事業所名

所在地

電話番号

業種

日野市栄町２－２－１２

042-582-1155

食堂

日野市栄町２－１－３９

042-585-1371

自転車販売修理

㈲一升

日野市栄町１－２０－５

042-581-2025

居酒屋

㈱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

㈱川島製作所

日野市栄町１－４１－６

042-581-0270

精密機械器具製造

㈱七和精機製作所

日野市栄町１－５－４

㈲桐生製作所

日野市栄町２－１－４

042-582-2136

不動産業(アパート経営)

㈲多摩精機

日野市栄町４－５－５

0426-96-5821

医療用機械器具製造

三恭東和精機㈱

日野市栄町５－１８－１

042-584-0418

コネクター部品製造

㈲栄自動車

日野市栄町４－２７－１０

042-583-3658

自動車板金塗装

㈱天野工務店

日野市栄町２－３０－１２

042-585-1074

建築工事業

㈱加藤鉄建

日野市栄町１－２１－１４

042-581-2280

総合建設業

㈱宮原土建

日野市栄町１－１８－２

042-581-6182

土木工事

㈲綾苑

日野市栄町２－１９－８

042-581-2748

造園工事業

㈲天野鉄工所

日野市栄町２－３０－８

042-581-4838

板金・鉄工等工事

㈲日野佐藤電気商会

日野市栄町４－１２－５

042-583-2186

電気工事

㈲伊野新聞店

日野市栄町１－３８－５

042-582-0364

新聞販売店

㈲京秀

日野市栄町２－１－６

042-581-8111

呉服

㈱ラポート

日野市栄町２－３０－１３

042-584-7749

化粧品

㈲アイ薬局

日野市栄町１－３１－２

042-586-9516

薬局

㈲マイホームパートナー

日野市栄町５－１１－１５

042-582-6371

建築工事業

㈱精光

日野市栄町１－３０－１

042-584-3404

電機設計

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

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

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

多摩ケア・サポート㈲

日野市栄町４－２７－８

042-583-1894

介護用品レンタル・販売

成就院

日野市栄町５－５－７

042-581-1566

寺院

大村庵

日野市栄町１－２－１

042-584-3388

日本そば

大和園

日野市栄町２－２９－１

042-581-2868

ブルーベリー

㈲エスイック

日野市栄町３－１３－６

042-587-0724

保険代理店

Trimming Salon Codetta

日野市栄町２－２４－１０

080-1107-2611

ペットグッズ・美容

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

ＴＨＥＲＥ ＴＨＥＲＥ

日野市栄町１－３１－２

042-587-2123

理容

セブンイレブン日野栄町４丁目店

日野市栄町４－２０－２１

042-586-8770

コンビニエンスストア

四季彩dining 春

日野市栄町１－２－１

042-514-9188

飲食業

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

㈱日野工設

日野市栄町２－１９－２８

042-587-2838

管工事業

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

いのうえ社会保険労務士事務所

日野市栄町１－３０－２

ヘアーサロン

日野市新町１－１８－５

コーヒー食事

輝

サイクルショップ

シノ

ナガシマ

042-581-2271
0248-28-1270

042-581-3679
090-1815-6381
042-581-4382

医療機器部品製造

法律業務

社会保険労務士事務所
理容・美容

㈱福井屋（肉の福井屋）

