事業所

所在地

電話

業種

日野市日野本町３－８－６

042-584-3757

スーパーマーケット

㈱食品の店おおた

日野市多摩平６－１２－１１

042-585-5550

スーパー

㈱三和

日野市旭が丘６－７－５

042-746-3025

スーパー

㈱いなげや

日野駅前店

㈱スーパーアルプス

日野店

日野市日野３９０－４

0426-92-2111

スーパー

㈱スーパーアルプス

南平店

日野市南平７－１０－１４

042-593-1041

スーパー

㈱井桁屋(園芸市場イゲタヤ)

日野市南平２－６３－１

042-593-1391

生活用品・園芸品販売

㈱京王ストア

日野市高幡１１６－１０

042-592-3111

スーパー

㈱スーパーヤマザキ

日野市百草９９９

042-591-2386

スーパー

㈱いなげや

日野市万願寺２－２４－７

042-587-2771

スーパーマーケット

日野市豊田１－１６－１

042-583-1522

スーパー

㈱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

042-843-4051

スーパーマーケット

合同会社

日野市多摩平１－９－１

042-584-2111

スーパー

㈲魚功 (ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

日野市日野本町３－１１－１０

042-585-0711

コンビニエンスストアー

セブンイレブン

日野市大坂上４－１８－３９

042-581-1490

コンビニエンスストアー

日野市日野台１－７－５

042-586-6420

コンビニエンスストアー

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日野旭ヶ丘店

日野市旭が丘５－６－２０

042-586-0950

コンビニエンスストアー

㈲仲井商店 (ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

日野市日野３７７－６

042-581-0117

コンビニエンスストアー

ローソン日野神明二丁目店

日野市南平２－２５－７

042-585-1605

コンビニエンスストアー

㈲阿川商事

日野市平山６－３－１

042-591-1931

コンビニエンスストアー

日野市南平４－３－２

042-592-7800

コンビニエンスストア

日野市高幡４３３

042-593-7111

コンビニエンスストア

高幡店

日野万願寺駅前店

㈱スーパーアルプス

㈱こうとく

西友

豊田店

日野大坂上店

(ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄFC)

(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

セブンイレブン
㈲大川商会

豊田南店

日野高幡橋南店

(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

㈲ﾃﾞｨ･ｱｰﾙ･ﾋﾞｰ(ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ百草園駅前店) 日野市百草１９４－１
㈲ＦＭ大塚(ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄFC平山城址公園
平山３－２５－９
店)
㈲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

042-591-8869

コンビニエンスストアー

042-599-2815

コンビニエンスストアー

042-592-1519

コンビニエンスストアー

セブンイレブン豊田駅北口店

日野市多摩平２－３－１

042-583-8845

コンビニエンスストア

ファミリーマート京王高幡駅ビル店

日野市高幡１２８－５

042-599-1350

コンビニエンスストア

日野市高幡１２８－５

03-5365-1211

コンビニエンスストア

日野市高幡１００７－８

042-594-2776

コンビニエンンスストア

セブンイレブン日野税務署前店

日野市万願寺４－２４－２

042-587-5737

コンビニエンンスストア

セブンイレブン日野南平２丁目店

日野市南平２－７１－１０

042-593-0359

コンビニエンンスストア

セブンイレブン日野一番橋店

日野市東豊田１－１０－２０

042-587-8517

コンビニエンスストア

セブンイレブン日野三沢店

日野市三沢３－２－８

042-593-7107

コンビニエンスストア

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

042-587-2711

コンビニエンスストア

セブンイレブン日野栄町４丁目店

042-586-8770

コンビニエンスストア

京王ﾘｰﾃﾙｻｰﾋﾞｽ㈱（Ｋ－Ｓｈｏｐ高幡不
動店）
㈲こみね商店(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日野高幡不動
駅前店)

