
旭が丘・西平山・東平山・南平・平山

タクシー

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。

万願寺・石田・上田・落川・百草・三沢・新井・高幡・程久保
店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

多摩整骨院 高幡院 高幡1002-1 ベルドミール高幡2F 042-593-8400 整骨院・接骨院

整体＆リラクゼーション Olives 高幡1004-5 ジャカランダ203 080-7322-0312 整体院

シティホテル高幡 高幡1005-6 042-591-1121 ホテル

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1F 042-593-3407 カレー

ＵＭＢＯＯ 高幡1005-7 シティホテル高幡1F 042-593-1818 美容室

AerialYOGA ビアンネートル 高幡1006-1 ヴィラ・フェレイロ102 090-2230-8638 エアリアルヨガ

HAIR ZAD 高幡1006-1 ヴィラ・フェレイロ203 042-593-3315 美容室

森風堂治療院 高幡1006-1 ヴィラ・フェレイロ402 042-592-1753 鍼灸院

薬局しらい 高幡1006-8 042-593-6563 薬局

美容室アトリエヴォーグ 高幡1007-3 042-592-4060 美容室

フラワーショップバディー 高幡1008-3 ステーションプラザ高幡不動1F 042-591-4187 花・植木

アオアクア整体院 高幡1008-6 新扇谷ビル302 042-594-9851 整体院

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

たから薬局 高幡不動店 高幡1009-4 042-599-8838 薬局

げんきや接骨院 高幡不動 高幡1012-1 下田ビル1F 042-592-2115 整骨院・接骨院

ヘアースペース・カラーズ 高幡1012-1 下田ビル102 042-593-5707 理容室

森久保自動車 高幡1031-1 042-591-2356 自動車整備

キッチン　ヴォーノ 程久保2-24-3 042-591-7318 イタリアン

真楽 程久保3-13-10 エステサロン

wamiハッピードッグ 程久保3-37-3 ゾーオ多摩1F 042-506-9131 犬の日中預かり

アプリカスカフェ 程久保8-1-12 042-593-3957 カフェ・喫茶

クオリア動物病院 程久保8-1-12 042-593-3951 動物病院

ナナオテレビ 程久保8-16-1 042-591-0756 電化製品

STUDIO POSI 程久保8-29-6 042-593-3926 ガラス器

パン工房 HANA 程久保8-48-5 042-593-3136 パン

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

松本自動車 旭が丘1-10-13 042-514-9942 自動車販売

まなべ整膚療院 旭が丘1-13-6 042-586-2894 整体院

HAKATA うま唐家 旭が丘2-3-17 千歳ビル1F 0428-43-2933 お弁当テイクアウト

珉珉 本店 旭が丘2-5-3 090-1705-6868 ラーメン

バイクショップブリーズ 旭が丘2-5-28 042-587-3180 小売

ヘアーサロントヨダ 旭が丘2-29-11 042-583-0902 理容室

カフェ　アルベール 旭が丘2-43-11 042-582-3222 コーヒー豆

里やま 旭が丘3-2-24 旭が丘ハイツ1F 042-583-8948 居酒屋

YR-Advance 旭が丘3-3-19 042-581-7135 自動車部品

クリタ薬局 旭が丘5-2-5 042-581-7774 薬局

クレープの店ちゃとらん 旭が丘5-3-25 042-585-5623 クレープ

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

旭が丘釣り具センター 旭が丘5-11-12 042-581-8728 釣り具

多摩平フラメンコギター教室 旭が丘5-12-40-205 080-5455-6593 ギター教室

ペイントワークス 日野営業所 旭が丘6-1-6 042-589-8751 塗装業

からだケア整骨院 三和旭が丘院 旭が丘6-7-5 三和旭が丘店2F 0428-43-3325 整骨院・接骨院

たてる動物病院 旭が丘6-9-2 042-586-0066 動物病院

美容室あぷりこっと 旭が丘6-11-34 042-587-1786 美容室

ノムラ薬局 西平山店 西平山1-2-3 042-506-2172 薬局

もっこす 西平山1-10-1 042-583-9081 ラーメン

浅川リバーハウス 西平山2-9-30 050-5880-9955 スペースレンタル

ファミリーサロン　しみず 西平山5-2-22 042-583-0210 理容室

９３’ｓ　ａｂｉLｉｔｙ 西平山5ｰ23ｰ83 0428-43-3254 自動車整備

