
キャンペーン対象店舗一挙紹介!
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市内の大手チェーン店などを除いたPayPay加盟店のう
ちキャンペーン対象の店舗において支払いをした場合に、
決済金額の最大30％のPayPayポイントが消費者に後日
付与されるキャンペーン。

キャンペーン期間 キャンペーン期間

3,000
10,000

1決済当たり付与上限

期間中付与上限 　

市内の大手チェーン店などを含むPayPay加盟店のうち
キャンペーン対象の店舗において支払いをした場合に、
決済金額の最大30％のPayPayポイントが消費者に後日
付与されるキャンペーン。

予算に到達次第、キャンペーンを早期終了する場合があります 。
一部対象外の店舗があります。ご利用前にアプリまたは店舗へご確認をお願いします。
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※クレジットカードは対象外。 ただしPayPayアプリを介した
PayPayカード（旧Yahoo! Japanカード含む）でのお支払いは対象
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　PayPayアプリのダウンロードからチャージ方法、実際の使い方まで丁
寧に説明します。

●ソフトバンク日野（☎042-514-8996）
●ソフトバンクイオンモール多摩平の森（☎042-589-2888）
●ソフトバンク高幡不動駅前（☎042-599-0575）
　PayPayアプリのダウンロードの方法から使用方法まで説明します。
※ 相談の際は、事前予約が必要です。予約がない場合には、当日ご相談の対応がで
きないことがあります

※ソフトバンク以外のスマホをお持ちの方も相談できます

日時 9月27日㈫・29日㈭、10月4日㈫・6日㈭・25日㈫・27日㈭、11月1日㈫・
2日㈬いずれも午後1時〜4時（予約不要）
会場 市役所1階特設ブース

個別相談受付

PayPay使い方相談会

その他の
クレジットカード※2

※1　「PayPay残高」は1円単位でお買い物に利用できる電子
 マネーです
※2　その他クレジットカードを登録している方はご利用前に必ずセブン銀行ATＭ

などからチャージをし「PayPay残高」に切り替えてからご利用ください

PayPayカード
（旧Yahoo! Japan  
 カード含む）

PayPay
残高※1
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　物価高騰などにより生活が圧迫されている市民および原材料、光熱費の高騰などによる
影響を受けている市内事業者を支援するための「PayPay使って日野でお買い物！最大30％
戻ってくるキャンペーン第3弾、第4弾」を実施します。
　PayPayを使ってお買い物をすると、最大30％のPayPayボーナス（ポイント）が付与されま
す（付与上限あり）。キャンペーンでお得なお買い物をして、市内の事業者を応援しましょう。

PayPay使って
日野でお買い物！

対象店舗は、対象店舗は、このこの

ポスターとポスターとのぼりが目印!のぼりが目印!

付与上限とは?  最大30%とは?

キャンペーン対象になるための手続
きが必要か ?

いつポイント付与されるのか。また、
付与されたポイントは日野市外でも
使うことができるのか ?

1 回のお買い物を分割して支払うこ
とはできるのか？

ポイント付与の対象外となる商品（サ
ービス）はあるのか？

　本キャンペーンでは、1回のお買い物で付与されるポ
イントの上限およびキャンペーン期間中に付与されるポ

イントの上限を以下のように定めています。
●１回のお買い物当たりのポイント付与上限：3,000円相当
●キャンペーン期間中のポイント付与上限：

第3弾(10月1日～10月31日)…15,000円相当
第4弾(11月1日～11月30日)…10,000円相当

※1回のお買い物当たりのポイント付与上限が3,000円相当のた
め､6,000円相当のポイント付与とはなりません。また、1円未満
は切り捨てになります

【お買い物金額とポイント付与の例】

既にPayPayをご利用の方は、PayPayでのお支払
いであればキャンペーン対象になりますので、新たな

手続きは不要です。ただし、PayPayにクレジットカードを登録
してお支払いする場合、キャンペーンの対象外となりますのでご
注意ください（ただしPayPayカード（旧Yahoo! Japanカード含
む）のみ対象）。PayPayを初めてご利用になる方は、今号8ページ
の「PayPayをはじめよう」および「PayPayを使ってみよう」をご
参照ください。