ファミリーマート日野高幡店・日野上
田店
セブンイレブン日野大坂上一丁目店

日野市栄町４－２０－２１
日野市高幡１００５－４
日野市大坂上１－３０－１１

042-376-4228
042-599-2123
042-587-0017

コンビニエンスストア
コンビニエンスストア

ローソンストア１００百草園

日野市百草２０４－１

042-599-7399

生鮮コンビニ

板倉商会

八王子市大楽寺町３３４－９

042-626-5293

ドライフルーツ

㈲内田商店

日野市日野台４－３１－６

042-581-0358

米穀・酒類

㈱森屋商店

日野市日野本町４－３－１１

042-581-0020

酒類・食品・雑貨

㈲中島酒店

日野市日野本町７－５－４

042-581-0100

酒類

石崎支店

日野市日野１０７７

042-582-3333

酒類・食品

さえき酒店

日野市多摩平７－１１－１８

042-584-0368

酒類

㈱平野

日野市上田４８６

042-582-0251

調味料・酒類・冷凍食品等卸売

㈲酒商手塚

日野市神明４－２３－３

042-583-8748

酒類販売

松岡酒店

日野市南平７－１７－４２

042-591-3607

酒類

㈲扇屋商店

日野市高幡１００８－６

042-591-0078

酒類販売

銀河高原ビール東京販売

日野市日野１４４１－６

042-581-7418

酒販売

㈱シュピーレン・ヴォルケ

日野市三沢２－２１－９

042-533-6171

ﾄﾞｲﾂﾜｲﾝ･ｸﾞﾚｰﾌﾟｼｰﾄﾞｵｲﾙ

ファンドリンクス

日野市神明４－１－１２

042-511-4648

酒類通販、ワイン

㈲石坂商店

日野市日野７６９

042-581-0024

酒類小売

㈱山本商店

日野市多摩平５－１２－１８

042-581-2374

米穀

㈲増島商店

日野市豊田４－２４－１１

042-581-1242

米穀・燃料・自然食品

㈲滝瀬商店

日野市高幡３２８

042-591-0321

米穀・酒類

㈱たまのひむすび。

日野市南平７－１８－３１

042-591-4150

米穀

㈱山本商店

日野市百草９９９

042-591-1731

米穀

㈲本所商店

日野市日野１１４４

042-581-0125

米穀精米、小売

㈲平澤屋商店

日野市日野１０８５

042-581-0215

米・クリーニング取次ほか

ベーカリー

日野市大坂上３－２１－１６

042-586-4560

パン製造販売

フォンテーヌ

日野市神明２－１６－２

042-586-7746

パン製造販売

京王食品㈱ルパ高幡店

日野市高幡１３９

042-337-2861

パン製造販売

パン工房ＨＡＮＡ

日野市程久保８－４８－５

042-593-3136

パン製造販売

ブレッド＆バター

日野市日野台２－１３－９

042-582-0189

パン製造・販売

ＰＡＮＥ(ベーカリーカフェ・パーネ)

日野市落川２１００－２

042-594-5759

製パン・飲食業

ベッケライ

日野市多摩平６－３４－３

042-586-6685

パン製造販売

トニーのぱんや

日野市神明４－２２－６

042-514-8365

パン製造販売

大和菓子店

日野市豊田３－４０－８

042-581-2243

菓子・パン・たばこ

みすずや

日野市豊田４－３０－５

042-582-1901

菓子・たばこ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ取次

荒井商店

日野市高幡７３３

0426-51-4668

駄菓子

茶の間

日野市高幡６４２

042-594-2442

飲食・菓子製造

㈲コミケイト（趣味の店はしもと）

日野市南平５－３２－２９

042-593-7688

駄菓子

ささら屋東京八王子店

八王子市高倉町３４－３

042-660-0618

米菓

菓子工房ｍｉｍｉ

日野市西平山１－１５－２８

042-584-2233

菓子製造（焼き菓子）

(ﾃﾞｲﾘｰ京王南平店)

百草店

モリ

ならもと

松枝堂

日野店

日野市日野本町３－１２－１１

042-584-6965

和菓子製造販売

㈱紀の國屋

日野市多摩平１－５－２

042-581-1358

和・洋菓子製造販売

鈴木家

日野市南平４－３０－２４

042-592-4064

和菓子製造販売

日野市高幡１－１

042-592-2256

和菓子製造販売

高幡饅頭

日野市高幡１１６－１０

042-592-5123

まんじゅう

たちばな越後屋

日野市多摩平３－１１－４

042-581-1263

手焼き煎餅

㈲細見商事

日野市日野本町３－１１－５

042-584-5227

洋菓子製造販売・レストラン

㈲マロニエ

日野市高幡１０００－１

042-591-5530

洋菓子製造販売・喫茶

㈱藤生企画

日野市高幡１７－８

042-591-0121

洋菓子製造販売

アトリエ・ムッシュ

日野市栄町１－３－１８

042-586-9986

洋菓子製造・販売

日野市高幡１１６－１０

042-663-2033

アイスクリーム

㈱高幡まんじゅう松盛堂

本店

(不二家 日野店)

