
多摩平・川辺堀之内・東豊田・豊田

この店舗一覧は6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。

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

青楓社中 多摩平2丁目 090-9728-7018 スクール

和来亭 豊田店 多摩平2-1-2 0428-43-3886 中華

Cianosの風 多摩平2-1-3 高木ビルB1F 042-584-3683 飲食

パブスナック愛 多摩平2-1-3 高木ビル1F 042-584-4197 スナック

ナイトパブギャラン 多摩平2-1-3 高木ビル2F 042-584-0611 居酒屋

一心 多摩平2-1-5 042-584-4311 居酒屋

ポーラスター 多摩平2-1-5 小黒ビル2F 042-582-1920 スナック

大王亭 多摩平2-1-9 042-581-3582 中華

リキホルモン 多摩平2-1-10 042-583-1216 居酒屋

やきとりまこっちゃん 多摩平2-1-11 ハウス110 1F 0428-43-2913 居酒屋

やきとり　星の家 多摩平2-1-13 042-583-5582 居酒屋

西沢表具店 多摩平2-2 ニコール豊田ビル 042-581-0656 襖・障子

多摩平の森整骨院 多摩平2-3-7 升屋ビル1F 042-581-0555 整骨院・接骨院

焼肉ダイニング一颯 IBUKI 多摩平2-3-13 三升ビルB1 042-514-9816 焼肉

ガールズバーJUSTY 多摩平2-3-13 三升ビル3F 042-514-8952 飲食

ます膳 多摩平2-3-13 042-584-4176 和食

五色 イオンモール多摩平の森店 多摩平2-4-1 042-843-4455 和食

エクラ 多摩平2-5-1 PlanT内 050-5243-0230 WEB製作

Bloom*bruna 多摩平2-5-1 ボーダレスグリーン

ユーラシア国際映画祭 多摩平2-5-1 PlanT内 080-6687-4118 映像製作・絵画販売

104KITCHEN 多摩平2-5-3 豊田パールハイツ102 042-506-2919 イタリアン

フラメンコスタジオ エル ソニケテ 多摩平2-12-2 山崎ビル1F 080-9436-5777 レンタルスタジオ

細川カイロプラクティック整体院 多摩平2-12-3 042-585-7523 整体院

猫目堂茶店 多摩平2-12-3 090-3538-3067 カフェ・喫茶

MMD Carry On 多摩平2-13-8 042-585-7992 洋服

パフィーネイル 多摩平2-13-15 T‘sgarden豊田301 090-6001-1173 ネイルサロン

森のエステサロンSmily 多摩平3丁目 042-586-1703 エステサロン

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 整骨院・接骨院

カレー屋のニサ 多摩平3-5-7 0428-43-3035 レストラン

整体院Goodday 多摩平3-9-4 090-4714-8642 整体院

焼肉　幸楽園 多摩平3-14-1 042-583-1198 焼肉

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1-B 0428-00-1905 飲食店

Aono'Ba 多摩平4-1-4 明光プラザ103 0428-43-3363 美容室

THE BARBER SHOP+ 多摩平4-1-7 メゾンポナール103 0428-43-3935 理容室

ＢＡＲＢＥＲ Ｎｏｂｕ 多摩平4-1-13 042-514-8641 理容室

アイグラン 泉塚店 多摩平4-11-3 042-582-5820 パン

豊田タバコセンター 泉塚店 多摩平4-11ｰ80 080-9500-3331 たばこ

バーゼル 豊田店 多摩平5-2-2 ベルス多摩平1F 042-581-0824 カフェ

サンカントサンク 多摩平5-4-13 042-581-4724 パン

LIVEBar ZAZ 多摩平5-5-1 バー

麺や富士 多摩平5-5-7 池野ビル1F 0428-43-4354 ラーメン

花style 多摩平5-8-4 201 042-586-7430 エステティック

日野建材店 多摩平5-9-12 042-505-6040 建築材料

張替 多摩平5-10-6 042-581-0214 ガラス店

ノムラ薬局 市立病院前店 多摩平5-16-6 042-582-8972 薬局

鮨千 多摩平5-20-4 042-581-7168 寿司

ヘアーサロン　やすどめ 多摩平5-20-9 042-582-0705 理容室

心花 多摩平5-22-4 042-586-4888 小料理屋

Steak&hamburg RIVER 多摩平5-22-4 黒部ビル102 042-514-8108 ステーキ・ハンバーグ

あかつき薬局 多摩平6-16-15 042-581-5959 薬局

type-B 多摩平6-17-1 0428-43-2169 理容室

ノムラ薬局 多摩平店 多摩平6-32-8 042-584-9031 薬局

日野サイクル 多摩平6-34-1 042-581-0677 自転車

ベッケライ　ならもと 多摩平6-34-3 万葉舎1F 042-586-6685 パン

