
多摩平・川辺堀之内・東豊田・豊田
店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリゴリ

PUB POLE STAR 多摩平2-1-5 小黒ビル2F 080-5014-5737 スナック

大王亭 多摩平2-1-9 042-581-3582 ラーメン

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

焼き鳥星の家 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 ふすま

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

ます膳 多摩平2-3-13 042-584-4176 和食

鍋よし 多摩平2-3-13 リコービル2F 042-586-7028 居酒屋

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

Sea Garden 多摩平2-4-1 042-514-8805 造園店

ハロー！パソコン教室イオンモール多摩平の森校 多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森 0428-43-1280 パソコン教室

Kenny多摩平の森店 多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森 042-506-2326 ペットショップ

ヘアーランド多摩平の森店 多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森 042-843-3660 美容室

呉さんのビビンバ　イオンモール多摩平の森店 多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森 042-587-5585 韓国料理

味噌もりNOODLEみやみや 多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森 0428-43-3875 ラーメン

和食と旨酒　五色 多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森 0428-43-4455 和食

Premium Service CKY STARS 多摩平2-5-1 090-6027-0548 ハウスクリーニング

15 do（いちご堂） 多摩平2-5-1 090-1215-2808 ハンドメイド

Think Eco Shop 多摩平2-5-1 ー 生活雑貨

エクラ 多摩平2-5-1 PlanT 020 050-5243-0230 Web製作

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

ルージュ　ア　ジュー 多摩平2-5-4 ハミングバード多摩201 042-584-9846 化粧品・エステ

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 050-5338-3709 ダンススタジオ

多摩平フラメンコギター教室 多摩平2-12-2 山崎ビル1F 080-5455-6593 ギター教室

猫目堂茶店 多摩平2-12-3 050-3717-9625 カフェ・喫茶

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

マルトミ洋酒店 多摩平2-12-4 大増ハイツ101 042-506-2032 バー

パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ 多摩平2-13-5 042-591-0121 洋菓子

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's garden豊田301 090-6001-1173 ネイルサロン

森のエステサロンSmily 多摩平3 042-586-1703 エステティック

味風 mikaze 多摩平3-1-1 TomorrowPLAZA 107 0428-43-1983 居酒屋・ラーメン

トム鍼灸整骨院 多摩平3-1-1 TomorrowPLAZA 2F 0428-43-1007 整骨院

カレー屋のニサ 多摩平3-5-7 0428-43-3035 レストラン

整体院「Good day」 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

魚家　ウラシマ丸 多摩平3-31-13 042-508-2416 刺身・弁当

ハイから酒場　こけこっこ 多摩平3-31-20 0428-00-1905 唐揚げ屋

QHRONO 多摩平4-1-4 明光プラザ101 042-843-4070 美容室

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

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 多摩平4-11-80 080-9500-3331 タバコ

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

Live Bar ZAZ 多摩平5-5-1 042-808-9486 バー

麺や富士 多摩平5-5-7 池野ビル1F 0428-43-4354 中華

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

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 居酒屋

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

BARBERSHOP type-B 多摩平6-17-1 0428-43-2169 理容室

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリゴリ

ノムラ薬局　多摩平店 多摩平6-32-8 042-584-9031 薬局

有限会社日野サイクル 多摩平6-34-1 042-581-0677 自転車販売・修理

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

プロキオン　フォトサービス 多摩平6-35-9 080-5095-6201 写真・プリント

ぷっく薬局 多摩平6-37-3 042-514-8762 薬局

あいあむ 多摩平6-39-13 080-5379-7085 バラエティグッズ

天の川　 多摩平6-40-18 小池ハイツ1F 080-3155-6837 居酒屋

PV整体院　PVからだサロン 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 カーサステラ2 1F 0428-43-4871 整骨院

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街区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

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 教室

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

武蔵自動車 東豊田2-23-2 042-585-0634 自動車整備

有限会社　渡辺管工 東豊田2-33-12 042-586-9331 ガス機器

大久保畳店 東豊田3-1-1 090-2669-6455 畳

TAKADEN 東豊田3-1-36 042-584-1773 電化製品

NK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

クリック車検 東豊田3-10-27 0120-44-4818 自動車整備

女性専門出張整体「Lily」 東豊田3-15-1 080-9436-5777 整体院

株式会社リベルテ 東豊田3-25-14 イーストハイム1F 042-506-7088 エアコン設備

日野市 葬儀相談センター（株式会社葬援） 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

有限会社　リクライム 豊田1-13-3 042-587-6996 廃棄物収集

ダンパークリーニングアルプス豊田南店 豊田1-16-1 042-584-3160 クリーニング

珈琲焙煎庵  和樂 豊田2-32-5 042-583-7383 コーヒー豆

香楽 豊田2-55-11 080-9560-9576 カフェ・喫茶

BEAUTY FIND 豊田3-23-10 090-7412-1150 美容室

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

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 美容室・理容室

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

五太子商店 豊田3-41-17 042-585-1941 鶏肉加工

とよだペットクリニック 豊田3-42-4 101 042-843-2871 動物病院

ノムラ薬局　豊田店 豊田3-42-10 042-584-6362 薬店・ドラッグストア

wanocafe 豊田3-42-17 ドムスラグーナ101 080-6849-9785 カフェ・喫茶

Rafel & Rafeleto 豊田3-42-17 ドムスラグーナ1F 0428-43-3986 美容室

カットランド 豊田3-42-42 KTビル1F 042-584-1018 理容室

アトリエ方丈庵 豊田4-11-6 050-5276-8113 陶芸教室

とよだペットクリニック 豊田4-19-13 070-3520-1122 動物病院

有限会社増島商店 豊田4-24-11 042-581-1242 食品販売

華美 豊田4-32-9 サンパレス1F 042-586-8787 美容室

lino nailstudio&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4-33-13 TＳレガシア101 042-508-2990 不動産

ノムラ薬局　太陽店 豊田4-35-14 042-506-2970 薬局

藤森園 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

ビアスタンド豊田 豊田4-36-19 080-5196-9358 ビアスタンド

ショットバー・市俄古（シカゴ） 豊田4-36-32 090-8700-2940 バー

tiam eyelashsalon（ティヤム　アイラッシュサロン） 豊田4-46-77 ハイツカジヤマ203 ー まつ毛サロン

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。

59月21日時点の情報に基づき作成しています。　