寿木本㈱（ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ京王高幡Ｓ
Ｃ店）

042-581-0824

バーゼル豊田店

日野市多摩平５－２－２

パティスリールパン

日野市日野本町３－１２－１

042-843-3626

洋菓子製造販売

ミリー洋菓子店

日野市神明３－６－１

042-843-1577

洋菓子製造販売

藤森園茶舗

日野市豊田４－３６－１２

042-581-1236

お茶・海苔

恩田園

日野市多摩平５－１９－９

042-581-5037

お茶小売

金子園京王高幡ＳＣ

日野市高幡１２８－５

042-592-7678

お茶、のり

㈲斉藤青果店

日野市日野１０７７－１２４

042-581-1894

青果

青果

日野市日野７７７３－５７２

042-584-3103

青果

八百秀商店

日野市豊田３－３２－３

042-581-3324

青果

小宮山商店

日野市西平山５－２２－７

042-584-0432

青果

小沼青果

八王子市小宮町１０５７－７

0426-56-2573

青果

西山青果店

日野市南平７－１７－４９

042-592-6054

青果

㈱みすみ

日野市高幡１－１５

042-591-0275

果実

村井商店

日野市平山５－２１－１

042-592-8888

青果小売

土屋商店

日野市日野台５－３－３

042-581-0347

青果

大和園

日野市栄町２－２９－１

042-581-2868

ブルーベリー

魚寅商店

日野市平山６－１２－８

042-591-4500

鮮魚・青果・食料品

魚久

日野市南平８－１７－１１

042-591-5752

鮮魚

角上魚類㈱

日野市大字川辺堀之内２７１－２

0258-75-3181

鮮魚小売

㈱福井屋（肉の福井屋）

日野市新町１－５－１０

042-581-1137

精肉

北島精肉店

日野市日野台４－７－１

042-581-2737

精肉

大増家精肉店

日野市多摩平２－１２－４

042-581-2676

精肉

遠藤精肉店

日野市豊田４－２４－１８

042-581-0712

精肉

松中精肉店

日野市南平７－６－２６

042-592-2941

精肉

肉の健雄

日野市百草９９９

042-591-2988

精肉

五太子商店

日野市豊田３－４１－１７

042-585-1941

鶏肉加工（サラミ）

木村商店

042-646-0824

洋菓子・喫茶

㈲三河屋豆富店

日野市三沢４－５－２０

042-591-4694

豆腐製造販売

百草食品

日野市三沢２－１４－１１

042-591-1797

豆腐製造販売

㈲チーム・ナカジマ

日野市東豊田３－２４－５

042-581-0524

乳製品販売＆食料品販売

森永牛乳

日野市大坂上２－７－１０

042-581-2017

牛乳販売

日野市三沢１－１４－１６

042-592-4817

牛乳販売

コーラルコミュニケ－ションズ㈱

日野市多摩平２－１２－２

042-587-5414

健康食品販売・アロエベラジュース

㈱八洋

八王子市石川町７０６－１

0426-48-8484

自販機用飲料水販売

都下ワイナリー㈱

日野市日野台２－４０－１２

042-582-4551

山梨県物産販売

㈱ヒマラヤ美泉堂

中央区銀座１－２７－８

03-3546-8360

ヒマラヤ岩塩

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｲｰｽﾄ八王子支店

八王子市石川町９１３－６

042-644-5531

自販機用飲料水販売

日野市宮２８４

042-589-3397

農産物販売

日野市多摩平２－４－１

042-514-1050

総合小売業

㈲京秀

日野市栄町２－１－６

042-581-8111

呉服

中島寝具店

日野市日野本町４－１－１

042-581-0527

寝具

松比良寝装店

日野市日野本町５－２１－３

042-583-3416

ｷﾞﾌﾄ･寝具･宝飾･ｱﾊﾟﾚﾙ･ﾊﾞｯｸ他

寝具ランド

日野市多摩平３－６－１

042-583-0888

寝具

丸武商事㈲(丸武寝具店)

日野市多摩平５－５－６

042-581-1656

寝具

伊勢屋呉服店

日野市豊田３－４０－１３

042-581-0556

呉服

堀内ふとん店

日野市高幡１００１－７

042-591-3327

寝具

林屋洋品店

日野市日野本町７－２－９

042-581-0325

洋品

㈲サンエバー

日野市日野本町４－６－４

042-587-3591

婦人服小売業

こばやし洋品店(ユニホーム商会)

