日野本町・日野・万願寺・石田・新井・神明
店 名
ノムラ薬局 日野本町店
㈲中央オートクリーン
居食屋 うの花亭
きなせ屋
猪鼻輪業
愛花夢
セブンイレブン日野駅前店
㈲ベッティ写真館
焼肉 しろやま
中清そば店
正美堂時計店
Ｏｓｔｅｒｉａ ＬＩＮＯ
Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ Ｌｕｐｉｎ
カットマート日野店
ライラック日野店
㈱新成住宅
唄ごえ喫茶 のーす
㈲稲茶（いなさ）
アガサ美容室
Ｍｅｘｉｃａｌｉ
ひのっこ
居酒屋わこちゃんち
御菓子処 紀の國屋 日野店
メガネハウス多摩
セイジョー薬局 日野駅前店
日野市民法律事務所
曽我たばこ店
㈲森山種苗
㈱森屋商店
㈱馬場商会（ガソリンスタンド除く）
中国家庭料理 麒麟坊
サンエバー
ワンコインショップ
八福商事㈱
みやこ美容室
㈱高木電設
ジュヌ美容室

業 種 名
医薬品、保険調剤
クリーニング
飲食
飲食店
自転車販売修理
スナック
コンビニエンスストア
カメラ・写真
焼肉
日本そば
時計・貴金属
洋風酒場
ケーキ屋
理容業
婦人服
不動産
唄声喫茶
季節料理
美容室
メキシコ料理
焼鳥屋
居酒屋
和洋菓子製造販売
ﾒｶﾞﾈ･ｺﾝﾀｸﾄ小売販売
薬局
法律事務所
たばこ
種苗・農業園芸資材
酒類・食品・雑貨
自動車整備・鈑金(ガソリン購入不可）
中国家庭料理
婦人服小売業
100円均一ショップ
無添加石けん
美容・着物着付け・メイク
電気工事(分電盤・LED照明)
美容室

住 所
日野本町１－１２－１９
日野本町１－１２－１９
日野本町１－１２－２５
日野本町２－１１－２
日野本町２－１６－３０
日野本町２―２０－９
日野本町３－１１－１０
日野本町３－１１－１４
日野本町３－１１－１４
日野本町３－１１－１４
日野本町３－１１－４
日野本町３－１１－４－２０１
日野本町３－１２－１
日野本町３－１２－１
日野本町３－１２－２
日野本町３－１２－３
日野本町３－１２－３
日野本町３－１２－８
日野本町３－１３－１
日野本町３－１３－１４
日野本町３－１３－１４
日野本町３－１３－１４
日野本町３－１３－８
日野本町３－１４－１７
日野本町３－１４－１８
日野本町３－１４－１８
日野本町３－１５－１
日野本町４－２－７
日野本町４－３－１１
日野本町４－３－８
日野本町４－５－５
日野本町４－６－４
日野本町４－６－４
日野本町４－１７－１１
日野本町４－１９－２５
日野本町６－５－１２
日野本町７－１－１１

電話番号
042-582-7585
042-581-3881
042-583-8434
042-582-3940
042-581-2580
042-584-4334
042-585-0711
042-581-0216
042-583-0365
042-581-4861
042-583-3873
042-848-6349
042-843-3626
042-587-1338
042-582-1718
042-586-3631
042-581-4655
042-584-4089
042-582-1655
050-3702-8200
042-511-3038
042-514-8849
042-586-7180
042-581-2201
042-584-6163
042-587-3533
042-581-2422
042-585-0547
042-581-0020
042-582-0005
042-587-8469
042-587-3591
042-582-1849
042-582-0518
042-584-0307
042-582-2344
042-581-5244

