事業所

所在地

電話

業種

ポニークリーニング

日野市多摩平２－４－１

042-583-1860

クリーニング

晴弘舎

日野市旭が丘２－３８－１

042-583-5317

クリーニング

㈲佐林クリーニング店

日野市豊田４－３８－１６

042-581-1252

クリーニング

はとやクリーニング

日野市高幡６５６－４

042-591-5041

クリーニング

もはんクリーニング

日野市程久保８－１７－２

042-591-5174

クリーニング

㈲中央オートクリーン

日野市日野本町１－１２－１９

042-581-3881

クリーニング

㈲白鴎舎

日野市日野７７５５

042-583-2820

クリーニング

日照園

日野市上田４８７

042-584-1348

レジャーホテル

㈱なかじま（シティホテル高幡）

日野市高幡１００５－６

042-591-1121

ビジネスホテル

富士旅館

日野市高幡１５９

042-591-4530

旅館

中央商事㈱

日野市多摩平２－３－１２

042-581-1736

パチンコ・カラオケ

㈲旭が丘ゴルフクラブ

日野市旭が丘５－１６－５

042-583-5056

ゴルフ練習場

㈱岩田商事

日野市西平山１－２０－１

042-586-0030

テニスクラブ

日野市高幡１７－３

042-591-4041

パチンコ

㈲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

042-593-2376

バッティングセンター

㈲ツー・イースト

日野市多摩平１－２－１

042-582-1010

麻雀店等

㈱ブリッジ

日野市高幡１００９－１

042-594-3200

遊技場

カラオケマック豊田店

日野市多摩平２－３－１２

042-584-9200

カラオケ

やきとり犀

日野市高幡３－２８

(㈲富士)

アーバン商事㈱

㈱ジョイ企画

(パーラーエフ)

(松永ダンス教室)

042-593-0132
090-6126-4537

やきとり

日野市多摩平１－２

042-583-1220

ダンス教室

豊田パソコン教室

日野市豊田４－３６－５

042-582-7330

パソコン教室

㈲多摩コース

日野市上田４７１

042-581-0011

自動車教習所・貸しコース

至誠館

日野市南平５－２３－９

042-592-0018

剣道場

㈲ネットスクエア

日野市高幡１００１－５

042-599-7661

パソコンスクール

㈱志学舎

日野市高幡１０００－２

042-593-1765

学習塾

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

0426-26-4231

音楽教室

エミール音楽教室

日野市多摩平１－４－５

042-585-0589

音楽教室

㈱サクル

日野市多摩平１－２－３

042-584-0710

学習塾

日野市多摩平２－４－１

042-843-1280

パソコン教室

日野市万願寺６－１２－２０

042-581-9451

自動車教習・保険代理店

日野市程久保３－２１－２

042-594-5575

保育園

日野市百草１８８

042-591-5345

自動車教習所

日野市日野本町４－２７－５

042-581-0731

保育業

日野市旭が丘１－１－２

042-581-2721

自動車教習所

日野市程久保２－１－１

042-591-5097

大学

ユニオス合同会社（ハローパソコン教
室）
ドライビングスクール
(社)わかば福祉会

ナカダ

日野わかば保育園

㈱マジオネット多摩（マジオドライ
バーズスクール多摩校）
さわらび保育室
飛鳥DC日野㈱(飛鳥ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｶﾚｯｼﾞ日
野）
明星大学

マジオワークライセンススクール多摩
校
㈱ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ﾄﾑｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