日野市日野７７７３

042-581-4857

衣料品

ライラック

日野市多摩平１－４－１５

042-581-4174

婦人服

㈲メンズモードギャラリーやまもと

日野市多摩平１－１０－５

042-581-0251

紳士服

㈱武隈

日野市多摩平２－３－３

042-582-2391

婦人服

㈲中藤商事(富士屋洋品店)

日野市南平７－１７－５１

042-592-6053

婦人、学生衣料

㈱タツミヤ

八王子市暁町１－３２－１３

042-624-1857

婦人服

東ユニホーム㈱

八王子市絹ヶ丘２－４４－４

0426-35-1517

各種ユニフォーム製造卸販売

㈲サニーサイド

日野市西平山１－１２－６７

042-587-7754

衣料品

㈱ワールド（ジ・エンポリアム）

日野市高幡１２８－５

042-599-1277

婦人服

西森商事

昭島市中神町１３９４－１９

042-543-5642

布地・衣料品販売

ピンクマッシュルーム

日野市旭が丘３－３－２２

042-843-6110

ネットショップ（衣料）

*ｒ．ｔ．７８５

日野市大坂上４－１３－３

042-843-3879

ハンドメイド雑貨

ＯＲＩＨＩＣＡ京王高幡SC店

日野市高幡１１６－１０

042-599-0888

ﾚﾃﾞｨｰｽ･ﾒﾝｽﾞﾌｧｯｼｮﾝ

ＳＭ２京王高幡SC店

日野市高幡１１６－１０

042-591-5771

レディースフアッション

Lbc with Life京王高幡SC店

日野市高幡１１６－１０

042-599-7131

ファッション雑貨

ブルーブルーエ京王高幡SC店

日野市高幡１１６－１０

042-592-5560

ファッション雑貨

日野販売所

メグミルク

百草販売所

八王子営業所

特定非営利活動法人めぐみ(農あるまち
ひの みのり處)
イオンリテール㈱イオンスタイル多摩
平の森

あじま

豊田店

㈱東京良縁

日野市神明１－５－３３

080-3441-6780 アパレル販売

㈲グローバル

日野市南平９－４０－１８

042-599-0181

履物製造・販売

㈱タケヤ（コシュエコシュ）

日野市高幡１２８－５

042-525-9000

レディースシューズ

㈱ラポート

日野市栄町２－３０－１３

042-584-7749

化粧品

泉屋化粧品店

日野市多摩平６－２８－４

042-581-0653

化粧品

㈱山田薬局

日野市多摩平６－１７－８

042-581-1258

医薬品

㈲戸塚薬局

日野市多摩平１－２－１

042-581-1275

保険調剤薬局・化粧品販売

㈲清水薬局

日野市多摩平３－１２－３

042-582-3088

薬局

㈱ノムラ薬局

日野市多摩平１－２－１

042-514-8701

医薬品、保険調剤

日野市多摩平１－２－１８

047-347-0221

医薬品

クリタ薬局

日野市旭が丘５－２－５

042-581-7774

保険調剤薬局

昭和薬局

日野市平山５－１８－１３

042-591-6413

保険調剤薬局

㈲ミネ薬局

日野市南平８－１４－２０

042-591-4711

保険調剤薬局

南平薬局

日野市南平４－４５－１

042-592-1221

保険調剤薬局

㈲いづみ薬局

日野市高幡１００１－３

042-594-0123

医薬品

㈲京王薬苑

日野市高幡１４５

042-591-2598

保険調剤薬局

㈲テンプウ

日野市高幡５０７－４

042-592-6604

調剤薬局

㈲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

042-591-9272

医薬品

㈲アイ薬局

日野市栄町１－３１－２

042-586-9516

薬局

ふじ薬局日野店

日野市新町１－２０－６－１０２

042-587-2668

医薬品

㈲みらい

日野市高幡３２８－１

042-599-0334

薬局

日野市日野１０７７－１２５

042-589-3457

医薬品

