
事業所名 所 在 地

㈲三友企画 横浜市都筑区川和町２２９４－６

スペシャル ミント トライブ デザイン スタジオ 港区六本木６－２－３１

東都生活協同組合 国立市泉１－１３－１７

㈱セレスポ西東京支店 国立市泉１－４－４

うさぎのびょういんjoyjoy 国立市北１－４－１

武蔵食品 埼玉県川越市古谷上５３５３－１１

㈱アイエス 新宿区四谷３－７

医療法人社団　大星会　健康管理センター 新宿区西新宿８－２－３４－１０５

㈱ｅｉｍａｔｓｕｍｏｔｏ 神奈川県横浜市鶴見区矢向５－１３－２７

日野市空手道連盟 神奈川県相模原市緑区与瀬６９３

一倫 世田谷区代沢１－５－２４

㈱ケイミックスパブリックビジネス 千代田区神田小川町１－２

ジブラルタ生命㈱相模原第一営業所　営業所長 相模原市中央区中央１－１－１

特定非営利法人　ひまわり福祉会 多摩市愛宕４－２２－２８

㈱東京経営サポーター 多摩市落合１－７－１２

ＮＯＴＯタイヤ 多摩市和田１２６１

山口経営コンサルティング事務所 調布市仙川町２－１－１３

ジャパンフードマネジメント 長野県佐久市大沢４１９

㈲アノンド 長野県長野市北尾張部１０６－１

松三電器㈱ 東村山市栄町３－１３－１２

飛鳥DC日野㈱(飛鳥ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｶﾚｯｼﾞ日野） 日野市旭が丘１－１－２

まなべ整膚療院 日野市旭が丘１－１３－６

社会福祉法人　東京光の家 日野市旭が丘１－１７－１７

㈲藤田商店 日野市旭が丘１－１９－２

伊木システム 日野市旭が丘１－５－７

セレモハイネス㈱ 日野市旭が丘２－１２－７

㈱ノーザンインク日野営業所 日野市旭が丘２－２４－７

㈲ケアサポート芙蓉 日野市旭が丘２－２７－３

わらふく海外ｗａｔｃｈ 日野市旭が丘２－２８－１２

栗田デンタルラボ 日野市旭が丘２－３７－１９

晴弘舎 日野市旭が丘２－３８－１

㈲アルベールアソシエイツ 日野市旭が丘２－４３－１１

㈲鈴商　（みんみん） 日野市旭が丘２－５－３

ダイレックス日野旭が丘 日野市旭が丘２－８－１３

旭子ども家庭療法カウンセリングルーム 日野市旭が丘２－８－１６

㈱タイレル（ファミリーマート日野旭が丘三丁目店） 日野市旭が丘３－１３－１３

宗教法人　桃源院 日野市旭が丘３－１－４

里やま 日野市旭が丘３－２－２４



日本郵便㈱日野旭が丘郵便局　　　　　　　　　　　　（3000180363）日野市旭が丘３－３－７

ケーヨーデイツー日野旭ヶ丘店 日野市旭が丘３－６－４

ＦＰ事務所ＣＹＦＳ 日野市旭が丘４－７－５

ファウンドエナジー合同会社 日野市旭が丘５－１２－２６

多摩平フラメンコギター教室 日野市旭が丘５－１２－４０

Ｌｉｃｈｔ５ 日野市旭が丘５－１２－４０

えん 日野市旭が丘５－１５－３４

日本ソフテック㈱ 日野市旭が丘５－１５－５１

ロンチー技術開発㈲ 日野市旭が丘５－２０－９

クリタ薬局 日野市旭が丘５－２－５

クレープの店　ちゃとらん 日野市旭が丘５－３－２５

ｃｏｌｏｕｒｓ 日野市旭が丘５－５－６

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日野旭ヶ丘店 日野市旭が丘５－６－２０

ペットのお世話係エンジェルス 日野市旭が丘５－９－８

㈱グランシェーヌ(かしの木接骨院) 日野市旭が丘６－１１－１

美容室あぷりこっと 日野市旭が丘６－１１－３４

Ｓａｖｖｙ 日野市旭が丘６－１１－４０

㈱ダスキン旭が丘支店 日野市旭が丘６－１２－１

㈱三和 日野市旭が丘６－７－５

コープみらい日野駅前 日野市栄町１－３０－１

㈲伊野新聞店 日野市栄町１－３８－５

㈲京秀 日野市栄町２－１－３１

サイクルショップ　シノ 日野市栄町２－１－３９

㈱サンロータス 日野市栄町２－２０－１５

コーヒー食事　輝 日野市栄町２－２－１２

Trimming Salon Codetta 日野市栄町２－２４－１０

Ｄ’Ｈａｎｄ㈱　（笑萬堂） 日野市栄町２－３０－２

A-KIDS DANCE STUDIO 日野市栄町２－７－３

㈲エスイック 日野市栄町３－１３－６

chiko office 日野市栄町４－１７－２７

セブンイレブン日野栄町４丁目店 日野市栄町４－２０－２１

ウエルシア薬局㈱ウエルシア日野栄町店 日野市栄町４－２２－１

多摩ケア・サポート㈲ 日野市栄町４－２７－８

税理士法人　日本会計グループ奥住会計事務所 日野市栄町５－１４－２

特定非営利活動法人めぐみ(農あるまちひの みのり處) 日野市宮２８４

日本郵便㈱日野郵便局 日野市宮３４５

Ｔｈｅ営業部ドットコム㈱ 日野市宮３４６

㈲アスナロ保険事務所 日野市宮３６４－２

㈲マロニエ 日野市高幡１０００－１



㈱三井住友銀行　高幡不動支店 日野市高幡１０００－２

㈱志学舎 日野市高幡１０００－２

三井不動産リアルティ㈱三井のリハウス高幡センター 日野市高幡１０００－２

㈱カメラの市川 日野市高幡１０００－４

マクドナルド高幡不動店 日野市高幡１００１－１

㈲タケハラ電気(たけはらでんき) 日野市高幡１００１－１

㈲いづみ薬局 日野市高幡１００１－３

㈲ネットスクエア 日野市高幡１００１－５

堀内ふとん店 日野市高幡１００１－７

ほっともっと高幡不動駅前店 日野市高幡１００１－８

ベルドミール高幡 日野市高幡１００２－１

㈱マツモトキヨシ高幡不動店 日野市高幡１００２－１

桜総合管理㈱　ハウスメイトネットワーク高幡不動店 日野市高幡１００３－１

日野高幡郵便局 日野市高幡１００３－２

アパマンショップ高幡不動駅前店 日野市高幡１００４－６

㈱なかじま（シティホテル高幡） 日野市高幡１００５－６

㈱アンブー 日野市高幡１００５－７

盛田社会保険労務士事務所 日野市高幡１００５－８

ＨＡＩＲ ＺＡＤ 日野市高幡１００６－１

薬局しらい 日野市高幡１００６－８

㈲こみね商店(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日野高幡不動駅前店) 日野市高幡１００７－８

