
タクシー

旭が丘・西平山・南平・平山

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

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

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

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1008-3 042-591-4187 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

back stage高幡 高幡1009-3 エンフォート高幡2F 042-592-3437 美容室

たから薬局　高幡不動店 高幡1009-4 京王アンフィール高幡1F 042-599-8838 薬局

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

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

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

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 0428-48-1073 エステティック

wamiハッピードッグ 程久保3-37-3 ゾーオ多摩1F 042-506-9131 ペット用品・物販

アプリカスカフェ 程久保8-1-12 042-593-3951 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

株式会社ナナオテレビ 程久保8-16-1 042-591-0756 電化製品

STUDIO POSI 程久保8-29-6 090-6490-6096 ガラス教室

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

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 唐揚げテイクアウト

ネイル・マツエクサロン　ＶＵＲＩＥ　豊田店 旭が丘2-3-18 2階 042-514-9755 まつ毛サロン

珉珉 旭が丘2-5-3 090-1705-6868 ラーメン

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 喫茶店

旭が丘釣り具センター 旭が丘5-11-12 042-581-8728 スポーツ用品

ペイントワークス 旭が丘6-1-6 042-589-8751 建築塗装

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

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-B 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 雑貨屋

そらと猫のまほう工房 西平山3-2-28 070-8506-9772 ハンドメイド

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5-23-83 0428-43-3254 自動車整備

kizagisu 南平 ー ケータリング

S-Nailstyle 南平 090-3428-0830 ネイルサロン

トゥトゥカリーヌ 南平1-39-2 042-591-0587 雑貨・犬服

日野自工 南平2-67-11 080-5959-1025 自動車鈑金塗装

カットハウス　KENJI 南平2-71-8 042-594-6631 美容室

RANZANA（ランザナ） 南平2-71-12 042-592-0091 インド・ネパール料理

ヘアーメイクwelina 南平3-1-26 042-592-7534 美容室

K2 HAIR 南平4-13-28 増井ビル1F 042-511-4429 理容室

カットサロン アート 南平4-32-12 042-592-6009 理容室

白輪サイクル 南平4-39-4 042-592-0239 自転車

彩食美膳 南平4-41-1 042-508-2014 中華

店　舗　名 所　在　地 電話番号

都民交通事業株式会社 多摩平6-25-8 042-581-7654

南観光交通 程久保8-3-2 042-592-0012

店　舗　名 所　在　地 電話番号 カテゴリ

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

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

どん・ハート 南平6-14-30 042-506-9538 居酒屋

TAT KEBAB 南平6-14-30 042-594-9056 ケバブ

南と華堂 南平6-17-10 ー 書店

南平接骨院 南平6-23-4イズミヤビル101 ー 接骨院

ユーラシア国際映画祭事務局 南平7-2-17 080-6687-4118 エンターテイメント

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 トレジャービルド101 042-593-8844 美容室

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N 1F 042-506-7088 洋服のお直し

ジェイホーム 南平7-6-53 042-594-5151 不動産

ダンパークリーニング 南平7-10-14 042-591-3736 クリーニング

焼き鳥よっちゃん 南平7-17-32 042-592-4280 焼き鳥

terra 南平7-17-33 042-502-2379 カフェバー

西山青果 南平7-17-49 042-592-6054 青果

株式会社新倉写真館 南平7-19-4 042-591-7575 写真・プリント

NiiKURA PHOTOSTUDIO　日野南平店 南平7-19-4 1F 042-594-7676 写真・プリント

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

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

2Bレーシング 南平8-14-14 090-2902-0789 バイク修理

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 寿司正ビル 042-591-1452 寿司

あんどう接骨院 南平9-38-19 042-594-7669 接骨院

ノムラ薬局　南平店 南平9-40-6 042-593-8607 薬局

レストラン　木馬 平山5-12-3 2F 042-594-7375 フレンチ

detox salon belle 平山5-18-13 昭和薬品内 080-5653-3800 エステティック

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

青木屋　平山城址公園店　 平山5-20-4 042-599-2155 和菓子

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

店　舗　名 所　在　地 電話番号

福祉タクシーあいる 日野1111-1 ニューロシティC101 080-7050-0111

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。

※ご利用に当たっては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、手指の消毒を行うなど、感
染症予防の徹底をお願いします

※掲載されている対象店舗は、新型コロナウイルスの感染状況などにより、営業時間の短縮や休業をし
ていることがあります。詳細は店舗などに直接ご確認ください

9月21日時点の情報に基づき作成しています。　7


