
万願寺・石田・上田・宮・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

車屋釣り具店 万願寺1-9-11 042-581-7851 釣り具

美容室　スリーアール 万願寺2-23-5 042-583-3434 美容室

長瀬自動車工業 万願寺2-34-2 042-584-2040 自動車整備

万願寺駅前整骨院 万願寺4-2-2 042-584-2155 整骨院

味の丸嘉 万願寺4-4-10 メゾンＫＥＮ1F 042-587-1718 餃子

カイロプラクティックフェアリー 万願寺4-5-13 080-5024-5129 カイロプラクティック

オルビス電機株式会社 万願寺5-1-33 0428-43-5523 シャワーヘッド

リサイクル事務所 万願寺6-5-6 042-581-5960 リサイクル

グリーンオアシスカフェ042　本店 万願寺6-31 JA日野支店 042-506-2332 レストラン

お米のともえや　万願寺店 石田2-9-19 042-587-8834 米

あおい動物病院 石田2-9-20 042-585-6300 動物病院

万願寺大和家 上田45-1 042-843-1365 ラーメン

阿川園 上田280 042-581-7832 青果

TIDAFIKA 上田472-1 050-3390-8571 家具

べーカリープラート 宮370-1 042-843-4102 カフェ・喫茶

R.Beauty Salon 落川 080-7847-5334 エステティック

高幡不動日野市石田沙織ピアノエレクトーン教室 落川173-72 080-3693-9410 ピアノ教室

キッチンこいけ 落川454-3 ハイネス車1F 042-506-5667 レストラン

HAIR STUDIO EX 落川456-1 042-593-6226 理容室

株式会社村松電器 落川460 042-592-5888 電化製品

百草園駅前鍼灸院 落川464 A&U百草園-B 042-594-3580 鍼灸院

ほうゆうセミナー 落川596-3 シャルマン1F 042-593-5194 進学塾

お食事処　代 落川1001-2 042-506-6830 居酒屋

カレーと定食の店　はる 落川1061-4 102 080-5496-5992 カレーと定食

cache cache 落川1073-1 リシェ百草園203 090-6488-3743 まつ毛サロン

温市 落川1119-1 042-599-3813 青果

MOXA LABO 落川2100-4 090-7189-8709 居酒屋

美容室モンアミ 百草192 第5双洋ビル1F 042-594-1800 美容室

桜寿司 百草192 第5双洋ビル1F 042-593-1418 寿司

エルフ　フローリスト 百草204-1 ガーデンビュー石神Ｄ1F 042-506-6887 花

もぐ動物病院 百草204-1 ガーデンビュー石神Ｄ1F 042-594-3050 動物病院

手打蕎麦むら岡 百草515 042-592-1257 うどん・そば

団地薬局 百草999 042-591-2985 薬局

ヤマグチグループ百草店イシカワ電器 百草999 百草団地281-102 042-591-0077 電化製品

理容一の宮 百草999-281-104 042-591-0334 理容室

トレボー　百草店 百草999-281-105 042-593-0421 美容室

お料理紗ろん　tamatebako 三沢 ー 料理教室

ブリーズサイクル高幡店 三沢1-18 042-592-0717 自転車販売

Cafe Hana 三沢1-19-7 101 042-599-5039 レストラン

高岡屋常川畳店 三沢1-23-12 042-591-0345 畳

百草食品 三沢2-14-11 042-591-1797 豆腐

ナカシマ技研 三沢2-21-7 080-8834-0271 コンサルティング

わんトピア 三沢2-23-10 ビーハイブ101 070-6986-8730 犬の保育園

レストランデリス 三沢2-52-2 042-591-7013 レストラン

ポーセラーツ教室 Salon de Arabesque 三沢3 080-6660-7203 ポーセラーツ教室

タイ料理まい 三沢3-46-2 042-592-0664 タイ料理

居酒屋ちゅらさい 三沢3-46-2 042-593-1144 居酒屋

あんず調剤薬局　高幡店 三沢3-53-9 鈴蘭ビル1F 042-599-2441 薬局

とうふ処三河屋　高幡本店 三沢4-5-20 042-591-4694 豆腐

とことこ 三沢252-1 090-1258-1443 弁当・惣菜

カシータ 新井2-17-13 070-4291-8183 リラクゼーション

馬カフェ　マリヤの風 新井2-18-12 080-4445-4560 乗馬

House to Gather 新井3-9-32 080-9521-6098 洋服のお直し

8BIRDS COFFEE & ROASTER 新井730-2 MHビル101 ー コーヒー豆

楓 新井730-2 MHビル103 080-7090-0307 定食・居酒屋

高幡まんじゅう　催事店 高幡1-1 042-591-0317 和菓子

不動せんべい開運堂 高幡1-7 042-594-2211 和菓子

リファイン整体院 高幡1-8 高幡参道ビル101 042-592-3939 整体院

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

新選組グッズ　池田屋 高幡1-8 参道ビル3F 0428-08-9252 新選組グッズ