日野市百草３３０－１

042-594-9039
080-4296-9361

フォークリフト運転技能講習等

日野市旭が丘３－１－２５

042-582-1061

スポーツクラブ

日野市高幡６０４－１

042-594-0100

レンタカー・カーリース

帝都産業㈱

八王子市大塚４９９－１

042-679-6088

ﾚﾝﾀﾙﾊﾞｲｸ､ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ洋品の製造･販売

ツルミ重機サービス

日野市万願寺２－３０－３

042-586-1790

建設機械修理販売・レンタル

㈱クレセント多摩
アイキャン㈱（ﾊ ﾅｿﾆｯｸｴｲｼ ﾌﾘｰ介護

日野市大坂上１－１４－１

042-584-1559

カラオケ機器リース、販売

㈱トヨタレンタリース多摩

高幡店

ｼｮｯﾌﾟ）
㈲栄自動車

日野市多摩平３－２－１３

042-586-6000

建設資材・介護用品リース

日野市栄町４－２７－１０

042-583-3658

自動車板金塗装

加藤自動車

日野市新町２－１５－１０

042-581-2035

自動車板金塗装

小松車両工業㈱

日野市日野台１－３－１０

042-584-0330

自動車整備・板金塗装

クワタ自動車整備工場

日野市日野台５－２２－１６

042-581-3455

自動車整備

日野市日野台１－１５－２１

042-586-5993

輸送用機器開発設計、再組立

㈱多摩オートサービス

日野市日野１３４５

042-584-1511

自動車整備、販売・民間車検場

㈱吉崎ボデー

日野市日野１０８５

042-583-4522

自動車板金塗装

中央自動車工業

日野市日野１５４３－１

042-586-2219

自動車板金塗装

豊栄自動車

日野市旭が丘１－１０－１３

042-581-3638

自動車整備

㈲平モータース商会

日野市豊田４－３６－１８

042-583-4917

自動車販売、修理

㈲ユーアイ自動車工業

日野市万願寺１－３４－３

042-583-4932

自動車整備、販売

金子自動車

日野市万願寺１－３２－５

042-584-7865

自動車板金塗装

㈲掛川モータース

日野市万願寺３－４９－７

042-584-8897

自動車整備・板金塗装

長瀬自動車工業

日野市万願寺２－３４－２

042-584-2040

自動車鈑金塗装

土方自動車整備工場

日野市石田１－１７－９

042-584-7560

自動車整備、販売

佐々木ボデー

日野市大坂上１－２８－１

042-585-9152

自動車板金塗装

㈱秀勇自動車

日野市南平８－１７－１７

042-594-3500

自動車整備

Ｇ．Ｍオートガレージ

日野市新井７９７－１５

042-591-3798

自動車修理・レストア

㈱富士美自動車

日野市百草３１６

042-591-0360

自動車修理・販売

武蔵自動車㈱

日野市東豊田２－２３－２

042-585-0634

自動車販売、修理

㈲日野原オート

日野市新町５－５－４

042-581-4139

自動車修理

大真計測㈱

日野市万願寺３－１５－１２

042-584-2875

タックサービス

日野市神明２－５－１０

042-583-7893

靴、鞄、カサ、修理業

日野市高幡１１６－１０

048-666-3239

靴修理・鞄修理・合鍵

㈲東京メンテナンス

日野市豊田３－２３－１５

042-589-0778

機械保全

武田環境衛生㈱

日野市三沢１－１４－１５

042-592-4141

消毒・建設

㈲セルビス

日野市日野台１－７－５

042-584-3225

ビル清掃

㈱アコス

八王子市大和田町４－２０－２

042-646-6841

ビルメンテナンス

㈱日野ヒューテック

日野市日野台１－９－５

042-589-4355

日野ユートラック＆エンジニアリング
㈱日野事業所

ハロースミス高幡不動店（㈱関東ﾎｰﾑｻｰ
ﾋﾞｽ）

環境測定機・理科学機械器具販売メン
テナンス

ﾋﾞﾙ清掃、ﾒﾝﾃ・産業廃棄物処理・社員
寮、研修施設管理

㈲アベル

日野市万願寺６－１１－２３

042-587-3434

絨毯・ハウスクリーニング

