-25 585-5623 飲食 

ペットのお世話係エンジェルス 旭が丘5-9-8 0428-48-9791 小売

旭が丘釣り具センター 旭が丘5-11-12 581-8728 小売 

旭が丘サイクルファーム 旭が丘5-15-22 587-8232 小売 

えん鍼灸院 旭が丘5-15-34 0428-49-2963 サービス 

PAINT WORKS 日野営業所 旭が丘6-1-6 589-8751 サービス

たてる動物病院 旭が丘6-9-2 586-0066 サービス

美容室あぷりこっと 旭が丘6-11-34 587-1786 サービス

ノムラ薬局 西平山店 西平山1-2-3-B 506-2172 小売 

もっこす 西平山1‒10‒1 583-9081 飲食

浅川リバーハウス 西平山2-9-30 050-5880-9955 小売 

浅川リバーハウス こぷらすラボ 西平山2-14-45 株式会社
あれいすと1F 050-5880-7271 小売 

93’s abiLity 西平山5-23-83 584-3278 サービス 

nico2crepe 東平山2-5-28 070-5461-3584 飲食 

清水薬局 東平山店 東平山3-3-4 シャンブルド
日野1F 595-6031 小売 

サロン・レヴェ 南平1-16 592-3524 サービス

kizagisu 南平2-36-20 080-1132-8696 飲食 

井桁屋 リフォーム&エクステリア事業部 南平2-63-1 591-8497 小売 

カットハウスＫＥＮＪＩ 南平2-71-8 594-6631 サービス 

インドネパールレストランRANZANA 南平2-71-12 592-0091 飲食 

ヘアーメイクwelina 南平3-1-26 592-7534 サービス

K2 HAIR ～白いぼうし～ 南平4-13-28 増井ビル1F 511-4429 サービス 

白輪サイクル 南平4-39-4 592-0239 小売 

やきとり鷭家 南平4-41-5 パークテラス
南平1階 592-6934 飲食 

ファミリーショップ 日野南平店 南平4-45-3 593-7703 サービス 

カフェ こもれび 南平6-10-5 592-1260 飲食 

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

どん・ハート 南平6-14-30 506-9538 飲食 

南平接骨院 南平6-23-4 イズミヤビル101 511-3696 サービス 

ボクらの食卓 南平7-2-17 506-7737 飲食 

ペットサロンマトリカ 南平7‒5‒53 さかえ家ビル
101 506-9234 サービス

AEG hair 南平7-6-5 トレジャービル
ド101 593-8844 サービス 

気まぐれダイニングKun 南平7-6-5 トレジャービル
ド102 0428-48-4362 飲食 

だいにんぐすなっく菜の香 南平7-6-20 506-5170 飲食

梅之木 南平7-6-32 592-4676 飲食 

勝とうや 南平7-6-40 507-0991 飲食 

ジェイホーム 南平7-6-40 594-5151 サービス

アトリエLiberté 南平7-6-43 ガーデンテラ
スN 1F 506-7088 サービス 

イマイドラッグダイユー 南平7-6-45 591-9272 小売 

やきとり よっちゃん 南平7-17-32 592-4280 飲食 

英 南平7-17-40 506-5889 飲食 

西山青果 南平7-17-49 592-6054 小売 

たまのひむすび 南平7-18-31 591-4150 小売 

新倉写真館 南平7-19-4 591-7575 サービス 

3QHair 南平7-19-8 尾崎ビル1F 599-3919 サービス

のざき電器 南平7-19-17 591-1772 小売 

たべごろ 南平7-19-20 パル師岡101 594-6666 飲食

美容室lleno-ジェーノ- 南平7-27-8 592-7592 サービス 

2Bレーシング 南平8-14-14 048-506-7006 小売 

ヒラフネ電気 南平8-14-15 592-1215 小売 

寿司正 南平8-14-18 寿司正ビル 591-1452 飲食 

ノムラ薬局 南平店 南平9-40-6 593-8607 小売 

ファーストアウト 平山2-1-8(19号) 592-0827 小売 

オーストラリア カフェバン 平山3-26-1 センターハイ
ツ3-404 090-6154-7700 飲食 

J.Quality 平山4-25-4 080-5002-1914 サービス

やすらぎルーム 平山4-25-4 2F 080-5002-1914 サービス 

佐々木動物病院 平山5-7-9 592-1068 サービス

昭和薬品 平山5-19-14 マイハウス1F 591-6413 小売 

平山城址公園　増田屋 平山5-23-6 591-1051 飲食 

美容室乙姫 平山5-27-8 中村ビル101 592-8915 サービス

プログレス 平山5-27-8 中村ビル102 593-0900 小売 

旭が丘・西平山・東平山・南平・平山

交通・その他

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
キッチン ヴォーノ 程久保2-24-3 591-7318 飲食

wamiハッピードッグ 程久保3-37-3 ゾーオ多摩1F 506-9131 小売｠

クオリア動物病院 程久保8-1-12 593-3951 サービス

Ａｐｒｉｃｕｓ Ｃａｆｅ 程久保8-1-12 593-3957 飲食

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ
ナナオテレビ 程久保8-16-1 591-0756 小売｠

STUDIO POSI 程久保8-29-6 090-6490-6096 小売｠

パン工房HANA 程久保8-48-5 593-3136 小売｠

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

12月21日時点の情報に基づき作成しています。7