日野市新町１－５－１０

042-581-1137

精肉

豊年屋

日野市新町１－６－３９

042-581-5316

日本そば

日野市新町１－６－４

042-581-0102

寿司

㈲理容ミヨ

日野市新町１－６－４３

042-584-1011

理容

㈱キャニオン

日野市新町１－１７－５５

042-586-1190

自動車販売

安西 洋二

日野市新町２－８－４

042-581-7847

不動産賃貸

松三電器㈱

日野市新町３－１－１４

042-584-1250

家電品販売修理

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

加藤自動車

日野市新町２－１５－１０

042-581-2035

自動車板金塗装

パイオニア技設㈱

日野市新町３－７－２

042-586-1301

不燃物処理施設設計施工

㈲山﨑金型製作所

日野市新町５－４－６

042-582-2293

金属プレス金型設計製造

㈲藤島精密

日野市新町５－４－１６

042-581-7523

機械部品製造

国産機械㈱

日野市新町５－５－２０

042-581-1581

自動化機械、装置・自動車部品

㈲栄新電機

日野市新町２－６－３７

042-581-5561

電子機器配線組立

多摩工業協同組合

日野市新町５－５－１８

042-584-2695

事業協同組合

佐伯畳店

日野市新町３－１６－１５

042-581-1167

畳工事業

㈱三晃テクニカ

日野市新町２－１３－３

042-581-3230

工場設備施工

㈲東海サービス

日野市新町１－１６－２９

042-584-7004

空調・冷暖房

㈲高山塗装

日野市新町１－５－８

042-584-3116

塗装工事業

㈱滝沢建設

日野市新町４－２６－１１

042-585-0203

総合建設業

㈲アクアサービス

日野市新町１－１３－４－４０４

090-2569-3518

水道工事業

㈲三笠塗装

日野市新町１－１３－４－３０１

042-581-6691

塗装工事業

㈲プレシジョンリサーチ

日野市新町１－２－５６

042-587-7600

真空機器設計製造

ふじ薬局日野店

日野市新町１－２０－６－１０２

042-587-2668

医薬品

まさつ施療院

日野市新町２－１－２７

042-583-3147

マッサージ

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

㈱リビング西東京

日野市新町３－４５－２３

042-514-3031

不動産取引

㈲ケージェーフォース

日野市新町５－４－１６－２Ｆ

080-5588-8886

WEB制作、経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

加賀谷塗装

日野市新町１－１３

042-586-0856

塗装

㈱アオイ製本

日野市新町５－６－１７

042-584-4330

製本、紙加工

伸緑苑

日野市新町１－２６－６

042-586-4095

造園

日野市新町３－４６－１１

042-583-7621

電気設備保守点検

フィール

日野市新町１－１３－８

042-843-1991

民間救急

㈱マルチノックス

日野市新町２－３－２３

090-1768-9910

ＣＤ､ＤＶＤ､フィギア

㈲日野原オート

日野市新町５－５－４

042-581-4139

自動車修理

日野市新町１－５－３５

042-843-2071

理容

日野市新町１－１９－１

042-584-1044

バー

あるまじろ整体院

日野市新町３－１－２３

042-585-5636

整体

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

日野市新町１－１８－１

042-587-5408

メガネ

すし屋

青柳

(一般財団法人)関東電気保安協会

日

野事業所

ヘアースタジオ

ロカ

㈱ｽﾄﾘｰﾑﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ(BAR&DINING River
Side)