㈱佐藤ビル管理

日野市南平７－２－２９

042-594-2069

建物管理

㈲ティエスサービス

八王子市石川町２０４５－１

042-659-3186

貯水槽清掃管理

㈲システム二十一

日野市日野台２－１５－４

042-582-2235

金田美工

日野市百草９９９－２５１

042-592-9786

清掃業

㈱ダスキン旭が丘支店

日野市旭が丘６－１２－１

042-582-6211

清掃用具リース業

Together ツギャザー

日野市東豊田４－３２－７

042-587-3049

ｸﾘﾆｯｸ･介護施設の室内清掃業

フロンテア・サービス

八王子市東中野５４５－２０５

090-8943-2700 事務所・ｸﾘﾆｯｸの定期清掃業

㈲エスコート

日野市西平山５－４１－１０

042-589-6355

光クリーン

日野市南平３－５－６

042-849-2727

照建工業

日野市旭が丘５－６－４１

042-584-3154

ピカピカちゅらさんハウス

日野市西平山３－６－２８

090-3443-0247 ハウスクリーニング

㈲マハヤナ協会

日野市日野本町２－１３－１１

042-581-1100

葬祭業

㈱セレモニー小峰

日野市程久保８－２－９

042-593-6679

葬祭業

㈱セレモア

八王子市大横町１３－２０

042-667-1111

葬祭

宗教法人

日野市旭が丘１－１０－４

042-583-1133

葬祭場

桃源院

建築設備メンテナンス・建築設備法定
検査・ポスター印刷

ハウスクリーニング、エアコンクリー
ニング、内装工事
清掃業 ハウスクリーニング・エアコ
ン・事務所クリーニング
自動車工場塗装ブース内清掃

㈲東京相互葬祭

日野市東平山１－７－１２－１９４６ 042-584-2677

葬祭業・一般貨物自動車運送事業

税理士法人

日野市日野本町３－８－３

042-585-1951

コンピュータ会計計算受託

㈲ムーブコンピューター

日野市神明３－１０－５

042-583-0614

ソフトウエア開発・機器販売

㈲アクトフィールド

日野市多摩平１－２－２

042-587-8500

アイソフト

日野市多摩平４－１０

042-583-9833

コンピュータ・ソフトウエア

㈲アルファデザイン

日野市万願寺３－３－９

042-587-7412

パソコン機械デザイン

日本ソフテック㈱

日野市旭が丘５－１５－５１

042-582-1502

ソフトウェア開発・販売

コンピュータシミュレーションズ㈱

日野市栄町４－２－１６

042-584-1895

ソフトウェア開発

㈱エラン

日野市南平７－１８－３０

042-594-7707

ソフトウェア開発・販売

コンフィグ・ファイン

日野市神明３－２５－１８

042-583-0709

ホームーページ製作・webデザイン

アビスモ

日野市東豊田４－３５－２０

042-586-4170

ソフトウェア開発

㈲雨林風頼堂

日野市豊田４－１９－３７

042-586-7033

情報サービス

ＭＥＴＩＳ㈱

日野市旭が丘４－７－５

042-586-6242

コンピュータソフト開発

富士オフィス＆ライフサービス㈱

日野市富士町１

042-583-7656

情報サービス･印刷

ジーエイシージャパン㈲

日野市南平５－２４－３０

042-593-7010

ＩＴコンサルタント

ヴァリウス

日野市川辺堀之内５７６

090-7180-1057 ソフト開発

㈱シャインシステム

日野市多摩平１－４－１５

042-583-5807

ソフト住宅開発

㈱Ｇａｌａｘｙ

日野市新井８８２－２０

042-592-0979

WEB制作ﾃﾞｻﾞｲﾝ

㈱ＭｅｄｉａＬｏｖｅｒｓ

日野市大坂上１－３２－８

042-843-4575

広告業、求人広告、WEB広告

ミューズテック・ウェブ工房

日野市旭が丘３－３－８

042-514-8360

ホームページ制作代行

Ｍｉｔｏ

日野市落川１０００

042-506-5338

WEBｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ･製作

日野総研

システムラボラトリー

Ｄｅｓｉｇｎ

ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ・パソコン教室・ソフト開
発

税理士法人星野･濱中会計

日野市新町１－６－７

042-581-8814

公認会計士

税理士法人

日野市日野台４－４－８

042-585-0011

公認会計士

㈱三浦会計センター

日野市日野本町２－１４－９

042-592-7601

会計事務

阪口

日野市日野本町６－８－３４

042-584-7109

税理士

高崎・原税務会計事務所

日野市多摩平５－２１－５

042-581-2380

税理士

山口税務会計事務所

日野市多摩平１－８－１３

042-581-4701

税理士

山口浜屋税理士法人

日野市豊田４－１４－１４

042-586-9050

税理士・受託計算

上木経営コンサルタント事務所

日野市万願寺３－５－８

042-582-7176

税理士・中小企業診断士

ベンチャー支援税理士法人

日野市平山３－２３－１３

03-5421-2545

税理士

奥住会計事務所

日野市栄町５－１４－２

042-581-2585

税理士・不動産鑑定士・公認会計士

生沼税理士事務所

日野市万願寺６－３７－１

042-589-2526

税理士

盛寿成税理士事務所

日野市日野１１１１－１

042-582-8251

税理士

ステップ会計事務所

日野市豊田４－２０－７

042-589-5897

税務会計

坂有希子会計事務所

平山１－１７－７

070-6401-9101 公認会計士・税理士

㈱ＭＹコンサルティング

日野市日野１１１１－１

042-584-4864

㈱スタッド

日野市大坂上１－３２－５

042-586-9833

土木建築設計管理・測量・調査

㈲明日翔

日野市東豊田４－２５－１

042-581-8764

不動産管理・コンサルタント

五十嵐 瞭

日野市神明４－１７－３０

042-584-6608

中小企業診断士

永原会計事務所

日野市大坂上３－２４－６

042-585-2148

中小企業診断士・税理士

村田幸雄

日野市南平９－３７－１４

042-591-5916

ロンチー技術開発㈲

日野市旭が丘５－２０－９

042-587-4464

㈱タマナレッジ

日野市旭が丘２－２－１０

042-582-8163

ｴﾈﾙｷﾞｰ､環境､ITｺﾝｻﾙﾀﾝト・地図情報

㈱あたぼう

日野市東豊田１－５３－１６

042-586-1214

中小企業診断士

㈱トータルバランスマネジメント

日野市落川１０４９－３

03-3833-3249

コンサルティング

Ｔｈｅ営業部ドットコム㈱

日野市宮３４６

042-848-4507

営業代行・営業コンサル

ヒノラボ

日野市豊田２－３３－６－４０１

042-848-5377

建設コンサルタント業

中野テクノオフィス

日野市日野２７０－１４

042-581-4864

コーディネータ

ライフ・コーチング

日野市南平１－７－８

042-506-5850

マーケティングコンサルタント

㈱東京経営サポーター

多摩市永山１－５－４０３

070-6578-0496 中小企業診断士・ＩＴコーディネータ

シニア頭脳バンク

日野市万願寺６－５－１１

鷹取法律事務所

日野市東豊田４－２５－１

042-581-8964

弁護士

日野みなみ法律事務所

日野市三沢４－３－１１

042-599-7651

法律事務所

佐藤特許事務所

日野市旭が丘１－２３－１－７０４

042-581-8903

弁理士・知的財産の相談

みぎのうで㈱

日野市平山２－１９－１２

070-5027-9927

伊藤法律特許事務所

日野市栄町１－２１－６

042-595-7165

弁護士・弁理士

司法書士

日野市多摩平１－４－９

042-584-5350

司法書士

日野市東豊田２－２７－３

042-584-3755

司法書士

齋藤税理事務所

茂税理士事務所

伊東事務所

加藤司法書士事務所

税理士・司法書士（記帳代行・経理指
導）

国際規格に基づく審査・コンサルティ
ング
商品開発コンサルタント・食材・添加
物販売

コンサルタント
(研究者と技術者と企業のマッチング)