㈲バディー（フラワーショップ　バディー） 日野市高幡１００８－３

多摩信用金庫　高幡不動支店 日野市高幡１００８－３

花きく生花店 日野市高幡１００８－６

大黒屋　高幡不動駅前店 日野市高幡１００８－６

㈲扇屋商店 日野市高幡１００８－６

㈱モバイルトラスト(ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高幡不動店) 日野市高幡１００８－６

㈱ブリッジ 日野市高幡１００９－１

医療法人社団　だんしん 日野市高幡１００９－４

片桐寛文建築研究所２ 日野市高幡１００９－７

ソニー生命保険㈱ 日野市高幡１０２０－２

伝統漢方　薬局　火の鳥 日野市高幡１０－３

美容室　ユキ 日野市高幡１０３０－５

㈱高幡まんじゅう松盛堂　本店 日野市高幡１－１

(有)協和商事 日野市高幡１－１１

㈱みすみ 日野市高幡１－１５

クリディスト 日野市高幡１１６－１０

高幡駅前歯科 日野市高幡１１６－１０

さかなや道場京王高幡SC店 日野市高幡１１６－１０



新橋　纏　京王高幡ＳＣ店 日野市高幡１１６－１０

ＯＷＮＤＡＹＳ 日野市高幡１１６－１０

㈱京王ストア　高幡店 日野市高幡１１６－１０

京王書籍販売株式会社(啓文堂書店高幡店) 日野市高幡１１６－１０

㈱ｻｲｾﾞﾘﾔ（京王高幡ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ店） 日野市高幡１１６－１０

㈱大戸屋 日野市高幡１１６－１０

和幸商事㈱ 日野市高幡１１６－１０

ハロースミス高幡不動店（㈱関東ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ） 日野市高幡１１６－１０

宮地楽器店ﾔﾏﾊ音楽教室高幡ｾﾝﾀｰ 日野市高幡１１６－１０

ＱＢハウス（キュービーネット㈱） 日野市高幡１１６－１０

高幡饅頭 日野市高幡１１６－１０

ＨＯＹＡ㈱（ｱｲｼﾃｨ高幡不動） 日野市高幡１１６－１０

ＳＭ２京王高幡SC店 日野市高幡１１６－１０

Lbc with Life京王高幡SC店 日野市高幡１１６－１０

ブルーブルーエ京王高幡SC店 日野市高幡１１６－１０

タリーズコーヒー京王高幡SC店 日野市高幡１１６－１０

たまの里京王高幡SC店 日野市高幡１１６－１０

ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ京王高幡SC店 日野市高幡１１６－１０

㈱エムエルシー立川支店 日野市高幡１１６－１０

株式会社ティーケーエス（まぐろ人　縁　高幡不動店）日野市高幡１１６－１０　　　

すき家　高幡不動駅店 日野市高幡１１６―１０

やるき茶屋高幡不動 日野市高幡１２０－１

ファミリーマート京王高幡駅ビル店 日野市高幡１２８－５

金子園京王高幡ＳＣ 日野市高幡１２８－５

ほけん百花　高幡不動店 日野市高幡１２８－５

モスバーガー京王高幡ＳＣ店 日野市高幡１２８－５

京王不動産㈱高幡営業所 日野市高幡１２８－５

フラワーショップ京王高幡店 日野市高幡１２８－５

ウェルシア京王高幡ＳＣ店 日野市高幡１２８－５

㈱レストラン京王（高幡そば高幡不動店） 日野市高幡１２８－５

ｾﾌﾞﾝ･ｲﾚﾌﾞﾝ京王高幡不動駅店 日野市高幡１２８－５

京王アートマン高幡店 日野市高幡１２８－５

㈱ﾊﾆｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（ﾊﾆｰｽﾞ京王高幡店） 日野市高幡１２８－５

㈱NATTY SWANKY(ﾀﾞﾝﾀﾞﾀﾞﾝ酒場　高幡不動店） 日野市高幡１２８－５

ジュピター京王高幡ショッピングセンター店 日野市高幡１２８－５

㈱麦の穂（ビアードパパ） 日野市高幡１２８－５

京王食品㈱ルパ高幡店 日野市高幡１３９

㈲そば処開運そば 日野市高幡１４９

羊の羽 日野市高幡１５０



神具・仏具かどや 日野市高幡１５２

ＴｉｎｙＤＲＡＧＯＮ 日野市高幡１５２

㈱東光コーポレーション(焼肉彩苑ﾓﾗﾝﾎﾞﾝ） 日野市高幡１５４

㈲大政鮨 日野市高幡１５９－１

ＬＡＳ ＰＡＰＡＳ(平本) 日野市高幡１７－４

甘栗屋 日野市高幡１７－４

さわやか信用金庫　高幡不動支店 日野市高幡１７－７

㈱藤生企画 日野市高幡１７－８

はとぽっぽ 日野市高幡１８

リファイン整体院 日野市高幡１－８

㈲塩麦(手打ちうどん咲楽) 日野市高幡２－２３

ｔａｌｌｅｙｒａｎｄ 日野市高幡２－２５

ＷＩＬＬ 日野市高幡２３１－１

居酒屋たるすけ 日野市高幡３－１０

㈱ＫＭＳコンサルティング 日野市高幡３－１１

㈱ﾌｪｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　つけめん・らぁーめん　美豚 日野市高幡３－１３