メガネストアー日野駅前店（㈱アイ・
トピア）

㈲セルビス

日野市日野台１－７－５

042-584-3225

ビル清掃

㈱コタニホームズ

日野市日野台４－２２－１

042-587-9791

建築工事業

北島精肉店

日野市日野台４－７－１

042-581-2737

精肉

㈲内田商店

日野市日野台４－３１－６

042-581-0358

米穀・酒類

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

㈲日野寿司

本店

日野市日野台２－１６－１

042-583-7030

寿司

税理士法人

齋藤税理事務所

日野市日野台４－４－８

042-585-0011

公認会計士

㈲山手

日野市日野台２－３８－４

042-584-8165

包材販売

小島商店

日野市日野台５－５－６

042-581-2075

ＬＰＧ（プロパン）

㈱日野ヒューテック

日野市日野台１－９－５

042-589-4355

日野台印刷㈱

日野市日野台１－１６－３

042-581-3263

印刷

㈱遠藤製作所

日野市日野台１－１７－８

042-582-0072

不動産賃貸

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

千代田運輸㈱

日野市日野台１－２１－１

042-581-1441

運送

㈲片野鍍金工業所

日野市日野台１－１－８

042-581-2922

電気メッキ・アルマイト加工

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

東洋金属工業㈱

日野市日野台１－１８－１

042-584-8591

酸処理・鍍金

日野市日野台１－１５－２１

042-586-5993

輸送用機器開発設計、再組立

日野自動車㈱

日野市日野台３－１－１

042-586-5011

㈱ミューテクノ

日野市日野台１－１８－６

042-586-0411

自動車製造業
精密板金・金型・レーザー、プレス加

㈱三和塗建

日野市日野台２－３７－１４

042-581-2229

工
塗装・防水工事

半澤畳店

日野市日野台５－５－８

042-581-4074

畳工事業

㈲原塗装

日野市日野台５－１６－５

042-581-2217

塗装工事業

㈲オリオン企画

日野市日野台２－１１－９

042-584-7624

看板製作

㈲大野住宅設備

日野市日野台２－１６－１２

042-584-1909

ＬＰガス・住宅設備機器

㈲小島設備工業所

日野市日野台１－１５－２４

042-585-0538

水道工事業

落合工務店

日野市日野台４－１３－１

042-581-2410

建築工事業

㈲造形意匠雄

日野市日野台２－１２－３

042-586-8667

看板製作

㈱森屋商店

日野市日野本町４－３－１１

042-581-0020

酒類・食品・雑貨

㈱馬場商会

日野市日野本町４－３－８

042-582-0005

㈲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

㈲稲茶

（いなさ）

日野市日野本町３－１２－８

042-584-4089

季節料理

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

日野市日野本町３－１２－１０

042-584-4302

ラーメン

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

猪鼻輪業

日野市日野本町２－１６－３０

042-581-2580

自転車販売修理

㈲中島酒店

日野市日野本町７－５－４

042-581-0100

酒類

みゆき鍼灸院

日野市日野本町７－１－３９

042-581-2390

鍼・灸

馬場商店

日野市日野本町２－１５－６

042-583-7372

たばこ

中島寝具店

日野市日野本町４－１－１

042-581-0527

寝具

日野ユートラック＆エンジニアリング
㈱日野事業所

北海道ラーメン
㈲細見商事

特一番

(不二家 日野店)

ﾋﾞﾙ清掃、ﾒﾝﾃ・産業廃棄物処理・社員
寮、研修施設管理

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

林屋洋品店

日野市日野本町７－２－９

042-581-0325

洋品

㈱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

日野市日野本町１－３－１

042-581-2068

日本そば

日野市日野本町３－８－６

042-584-3757

スーパーマーケット

日野市日野本町２－１８－１１

042-582-2121

金融機関(自

日野市日野本町４－３－６

042-581-7311

金融機関(自

㈲マハヤナ協会

日野市日野本町２－１３－１１

042-581-1100

葬祭業

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

一休

日野市日野本町３－１３－１４

042-584-1819

居酒屋

ワダ美容室

日野市日野本町４－１０－２１

042-582-1327

美容

㈲日野不動産

日野市日野本町４－５－１２

042-581-2675

不動産取引

ビューティーさいとう

日野市日野本町１－１４－２

042-581-2746

美容

居酒屋

日野市日野本町３－１１－１４

042-584-8355

居酒屋

㈱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

㈱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

正美堂時計店

日野市日野本町３－１１－４

042-583-3873

時計・貴金属

ジュヌ美容室

日野市日野本町７－１－１１

042-581-5244

美容

㈲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

井上保険企画

日野市日野本町１－１３－１

042-583-4394

生命、損害保険代理店

パブ ジャンジャン (㈲赤司)