nico2crepe 東平山2-5-28 070-5461-3584 クレープ移動販売

阿川園 東平山3-6-5 042-593-4841 青果

S-Nailstyle 南平 090-3428-0830 ネイルサロン

kizagisu（キザギス） 南平 ケータリング

サロン・レヴェ 南平1-16-25 042-592-8649 化粧品

トゥトゥカリーヌ 南平1-39-2 1F 042-591-0587 手作り雑貨

日野自工 南平2-67-11 080-5959-1025 板金加工

カットハウスＫＥＮＪＩ 南平2-71-8 042-594-6631 美容室

インドネパールレストランRANZANA 南平2-71-12 042-592-0091 インド・ネパール料理

Hair make welina 南平3-1-26 042-592-7534 美容室

K2 HAIR〜白いぼうし〜 南平4-13-28 増井ビル1F 042-511-4429 理容室

白輪サイクル 南平4-39-4 042-592-0239 自転車

やきとり鷭屋 南平4-41ｰ5 パークテラス南平1F 042-592-6934 居酒屋

店　舗　名 所　在　地 電話番号

都民交通 多摩平6-25-8 042-581-7654

日野交通 新町1-18-7 キャピタルノア日野3F 042-582-0161

南観光交通 程久保8-3-2 042-592-0011

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

ファミリーショップ 日野南平店 南平4-45-3 042-593-7703 クリーニング

カフェ　こもれび 南平6-10-5 070-7529-3062 カフェ

ホルモンと創作料理どん・ハート 南平6-14-30 042-506-9538 居酒屋

南と華堂 南平6-17-10 絵本

南平接骨院 南平6-23-4 イズミヤビル101 042-511-3696 整骨院・接骨院

ボクらの食卓 南平7-2-17 042-599-5737 オーガニック食品

美容室 AEG 南平7-6-5 042-593-8844 美容室

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 居酒屋

だいにんぐすなっく菜の香 南平7-6-20 042-506-5170 飲食

南極堂 南平7-6-32 かき氷店

酒の肴や 梅之木 南平7-6-32 042-592-4676 居酒屋

ジェイホーム 南平7-6-40 042-594-5151 不動産

勝とうや 南平7-6-40 042-507-0991 居酒屋

洋服のお直し アトリエLiberte' 南平7-6-43 ガーデンテラスN1F 042-506-7088 洋服のお直し

イマイ　ドラッグ　ダイユー 南平7-6-45 042-591-9272 ドラッグストア

ペットサロンマトリカ 南平7-6-53 さかえ家ビル101 042-506-9234 犬美容

イーキャリー 南平7-16-106 引越し(単身)

西山青果 南平7-17-49 042-592-6054 青果

たまのひむすび 南平7-18-31 042-591-4150 米

NiiKURA PHOTO STUDIO(新倉写真館) 南平7-19-4 042-594-7676 写真館

3QHair 南平7-19-8 尾崎ビル1F 042-599-3919 理容室

のざき電器 南平7-19-17 042-591-1772 電化製品

寿司彩采 たべごろ 南平7-19-20 パル師岡101 042-594-6666 寿司

美容室ジェーノ 南平7-27-8 042-592-7592 美容院

2Bレーシング 南平8-14-14 090-2902-0789 バイク整備

ヒラフネ電気 南平8-14-15 042-592-1215 電化製品

日野南平　寿司正 南平8-14-18 042-591-1452 寿司

あんどう接骨院 南平9-38-19 042-594-7669 整骨院・接骨院

ノムラ薬局 南平店 南平9-40-6 1F 042-593-8607 薬局

ファーストアウト 平山2-1-8(19号) 042-592-0827 スポーツ用品

オーストラリア・カフェバン 平山3-26-1 090-6154-7700 カフェ・喫茶

佐々木動物病院 平山5-7-9 042-592-1068 動物病院

昭和薬品 平山5-19-14 マイハウス1F 042-591-6413 薬局

平山城址公園　増田屋 平山5-23-6 042-591-1051 うどん・そば

美容室 乙姫 平山5-27-8 中村ビル101 042-592-8915 美容室

マイン鍼灸接骨院 平山5-38-2 グランコンフォール101 042-506-9285 整骨院・接骨院

店　舗　名 所　在　地 電話番号

東日本個人タクシー協同組合 ※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

福祉タクシーあいる 日野1111-1 080-7050-0111

ONOZAWATAXI 三沢2-11-66 080-9157-1960

6月21日時点の情報に基づき作成しています。　7


