
この店舗一覧は9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。

日野・日野本町・栄町・新町・神明・大坂上・日野台
店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

とうふ処 三河屋　万願寺店 日野33-1 0428-43-1112 豆腐

ゆうき整骨院 日野389-1 滝瀬ビル103 0428-43-4657 整骨院

CP サロン　milimili（ミリミリ） 日野418-28 ラ・プレヌ201 042-808-7170 エステティック

ピンポン倶楽部 日野475-1 042-518-8000 卓球場

日野市の畳店 芦沢製疊 日野629 042-581-3866 畳

RYMS（ライムス） 日野1057-3 042-587-7584 オーダーメイドマウスピース

有限会社斎藤青果店 日野1077-124 042-581-1894 青果

炭火焼きふじ家 日野1143-18 080-4366-0099 焼き鳥

THE 理容室 せんだい 日野1284-7 042-586-7009 理容室

インディバサロン　アンジェラス 日野1285-2 サンファーム2F 042-587-7220 エステティック

手打うどん　どんたく　日野 日野1352-6 042-585-2222 うどん

Viva nail salon 日野1409-1 070-7621-9903 ネイルサロン

ブックセンターいとう日野店 日野1501-1 042-587-4678 古本・DVD

（株）阿川サイクルセンター 日野1532 042-581-0043 自転車

中央自動車工業 日野1543-1 042-586-2219 自動車整備

からだケア整骨院 日野本町2-10-27 0428-43-2690 整骨院

きなせ屋 日野本町2-11-2 042-582-3940 居酒屋

ひのベイク 日野本町2-11-2 メゾン日野102 0428-43-3990 カフェ・喫茶

トータルエステ　シュクレール 日野本町2-11-2 メゾン日野202 042-511-3458 エステティック

fortuna（フォルトゥーナ） 日野本町2-12-8 042-582-0664 洋菓子

マルセ 日野本町2-15-16 042-582-0052 木材

ちばい 日野本町2-16-26 090-1859-4351 そば

だがし屋はっぴぃ 日野本町2-16-29 042-581-3011 駄菓子

読売新聞日野専売所 日野本町2-17-5 042-581-0531 新聞

日野大和家 日野本町2-20-7 042-587-6900 ラーメン

Snack R 日野本町2-20-8 桃井ビルアネックス2F 042-585-0003 スナック

多摩整骨院　ＪＲ日野院 日野本町3-5-11 042-583-8499 整骨院・接骨院

プライベート・パーソナルジム　ザ・ハート日野 日野本町3-7-1-1F 090-3066-3400 トレーニングジム

ｈａｉｒ ｍａｋｅ Ｈａｐｕｎａ 日野本町3-7-3フェニックスコート101 042-586-8074 美容室

タマドラッグ 日野本町3-7-9 042-583-1227 薬局

クリーニング　ぴぃーす 日野本町3-7–17 042-587-3455 クリーニング

ベーカリー・モリ　日野駅前店 日野本町3-11-4 日野スカイマンション1F  042-507-2109 パン

真野　極 日野本町3-11-4 日野スカイマンション1F  042-581-8200 バー

洋風酒場 Osteria LINO 日野本町3-11-4 日野スカイマンション2F 042-848-6349 バー

美容室AULANI 日野本町3-11-7 栗山ビル2F 042-514-8696 美容室

ダッチオーブンバル　ラホヤ 日野本町3-11-10 中村興産ビル3F 042-582-8133 居酒屋

だいすけ酒場 日野本町3-11-14 042-584-4170 焼き鳥

ベッティ写真館　日野店 日野本町3-11-14 042-581-0216 写真・プリント

ステーキ　カウボーイ 日野本町3-11-14 042-582-1097 ステーキ・ハンバーグ

串壱 日野本町3-11-14 日野グリーンハイム2F 042-584-9410 焼き鳥

Hair salon Acot 日野本町3-12-1 0428-43-3317 美容室

パティスリールパン 日野本町3-12-1 サンハイム101 0428-43-3626 洋菓子

らーめんぶん治 日野本町3-12-2 INOUEビル101 042-843-2590 ラーメン

miminail 日野本町3-12-2 INOUEビル203 090-4391-0310 ネイルサロン

フラワーショップロゼッタ 日野本町3-12-2 井上ビル 042-584-8992 花

hair & make GLaNZ 日野本町3-12-5 サンヴィラージュ101 042-582-3913 美容室

AN'TIA日野店 日野本町3-12-7 042-581-3550 美容室

稲茶 日野本町3-12-8 042-584-4089 和食

Bistro凱 日野本町3-12-8 サニーハイツ80 1F 0428-48-0080 イタリアン

ごん 日野本町3-12-8 サニーハイツ80 1F 042-514-9271 居酒屋

チャンミ（KOREAN KITCHEN） 日野本町3-12-8 サニーハイツ80 1F 042-511-5657 韓国料理

松枝堂 日野本町3-12-11 042-584-6965 和菓子

ザ　エベレスト 日野本町3-13-1 042-843-2566 レストラン

アンジェリーク 日野本町3-13-3 042-583-3210 まつ毛サロン