立ち飲み処　たんぽぽ 日野市高幡３－１７

珈琲ハウス　あんず村 日野市高幡３－２３

㈲ヴォーグ　(ヴォーグ美容室) 日野市高幡３－２３

医療法人社団もりくぼ会 森久保ｸﾘﾆｯｸ 日野市高幡３２８

㈲滝瀬商店 日野市高幡３２８

㈲下田商店 日野市高幡３４８

インド食堂　アンジュナ 日野市高幡３－７

公益社団法人　日野法人会 日野市高幡３－８

合同会社　ｖｅｎｕｓ 日野市高幡３－９

プレナスＦＰ事務所＆ｶﾙﾁｬｰｽｸﾙｰﾙひだまり 日野市高幡３９２－４

㈲大川商会　(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ) 日野市高幡４３３

㈱ケーエヌ 日野市高幡５２８－１－１０２

サロン・ド・プリエール 日野市高幡５６６－６７

理容ツチヤ 日野市高幡５９１－１３

行政書士オフィス・カーム 日野市高幡６００

ローソン日野高幡 日野市高幡６０４－１

はとやクリーニング 日野市高幡６５６－４

㈲石井電機 日野市高幡６６６

ＮＡＫＡＳＡＮプロモーション 日野市高幡６７０－２

松永トータルヘルス 日野市高幡６７３－２

ナチュールボーテ 日野市高幡６９０－１－１０５

㈱藤和ハウス日野店 日野市高幡７０６－６

明治安田生命保険相互会社　日野高幡営業所 日野市高幡７１０－２



理容　トヨズミ 日野市高幡７１１－３

メガネストアー高幡不動 日野市高幡７１１－６

じんたらいの花 日野市高幡７１１－６

荒井商店 日野市高幡７３３

高幡山金剛寺 日野市高幡７３３

Ｃａｆｅ　Ｈａｎａ 日野市三沢１－１９－７

インデックスシステムコンサルタンツ㈱ 日野市三沢１－２５－３

㈲ＡＮＤ Ｙｏｕ 日野市三沢１－３４－１５

百草食品 日野市三沢２－１４－１１

山本デンタル・ラボ 日野市三沢２－１８－５

クリッピングポイント 日野市三沢２－１８－５

㈱シュピーレン・ヴォルケ 日野市三沢２－２１－９

サロン ポワント 日野市三沢２－３０－２０

百草電化ストアー 日野市三沢２－５２－２

Ｏｆｆｉｃｅ　Ｏｈｎｏ 日野市三沢２５２－６

環境機器販売合資会社 日野市三沢２－５７－９

オペラ季節館 日野市三沢３－１７－７

セブンイレブン日野三沢店 日野市三沢３－２－８

アルキニスト 日野市三沢３－２９－１７

アルファアテンド（株） 日野市三沢３－２９－１７

合同会社　ＢＥＬＩＥＶＥＲ 日野市三沢３－３８－３８

㈱ＭＲＨ企画 日野市三沢３－４８－１３

東京南農業協同組合七生支店 日野市三沢３－５３－１５

あんず調剤薬局高幡店 日野市三沢３－５３－９

華メデェルアートアカデミー 日野市三沢３－６－２７

タマソニック 日野市三沢４－１８－１４

日野みなみ法律事務所 日野市三沢４－３－１１

㈲とうふ処三河屋 日野市三沢４－５－２０

Ｂａｒｒｙ’ｓ　Ｃａｆｅ 日野市三沢４－５－２１

オレンジぷらねっと 日野市三沢５－３６－５

写真の横尾 日野市三沢８５０

横尾写真館 日野市三沢８５０

㈱川手商事 日野市上田１５１

山田恵美染色工房 日野市上田２５５－５

東新観光㈱ 日野市上田３８８

㈱ｅｆｆｅ 日野市上田４０３－８

㈱平野 日野市上田４８６

ダンロップタイヤ中央㈱タイヤセレクト日野 日野市上田８４

シールズ㈱ 日野市上田９５



田中美穂 日野市新井２－１９－３

ラウンジ　パドシャ 日野市新井２－２２－８

㈲サイ企画 日野市新井２３６－３

㈱Ｇａｌａｘｙ 日野市新井３－８－１６

㈱トヨタレンタリース多摩　高幡店 日野市新井７２８－２

フィール 日野市新町１－１３－１１

メガネストアー日野駅前店（㈱アイ・トピア） 日野市新町１－１８－１

ヘアーサロン　ナガシマ 日野市新町１－１８－５

日野交通㈱ 日野市新町１－１８－７

㈱ｽﾄﾘｰﾑﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ(BAR&DINING　River　Side) 日野市新町１－１９－１

㈱福井屋（肉の福井屋） 日野市新町１－５－１０

ヘアースタジオ　ロカ 日野市新町１－５－３５

豊年屋 日野市新町１－６－３９

㈲理容ミヨ 日野市新町１－６－４３

税理士法人星野･濱中会計 日野市新町１－６－７

まさつ施療院 日野市新町２－１－２７

Salon de manucure PIECE 日野市新町２－１３－１６

あるまじろ整体院 日野市新町３－１－２３

東京サポートサービス 日野市新町３－２９－２５

㈱リビング西東京 日野市新町３－４５－２３

７８５８ ｐｒｏｊｅｃｔ 日野市新町４－６－２４

㈲アクシズエンジニアリング 日野市新町５－４－１６－２Ｆ

テイクヒーロー・ジャパン 日野市神明１－１８－２６

トータルセラピーＭｙＲＲＨ 日野市神明１－３－１３

㈱東京良縁 日野市神明１－５－３３

平成調理機㈱日野支店 日野市神明２－１１－１

合同会社　あおばケアセンター 日野市神明２－５－３１

ほっとガス㈱ 日野市神明２－７－２

㈲福島文具店 日野市神明３－１－１

㈱ＡＲＣ かつき　ｱﾆﾏﾙﾘﾊｸﾘﾆｯｸかつき 日野市神明３－１７－９

コンフィグ・ファイン 日野市神明３－２５－１８

ミリー洋菓子店 日野市神明３－６－１

ケアホームみらい２ 日野市神明３－６－１９

みらい１　 日野市神明３－６－１９

㈲Ａ＆Ｄネットワーク 日野市神明３－７－１９

（一社）Ｈｅｒｓｔｏｒｙ 日野市神明３－７－１９

このは整体院 日野市神明４－１０－２７

ホットビズコンサルティングファーム 日野市神明４－２０－７

㈲酒商手塚 日野市神明４－２３－３



サロン・スノードロップ 日野市神明４－６－４

北海道ラーメン　もっこす 日野市西平山１－１０－１

㈲サニーサイド 日野市西平山１－１２－６７

㈱岩田商事 日野市西平山１－１７－１

医療法人社団清愛会　七生病院 日野市西平山１－２４－１

㈲フライの雑誌社 日野市西平山２－１４－７５

ひのたま不動産㈱ 日野市西平山３－２７－１７

小宮山商店 日野市西平山５－２２－７

９３’ｓ　ａｂｉＬｉｔｙ 日野市西平山５－２３－８３

㈲ISAMISA DESIGN STUDIO 日野市西平山５－２５－３

宗教法人　石田寺 日野市石田１－１－１０

メルストニアン 日野市石田１－１７－３

㈲二文字屋 日野市石田１－２０－３２

ｐｈｏｔｏ－ｂｅｅ 日野市石田２－１２－４

土方歳三資料館 日野市石田２－１－３

セブンイレブン日野石田２丁目店 日野市石田２－２－１７

空色企画 日野市石田３０５－１３

㈱フラワーシンフォニー２１ 日野市石田４３５

㈲大池デザイン 日野市川辺堀之内２６４－１

ｖｉｃｉｎｏ 日野市川辺堀之内５０４－４

宗教法人　延命寺 日野市川辺堀之内５９５

㈲メンズモードギャラリーやまもと 日野市多摩平１－１０－５

アルカス豊田 日野市多摩平１－１１－１１

㈲エス・エム・ケー 日野市多摩平１－１１－３

菅沼社会保険労務士事務所 日野市多摩平１－１４－９１

あかばね生花店 日野市多摩平１－２－１

㈱井筒や 日野市多摩平１－２－１

㈱三井住友銀行　日野支店 日野市多摩平１－２－１

㈱ノムラ薬局 日野市多摩平１－２－１

㈲ツー・イースト 日野市多摩平１－２－１

好きなものﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｴﾝﾊﾟﾗ（㈱ﾃﾞｨｱﾉﾊﾞ） 日野市多摩平１－２－１