弁理士（知的財産代理）商標、発明、
ビジネスモデル
法律業務

植松土地家屋調査士事務所

日野市宮２５０－５

042-589-0868

土地家屋調査士・登記・測量

土地家屋調査士

日野市平山３－１－３３

042-591-8191

土地家屋調査士・登記・測量

日野市南平１５６４－３４０

042-594-5070

司法書士

㈱バックオフィスジャパン

日野市多摩平１－４－４

042-587-5781

行政書士

斉藤社会保険労務士事務所

日野市旭が丘２－３４－１３

042-584-3279

社会保険労務士

ほその司法書士事務所

日野市日野５４９－１

042-514-9217

司法書士

行政書士

八王子市三崎町５－１６－７２０

042-593-7312

行政書士

東京都行政書士会八王子支部

八王子市西片倉３－３－１

042-635-0652

行政書士会

佐野社会保険労務士事務所

日野市百草９７１－７２

042-592-8635

社会保険労務士

日野市豊田３－２７－６

042-843-4933

はなみずき社労士事務所

日野市豊田４－３６－２０

042-582-3986

社会保険労務士

菅沼社会保険労務士事務所

日野市多摩平１－１４－９１

042-586-8940

社会保険労務士

行政書士

日野市日野本町３－８－２

080-4664-8550 行政書士

ストレート行政書士事務所

日野市豊田３－４２－２７

042-843-4211

行政書士

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

社会保険労務士

いのうえ社会保険労務士事務所

日野市栄町１－３０－２

042-507-1538
042-581-3679

㈲ユー企画建築設計事務所

日野市日野台２－１３－４

社会保険労務士事務所
090-1815-6381
042-587-0248
建築設計

㈱サン建築設計事務所

日野市多摩平１－２－１

042-843-4659

建築設計

㈱山崎建築設計事務所

日野市東豊田４－２７－８

042-581-8781

建築設計

㈲村上設計

日野市万願寺３－２６－６

042-584-1411

土木設計・測量

㈱地盤調査事務所

日野市万願寺３－５０－８

042-582-7155

地質調査

㈱日野測量社

日野市神明３－７－１９

042-584-1971

測量（土地家屋調査士）

㈲ワカナ設計

日野市東平山２－３１－５

042-587-1611

建築設計

㈲ミヨシ測量開発設計事務所

日野市南平９－４３－１９

042-593-1761

測量設計（土地家屋調査士）

㈲都市調査測量

日野市落川１２－１７

042-599-7635

測量（土地家屋調査士）

一級建築士土地家屋調査士青山事務所 日野市南平２－４３－２

042-591-0671

一級建築士・土地家屋調査士

㈱テム研究所

日野市万願寺５－７－２

042-587-7800

調査・設計施工・展示設計

㈲不動計画

日野市上田１７０－９

042-587-0604

測量・設計

㈲遊設計

日野市日野１４３９－４

042-587-3025

建築設計業

市町村土木計画㈲

日野市万願寺６－３８－１２

042-586-9060

設計・測量業

㈱サエキプランニング

日野市落川５６６

042-592-9547

設計

㈱キタダデザイン研究所

日野市神明４－２２－６

042-583-9692

設計及び工事

建築設備設計

日野市日野本町４－２１－１９

042-582-1850

建築設備設計

片桐寛文建築研究所２

日野市高幡１００９－７

042-506-7832

建築設計

建築士集団ﾃﾞｱﾗﾎﾞ ㈲ｱｰｸ･ﾌﾟﾗﾝ･ｼｽﾃﾑ

立川市曙町２－１０－１０

042-529-3302

建築設計

国際測地㈱

日野市旭が丘２－５－４

042-584-2610

測量

TownFactory一級建築士事務所

日野市大坂上１－２９－１－２Ｆ

042-582-3955

一級建築士・建築設計、監理、調査

みゆき鍼灸院

日野市日野本町７－１－３９

042-581-2390

鍼・灸

司法書士

村上事務所

安重泰和事務所

藤沼法務事務所

あいぼーでんワークスタイルイノベー
ション

岡本事務所

社会保険労務士事務所・セミナー＆交
流スペース

阿川治療院

日野市多摩平１－４－９

042-584-1388

整骨院

うちの耳鼻咽喉科クリニック

日野市多摩平３－１２－３

042-584-4133

医師

㈲東京Ｘ線技術研究所

日野市豊田４－２５－１１

042-584-9756

成人病検診・人間ドック

㈲ケアサポート芙蓉

日野市旭が丘２－２７－３

042-585-7444

介護サービス

高幡駅前歯科

日野市高幡１１６－１０

042-593-8707

歯科医院

木下治療院

日野市平山５－３５－１８

042-591-8818

指圧・鍼・灸・マッサージ

㈲いどばた

日野市程久保８－１１－４０

042-592-7457

高齢者福祉

内山歯科室

日野市多摩平７－２０－９

042-586-1182

歯科医

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

042-594-6778

医業

ゆう歯科クリニック

日野市南平７－６－８３

042-593-3700

歯科医院

百瀬眼科

日野市高幡１１６－１０

042-592-4004

眼科

日野市高幡１００９－４

042-599-3320

皮膚科

野田医院

日野市豊田３－２７－８

042-581-0435

医療（整形外科）

堀井歯科医院

日野市多摩平６－３５－４

042-589-1418

歯科

㈱グランシェーヌ(かしの木接骨院)

