
多摩平・川辺堀之内・東豊田・豊田

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

Lana 神明2-10-1 土方マンションB101 042-514-8402 美容室

ももんがカフェ&ロースタリー 神明2-10-10 0428-43-2880 コーヒー豆・カフェ

喫茶　葵 神明2-11-1 042-514-8902 喫茶

パン工房 プティ・ソレイユ 神明2-16-2 コーポTK101 042-514-9239 パン

にじいろコーヒー 神明2-16-7 042-843-3914 コーヒー豆

ふぁんしーDOGしょっぷミルキー 神明2-16-8 042-584-7590 ペットサロン

福島文具 神明3-1-1 042-583-2099 事務用品

ミリー洋菓子店 神明3-6-1 1F 0428-43-1577 洋菓子

女性の骨盤整体［このは整体院］ 神明4 050-3568-5508 整体院

美容室 calme bor 神明4-1-1 0428-43-3551 美容室

十彩一皿　あり田 神明4-1-1 042-378-0907 野菜料理

中華料理薬膳　天天 神明4-22-6 042-843-3086 中華

酒商手塚 神明4-23-3 042-583-8748 酒

SANGAM 大坂上1-30-9 042-584-9114 カレー

有限会社サカエヤ茶桜 大坂上1-30-14 042-581-4097 中華

はな乃や 大坂上1-30-16 ＮK第5ビル1F 0428-43-2967 居酒屋

整骨院Ｓｏｒａ 大坂上1-30-20 松野ビル4F 042-843-2120 整骨院

Bar 104 大坂上1-30-20 松野ビル地下1F 042-843-1813 バー

熱帯夜酒房しまあかり 大坂上1-30-26 ラポートビル1F 042-587-7654 沖縄料理

韓国食堂　洪家ネ(ホンガネ) 大坂上1-30-26 ラポートビル201 0428-43-2263 韓国料理

あぶら屋　木村 大坂上1-30-26 ラポートビルB1 042-514-8556 居酒屋

キシゾウ 大坂上1-32-1 1F 042-582-2867 青果

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

日野屋 大坂上1-32-2 070-5024-5529 うどん・そば

マムコレクション　パラジェル専門店 大坂上1-32-2 HS駅前ビル1F 0120-065-047 ネイルサロン

Men's salon 煌-キラ- 大坂上1-32-4 根本ビル1F 042-583-4155 理容室

EYELASH SALON JAPAN matugeya Ly 大坂上1-32-8 TYビル日野2F 0428-43-3270 まつ毛サロン

ペガサス日野台教室 大坂上2-6-2 042-585-2728 学習塾

西沢表具店 大坂上2-24-17 042-581-0656 ふすま

スターブリッジ株式会社 大坂上3-20-10 042-582-8691 健康用品

ベーカリー・モリ（本店） 大坂上3-21-16 042-586-4560 パン

Ohana-yko（オハナ・ユーコー）ユーコー電子内 大坂上4-20-17 042-587-3807 インテリア雑貨

パン教室ブランシュ 日野台1 042-586-0911 料理教室

タルタル食堂 日野台1-18-1 0428-47-2770 定食・居酒屋

ブレッドアンドバター 日野台2-13-9 和田ビル101 042-582-0189 パン

有限会社日野寿司本店 日野台2-16-1 042-583-7030 寿司

有限会社大野住宅設備 日野台2-16-12 042-584-1909 住宅設備機器

都下ワイナリー株式会社 日野台2-40-12 042-582-4551 酒

レストラン  ルラパングルマン/ラプリマベーラ 日野台2-40-12 0428-43-2116 レストラン

ヘアサロンPublicLand 日野台4-2-9 042-581-1501 美容室

クリーニング&洋服直し　オンカンパニー 日野台4-10-7 042-581-3318 洋服・鞄のお直し

半澤畳店 日野台5-5-8 042-581-4074 畳

府中ランドリー　日野店 日野台5-6-22 042-583-3500 クリーニング

フランドール 日野台5-6-23 042-583-8237 パン

クワタ自動車整備工場 日野台5-22-16 042-581-3455 自動車整備

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリゴリ

AZURA豊田 多摩平1-1 ファミーユ京王4F 042-586-1886 美容室

紀の國屋　豊田駅前店 多摩平1-1 ファミーユ京王1F 042-586-1358 和菓子

メンズモードギャラリーやまもと 多摩平1-10-5 角田ビル102 042-581-0251 洋服

TACHINOMI燻　まこっちゃん 多摩平1-10-5 角田ビル103 042-514-9990 燻製料理

廣屋 多摩平1-10-7 042-581-7118 居酒屋

まいど豊田店 多摩平1-10-7 042-582-1818 居酒屋

ななや 多摩平1-10-7 加藤ビル2F ー 居酒屋