薬マツモトキヨシ　豊田店 日野市多摩平１－２－１８

㈱トシ・コーポレーション 日野市多摩平１－２－２

㈲アクトフィールド 日野市多摩平１－２－２

おいなり食堂 日野市多摩平１－２－３

スクランブル指圧治療院 日野市多摩平１－３－１２

㈲大黒屋そば店 日野市多摩平１－４－１２

ベッティ写真館 日野市多摩平１－４－１３

ライラック　豊田店 日野市多摩平１－４－１５



朝日生命保険相互会社　日野営業所 日野市多摩平１－４－１７

山口不動産　北口支店 日野市多摩平１－４－１８

きらぼし銀行　豊田支店 日野市多摩平１－４－１９

フレスコ 日野市多摩平１－４－３

㈱バックオフィスジャパン 日野市多摩平１－４－４

エミール音楽教室 日野市多摩平１－４－５

コーラルコミュニケ－ションズ㈱ 日野市多摩平１－４－５

パブラウンヂ　暮 日野市多摩平１－４－８

阿川治療院 日野市多摩平１－４－９

割烹　小櫻 日野市多摩平１－５－１２

Ｃａｆｅ Ｃｒｉｓｐｙ 日野市多摩平１－５－１２

ひまわり食堂 日野市多摩平１－５－１２

あんばい 日野市多摩平１－５－１２

アイズホーム㈱ 日野市多摩平１－５－１２

㈱紀の國屋 日野市多摩平１－５－２

ピッコロ・レガーロ 日野市多摩平１－５－７

ル　ミエル 日野市多摩平１－５－７

侘助・毘沙門天 日野市多摩平１－６－１

ヘアーサロン　まつえ 日野市多摩平１－６－２４

珈琲ギャラリー　ベアトリーチェ 日野市多摩平１－６－４

rit.s hair＆beauty salon　 日野市多摩平１－８－１

山口税務会計事務所 日野市多摩平１－８－１３

株式会社　西友　豊田店 日野市多摩平１－９－１

やきとり　まこっちゃん豊田駅前店 日野市多摩平２－１－１１

細川カイロプラクティック整体院 日野市多摩平２－１２－３

猫目堂茶店 日野市多摩平２－１２－３

大増家精肉店 日野市多摩平２－１２－４

ＭＭＤ　Ｃａｒｒｙ　Ｏｎ 日野市多摩平２－１３－８

㈱ビッグタイム 日野市多摩平２－１－４

㈱Ｔ-Ｇｒａｃｅ 日野市多摩平２－１－５

大王亭 日野市多摩平２－１－９

ピタットハウス豊田駅前店（㈱みんなのおうち） 日野市多摩平２－２－１

ｓｔｕｄｉｏ　Ｇｉｆｔ 日野市多摩平２－２－４

中央商事㈱ 日野市多摩平２－３－１２

ます膳 日野市多摩平２－３－１３

多摩信用金庫　豊田北口支店 日野市多摩平２－３－２

ポニークリーニング 日野市多摩平２－４－１

㈱モバイルトラスト(ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟｲｵﾝﾓｰﾙ多摩平の森店) 日野市多摩平２－４－１

イオンモール㈱イオンモール多摩平の森 日野市多摩平２－４－１



イオンリテール㈱イオンスタイル多摩平の森 日野市多摩平２－４－１

ユニオス合同会社（ハローパソコン教室） 日野市多摩平２－４－１

㈱吉祥（餃子坊香港亭） 日野市多摩平２－４－１

㈱あれいすと 日野市多摩平２－５－１

エクラ 日野市多摩平２－５－１

ヒノトリホンヤク 日野市多摩平２－５－１

フォレストグリーンクラブ 日野市多摩平２－５－１

㈱東京ルネッサンス 日野市多摩平２－５－１

㈱日野市まちづくり振興社 日野市多摩平２－５－１

㈱ｊｏｉｎｉｎｇ 日野市多摩平２－５－１

青楓研修社 日野市多摩平２－９－１

味風 日野市多摩平３－１－１

㈱ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ﾄﾑｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 日野市多摩平３－１－１

うちの耳鼻咽喉科クリニック 日野市多摩平３－１２－３

㈱清水薬局 日野市多摩平３－１２－３

㈲幸楽園 日野市多摩平３－１４－１

アイキャン㈱（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ介護ｼｮｯﾌﾟ） 日野市多摩平３－２－１３