日野市日野本町３－１１－８

042-584-0707

パブスナック

㈱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

㈲中村興産

日野市日野本町４－２３－１

03-3707-7958

ビル賃貸業

㈲中村屋

日野市日野本町４－２－９

042-581-0027

不動産管理

曽我たばこ店

日野市日野本町３－１５－１

042-581-2422

たばこ

阪口 茂税理士事務所

日野市日野本町６－８－３４

042-584-7109

税理士

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

日野市日野本町４－６－４

042-587-3591

婦人服小売業

日野市日野本町３－７－３

042-586-8074

美容業

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

㈲協和精器製作所

日野市日野本町４－１３－７

042-581-1038

精密機械器具製造

㈱光レジン工業

日野市日野本町４－１０－２３

042-584-5797

自動車用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造

㈲木村紙器製作所

日野市日野本町６－９－１８

042-581-0859

シール製造・紙器加工

㈲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

㈱馬場製作所

日野市日野１００５－１

042-581-8617

医療用機械部品加工

㈲すずき印刷

日野市日野本町３－１１－４

042-581-0154

印刷

㈱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

㈱第一製作所

日野市日野１５７７

042-581-3301

電機器機加工組立

㈱グリーン計画

日野市日野本町５－６－３

042-587-6772

不動産

㈲小野塗装店

日野市日野本町５－１－１０

042-586-0545

塗装工事業

新興鉄工所

日野市日野本町４－２－２８

042-581-3304

板金・鉄工等工事

㈲エムサス

日野市日野本町５－５－１

042-581-4100

ステンレス加工

生そば

福佐家支店

㈱いなげや

日野駅前店

大東京信用組合
多摩信用金庫

日野支店
日野支店

夢路

日野総研

㈲サンエバー
ヘアーメイク

ハプナ

㈱マルセ

日野市日野本町２－１５－１６

042-582-0052

木材・住宅資材販売

㈲タムラ建材

日野市日野本町３－７－１３

042-584-3822

建築資材販売

㈲落合塗装

日野市日野本町１－１４－８

042-583-6055

塗装工事業

㈲正幸園

日野市日野本町２－１８－１３

042-581-0634

造園工事業

㈲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

大野電業社

日野市日野本町４－１１－１５

042-581-4526

電気工事

西野土建㈲

日野市日野１２７８－１

042-581-4381

総合建設業

本田建工

日野市日野本町５－３０－１３

042-583-7188

建築工事業

㈱高木電設

日野市日野本町６－５－１２

042-582-2344

電気工事

㈲マス工芸

日野市日野本町５－６－１３

042-581-7276

看板製作

中村 文男

日野市日野本町４－２０－２７

042-585-0375

ブロック工事

㈲斉藤青果店

日野市日野１０７７－１２４

042-581-1894

青果

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

松月

日野市日野１０９６

042-583-6872

食堂

日野市日野本町３－１１－１０

042-585-0711

コンビニエンスストアー

日野市日野１０７７

042-582-3333

酒類・食品

日野市日野７７７３－５７１

042-584-5033

家電品販売修理

青果 木村商店

日野市日野７７７３－５７２

042-584-3103

青果

美容室

日野市日野７７７３－３８２

042-584-8311

美容

㈲駒沢産業

日野市日野１２４０

042-581-6255

運送

みやこ美容室

日野市日野本町４－１９－２５

042-581-0307

美容・着物着付け・メイク

㈱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

㈱日野産業

日野市日野１３２１

042-581-5101

精密機械器具製造

㈱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

生沼製作所

日野市日野７９８

042-581-0810

電気部品組立

㈱吉崎ボデー

日野市日野１０８５

042-583-4522

自動車板金塗装

㈱山崎光学研究所

日野市日野１００６－４

042-583-3380

大型カメラ用レンズ製造

㈲服部精光

日野市日野６３０

042-584-3431

金属精密部品加工

㈱大松製作所

日野市日野６１４－２

042-581-0248

通信器、医療器具製造

㈲ホーエイ

日野市日野４９８－３

042-583-1283

精密部品加工

中央自動車工業