だんらん 多摩平1-10-8 谷合ビル1F 042-585-4939 居酒屋

スナックセピア 多摩平1-11-3 042-584-4134 スナック

酒食彩せつ 多摩平1-11-3 042-583-4248 居酒屋

大鵬軒 多摩平1-11-6 042-581-8285 焼肉

あかばね生花店 多摩平1-2-1 パークビル1F 042-581-2527 花・植木

好きなものダイニングエンパラ豊田店 多摩平1-2-1 第一ビル2F 042-511-5889 居酒屋

カラオケポンポン　豊田店 多摩平1-2-1 第一ビル2F 0428-43-4180 カラオケ

casual bar STAR 多摩平1-2-1 第一ビル中2F 080-5014-5737 バー

You・Eye 多摩平1-2-1 共同ビル1F 0428-43-2786 時計・メガネ

くいどころばー　あん 多摩平1-2-1 共同ビル2F 042-586-3757 居酒屋

炭火焼き・鉄板焼き　まこっちゃん 多摩平1-2-3 マルスビル1F 0428-43-2738 炭火焼・鉄板焼き

おいなり食堂 多摩平1-2-3 信和ビル 042-581-6688 創作いなり・海鮮丼

Bar Blanc 多摩平1-2-3 信和ビル1-B 090-2906-2875 バー

居酒屋魚一 多摩平1-2-4 志村ビル1F 042-587-8528 居酒屋

カラオケラウンジOff 多摩平1-2-4 太平ビル1F 0428-43-1740 スナック

鮨ゆうじん 多摩平1-2-4 太平ビル2F 042-582-6255 寿司

Grand Hearts 多摩平1-2-6 野口ビル1F 042-582-5655 美容室

Ballroom Dancing Studio IMAMURA 多摩平1-2-6 野口ビル4F 042-514-9801 ダンス教室

アバンティ 多摩平1-4-3 福田ビル1F 042-582-5833 スナック

ワイン食堂KŌKICHI 多摩平1-4-3 福田ビル1F 042-587-9533 ダイニングバー

フレスコ 多摩平1-4-3 福田ビル2F 042-587-3306 洋食

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリゴリ

コーラルコム 多摩平1-4-5 藤和ビル201 042-587-5414 健康食品

PUB SNACKえりな 多摩平1-4-8 モナークビル1F 0428-43-1157 スナック

パブラウンジ暮 多摩平1-4-8 モナークビル1F 042-582-1662 スナック

中華酒場トヨチカ 多摩平1-4-8 モナーク豊田B1 042-843-2511 居酒屋

PIT TSURUOKA 多摩平1-4-9 ライオンズマンション豊田103 042-581-1361 自転車

大黒屋そば店 多摩平1-4-12 042-581-3766 中華

ベッティ写真館　多摩平店 多摩平1-4-13 042-581-1245 写真・プリント

ブティック　ライラック　豊田店 多摩平1-4-15 ダイマルビル 042-581-4174 ブティック

紀の國屋　多摩平本店 多摩平1-5-2 042-581-1358 和菓子

こ料理　しの 多摩平1-5-5 042-586-9090 居酒屋

炭火串焼　皆華 多摩平1-5-5南号 042-587-6108 居酒屋

ピッコロレガーロ 多摩平1-5-7 エンドレス多摩平101 042-581-3688 イタリアン

ル　ミエル 多摩平1-5-7 エンドレス多摩平104 042-583-0361 フレンチ

Cafe Crispy 多摩平1-5-12 タカラ豊田ホームズ104 070-1230-5309 レストラン

ひまわり食堂 多摩平1-5-12 タカラ豊田ホームズ106 090-1836-1379 居酒屋

表現工房　 多摩平1-5-12 タカラ豊田ホームズ109 090-9244-7761 ものづくり教室

オーダーメイド整体・アロマ　R and【アールアンド】 多摩平1-6-15 070-4443-1540 整体院

NOBBY 多摩平1-6-18 042-587-4470 居酒屋

コスメヴィレ・エステジュール 多摩平1-8-1 042-584-4401 化粧品

クリーニングトップ 多摩平1-8-1 042-581-6686 クリーニング

rit.s hair&beauty salon 多摩平1-8-1  0428-49-9387 美容室

学習塾TRAIN 多摩平1-8-12 アサヒビル2F 042-584-5550 学習塾

藁ときどき豚 多摩平1-8-13 ホウユウビル1F 0428-08-7299 居酒屋

青楓社中 多摩平2 0428-08-8155 学習塾

和来亭　豊田店 多摩平2-1-2 1F 0428-43-3886 中華

酵素風呂＆ヘッドスパ　ふかふか 多摩平2-1-2 B1F第74東京ビル 042-514-9811 リラクゼーション

パブスナック　愛 多摩平2-1-3 タカギビル1F 042-514-4197 スナック

一心 多摩平2-1-5 042-584-4311 居酒屋

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。

問 市産業振興課（☎市産業振興課（☎042-042-514-8437）514-8437）4