㈱日野福祉サービス 日野市多摩平３－２－１８

鍼灸治療院飯塚 日野市多摩平３－２－８

㈱うなぎ藤田 日野市多摩平３－７－４

整体院"Ｇｏｏｄ-ｄａｙ" 日野市多摩平３－９－４

Lasagna Italiana 日野市多摩平４－１０

ＳＵＮＷＩＳＨ㈱（オミディケバブ） 日野市多摩平４－１０－２－８

弘澤商店 日野市多摩平４－１－１１

ｴｽｱｲｼｰ㈲ﾋﾟｻﾞﾊｯﾄ東八王子店 日野市多摩平４－１－１４

㈲ＱＯＬ研究所 日野市多摩平４－１－１８

スナック楽天歌 日野市多摩平４－４４

㈲マルミスポーツ 日野市多摩平５－１０－４

㈱東京防犯防災システム 日野市多摩平５－１３－４

鮨千 日野市多摩平５－２０－４

高崎・原税務会計事務所 日野市多摩平５－２１－５

バーゼル豊田店 日野市多摩平５－２－２

麺や　富士 日野市多摩平５－５－７

くすりのときわ堂 日野市多摩平５－８－４

おそうざいとおやつ 日野市多摩平５－９－１０

ベル・クレール 日野市多摩平５－９－７

かごの屋 日野多摩平店 日野市多摩平６－１－１

吹上多摩平保育園 日野市多摩平６－１－２

㈱食品の店おおた 日野市多摩平６－１２－１１



利研刃物㈱ 日野市多摩平６－１６－１４

㈱山田薬局 日野市多摩平６－１７－８

㈱東京さえき(ﾌｰｽﾞﾏｰｹｯﾄさえき多摩平の森) 日野市多摩平６－２０－１

うちの味　物集女 日野市多摩平６－２５－１１

都民交通事業㈱ 日野市多摩平６－２５－８

よこ坂 日野市多摩平６－３０－１０

(社福)創隣会　日野市地域包括支援ｾﾝﾀｰあいりん 日野市多摩平６－３１－７

きもと動物病院 日野市多摩平６－３２－１０

㈲日野サイクル 日野市多摩平６－３４－１

ベッケライ　ならもと 日野市多摩平６－３４－３

堀井歯科医院 日野市多摩平６－３５－４

まるむ　ラーメン 日野市多摩平６－３７－２

ぷっく薬局 日野市多摩平６－３７－３

㈱誠 日野市多摩平６－３８－５

天の川 日野市多摩平６－４０－１８

㈱ＭＡＲＭＡＲＩ 日野市多摩平６－４２－１

リノ企画 日野市多摩平６－４７－４

ＯＲＩＨＩＭＥ　織姫 日野市多摩平６－６－１

㈱ＹＡＭＡＴＯ企画 日野市多摩平７－１－１０

味わいの蔵　花藤　　（㈲花藤） 日野市多摩平７－１－１４

クレアーレ総研 日野市多摩平７－１８－３

焼肉レストラン　アンクルチャップ 日野市多摩平７－２１－１９

(社)日野市勤労者福祉サービスセンター 日野市多摩平７－２３－２３

多摩平みついしクリニック 日野市多摩平７－２３－５

㈱クレセント多摩 日野市大坂上１－１４－１

㈱かしのき薬局 日野市大坂上１－１８－２　

㈱アド・スクリーンサービス 日野市大坂上１－３０－１０

㈲サカエヤ茶楼 日野市大坂上１－３０－１４

整骨院 Ｓｏｒａ 日野市大坂上１－３０－２０

韓国食堂　洪家ネ 日野市大坂上１－３０－２６

あぶら屋　木村 日野市大坂上１－３０－２６

㈱モバイルトラスト(ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ日野店) 日野市大坂上１－３０－２８