シナリー化粧品

八王子市館町１２７５

0426-67-5073

化粧品

ハックエクスプレス

日野市高幡１２８－５

042-599-0889

薬品・化粧品

㈲ジャム

日野市百草１０４２－６６

090-4811-5992 化粧品卸売

薬マツモトキヨシ

㈱メディックス

豊田店

万願荘店

２Ｆ

㈲シナリーフラッシュヒールズ営業所 多摩市鶴牧１－２－７

042-586-0843

化粧品

セイジョー薬局日野駅前店

日野市日野本町３－１４－８

042-584-6163

医薬品

シナリーフルリール営業所

日野市南平７－１８－２８

042-511-7218

シナリー化粧品販売

アサヒ薬局

日野市多摩平５－１６－１７

048-944-0301

調剤薬局

もぐさ駅前薬局

日野市百草２０４－１

042-506-9929

薬局

薬局しらい

日野市高幡１００６－８

042-593-6563

薬局

サンドラッグ南平店

日野市南平２－６４－５

042-599-3166

医薬品等

㈱マツモトキヨシ日野駅前店

日野市日野本町３－１１－５

047-309-0024

ドラッグストア

㈱マツモトキヨシ高幡不動店

日野市高幡１００２－１

047-309-0024

ドラッグストア

ぷっく薬局

日野市多摩平６－３７－３

042-514-8762

医薬品、保険調剤

日野店

ウエルシア薬局㈱ウエルシア日野落川
店
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

日野市落川９９７－１
日野市万願寺２－２５－５

042-599-3304
03-5209-5681
042-589-0158
03-5209-5681

ドラッグストア
ドラッグストア

㈱ウェルパーク日野万願寺駅前店

日野市万願寺２－２４－７

042-587-2755

ドラッグストア

㈱ウェルパーク日野神明

日野市神明２－８－１

042-583-1547

ドラッグストア

薬局ウェルパーク日野栄町店

日野市栄町１－３３－４

042-582-6430

ドラッグストア

㈱サンドラッグ八王子高倉店

八王子市高倉町５５－１０

042-631-5201

ドラックストア

㈱フラット（アイ薬局）

日野市万願寺１－４－８

042-581-1132

薬局

あんず調剤薬局高幡店

日野市三沢３－５３－９

042-599-2441

調剤薬局

馬場商店

日野市日野本町２－１５－６

042-583-7372

たばこ

曽我たばこ店

日野市日野本町３－１５－１

042-581-2422

たばこ

杉山商店

日野市高幡１５０

042-591-0951

小間物

Andes Arte

八王子市七国４－４２－１８

042-585-4557

ペルー民芸品

こぷらす

日野市多摩平２－５－１

050-5880-9955 雑貨販売、情報発信

利研刃物㈱

日野市多摩平６－１６－１４

042-581-1356

金物・刃物

㈲矢部金物ロックサービス

日野市高幡１００４－６

042-591-6320

金物

ＴＫショップ百草

日野市百草９９９

042-591-1730

平成調理機㈱日野支店

日野市神明２－１１－１

042-514-8031

厨房機器販売

㈲黒田書店

日野市豊田４－３６－１３

042-581-0239

書籍・事務用品・教科書

啓文堂書店高幡店

日野市高幡１１６－１０

042-592-2711

書籍

㈱マルチノックス

日野市新町２－３－２３

090-1768-9910 ＣＤ､ＤＶＤ､フィギア

正美堂時計店

日野市日野本町３－１１－４

042-583-3873

時計・貴金属

Jewel

日野市多摩平１－４－３

042-587-7788

貴金属・宝石

時計のヤマモト

日野市高幡３－９

042-591-3341

時計小売・修理業

ＨＯＹＡ㈱（ｱｲｼﾃｨ高幡不動）

日野市高幡１１６－１０

042-594-3680

コンタクトレンズ

㈲メガネハウス多摩