　ポイント付与は、お支払いの翌日から起算して30日後
となります（PayPayアプリで確認できます）。付与され

たポイントは市外でも利用可能ですが、付与されたポイントも市
内で利用し、市内事業者を応援していただくようご協力をお願い
します。

一つの商品やサービスを分割で決済することは、
PayPay加盟店規約などで禁じられています。通常

1回の決済にて支払うべき商品などの代金を、複数回に分割し
て決済することにより景品付与を受けたことが判明した場合、
本キャンペーンによるPayPayボーナスは取り消されますので、
ご注意ください。

　キャンペーンの対象店舗であっても、以下の商品（サー
ビス）はポイント付与対象外です。ご注意ください。

【対象外商品（サービス）】
公共料金、市指定ごみ袋、粗大ごみシール、商品券、プリペイドカ
ード、回数券その他の有価証券、病院、処方薬、保険など

※ ポイント付与に関するお問い合わせは8ページのPayPayカスタマーサポート窓口へ
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1,500円相当の
ポイント付与（30％）

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

5,000円のお買い物

10,000円のお買い物

20,000円のお買い物

例1：

例2：

例3：

3,000円相当の
ポイント付与（30％）
3,000円相当の
ポイント付与（15％※）
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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。　



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



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。　



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



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



  PayPayカスタマーサポート窓口 0120-990-634
●PayPayアプリに関するお問い合わせ

対象店舗はマップ上のアイコンに「応援」マークが付きます。
（応援マークの表示は10月1日㈯～11月30日㈬）

●上記以外のお問い合わせ　市産業振興課（☎042-514-8437）

［近くのお店］を選択 ［おトク］をオンにす
ると対象店舗のみが
表示されます

［日野市］を選択すると
対象店舗のみに絞り込
まれて表示されます

PayPayアプリホーム画
面の［スキャン］をタップ

レジ前でPayPayアプリ
を起動

金額を入力して画面を店員
に見せたら［支払う］を選択

画面を見せてスキャン
してもらう

店頭に設置してある
QRコードをスキャン

支払い完了！

アプリでの対象店舗確認方法 店舗での支払い方法

■バーコードを見せる

■お店のQRコードをスキャンする

土曜・日曜日、祝日を含む365日24時間受け付け（メンテナンス日を除く）
※通話料無料

※店舗には月ごとのPayPay決済限度額があるため、お支払いができない場合があります
※PayPay支払いの可否は、店舗などに直接ご確認ください

PayPayをはじめよう

PayPayを使ってみよう

対象店舗はマップ上のアイコンに「応援」マークが付きます。

1 2 3

■お店のQRコードをスキャンする

PayPayアプリホーム画面
の［スキャン］をタップ

店頭に設置してあるQRコ
ードをスキャン

金額を入力して画面を店員
に見せたら［支払う］を選択

4

支払い完了！

■バーコードを見せる

レジ前でPayPayアプリを起動 画面を見せてスキャンしてもらう

■お店のQRコードをスキャンする

PayPayアプリホーム画面
の［スキャン］をタップ

店頭に設置してあるQRコ
ードをスキャン

金額を入力して画面を店員
に見せたら［支払う］を選択

4

支払い完了！

■お店のQRコードをスキャンする

PayPayアプリホーム画面
の［スキャン］をタップ

店頭に設置してあるQRコ
ードをスキャン

金額を入力して画面を店員
に見せたら［支払う］を選択

4

支払い完了！

■お店のQRコードをスキャンする

PayPayアプリホーム画面
の［スキャン］をタップ

店頭に設置してあるQRコ
ードをスキャン

金額を入力して画面を店員
に見せたら［支払う］を選択

4

支払い完了！
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