㈲藤不動産 日野市大坂上１－３１－１

雨宮会計事務所 日野市大坂上１－３２－１１

㈱ＭｅｄｉａＬｏｖｅｒｓ 日野市大坂上１－３２－８

Premium　Service　CKY　STARS 日野市大坂上１－９－１０

アトリエえむ 日野市大坂上２－１１－５８

からだ元気治療院日野国立店（㈱ＭＥＲＹ８） 日野市大坂上２－２４－９－１０５

居酒屋　野州 日野市大坂上２－２－５



㈲アシスト 日野市大坂上２－２－８

森永牛乳　日野販売所 日野市大坂上２－７－１０

大坂上3丁目治療院 日野市大坂上２－８－６

スターブリッジ㈱ 日野市大坂上３－２０－１０

ベーカリー　モリ 日野市大坂上３－２１－１６

㈱リビングステージ 日野市大坂上３－２１－１７

ＯＫ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ 日野市大坂上３－２１－２５

日河ビル 日野市大坂上３－２１－８

永原会計事務所 日野市大坂上３－２４－６

㈲ファースト 日野市大坂上３－２－６

日野音楽教室ＢＲＩＯ 日野市大坂上４－２０－９０

㈱泉不動産管理 日野市大字新井８６５－３

角上魚類㈱ 日野市大字川辺堀之内２７１－２

イベント・クルー 日野市程久保２－５－６

(社)わかば福祉会　日野わかば保育園 日野市程久保３－２１－２

ｗａｍｉハッピードッグ 日野市程久保３－３７－３

㈲小宮産業  (七生ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ) 日野市程久保６－３－４

㈲もとい商会 日野市程久保６５０

田倉駐車場 日野市程久保６－９－３

(公財)東京動物園協会　多摩動物公園　 日野市程久保７－１－１

もはんクリーニング 日野市程久保８－１７－２

㈱セレモニー小峰 日野市程久保８－２－９

南観光交通㈱ 日野市程久保８－３－２

㈲トレビ (ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ多摩動物公園) 日野市程久保８－３－６

七生福祉園　日野わーく・わーく 日野市程久保８４３

㈲東京相互葬祭 日野市東平山１－７－１２－１９４６

㈲カーレスキュー塚本 日野市東平山２－１０－１６

セブンイレブン日野東平山２丁目店 日野市東平山２－１５－１

デザイン事務所フォワーズ 日野市東平山２－１８－４０

春日電機 日野市東平山２－２－６

小林オートショップ 日野市東平山２－５－１

ｎｉｃｏ２　ｃｒｅｐｅ 日野市東平山２－５－２８

（社福）日野青い鳥福祉会あおいとり日野 日野市東平山３－１－２７

ファミリーサロン　純 日野市東平山３－２２－６

セブンイレブン日野一番橋店 日野市東豊田１－１０－２０

㈲そば通　（生そば玉川） 日野市東豊田１－１２－７

㈱ウチヤマ 日野市東豊田１－１９－１

おまかせハウスワーク 日野市東豊田１－２３－１６

宮下吉輝税理士事務所 日野市東豊田１－４６－９



㈲ヤマグチ展示 日野市東豊田１－４－７

㈱あたぼう 日野市東豊田１－５３－１６

宗教法人　善生寺 日野市東豊田２－２６－３

加藤司法書士事務所 日野市東豊田２－２７－３

㈱日野市企業公社 日野市東豊田２－３４－１０

バンブーグロウ 日野市東豊田３－１－１１

吹上保育園 日野市東豊田３－１２－７

コープみらいミニコープ吹上店 日野市東豊田３－１８－３

㈲オガワ電気（パナピットおがわ） 日野市東豊田３－２２－９

㈲チーム・ナカジマ 日野市東豊田３－２４－５

㈱エヌケートラベル 日野市東豊田３－５－６

花工房 日野市東豊田３－７－５

㈱ポスプロ 日野市東豊田４－１７－３

㈱葬援 日野市東豊田４－１７－３

鷹取法律事務所 日野市東豊田４－２５－１

海の幸のステーキ屋　大洋軒 日野市東豊田４－２－６

アビスモ 日野市東豊田４－３５－２０

ラミダス・ピクチャーズ 日野市南平１－３４－１１

㈱フロイント 日野市南平２－１９－１８

ローソン日野神明二丁目店 日野市南平２－２５－７

ｋｉｚａｇｉｓｕ 日野市南平２－３６－２０

㈱吉田商事 日野市南平２－６３－３５

サンドラッグ南平店 日野市南平２－６４－５

㈲岩谷新聞販売 日野市南平３－１６－１０

音楽の窓 日野市南平３－１６－４

茶実 日野市南平３－１８－２２

光クリーン 日野市南平３－５－６

セブンイレブン　日野高幡橋南店 日野市南平４－３－２

白輪サイクル 日野市南平４－３９－４

弥栄 日野市南平４－４５－７

イラストレーター　もんでんゆうこ 日野市南平４－９－２７

ジーエイシージャパン㈲ 日野市南平５－２４－３０

㈲コミケイト（趣味の店はしもと） 日野市南平５－３２－２９

合同会社　リバーズ 日野市南平５－７－５４

㈲クロスリンク 日野市南平６－１０

ＴＡＴ　ＫＥＢＡＢ＆ＢＡＲ 日野市南平６－１４－３０

マツダ商事㈱ 日野市南平６－１４－３２

Ａ－ＬＩＮＥ㈱ 日野市南平６－１５－２０

㈱ユーグラッド 日野市南平６－２５－２



㈱スーパーアルプス　南平店 日野市南平７－１０－１４

美容室　ザ・ファースト 日野市南平７－１０－８

ケムモク 日野市南平７－１４－４０

㈲寺澤商会 日野市南平７－１７－３

やきとり　よっちゃん 日野市南平７－１７－３２

西山青果店 日野市南平７－１７－４９

㈲中藤商事(富士屋洋品店) 日野市南平７－１７－５１

多摩信用金庫　南平支店 日野市南平７－１７－７２

㈱たまのひむすび。 日野市南平７－１８－３１

㈱新倉写真館 日野市南平７－１９－４

アイピーエス㈱ 日野市南平７－２０－２

パブレストラン　こまくさ 日野市南平７－２－１７

セブンイレブン日野南平７丁目店 日野市南平７－２－２

㈱佐藤ビル管理 日野市南平７－２－２９

中華料理　太閤 日野市南平７－６－１０

ぼ・ぴーぷ 日野市南平７－６－１６

酒の肴や　梅之木 日野市南平７－６－３２

無添加かき氷　南極堂 日野市南平７－６－３２

勝とうや!!加藤屋 日野市南平７－６－４０

㈲イマイ薬局(ｲﾏｲﾄﾞﾗｯｸﾞﾀﾞｲﾕｰ) 日野市南平７－６－４５

㈱ジェイホーム 日野市南平７－６－５３

ゆう歯科クリニック 日野市南平７－６－８３

㈱ヤオコー 日野市南平７－７－２２

澤谷運送 日野市南平８－１４－１

㈱ヒラフネ電気 日野市南平８－１４－１５

㈲寿司正 日野市南平８－１４－１８

㈲ミネ薬局 日野市南平８－１４－２０

ロン美容室 日野市南平８－１４－６

魚久 日野市南平８－１７－１１

㈱秀勇自動車 日野市南平８－１７－１７

㈱美足美人 日野市南平９－４０－１８

㈱トップ　パルケ甲州街道駅前店 日野市日野１０２４－３

㈲斉藤青果店 日野市日野１０７７－１２４

㈱ｸﾚｱｹｱ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみどりの風 日野市日野１０７７－５３

松月 日野市日野１０９６

㈱アイラ 日野市日野１１１１－１

㈱ＭＹコンサルティング 日野市日野１１１１－１

㈱ＴＨＥ　ＤＡＹ　ＪＡＰＡＮ 日野市日野１１１１－１

㈲駒沢産業 日野市日野１２４０



ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ　アンジェラス 日野市日野１２８５

㈱東洋厚生製薬所 日野市日野１３２１

東京マツダ販売㈱　日野営業所 日野市日野１３２３

手打ちうどんどんたく 日野市日野１３５２－６

ＮＰＯ法人　日野映像支援隊 日野市日野１３６９－２７

ＷＡＫＡ着付け 日野市日野１３７０－１

銀河高原ビール東京販売 日野市日野１４４１－６

㈱ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞ(ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞ日野) 日野市日野１４５８