日野市日野本町３－１４－１７

042-581-2201

メガネ・コンタクト

東京商事㈱

日野市日野本町４－７－４

042-581-0310

質屋

メガネストアー高幡不動

日野市高幡７１１－６

042-592-6208

メガネ、補聴器

日野市新町１－１８－１

042-587-5408

メガネ

㈱サンロータス

日野市栄町２－２０－１５

042-594-2090

写真・映像機器、設備全般

ベッティ写真館

日野市多摩平１－４－１３

042-581-1245

写真

㈱新倉写真館

日野市南平７－１９－４

042-591-7575

カメラ・写真

㈱カメラの市川

日野市高幡１０００－４

042-591-3026

カメラ・写真

写真の横尾

日野市三沢８５０

042-591-2620

カメラ・写真・撮影

スタジオ・ムロ

日野市川辺堀之内２５２－３

042-583-4738

カメラ・写真

横尾写真館

日野市三沢４－５－２１

042-591-2620

写真

㈲マルミスポーツ

日野市多摩平５－１０－４

042-581-1878

スポーツ用品

ＲＹＭＳ

日野市日野１０５７－３

042-587-7584

スポーツ用品（マウスピース）

弘澤商店

日野市多摩平４－１－１１

042-581-2091

文具・事務機器

㈱フレックスシステム

日野市旭が丘２－７－６

042-584-2716

ＯＡ機器、サプライ販売

二文字屋

メガネストアー日野駅前店（㈱アイ・
トピア）

ライムス

㈲福島文具店

日野市神明３－１－１

042-583-2099

文具・事務機器

ふじや商店

日野市高幡１５０

042-591-1388

文具・事務機器

みずさき

日野市新井７５０－

042-592-0572

文具・事務機器

リコージャパン㈱日野営業所

八王子市明神町３－２０－６

0426-46-8441

事務機器販売・メンテナンス

京王アートマン高幡店

日野市高幡１２８－５

042-337-2555

文房具、化粧品他

あかばね生花店

日野市多摩平１－１

042-581-2527

生花

㈲花の清水園

日野市平山５－２０－４

042-591-1033

花小売業

花きく生花店

日野市高幡１００８－６

042-591-5499

生花

日野市高幡１００８－３

042-591-4187

生花

フローリスト鹿島

日野市多摩平１－９－１

042-584-2111

花小売・切花・鉢

フラワーショップ京王高幡店

日野市高幡１２８－５

042-352-7400

生花、園芸

花工房

日野市東豊田３－７－５

042-582-5822

生花ほか

日野市百草２０４

042-506-6887

生花販売

㈲森山種苗

日野市日野本町４－２－７

042-585-0547

種苗・農業園芸資材

クレアホームアンドガーデン

日野市日野本町７－１０－６

042-582-1313

松三電器㈱

日野市新町３－１－１４

042-584-1250

家電品販売修理

日野テレビ（パナピット日野）

日野市日野台５－６－１８

042-581-7916

家電品販売修理

パナピット

日野市日野７７７３－５７１

042-584-5033

家電品販売修理

日野市豊田４－３５－２

042-583-5385

家電品販売修理

㈲オガワ電気（パナピットおがわ）

日野市東豊田３－２２－９

042-581-8448

家電品販売修理

朝日電気商会

日野市日野３６７－１

042-583-9674

家電品販売修理

春日電機

日野市東平山２－２－６

042-583-7676

家電品販売・電気工事

のざき電器

日野市南平７－１９－１７

042-591-1772

家電品販売修理

㈱ヒラフネ電気

日野市南平８－１４－１５

042-592-1215

家電品販売・電気工事

㈲アルファ

日野市高幡１００１－１

042-587-0405

家電品販売修理

㈲タケハラ電気(たけはらでんき)