フルーツのみすみ 高幡1-15 042-591-0275 青果

すみやき家串陣　高幡不動店 高幡2-16 佐藤ビル1F 042-593-1494 居酒屋

華藤蘭州牛肉麺 高幡2-16 佐藤ビル1F 070-3888-6269 中華

カフェしろくま 高幡2-16 佐藤ビル2F 0428-08-8828 カフェ

手打ちうどん咲楽 高幡2-23 042-506-5506 うどん

talleyrand 高幡2-25 井村ビル2F 042-593-8868 美容室

パワーストーン　笑 高幡2-37 042-594-4088 ジュエリー

インド食堂　アンジュナ 高幡3-7 ユニバーサルビル1F 042-593-3590 インド料理

高幡不動　肉流通センター 高幡3-8 田中ビル1F 042-506-5294 焼肉

ブティック　ライラック　高幡店 高幡3-9 谷ビル 042-592-2548 洋服

sun nail 高幡3-9 谷ビル1F 042-594-0337 ネイルサロン

たかはた自然形体院 高幡3-9 谷ビル2F 042-595-9951 整体院

ヘアーサロン・タカハタ 高幡3-9 谷ビル2F 042-592-9992 理容室

たるすけ 高幡3-10 遠藤ビル1F 042-599-0420 居酒屋

すきやき家串陣　高幡不動店 高幡3-10-12 遠藤ビル1F 042-593-1494 居酒屋

ノムラ薬局　高幡駅前店 高幡3-16 042-506-9910 薬局

どんだけ自己中　高幡不動店 高幡3-20 ゼニス高幡ビル1F 042-506-9919 パン

美容室グランディールヴォーグ 高幡3-23 042-592-7507 美容室

珈琲はうす　あんず村 高幡3-23 YSビル2F 042-592-7500 カフェ・喫茶

やきとん高幡くどう 高幡3-23 YSビル3F 0428-00-2121 居酒屋

THREE 高幡5 モリヤビル101 042-599-7250 美容室

伝統漢方　薬局火の鳥　高幡不動店 高幡10-3-1F 042-506-9312 薬局

呑み処1011 高幡10-11 もぐさ楽器ビル1F 0428-49-5820 居酒屋

高幡まんじゅう　工場店 高幡15-11 042-592-8584 和菓子

Terrace（テラス） 高幡17-4 ミネギシビル4F 042-506-5300 美容室

DARTS Cafe&Bar　時忘自記 高幡17-4 ミネギシビル5F 042-506-5567 バー

パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ　高幡不動　本店 高幡17-8 042-591-0121 洋菓子

まぐろ人　縁　高幡不動店 高幡116-10 3F 042-506-5872 寿司

高幡まんじゅう　京王店 高幡128-5 京王SC内 042-592-5123 和菓子

Cafe De Dango 高幡145 042-506-5699 カフェ・喫茶

そば処開運そば　本店 高幡149 042-592-3553 うどん・そば

羊の羽 高幡150 042-506-9982 和食

沖縄ダイニング・バー　タイニードラゴン 高幡152 042-594-7626 居酒屋

焼肉彩苑 モランボン 高幡154 042-591-4533 焼肉

大政鮨 高幡159-1 042-591-1381 寿司

プレナスFP事務所 高幡392-4 リトルグレイス101 042-507-7330 家計相談

堀辺建材店 高幡609 042-591-2668 金物

Ｐｌｕｍｅｓ ｅｔ ｌｉｅｎｓ 高幡610-1 042-506-7797 美容室

バンチャンデリ 高幡650-4 090-3918-5031 韓国料理

はとやクリーニング 高幡656-4 042-591-5041 クリーニング

石井電機 高幡666 042-591-0367 電化製品

食彩工房　土間 高幡667 042-591-6564 居酒屋

カラオケBOX　ミッキー 高幡670-2 仲田ビルB1 042-593-1413 カラオケ

Ｏｎｅ’ｓ Ｇａｒａｇｅ 高幡677-2 080-3094-0681 洗車・コーティング

caffe nero 高幡701 ー カフェ・喫茶

ビリヤード　ALCEDO 高幡706-2 080-4664-3579 ビリヤード

YOSAPARK　フロッシュ 高幡712-1 下田第3マンション202 0428-42-3839 エステティック

マロニエ　高幡不動駅前店 高幡1000-1 042-591-5530 洋菓子

カメラの市川 高幡1000-4 042-591-3026 写真・プリント

KIZUNA DINING高幡不動店 高幡1000-5 042-594-9422 居酒屋

ネイルサロンLUANA 高幡1000-7 ＧＴ-2-2F 042-506-5568 ネイルサロン

BALANCE hair design 高幡1000-7 ＧＴ-2-3F 042-599-5571 美容室

タケハラ電気 高幡1001-1 042-591-4773 電化製品

いづみ薬局　プレミール店 高幡1001-3 プレミール高幡1F 042-594-0123 薬局

多摩鍼灸整骨院　高幡不動院 高幡1002-1 ベルドミール高幡2F 042-593-8400 接骨院・整体院

整体＆リラクゼーションOlives 高幡1004-5-203 080-7322-0312 整体院

シティホテル高幡 高幡1005-6 042-591-1121 ホテル

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）6