日野市旭が丘６－１１－１

042-569-6692

柔道整復業

アロースポーツ鍼灸接骨院

日野市南平７－６－５３

042-506-5503

鍼灸接骨院

栗田デンタルラボ

日野市旭が丘２－３７－１９

042-586-4638

歯科技工

京和歯科技工所

日野市新井６５８－１２

042-592-2440

歯科技工

山本デンタル・ラボ

日野市三沢２－１８－５

042-592-9790

歯科技工

市川歯科技工研究所

日野市万願寺６－３－３

042-583-0327

歯科技工

㈲リファイン

日野市万願寺６－４１－３

042-583-8997

歯科技工

㈱サダヤマ

日野市日野７７５９－１１

042-581-2674

㈱日野環境保全

日野市万願寺２－３３－２

042-581-9500

塵芥収集運搬

ＮＰＯ法人

日野市日野１３６９－２７

042-593-5315

映像製作・支援

日野市三沢１－３４－１５

042-594-5501

映像製作

日野市上田１５１

042-585-3939

ホームヘルプ・配食

東京都ひの多摩倫理法人会

日野市東豊田２－２３－２

042-585-0634

非営利団体

(福)日野市社会福祉協議会
(社)日野市勤労者福祉サービスセン

日野市日野本町７－５－２３

042-582-2319

社会福祉事業

日野市多摩平７－２３－２３

042-581-6711

勤労者福祉サービス事業

医療法人社団

だんしん

日野映像支援隊

㈲ＡＮＤ Ｙｏｕ
NPO法人 日野たすけあいﾜｰｶｰｽﾞ Beす
けっと

金属ｽｸﾗｯﾌﾟ売買・産廃一般廃棄物運搬
業・総合解体業

ター
日野市商工会女性部

土方セツ子

日野市多摩平７－２３－２３

042-581-3666

非営利的団体

日野市商工会女性部

近藤ハルノ

日野市多摩平７－２３－２３

042-581-3666

非営利的団体

日野市商工会青年部

山﨑

嗣広

日野市多摩平７－２３－２３

042-581-3666

非営利的団体

日野市商工会青年部

田﨑

紘典

日野市多摩平７－２３－２３

042-581-3666

非営利的団体

花笠同好会

八王子市川口町２２０２－７

0426-54-5602

非営利的団体

高幡山金剛寺

日野市高幡７３３

042-591-0032

寺院

成就院

日野市栄町５－５－７

042-581-1566

寺院

日野市旭が丘１－１７－１７

042-581-2340

視覚障害者施設

日野市石田１－１－１０

042-583-6660

寺院

社会福祉法人
宗教法人

東京光の家

石田寺

真照寺

日野市落川１１１３

042-591-1687

寺院

日野市観光協会

日野市日野本町２－１５－９

042-586-8808

観光振興事業

宗教法人

善生寺

日野市東豊田２－２６－３

042-581-2862

寺院

宗教法人

延命寺

日野市川辺堀之内５９５

042-581-0503

寺院

日野市程久保８４３

042-591-0259

障害者支援団体

（宗）安養寺

日野市万願寺４－２０－８

042-581-3624

寺院

吹上保育園

日野市東豊田３－１２－７

042-583-7648

保育園

吹上多摩平保育園

日野市多摩平７－２３－２

042-582-3755

保育園

日野市南平２－３５－２

042-593-6877

自然保護活動

（宗）八坂神社

日野市日野本町３－１４－１２

042-581-1175

神社

(特非)やまぼうし

日野市豊田４－２４－１１

042-506-9020

障害者福祉事業

㈱ジェイコム日野

日野市日野本町４－２－２

042-587-8811

有線テレビ放送

㈱日野市企業公社

日野市東豊田２－３４－１０

042-587-6321

市施設管理・運営

守屋自転車預り所

日野市豊田４－３５－６

042-581-2834

自転車預かり

熊井動物病院

日野市高幡６５５－５

042-591-1018

動物病院

南観光交通㈱

日野市程久保８－３－２

042-592-0011

タクシー業

ＳＥＣエレベーター㈱立川支社

立川市錦町２－４－２

042-540-1441

エレベーター保守

グリーンリビング㈱

日野市日野３０６－５

042-583-6072

家具・インテリア小物リフォーム

㈱エヌエス計算センター

日野市日野本町６－８－３４

042-582-3895

事務代行業

㈲Ａ＆Ｄネットワーク

日野市神明３－７－１９

042-582-6263

販売管理･システムの運用指導

㈲スクワット

日野市豊田４－２０－２

042-569-6877

印刷・企画業

まさつ施療院

日野市新町２－１－２７

042-583-3147

マッサージ

リノ企画

日野市多摩平６－４７－４

042-584-0810

音楽イベントサービス

㈲ペイフォワード

日野市日野本町７－１－１３

042-589-4134

介護サービス

土方歳三資料館

日野市石田２－１－３

042-581-1493

資料館