日野市日野１５４３－１

042-586-2219

自動車板金塗装

㈱小泉商会

日野市日野１６２２－１

042-586-7751

包装用接着剤

㈱サダヤマ

日野市日野７７５９－１１

042-581-2674

㈱日本住設

日野市日野７７７４－５７

042-581-7017

太陽光発電・床暖房

芦沢製疊㈲

日野市日野６２９

042-581-3866

畳工事業

㈱今一

日野市日野１４２９

042-581-3591

ガラス・アルミサッシ

木村タイル店

日野市日野２８５１

042-584-0041

タイル工事

㈱宮﨑

日野市日野７７７３

042-583-4931

建築工事業

㈲森田石材

日野市日野８４４－８

042-582-2069

墓石・石材加工

日電エアコン㈱

日野市日野７７７３－５８１

042-584-7788

空調・冷暖房・太陽光発電

中島瓦店

日野市日野１４９６－２

042-581-7727

屋根工事

㈲魚功

(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

石崎支店
パナピット

さこう

ユサ

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

鎌田電工

日野市日野台１－１－２４

042-585-6757

電気工事

㈲ユー企画建築設計事務所

日野市日野台２－１３－４

042-587-0248

建築設計

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

㈱エーティーエヌ

日野市日野台２－４０－１９

042-583-3100

新聞販売店

㈱こうとく

日野市日野台１－７－５

042-586-6420

コンビニエンスストアー

朝日電気商会

日野市日野３６７－１

042-583-9674

家電品販売修理

㈲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

㈲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

谷 守男

日野市日野５９９６

042-581-5674

不動産賃貸

日野市日野１３２３

042-581-5211

自動車販売修理

車屋

日野市日野１０９７

042-582-1355

日本そば

朝日運輸㈱

日野市日野７７７３

042-581-4532

運送

日野市日野３９０－４

0426-92-2111

スーパー

㈱安藤製作所

日野市日野２８７４

042-585-1211

精密自動プレス、金型製作

㈲アソー

日野市日野７００

042-581-1568

精密プレス加工・金型製造

㈱イマハシ製作所

日野市日野５３３

042-582-1508

精密機械器具製造

深田製作所

日野市日野２９８５

042-581-7827

機械部品製造

㈲富士美産業

日野市日野３０４９

042-583-5200

スピーカーキャビネット配線組立

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

内山電機工業㈱日野工場

日野市日野４７２

042-582-0770

電気機械器具、配電盤製造

綜合サーキット㈱

日野市日野５３１

042-583-7111

プリント配線基板製造

タキセ製作所

日野市日野３９９

042-581-5474

機械加工

㈲菱山工業所

日野市日野３９８

042-581-1672

水道工事業

㈲オオノ工業

日野市日野３２０－５４

042-582-2576

板金工事業

都市住宅サービス㈱

日野市日野本町３－１１－１０

042-581-8081

不動産取引

㈲日興美装

日野市日野６２２

042-589-4155

塗装工事業・リフォーム業

㈱鈴木瓦店本店

日野市日野本町４－１７－９

042-514-9391

屋根工事

マイクロピュア㈱

日野市日野２９７４－３

042-581-7825

スピーカー設計

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

(福)日野市社会福祉協議会

日野市日野本町７－５－２３

042-582-2319

社会福祉事業

㈲トップ精密

日野市日野台２－２８－９

042-587-6629

精密スライス・加工

小料理

日野市日野７７７３

042-587-7210

小料理屋

日野市日野本町３－１２－３

042-581-4655

唄声喫茶

㈲ヒノ・プリサイズ

日野市日野台１－１８－７

042-585-0575

金属部品加工

土屋商店

日野市日野台５－３－３

042-581-0347

青果

㈲ホームメンテナンス溝呂木

日野市日野６２２

042-581-3940

塗装・内装・バリアフリー工事

㈲サイバーニクス

日野市日野７０２

042-589-1362

製造業

㈲エトバスノイエス

日野市日野本町６－９－１

042-581-4381

不動産管理

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

㈲システム二十一

日野市日野台２－１５－４

042-582-2235

手打ちうどんどんたく

日野市日野１３５２－６

042-585-2222

(ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄFC)