居酒屋わこちゃんち 日野本町3-13-14 042-514-8849 居酒屋

焼肉　闘牛苑 日野本町3-13-14 042-584-4187 焼肉

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

炎上炭火焼鶏　ひのっこ 日野本町3-13-14 井上荘102 042-511-3038 焼き鳥

日野餃子＆刀削麺 日野本町3-13-14-103 0428-49-7313 中華

紀の國屋　日野店 日野本町3-13-17 042-586-7180 和菓子

Amazing(アメージング) 日野本町3-14-4 042-586-1339 洋服

arte Tomoaki 日野本町3-14-7 0428-43-4778 イタリアン

kuriko工房 日野本町3-14-9 090-3698-9510 和菓子

YT整体院 日野本町3-14-9 070-1048-3907 整体院

メガネハウス多摩 日野本町3-14-17 042-581-2201 メガネ・コンタクトレンズ

そらひろ　Sorahiro 日野本町3-14-17 1F 080-7288-9100 リラクゼーション

さとちゃん 日野本町3-15-1 090-7722-6498 居酒屋

hair&face ReQueSera（レケセラ） 日野本町4-1-59 042-514-9514 理容室

BARBERLAND TOKYO 日野本町4-5-1 042-508-2804 理容室

中国家庭料理　麒麟坊 日野本町4-5-5 HSビル1F 042-587-8469 中華

まいど 日野店 日野本町4-6-1 042-584-3992 居酒屋

婦人服店　THEME 日野本町4-6-4 042-587-3591 洋服

けいの家　日野駅前店 日野本町4-6-4 安西ビル2F 042-586-0650 居酒屋

CLAMPWOODS COFFEE FACTORY 日野本町4-6-5 042-808-7737 コーヒー豆

H.P.STYLE Kitchen 日野本町4-6-7 2F 0428-43-3788 レストラン

メダカフェ 日野本町4-6-20 ホテルブーゲンビリア日野 042-589-3633 カフェ・喫茶

base secret 日野本町4-7-16 岡戸ビル103 042-843-4155 美容室

MEXICALI 日野本町4-7-18 050-3702-8200 メキシコ料理

みずこし 日野本町4-8-24 042-581-2335 化粧品

なかたの森　鍼灸整骨院 日野本町5-1-2 042-843-2346 鍼灸整骨院・スパサロン

はやしや洋品店 日野本町7-2-9 042-581-0325 洋服

パソコン修理のゼルダ日野店 日野本町7-5-13 ハイムフォルモント1F 070-4414-7992 パソコン修理

カット＆カラーサプリ 日野本町7-6-11-2F 042-848-1532 美容室

ハレトキ珈琲 日野本町7-8-35 ー カフェ・喫茶

クレア　ホームアンドガーデン 日野本町7-10-6 042-582-1313 カフェ・喫茶

野辺鍼灸整骨院 栄町1-2-1 七和ビル 1F 042-585-0155 整骨院

四季彩dining　春 栄町1-2-1 七和ビル101 042-514-9188 和食

〜桶谷式〜たき母乳育児相談室 栄町1-22-99 0428-48-0102 助産院

めんりき　匠 栄町1-30-1 藤栄ビル1F 042-585-2727 ラーメン

beauty&detox Toujours 栄町1-30-1 藤栄ビル305号 070-1316-3076 エステティック

フラワーシンフォニー21ライオンズマンション店 栄町1-30-2 ライオンズマンション101 042-589-4320 花

京秀LaLa振袖館 栄町2-1-31 042-581-8116 貸衣裳

サイクルショップ篠 栄町2-1-39 042-585-1371 自転車

小林金司商店 栄町2-3-9 042-581-1086 ガス機器

日野工設 栄町2-19-28 042-587-2838 水道修理

手て庵（ててあん） 栄町2-28-17 アムールオオカサ108 080-7257-0053 リラクゼーション

寿園 栄町5-3-12 042-584-5813 農産物直売所

マイホームパートナー 栄町5-11-15 042-582-6371 リフォーム

福井屋 新町1-5-10 042-581-1137 精肉

ヘアースタジオ ロカ 新町1-5-35 大沢新町ビル1F 0428-43-2071 理容室

フラワーシンフォニー21　日野店 新町1-18-5 042-584-3460 花

BAR&DINING River Side 新町1-19-1 ボナールレジデンス2F 042-584-1044 ダイニングバー

Caffe Sole 新町1-19-4 042-589-5701 カフェ

ネイルサロン　ブルーハウス 新町1-19-4 ウエーブコート203 042-582-3686 ネイルサロン

B-HOUSE 新町1-20-2 042-586-6771 美容室

フランヴェール 新町1-20-6 ラフィーネ101 042-581-3736 美容室

めんや友絆 新町1-24-7 0428-49-3207 ラーメン

あるまじろ整体院 新町3-1-23 042-585-5636 整体院

整体　水の音 新町3-31-55 090-3402-6317 整体院

わいわいベイク 新町3-31-56 080-5675-1987 菓子パン

日野市役所内　売店 神明1-12-1 市役所内1F売店 042-585-1111 売店

訪問・在宅保育Lotta Smile 神明2 080-1131-3954 保育サービス

豊月堂 神明2-8-4 042-586-6362 和菓子

39月21日時点の情報に基づき作成しています。　