㈱日野福祉サービス

日野市多摩平３－２－１８

042-581-2943

福祉事業

クレアーレ総研

日野市多摩平７－１８－３

042-585-7847

営業活動インストラクター

㈱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

042-589-1313

有料老人ホーム

おおしまピアノ教室

日野市三沢３－４７－３－３０２

080-6562-9174 ピアニスト

日野市旭が丘３－３－７

042-584-5616

郵便局

日本郵便㈱日野郵便局

日野市宮３４５

042-582-0001

郵便局

（社）日野市シルバー人材センター

日野市日野本町２－４－７

042-581-8171

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

042-587-7220

化粧品・アロマ

042-595-9102

出版業及びｿﾌﾄｳｪｱ業

七生福祉園

日野わーく・わーく

(財)日本野鳥の会 鳥と緑の日野セン
ター

日本郵便㈱日野旭が丘郵便局
（3000180363）

ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ アンジェラス
日野市日野１２８５
インデックスシステムコンサルタンツ
日野市三沢１－２５
㈱
㈲ケージェーフォース
日野市新町５－４－１６－２Ｆ
プレナスＦＰ事務所＆ｶﾙﾁｬｰｽｸﾙｰﾙひだ
まり
大坂上3丁目治療院

080-5588-8886 WEB制作、経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

日野市高幡３９２－４

042-506-9770

ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ､ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ

日野市大坂上２－８－６

090-8493-3249 出張専門治療院

㈲アイティー・エージェンシー

日野市南平１－１０－２７

042-569-8279

情報サービス

遠藤

日野市東豊田１－５１－１６

042-843-3755

農業

㈱アイラ

日野市日野１１１１－１

042-843-1124

アパレル服飾雑貨

㈲立木農場

日野市日野本町１－１２－４６

042-581-8195

養鶏場

㈱セレスポ西東京支店

国立市泉１－４－４

042-574-3020

イベント企画・会場設営

オペラ季節館

日野市三沢３－１７－７

042-592-1416

文化事業

おまかせハウスワーク

日野市東豊田１－２３－１６

042-514-9687

家事・用事代行

日野市程久保７－１－１

042-591-0379

動物園運営

㈲フライの雑誌社

日野市西平山２－１４－７５

042-843-0667

書籍・雑誌出版

東電ハミングワーク㈱

日野市百草４６０

042-848-7301

印刷業・清掃業他

㈱ポスプロ

日野市東豊田４－１７－３

042-587-1973

チラシの宅配業

フィール

日野市新町１－１３－８

042-843-1991

民間救急

㈱フロイント

日野市南平２－１９－１８

042-506-9096

イベント企画・運営

㈲カーレスキュー塚本

日野市東平山２－１０－１６

042-589-0061

自動車ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

岩澤ファーム

日野市万願寺３－４３－２

042-581-3675

農業

ＡＴＥＸ㈱

日野市日野台１－１６－１２

042-843-2582

技術

日野市落川９４３

042-591-1688

幼稚園

日野市川辺堀之内５１１

042-581-4875

農業

日野市空手道連盟

神奈川県相模原市緑区与瀬６９３

090-6315-8384 空手道の普及

㈲サンケイ

日野市大字石田４３３－４７

042-587-3144

放射線管理

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

042-581-7141

訪問介護

日野市多摩平６－３１－７

042-586-9141

高齢者生活支援

日野市神明２－５－３１

042-843-4630

オフィス・ミラボー（㈲ﾐﾗﾎﾞｰ･ﾙ)

日野市大坂上２－１－１

050-3351-7365

訪問介護
イベント企画、ブライダルプロデュー

リファイン整体院

日野市高幡１－８

042-592-3939

ス
マッサージ

空色企画

日野市石田３０５－１３

042-593-9839

馬派遣・セラピー

仲三商事㈱

日野市高幡６７０－２

042-592-2959

カラオケ、音響業

（一社）Ｈｅｒｓｔｏｒｙ

日野市神明３－７－１９

042-843-3006

企画運営(ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ商品､講座)