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

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

ぷっく薬局 多摩平6-37-3 メゾン田中101 042-514-8762 薬局

あいあむ 多摩平6-39-13 080-5379-7085 洋服

天の川 多摩平6-40-18 小池ハイツ1F 042-514-9535 居酒屋

一心 多摩平6-45-2 042-584-4311 居酒屋

PV整体院 多摩平7-11-21 042-506-7299 整体院

多摩平バランス整骨院 多摩平7-12-12 1F 0428-43-4871 整骨院・接骨院

焼肉レストラン アンクルチャップ 多摩平7-21-19 042-582-1366 焼肉

サイガ畳店 川辺堀之内18 042-581-3667 畳

ステラ 川辺堀之内57 44-18-10 090-7702-1786 美容室

nail salon hui 川辺堀之内201-1 090-6132-9572 ネイルサロン

ギロー住宅サービス 川辺堀之内282-1-208 070-4350-9623 ハウスクリーニング

vicino 川辺堀之内504-4 090-4719-6934 美容室

中国茶台湾茶ChaChaLa 東豊田 090-9384-0120 中国茶教室

Ｆｌｅｕｒ 東豊田 090-8172-1180 アクセサリー販売

HOWZIT 東豊田1-28-3 シティハイムオレンジ館202 090-4746-1391 外構

渡辺管工 東豊田2-33-12 042-586-9331 ガス器具販売

大久保畳店 東豊田3-1-1 090-2669-6455 畳

TAKADEN 本店 東豊田3-1-36 042-584-1773 電化製品

浜野酒店 東豊田3-5-4 042-583-6666 酒・たばこ

エヌケートラベル 東豊田3-5-6 042-584-2210 旅行

花工房 東豊田3-7-5 042-582-5822 花・植木

クリック車検 東豊田3-10-27 0428-43-4772 自動車整備

Lily 東豊田3-15-1 080-9436-5777 整体院

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

baby＆mama salon feliceto 東豊田4丁目 090-2499-5143 ベビーリトミック教室

海の幸のステーキ屋 大洋軒 東豊田4-2-6 042-587-3729 ステーキ

葬援（日野市葬儀相談センター） 東豊田4-17-3 042-506-2300 葬祭

ポスプロ 東豊田4-17-3 パレス吹上1F 042-587-1973 ポスティング

リクライム 豊田1-13-3 042-587-6996 廃棄物収集

珈琲焙煎庵　和樂 豊田2-32-5 042-583-7383 珈琲販売

Beauty Find 豊田3-23-10 042-587-8073 美容室

Maforoba 豊田3-23-38 フェリーチェステラ101 042-514-9920 理容室

パティスリー　プーアプー 豊田3-25-1 0428-43-1232 洋菓子

ヘアーサロン タカハシ 豊田3-28-7 042-581-8404 理容室

アダム＆イヴ 豊田3-28-9 042-586-9773 理美容室

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 042-514-8601 薬局

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 行政書士事務所

五太子商店 豊田3-41-17 042-585-1941 鶏肉加工品

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 動物病院

ノムラ薬局 豊田店 豊田3-42-10 042-584-6362 薬店

Ｒａｆｅｌ ｅｔｏ 豊田3-42-17 102 0428-43-3986 美容室

アトリエ方丈庵 豊田4-11-6 090-8846-2937 陶芸教室

オーガニックレストラン　レテラ 豊田4-24-11 ラポスタビル2F 042-514-9961 レストラン

増島商店　自然甲斐 豊田4-24-11 042-581-1242 食品販売

美容室　華美 豊田4-32-9 サンパレス1F 042-586-8787 美容室

Lino nail studio&academy 豊田4-33-9 インフィニティ豊田1F 0428-08-9515 ネイルサロン

電化ショップタカノ 豊田4-33-10 042-583-5385 電化製品

アイ・エステート 豊田4-33-13TSレガシア101 042-508-2990 不動産賃貸

藤森園茶舗 豊田4-36-12 042-581-1236 茶・海苔

黒田書店 豊田4-36-13 042-581-0239 書店

BEER STAND TOYODA 豊田4-36-19 070-4227-0321 バー

定食ふじ 豊田4-36-29 042-584-4080 定食

炭火もも焼専門店地どり亭 豊田4-36-31 042-587-9191 居酒屋

ショットバー・市俄古 豊田4-36-32 090-8700-2940 バー

6月21日時点の情報に基づき作成しています。　5