東京マツダ販売㈱

日野営業所

㈱スーパーアルプス

日野店

さいめい

唄ごえ喫茶

のーす

建築設備メンテナンス・建築設備法定
検査・ポスター印刷
うどん・そば・丼

㈱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

㈲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

銀河高原ビール東京販売

日野市日野１４４１－６

042-581-7418

酒販売

㈱メディックス

日野市日野１０７７－１２５

042-589-3457

医薬品

㈲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

きなせ屋

日野市日野本町２－１１－２

042-582-3940

居酒屋

さわらび保育室

日野市日野本町４－２７－５

042-581-0731

保育業

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

㈲しろやま

日野市日野本町３－１１－１４

042-583-0365

飲食店（焼肉）

日本興亜損害保険㈱日野栄代理店

日野市日野３７６－３

042-583-0663

生命、損害保険代理店

ＲＹＭＳ

日野市日野１０５７－３

042-587-7584

スポーツ用品（マウスピース）

㈱大久保商事

日野市日野１４７７

042-582-0474

乳製品卸

㈲遊設計

日野市日野１４３９－４

042-587-3025

建築設計業

３３３ｈａｉｒ ｗｏｒｋｓ

日野市日野本町２－１７－１１

042-586-3566

美容

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

㈱アクティス

日野市日野７７７３－６９６

042-595-5588

青果卸売

㈲本所商店

日野市日野１１４４

042-581-0125

米穀精米、小売

リファイン日野（旭ハウジング㈱）

日野市日野１１４４－８

042-585-9784

一般建築業(木造一般住宅)

ＮＰＯ法人

日野市日野１３６９－２７

042-593-5315

映像製作・支援

ほその司法書士事務所

日野市日野５４９－１

042-514-9217

司法書士

谷 和彦

日野市日野５９８７

042-581-5153

不動産管理

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

㈲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

㈱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

㈱レスカ

日野市日野本町１－１５－１７

042-582-4711

理化学機器の製造・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

（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

ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ

日野市日野１２８５

042-587-7220

化粧品・アロマ

日野市日野台５－１８－１

042-584-3838

理容業

近内塗装工業

日野市日野２７０－１８

042-584-1518

建築塗装

㈲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

㈲イズミ技建

日野市日野７７７３－５２６

042-583-3440

住宅リフォーム、給排水工事ほか

アガサ美容室

日野市日野本町３－１３－１

042-582-1655

美容

㈲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

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

㈱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

盛寿成税理士事務所

日野市日野１１１１－１

042-582-8251

税理士

（宗）八坂神社

日野市日野本町３－１４－１２

042-581-1175

神社

東京南農業協同組合日野支店

日野市日野本町１－８－３

042-594-1011

農協

土方 尚功

日野市日野９８８

042-581-0811

不動産管理

万願荘店

ライムス

日野映像支援隊

アンジェラス

ヘアーサロン

サカモト

輸入小物雑貨・軽食レストラン・建
築・造園

ＡＴＥＸ㈱

日野市日野台１－１６－１２

042-843-2582

技術

東京商事㈱

日野市日野本町４－７－４

042-581-0310

質屋

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

ひのっこ

日野市日野本町３－１３－１４

042-511-3038

焼鳥

㈱ＫＲＢ(中国家庭料理.麒麟坊)