マリッジ ベアフルート

日野市高幡４９２－６

042-848-5082

ケアホームみらい２

日野市神明３－６－１９

042-843-1742

ＰＬＯＶＥＲ

日野市豊田４－２６－９

090-2406-7363 インターネット雑貨販売

ＮＰＯ法人

日野市西平山５－１０－９

042-587-5095

エステ他・特定非営利活動

あるまじろ整体院

日野市新町３－１－２３

042-585-5636

整体

㈲イベント・クルー

日野市程久保２－５－６

042-511-5855

オフィス愛子

日野市百草９７９－１８

042-513-6155

歌手

日野市日野３６７－１

042-843-4151

リフォーム・まんじゅう

平山４－２５－１３

042-592-0692

登

(公財)東京動物園協会

多摩動物公園

事業課

学校法人清谷学園

日野わかくさ幼稚

園
岸野

隆史

(社福)創隣会

日野市地域包括支援ｾﾝ

ﾀｰあいりん
合同会社

あおばケアセンター

Ｒａｐｐｏｒｔ

Ｄ’Ｈａｎｄ㈱
840

（笑萬堂）

結婚相手紹介、結婚相談、婚活支援ア
ドバイス
福祉施設、知的障害者の生活支援

イベント企画、ふれあい動物園、大道
芸

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ､空間演出､ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾗﾝﾆ
ﾝｸﾞ

イオンモール㈱イオンモール多摩平の

日野市多摩平２－４－１

042-589-1307

ショッピングセンター運営・管理

日野市多摩平２－４－１

042-538-0710

リラクゼーション

アネモネ

日野市日野本町３－１４２

090-3505-8749 洋服修理

まなべ整膚療院

日野市旭が丘１－１３－６

042-586-2894

整体

日野市百草３３０－１

042-506-5808

民間救急、患者搬送等

日野市多摩平１－６－７

042-849-5223

整体

日野市三沢４－２８－１

042-593-9402

日野市三沢４－２８－１

042-593-9402

料理研究

八王子市高倉町１８－９

042-644-0419

宅配（食品）

Ｈａｐｐｙ

日野市日野台２－４０－２２

070-5592-9014 子育て支援・家事代行

㈱ｸﾚｱｹｱ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみどりの風

日野市日野本町３－１４－８

042-849-2457

ジャパンフードマネジメント

長野県佐久市大沢４１９

080-4335-1153 催事飲食

わかまつカイロプラクティック

日野市万願寺２－１５－１５

080-6567-5212 整体・エステ

合同会社

日野市南平６－１２－２７

090-1452-2495

豊田駅前郵便局

日野市豊田４－２４－１１

㈱ＹＡＭＡＴＯ企画

日野市多摩平７－１－１０

042-583-0093
042-673-6159

ｱﾛﾏ ﾘﾝﾊﾟ 整体

日野市多摩平１－３－５

森
Ｒｅ.Ｒａ.Ｋｕイオンモール多摩平の
森店

㈱マジオネット多摩（マジオ民間救急
サービス）
たづな整体院
ｏｆｆｉｃｅ

Ｐ．Ｈ．Ｓ.

キッチンやはた野
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
家事・育児さぽーと

日野商事

ジャスミン

ＭＡＣＨＩＰＥＴＡ

日野市日野台１－５－２７

㈲アドフレックス

日野市日野４２０－１

ペットのお世話係エンジェルス

日野市旭が丘５－９－８

津軽三味線

日野市日野台２－１３－１１

企画制作（広告、イベント、店舗運営
等）

介護事業（デイサービス）

便利屋（遺品整理、特殊清掃ほかなん
でも）
郵便局

遺品整理、イベント業
090-4386-3178
042-585-6117
エステ

㈱ランカジャパン

日野市日野９８８－４

080-5071-1201 動物病院（往診）
042-843-1333
広告宣伝業
090-8858-2024
042-848-9791
ペットシッター
042-514-8073
演奏家
090-4528-2956
042-507-7336
中古車販売、レストラン

㈱Ａｓｔａｎａ

八王子市松が谷５２－４－２０３

042-689-4171

美容、研修、エステ、化粧品

アルキニスト

日野市三沢３－２９－１７

042-593-2056

安全用品販売、ウォーキングイベント

㈲藤田商店

日野市旭が丘１－１９－２

042-583-6226

？？？？？

多摩プランニング㈲

日野市新町１－６－７

042-583-9680

給排水工事、空調工事

ＩＮＤＥＸ

日野市高幡１１６－１０

042-594-6051

㈲ダイシン建築企画

日野市万願寺３－１５－１２

042-584-9633

建設業

㈱共立テクノロジーズ

日野市豊田３－３７－１２

042-514-8295

通信システム開発

三好のぶちか