日野市高幡１００１－１

042-591-4773

家電品販売修理・携帯電話販売

㈲石井電機

日野市高幡６６６

042-591-0367

家電品販売修理

タマソニック

日野市三沢４－１８－１４

042-592-3122

家電品販売修理

エモト電器

日野市落川３６０－１１

042-591-5168

家電品販売修理

百草電化ストアー

日野市三沢１－５－８

042-592-3292

家電品販売修理

㈱村松電器

日野市落川４６０

042-592-5888

家電品販売修理

㈱ヤマダ電機テックランド南平店

日野市南平７－７－３

042-594-1616

家電販売

ＯＧＡＷＡ通商㈱

日野市多摩平２－１２－１

042-514-9354

森谷美術

日野市東平山２－２６－２４

042-589-2883

美術品商

日野市栄町２－１－３９

042-585-1371

自転車販売修理

猪鼻輪業

日野市日野本町２－１６－３０

042-581-2580

自転車販売修理

㈱阿川サイクルセンター

日野市日野１５３２

042-581-0043

自転車、オートバイ販売修理

フラワーショップ

エルフ

バディー

フローリスト

さこう

電化ショップ

タカノ

サイクルショップ

シノ

５

輸入小物雑貨・軽食レストラン・建
築・造園

ネットショップ（家具・雑貨・日用
品）

㈲日野サイクル

日野市多摩平６－３４－１

042-581-0677

自転車販売修理

横関サイクル

日野市豊田２－４５－１

042-581-4656

自転車販売・駐輪場

白輪サイクル

日野市南平４－３９－４

042-592-0239

自転車販売修理

プロサイクルショップ

ノウマッド

日野市西平山２－１１－２１

042-683-4208
042-636-6944

ロードバイク、自転車

㈲ミタマヤホンダ

日野市日野３６７－１

042-581-1061

オートバイ販売・修理

アールプロジェクツ㈱

日野市日野２９３７－３

042-586-3500

オートバイ販売・修理

小林オートショップ

日野市東平山２－５－１

042-584-4153

オートバイ販売・修理

クリッピングポイント

日野市三沢２－１８－５

042-592-5545

オートバイ販売店

㈱キャニオン

日野市新町１－１７－５５

042-586-1190

自動車販売

東京トヨペット㈱

日野店

日野市多摩平６－９－６

042-583-6911

自動車販売修理

東京マツダ販売㈱

日野営業所

日野市日野１３２３

042-581-5211

自動車販売修理

㈱オートヴィレッジ

日野市三沢３－２５－４

042-593-5310

自動車販売

ＮＯＴＯタイヤ

多摩市和田１２６１

042-372-3480

タイヤ販売

ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ日野(㈱シュテルン高井戸) 日野市日野台１－２２－１

042-584-1331

カーディーラー

㈲ブームス

日野市平山３－３－１７

042-599-3077

自動車販売（中古車・新車）

㈲伊野新聞店

日野市栄町１－３８－５

042-582-0364

新聞販売店

㈱エーティーエヌ

日野市日野台２－４０－１９

042-583-3100

新聞販売店

㈲岩谷新聞販売

日野市南平３－１６－１０

042-593-8111

新聞販売店

小島商店

日野市日野台５－５－６

042-581-2075

ＬＰＧ（プロパン）

イエスプロパン

日野市豊田２－５１－５

042-581-2275

ＬＰガス・ガス器具工事

伊藤商店

日野市川辺堀之内２６３－１

042-583-4720

ＬＰガス・燃料

㈲金井商店

日野市南平５－３－５４

042-591-1638

ＬＰガス・住宅設備機器

谷合燃料店

日野市高幡１５

042-591-1531

燃料

ほっとガス㈱

日野市神明２－７－２

042-582-7750

ＬＰガス

小林金司商店

日野市栄町２－３－９

042-581-1086

プロパンガス・給湯器・灯油

㈱馬場商会

日野市日野本町４－３－８

042-582-0005

㈲谷バッテリー商会

日野市日野本町２－３－８

042-584-7867

ﾊﾞｯﾃﾘｰ･ｴｱｺﾝ･ｶｰｽﾃﾚｵ

西田オートサービス㈲

日野市日野本町５－５－２

042-581-5005

ガソリンスタンド

立川燃商㈱

日野市石田２－２－２６

042-522-2547

ガソリンスタンド

オニキス日野店

ｶﾞｿﾘﾝ･自動車整備･損害保険･ｶｰﾘｰｽ・ﾚ
ﾝﾀｶｰ･鈑金塗装･新車、中古車販売

タイヤ館 日野
日野市万願寺４－２３－３
ダンロップタイヤ中央㈱タイヤセレク
日野市上田８４
ト日野
多摩ケア・サポート㈲
日野市栄町４－２７－８

042-589-3451

タイヤ

042-589-0081

タイヤ販売

042-583-1894

介護用品レンタル・販売

㈱ミヤタ

八王子市犬目町２１５－２

090-3067-3063 鉱石（ブラックシリカ）

八王子市明神町４－１１－１２

0426-42-0777

ミシン・編機

㈱ＲＵ

日野市平山６－２１－７

042-591-3009

福祉介護機器貸与・販売

㈱鈴藤

日野市日野本町７－１－８

042-581-0111

日本人形・節句用品・ギフト販売

㈱エル企画

日野市日野本町２－１６－２９

042-581-3011

贈答品・記念品販売

蛇ノ目ミシン工業㈱

八王子支店

マルハ寝具リース

日野市旭が丘１－１５－９

046-211-3697

贈答品・布団リース

㈲山手

日野市日野台２－３８－４

042-584-8165

包材販売

㈱国土綜合防災

日野市日野本町１－１２－３

042-584-5455

防災設備販売・設計施工保守

日野市多摩平５－９－４

042-582-3255

塗料販売

㈲ＱＯＬ研究所

日野市多摩平４－１－１８

042-587-5660

介護用品

神具・仏具かどや

日野市高幡１５２

042-591-0608

神仏具

中尾総業

日野市平山３－３８－１１

042-592-0190

インテリア販売

弦楽器専門ｅｆｆｅ

日野市上田４０３－８

042-586-6380

弦楽器の製造・修理・販売

㈲オフィス誠

日野市日野本町４－１１－１２

042-586-8616

新選組関連商品

㈱マイテック(ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高幡不動店)

日野市高幡１００９－３

042-368-4000

携帯電話

㈱マイテック(ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ豊田駅前店)