㈱阿川サイクルセンター 日野市日野１５３２

（特非）和いわい本舗 日野市日野１５７７

㈱日野宿 日野市日野２７０１

グリーンリビング㈱ 日野市日野３０６－５

㈲ミタマヤホンダ 日野市日野３６７－１

コスモディア㈱ 日野市日野３７６－３

㈲仲井商店  (ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ) 日野市日野３７７－６

㈱スーパーアルプス　日野店 日野市日野３９０－４

㈱ウェルケアＤＯＮＤＯＮ 日野市日野４１８－３６

㈲アドフレックス 日野市日野４２０－１

㈱ピンポン倶楽部 日野市日野４７５－１

福佐家 日野市日野５１５－１

木山経営相談所 日野市日野５４７

㈲白鴎舎 日野市日野７７５５

こばやし洋品店(ユニホーム商会) 日野市日野７７７３

理容室モダン 日野市日野７７７３

朝日運輸㈱ 日野市日野７７７３

パナピット　さこう 日野市日野７７７３－５７１

居酒屋　さいめい 日野市日野７７７３－５８７

㈱ランカジャパン 日野市日野９８８－４

㈲セルビス 日野市日野台１－７－５

㈱こうとく　(ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄFC) 日野市日野台１－７－５

ファミリーマート　日野台店 日野市日野台１－７－６

㈱日野ヒューテック 日野市日野台１－９－５

セブンイレブン日野市日野台２丁目店 日野市日野台２－１１－８

津軽三味線　三好のぶちか 日野市日野台２－１３－１１

ブレッド＆バター 日野市日野台２－１３－９

㈲日野寿司　本店 日野市日野台２－１６－１

㈲山手 日野市日野台２－３８－４

都下ワイナリー㈱ 日野市日野台２－４０－１２

㈱ＦＯＲ ＳＴＡＲ 日野市日野台２－４０－３６



増山　麗奈 日野市日野台２－５－６

オンカンパニー 日野市日野台４－１０－７

㈲内田商店 日野市日野台４－３１－６

北島精肉店 日野市日野台４－７－１

土屋商店 日野市日野台５－３－３

小島商店 日野市日野台５－５－６

日野テレビ（パナピット日野） 日野市日野台５－６－１８

㈲中央オートクリーン 日野市日野本町１－１２－１９

うの花亭 日野市日野本町１－１２－２５

井上保険企画 日野市日野本町１－１３－１

ビューティーさいとう 日野市日野本町１－１４－２

生そば　福佐家支店 日野市日野本町１－３－１

ハフィ㈱ 日野市日野本町１－６－５

㈱からだケア 日野市日野本町２－１０－２７

きなせ屋 日野市日野本町２－１１－２

㈲マハヤナ協会 日野市日野本町２－１４－４

ウイングレスト 日野市日野本町２－１４－９

Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ日野市日野本町２－１５－４３

日野市観光協会 日野市日野本町２－１５－９

３３３ｈａｉｒ ｗｏｒｋｓ 日野市日野本町２－１７－１１

大東京信用組合　日野支店 日野市日野本町２－１８－１１

ﾍﾙﾊﾟｰｾﾝﾀｰうらら（㈱アドワ） 日野市日野本町２－２－４

（社）日野市シルバー人材センター 日野市日野本町２－４－７

㈲魚功　(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ) 日野市日野本町３－１１－１０

都市住宅サービス㈱ 日野市日野本町３－１１－１０

居酒屋　夢路 日野市日野本町３－１１－１４

だいすけ 日野市日野本町３－１１－１４

焼肉しろやま 日野市日野本町３－１１－１４

洋風酒場　Ｏｓｔｅｌｉａ　Ｌｉｎｏ 日野市日野本町３－１１－４

㈲細見商事　(不二家 日野店) 日野市日野本町３－１１－５

㈱マツモトキヨシ日野駅前店 日野市日野本町３－１１－５

カットマート日野店 日野市日野本町３－１２－１

パティスリールパン 日野市日野本町３－１２－１

社会保険労務士あんざい労務事務所 日野市日野本町３－１２－１０

松枝堂　日野店 日野市日野本町３－１２－１１

唄ごえ喫茶　のーす 日野市日野本町３－１２－３

ＫＯＲＥＡＮＫＩＴＣＨＥＮチャンミ 日野市日野本町３－１２－８

㈲稲茶　（いなさ） 日野市日野本町３－１２－８

㈱たろべ 日野市日野本町３－１２－８



居酒屋わこちゃんち 日野市日野本町３－１３－１４

ひのっこ 日野市日野本町３－１３－１４

日野餃子（合同会社ＯＤＡ） 日野市日野本町３－１３－１４

（宗）八坂神社 日野市日野本町３－１４－１２

㈲メガネハウス多摩 日野市日野本町３－１４－１７

セイジョー薬局日野駅前店 日野市日野本町３－１４－１８

日野市民法律事務所 日野市日野本町３－１４－１８

arte Tomoaki 日野市日野本町３－１４－７

Ｋｕｒｉｋｏ　工房 日野市日野本町３－１４－９

曽我たばこ店 日野市日野本町３－１５－１

㈲佐藤設備 日野市日野本町３－６－１３

Ｂａｒ　Ｍａｄａｍ　Ｐｅａｃｈ 日野市日野本町３－７－１０

ヘアーメイク　ハプナ 日野市日野本町３－７－３

税理士法人　日野総研 日野市日野本町３－８－３

ワダ美容室 日野市日野本町４－１０－２１

中島寝具店 日野市日野本町４－１－１

㈲オフィス誠 日野市日野本町４－１１－１２

みやこ美容室 日野市日野本町４－１９－２５

スクールソフィアお花お教室 日野市日野本町４－２０－４１

㈱ジェイコム東京八王子日野局 日野市日野本町４－２－２

㈲森山種苗 日野市日野本町４－２－７

さわらび保育室 日野市日野本町４－２７－５

㈲中村屋 日野市日野本町４－２－９

多摩信用金庫　日野支店 日野市日野本町４－３－６

㈱馬場商会 日野市日野本町４－３－８

㈲日野不動産 日野市日野本町４－５－１２

㈱ＫＲＢ(中国家庭料理.麒麟坊) 日野市日野本町４－５－５

あんしんチケット 日野市日野本町４－６－１

ホテル ブーゲンビリア日野 日野市日野本町４－６－２０

けいの家　日野駅前店（㈱開拓使） 日野市日野本町４－６－４

㈲サンエバー 日野市日野本町４－６－４

CLAMPWOODS COFFEE FACTORY 日野市日野本町４－６－５

ひの整骨院 日野市日野本町４－７－１６－１０１

Ｍｅｘｉｃａｌｉ 日野市日野本町４－７－１８

東京商事㈱ 日野市日野本町４－７－４

西田オートサービス㈲ 日野市日野本町５－５－２

阪口　茂税理士事務所 日野市日野本町６－８－３４

㈱エヌエス計算センター 日野市日野本町６－８－３４

㈱クーロン 日野市日野本町６－８－３４



クレアホームアンドガーデン 日野市日野本町７－１０－６

㈱鈴藤 日野市日野本町７－１０－８

ジュヌ美容室 日野市日野本町７－１－１１

㈲ペイフォワード 日野市日野本町７－１－１３

林屋洋品店 日野市日野本町７－２－９

(福)日野市社会福祉協議会 日野市日野本町７－５－２３

横内繊維㈱（ITTO個別指導学院日野本町校） 日野市日野本町７－５－８

セブンイレブン日野本町７丁目店 日野市日野本町７－６－３６

医療法人社団　平成優和会 日野市百草１０４２－２２

㈲ジャム 日野市百草１０４２－６６

㈱マジオネット多摩（マジオドライバーズスクール多摩校）日野市百草１８８

㈲土田商事 日野市百草１９２

㈲滝瀬商店　百草店 日野市百草２０３－３

エルフ　フローリスト 日野市百草２０４

もぐさ駅前薬局 日野市百草２０４－１

ファーストウォーター㈱ 日野市百草２４－１０

㈱富士美自動車 日野市百草３１６

イエノコモノ 日野市百草４１３

東電ハミングワーク㈱ 日野市百草４６０

㈱つばさ 日野市百草８３－１

エシカルマネジメント 日野市百草９２０－１０７