はやしや洋品店
洋品
クレア ホーム アンド ガーデン
喫茶・造園など
とうふ処三河屋万願寺店
豆腐製造販売
セブンイレブン日野市仲井店
コンビニエンスストア
福佐家
飲食店
㈲日興美装
建築塗装業
芦沢製疊㈲
畳・襖内装工事全般
開業51周年記念「割引券」進呈!! 熊本県産天然イグサたたみ～中国産お手頃たたみ
セブンイレブン日野甲州街道駅前店
コンビニエンスストア
もちづき行政書士事務所
行政書士
ＲＹＭＳ（ライムス）
スポーツ用マウスピース
車屋
日本そば
富士ランドリー
クリーニング
㈲斉藤青果店
青果
㈱吉崎ボデー
自動車板金塗装
松月
食堂
ガトーママン
洋菓子製造販売
アンジェラス
エステ
どんたく
うどん・そば・丼
銀河高原ビール東京販売
自宅で作れる水素水、ビール販売
商品券で4缶以上購入の方は1缶当たり300円⇒250円にサービス
ファミリーマート日野甲州街道店
コンビニエンスストア
㈱阿川サイクルセンター
自転車、オートバイ販売修理
㈲白鴎舎日野工場
クリーニング
こばやし洋品店
衣料品
セキ美容室
美容室
㈱宮﨑
一般建築請負業
理容室 モダン
理容
パナピットさこう
家電小売
タックサービス
靴・鞄・傘・合鍵・電池交換・研ぎ
靴修理（靴のみ） 商品券利用10％引きします。
momonga cafe ＆ roastery
飲食業
商品券のご利用で、コーヒー豆5％割引。（コーヒー豆ご購入時に、商品券使用にて）
ミリ―洋菓子店
洋菓子製造販売
㈲Ａ＆Ｄネットワーク
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ企画・製作・管理
タカラシンコー㈱
不動産業・リフォーム
ORGANIC CAFE 星の王子さま
飲食店
土方自動車整備工場
自動車整備、販売
エム・シー・オイル㈱日野万願寺給油所
ガソリンスタンド

日野本町７－２－９
042-581-0325
日野本町７－１０－６
042-582-1313
日野３３－１
042-843-1112
日野３７７－６
042-581-0117
日野５１５－１
042-581-8051
日野６２２
042-589-4155
日野６２９
042-581-3866
各種揃えてお待ちしてます!!下見・見積のお電話はお
日野９５２
042-581-3711
日野１０１６－１３
070-5467-2757
日野１０５７－３
042-587-7584
日野１０７７
042-582-1355
日野１０７７
042-582-1413
日野１０７７－１２４
042-581-1894
日野１０８５
042-583-4522
日野１０９６
042-583-6872
日野１１４４
042-581-0125
日野１２８５－２
042-587-7220
日野１３５２－６
042-585-2222
日野１４４１－６
042-581-7418
日野１４７７－１
日野１５３２
日野７７５５－１３
日野７７７３
日野７７７３
日野７７７３
日野７７７３
日野７７７３－５７１
神明２－５－１０

042-589-1541
042-581-0043
042-583-2820
042-581-4857
042-581-7432
042-583-4931
042-581-0989
042-584-5033
042-583-7893

神明２－１０－１０

042-843-2880

神明３－６－１
神明３－７－１９
神明４－１８－１１
神明４－２２－６
石田１－１７－９
石田２－２－５

042-843-1577
042-582-6263
042-587-5887
042-849-0603
042-584-7560
042-522-2547

セブンイレブン日野石田２丁目店
コンビニエンスストア
㈲サイ企画
理容業
ヘアーリラクゼーション・スリーアール
美容室
カット プレイス ビー
理容
㈲掛川モータース
自動車整備・板金塗装
ダイワ工業㈱
金属加工
味の丸嘉
餃子
㈲ムーブコンピューター
ソフトウエア開発・機器販売
タイヤ館 日野
カー用品販売店
セブンイレブン日野税務署前店
コンビニエンスストア
電気のアルファ
家電品販売修理
日野市シルバー人材センターリサイクル事務所
シルバー人材センター
ドライビングスクール・ナカダ
自動車教習
ＪＡ東京みなみ日野支店(やっちゃ場)
農業協同組合
ＪＡ東京みなみ日野市農産物直売所
農業協同組合
喫茶店ひまわり
喫茶店

石田２－２－１７
新井２３６－３
万願寺２－２３－５
万願寺２－３８－１
万願寺３－４９－７
万願寺３－５１－２０
万願寺４－４－１０
万願寺４－１０－１２
万願寺４－２３－３
万願寺４－２４－２
万願寺６－２－１０
万願寺６－５－６
万願寺６－１２－２０
万願寺６－３１
万願寺６－３５－１３
万願寺６－４１－３

042-584-5517
042-591-5416
042-583-3434
042-586-8668
042-584-8897
042-583-7878
042-587-1718
042-583-0614
042-589-3451
042-587-5737
042-587-0405
042-581-5960
042-581-9451
042-583-2111
042-583-2115
042-581-4008