日野市多摩平２－２－１

042-368-4000

携帯電話

㈱マイテック(ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ日野店)

日野市大坂上１－３０－２８

042-368-4000

携帯電話

スターブリッジ㈱

日野市大坂上３－２０－１０

042-582-8691

PCｸﾞｯｽﾞ､携帯ｸﾞｯｽﾞ､ｿﾌﾄｳｪｱ

㈱オガワ防災

東京都西多摩郡日の出町平井

042-597-3683

Trimming Salon Codetta

日野市栄町２－２４－１０

080-1107-2611 ペットグッズ・美容

㈱ビゲッツ

日野市多摩平２－３－１２

042-581-6066

イエノコモノ

日野市日野本町７－５－１３－１Ｆ

042-514-9749

㈱ビーエスト

日野市南平４－４１－１０

042-592-4442

かつら、化粧品

㈲三芝

日野市日野本町３－５－７

042-581-4366

機械器具卸売

㈲佐藤設備

日野市日野本町３－６－１３

042-583-8220

ﾎﾞｲﾗｰ､ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ機械販売据付

㈱ウチヤマ

日野市東豊田１－１９－１

042-586-7120

工作機械販売・治工具製作

三敬㈱

日野市新町１－１３

042-587-8105

貿易（電子部品･建築材料）・翻訳業

八福商事㈱

日野市日野本町４－１７－１１

042-582-0518

化学工業薬品・染料・不動産

和光電材㈱

杉並区高円寺南１－１８－７

03-3314-9511

電子・電機機器部品

スギデン㈱

日野市三沢３－３７－１２

042-593-7385

電気部品の販売

日野市南平３－１６－２６

042-592-4855

金属加工液販売業

㈱カシマ

八王子市高倉町２３－１９

0426-49-1182

建築資材販売

㈲タムラ建材

日野市日野本町３－７－１３

042-584-3822

建築資材販売

土方建材㈱

日野市南平４－１－８

042-591-3300

建築資材販売･生コン製造販売

㈲堀辺建材店

日野市高幡６０９

042-591-2668

建築資材販売・生コン

㈲横倉建材店

日野市百草２７１－１

042-591-0743

建築資材販売

㈲山口住宅資材

日野市万願寺３－３－６

042-589-1538

木材・住宅資材販売

㈱三晃テクニカ

日野市新町２－１３－３

042-581-3230

工場設備施工

㈲日野住宅設備

日野市日野本町６－６－７２

042-581-1162

住宅設備機器販売施工・管工事

㈱日本住設

日野市日野７７７４－５７

042-581-7017

太陽光発電・床暖房

㈱菊屋住宅設備

日野市百草２９６

042-591-3712

住宅設備機器販売施工

日野市大坂上４－６－８

042-589-7555

卸売業(TOTO･INAX)

小柳ペイント㈱

㈲鯛のたい

八王子支店

多摩営業所

小泉機器工業㈱

日野営業所

消防設備設計・施工・保守サービス・
防災アドバイザー
LED照明･節水部品･化粧品
古物商・総合リサイクル

アンティー

ク・雑貨・ブランド

㈱マルセ

日野市日野本町２－１５－１６

042-582-0052

木材・住宅資材販売

石井木材工業

日野市万願寺６－４０－１７

042-583-5190

木材加工販売

栄銘木店

日野市三沢１０８７－１１

042-592-5152

銘木販売

エンジュの木

日野市落川４６７－２

070-6401-0254 木材・建材

㈲クリエート

日野市百草９７１－１３

042-593-5040

土木資材

㈱アクティス

日野市日野７７７３－６９６

042-595-5588

青果卸売

日本海の魚屋さん

日野市東豊田３－７－４

042-586-0680

魚介類卸販売

㈲もとい商会

日野市程久保６５０

042-593-1386

海産物（のり、ひじき）卸

結城商店

立川市錦町６－２３－１２

042-522-3509

漬物・佃煮卸

㈱大久保商事

日野市日野１４７７

042-582-0474

乳製品卸

シールズ㈱

日野市上田３８３

042-587-1722

衣料品物流

㈱フラワーシンフォニー２１

日野市石田４３５

042-587-1187

生花仲卸

㈱下田商店

日野市万願寺２－３５－６

042-583-0753

製紙原料・古紙問屋

㈲ミュージアムコレクション

日野市東平山２－２９－１４

042-584-1144

模型製造卸

㈱デスティニー

日野市大坂上１－２０－２

042-586-9239

ＰＣﾊﾟｰﾂ、サプライ品卸、干物

小売