東京都ひの多摩倫理法人会 日野市百草９２０－１０７

オフィス愛子 日野市百草９７９－１８

肉の健雄 日野市百草９９９

釜甚 日野市百草９９９

キッチン　パーク 日野市百草９９９

ちんぐ 日野市百草９９９

日本郵便㈱日野百草郵便局 日野市百草９９９

理容　一の宮 日野市百草９９９－２－８－１－１０４

Ｌｉｆｅ Ｄｅｓｉｇｎ ＯＡＳＩＳ 日野市富士町１－３１－６４２

みぎのうで知財事務所 日野市平山２－１９－１２

米花 日野市平山２－３４－１４

ベンチャー支援税理士法人 日野市平山３－２３－１３

㈲ブームス　オニキス日野店 日野市平山３－３－１７

中尾総業 日野市平山３－３８－１１

㈱山梨中央銀行　日野支店 日野市平山３－４－１

㈲田中管理 日野市平山３－８－３

スナックさくら 日野市平山４－１－２７

840 日野市平山４－２５－１３



レストラン木馬 日野市平山５－１２－３

多摩信用金庫　平山支店 日野市平山５－１３－２

阿川雅俊中小企業診断士事務所 日野市平山５－１３－３

全国仲人連合会日野平山支部 日野市平山５－１９－１０

村井商店 日野市平山５－２１－１

東京庵 日野市平山５－２１－２

㈲平山増田屋 日野市平山５－２３－６

笑みの花 日野市平山５－４５－６

㈱大進 日野市平山６－１３－４

合同会社エヌエイド 日野市平山６－２１－７

㈱ＭＯＭＣＯＭ 日野市平山６－２８－１３

㈲阿川商事　(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ) 日野市平山６－３－１

㈱スーパーアルプス　豊田南店 日野市豊田１－１６－１

㈲平モータース商会 日野市豊田１－２８－１２

イエスプロパン 日野市豊田２－５１－５

合同会社　キクダイ 日野市豊田３－１－８

野田医院 日野市豊田３－２７－８

野田医院 日野市豊田３－２７－８

ヘアーサロン タカハシ 日野市豊田３－２８－７

八百秀商店 日野市豊田３－３２－３

プラス・ユー・ビジネスサポート 日野市豊田３－３－３９

ＤＯＧＳＡＬＯＮ　Ｂ－ｓｔｙｌｅ 日野市豊田３－３８－１５

公文式　日野豊田駅教室 日野市豊田３－４０－１

中村塗装店 日野市豊田３－４０－１０

伊勢屋呉服店 日野市豊田３－４０－１３

五太子商店 日野市豊田３－４１－１７

多摩信用金庫　豊田支店 日野市豊田３－４１－７

Ｗａｎｏ　ｃａｆｅ 日野市豊田３－４２－１７

サロン・ド・アグリ 日野市豊田３－４２－４１

山口浜屋税理士法人　 日野市豊田４－１４－１４

㈲スクワット 日野市豊田４－２０－２

ステップ会計事務所 日野市豊田４－２０－７

豊田駅前郵便局 日野市豊田４－２４－１１

㈲増島商店 日野市豊田４－２４－１１

(特非)やまぼうし 日野市豊田４－２４－１１

合同会社永田さん家　ともの家訪問看護ステーション 日野市豊田４－２４－１５

美容室　華美 日野市豊田４－３２－９

電化ショップ　タカノ 日野市豊田４－３３－１０

山口不動産㈱ 日野市豊田４－３５－３



藤森園茶舗 日野市豊田４－３６－１２

㈲黒田書店 日野市豊田４－３６－１３

ふじ食堂 日野市豊田４－３６－２９

㈲佐林クリーニング店 日野市豊田４－３８－１６

サニー・プロダクツ 日野市万願寺１－２３－２１

（株）ＬＢＨ　ｔｈｒｅｅ　Ｒ 日野市万願寺２－２３－５

㈱いなげや　日野万願寺駅前店 日野市万願寺２－２４－７

ウエルシア薬局㈱ｸﾞﾘｰﾝｼｱ･ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｻﾃﾗｲﾄ万願寺店 日野市万願寺２－２５－５

㈲ライフアシスト　ほけん工房支店 日野市万願寺２－２７－４３

レストラン オハナ　ハート＆ピースオハナ 日野市万願寺２－３－２７

㈱日野環境保全 日野市万願寺２－３３－２

子供英会話教室 日野市万願寺２－３４－１

㈱下田商店 日野市万願寺２－３５－６

日野市資源リサイクル事業協同組合 日野市万願寺２－３５－８

Ｃｕｔ Ｐｌａｃｅ Ｂｅ 日野市万願寺２－３８－１

㈱ＦＩＴ 日野市万願寺３－３０－１６

㈲ムーブコンピューター 日野市万願寺４－１０－１２

（宗）安養寺 日野市万願寺４－２０－８

タイヤ館　日野 日野市万願寺４－２３－３

セブンイレブン日野税務署前店 日野市万願寺４－２４－２

味の丸嘉 日野市万願寺４－４－１０

ファーストサークル 日野市万願寺４－５－１０

美容カイロプラクティックフェアリー 日野市万願寺４－５－１３

ｉ－ｇａｖｅｌ㈱ 日野市万願寺５－５－８

東京南農業協同組合日野支店 日野市万願寺６－３１

市川歯科技工研究所 日野市万願寺６－３－３

日照園 日野市万願寺６－４１－３

㈲リファイン 日野市万願寺６－４１－３

㈱ほうらいふぁーむ 日野市落川１０４９－３

焼肉　明洞 日野市落川１０６１－４

美容室　キャビン 日野市落川１０６１－４

㈲剛企画 日野市落川１０８１

真照寺 日野市落川１１１３

㈱温市 日野市落川１１１９－１

三栄観光開発㈱ 日野市落川２１００－３

㈱ＩＣＨＩＤＡＩ 日野市落川２２０８－２

エモト電器 日野市落川３６０－１１

㈱村松電器 日野市落川４６０

百草園鍼療所 日野市落川４６４



学校法人清谷学園　日野わかくさ幼稚園 日野市落川９４３

弘前軒 日野市落川９６０－３

ウエルシア薬局㈱ウエルシア日野落川店 日野市落川９９７－１

大樹生命保険㈱八王子第一営業部 八王子市横山町５－１５

㈱インターセプト 八王子市暁町１－３２－１２

中村経営コンサルティング 八王子市絹ヶ丘３－２９－１０

タンティーヌ 八王子市元横山町１－１９－２

生活協同組合ｺｰﾌﾟみらいｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ八王子ｾﾝﾀｰ 八王子市高倉町１８－９

ささら屋東京八王子店 八王子市高倉町３４－３

ウチヤマキヨシ 八王子市左入町４２３

桑都ゼミナール 八王子市散田町３－１１－１１

Andes　Arte 八王子市七国４－４２－１８

小沼青果 八王子市小宮町１０５７－７

ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱首都圏第二支社八王子支店 八王子市石川町９１３－６

㈱セレモア 八王子市大横町１３－２０

板倉商会 八王子市大楽寺町３３４－９

ＯＲＩＥＮＴ＆ＰＡＣＩＦＩＣＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ㈱八王子市大塚４９９－１

帝都産業㈱ 八王子市大塚４９９－１

㈱アコス 八王子市大和田町４－２０－２

㈱ミヤタ 八王子市中野山王３－１５－１－３２２号室

東京都行政書士会八王子支部 八王子市追分町９－１１

齋藤睦税理士事務所 八王子市本町２５－１

㈲アイ・エス・エフ 八王子市明神町２－１９－１１

リコージャパン㈱日野営業所 八王子市明神町３－２０－６

㈲日野ニュース社 非公開

きらぼし銀行　百草園支店 府中市住吉町１－３２－１

矢代　高章 府中市是政４－４－２２－８０３

ＢＲＥＡＤ　ＧＡＲＤＥＮ 福生市熊川１６８２－３

㈱ジャパンスタートラベル 北区滝野川７－５－６

武田商店 目黒区大橋２－４－４

ＳＥＣエレベーター㈱立川支社 立川市錦町２－４－２

司法書士・行政書士　石原由貴 立川市曙町１－１７－１２

弁護士法人　ＥＮＩＳＨＩ 立川市曙町１－３０－２１

東京海上日動火災保険㈱立川支社 立川市曙町２－１０－３

ＭＩＮＡＳＨＩＮ㈱ 立川市曙町２－２２－５

㈱ＮＡＴＴＹ 立川市曙町２－５－１７