日野市日野本町４－５－５

042-587-8469

中国料理

㈱ｹｰｽﾞ･ｴｽﾃｰﾄ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

日野市日野本町２－１１－２

042-513-8811

不動産業

042-587-2711

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

042-514-9454

㈱アルストロメリア

日野市日野７７１

イエノコモノ

日野市日野本町７－５－１３－１Ｆ

042-514-9749

withGarden Cafe&Restaurant

日野市日野１４７９－１

042-843-4778

レストラン

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

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

日野コヌタ塗装店

日野市日野台１－２３－８

042-581-2688

塗装工事・吹付け塗装工事・防水工事

薩摩

日野市日野本町２－２０－７

042-582-1627

居酒屋

三ツ星建装

日野市日野台５－１６－１９

090-9962-6866

塗装工

行政書士

日野市日野本町３－８－２

080-4664-8550

行政書士

日野市日野７７７３

042-581-0989

理容

日野市日野３６７－１

042-843-4151

リフォーム・まんじゅう

日野市日野本町３－１４２

090-3505-8749

洋服修理

日野市日野本町３－７－１０

080-6802-2799

ショットバー（洋酒、カクテル）

Ｋ－ｗｏｒｋｓ

日野市日野７７７４－１８１

042-587-5803

空調設備（エアコン取付、修理）

㈱ＭＹコンサルティング

日野市日野１１１１－１

042-584-4864

㈱秀亜プロダクツ

日野市日野台４－１４－７

042-843-1749

電気機械器具・電子部品

日野市日野台２－４０－２２

070-5592-9014

子育て支援・家事代行

㈲白鴎舎

日野市日野７７５５

042-583-2820

クリーニング

㈱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

介護事業（デイサービス）

㈱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

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

042-507-1538

社会保険労務士

カットマート日野店

日野市日野本町３－１２－１

042-755-0954

理容

Ｍｅｘｉｃａｌｉ

日野市日野本町３－１３－１４

050-3702-8200

メキシコ料理

㈲石坂商店

日野市日野７６９

042-581-0024

酒類小売

ファイヤーハウス

日野市日野本町１－１３－１４

090-4950-5244

バー

パティスリールパン

日野市日野本町３－１２－１

洋菓子製造販売

CLAMPWOODS COFFEE FACTORY

日野市日野本町４－６－５

042-843-3626
070-5452-1442

ＭＡＣＨＩＰＥＴＡ

日野市日野台１－５－２７

㈲アドフレックス

日野市日野４２０－１

炭火焼肉

日野市日野台５－３－１

岡本事務所

理容室モダン
Ｄ’Ｈａｎｄ㈱

（笑萬堂）

アネモネ
Ｂａｒ

Ｍａｄａｍ

家事・育児さぽーと

津軽三味線

Ｐｅａｃｈ

Ｈａｐｐｙ

ジュージュー
三好のぶちか

日野市日野台２－１３－１１

080-1136-4630

電気工事
古物商・総合リサイクル
ク・雑貨・ブランド

税理士・司法書士（記帳代行・経理指
導）

コーヒー豆

042-808-7737
080-5071-1201
042-843-1333

動物病院（往診）

090-8858-2024
042-584-1834
042-514-8073

焼き肉

㈱ランカジャパン

日野市日野９８８－４

090-4528-2956
042-507-7336

㈲日野館

日野市神明３－１－１０

042-584-3824

アンティー

広告宣伝業

演奏家
中古車販売、レストラン
日本そば

㈲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

日野市神明１－１３－３

042-584-2311

金融機関(自

㈲酒商手塚

日野市神明４－２３－３

042-583-8748

酒類販売

㈲福島文具店

日野市神明３－１－１

042-583-2099

文具・事務機器

フォンテーヌ

日野市神明２－１６－２

042-586-7746

パン製造販売

サロン・スノードロップ

日野市神明４－６－４

042-587-0356

美容

イワサキ代理店

日野市神明３－１９－５

042-586-7708

損害、生命保険代理店

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

うの花亭

日野市神明４－１０－２５

042-583-8434

食堂

五十嵐 瞭

日野市神明４－１７－３０

042-584-6608

中小企業診断士

㈱成光広告

日野市神明２－１２－１７

042-584-1811

看板製作

㈱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）

秀峰建設㈱

日野市神明４－２２－１

042-587-5800

土木工事・舗装工事

根本造園

日野市神明１－１４－５－２０３

042-586-7301

造園工事業

ほっとガス㈱

日野市神明２－７－２

042-582-7750

ＬＰガス

㈲黒田建設工業

日野市神明３－５－３１

042-584-1702

コンクリート圧送業

㈲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

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

㈲ウチヤ防水

日野市神明２－１－２０

042-511-9593

防水工事業

タカラシンコー㈱

日野市神明４－１８－１１

042-587-5887

不動産業・一般建築

合同会社

日野市神明２－５－３１

042-843-4630

訪問介護

㈱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

（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)

ケアホームみらい２

日野市神明３－６－１９

042-843-1742

福祉施設、知的障害者の生活支援

トニーのぱんや

日野市神明４－２２－６

042-514-8365

パン製造販売

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

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

㈱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

㈱東京良縁

日野市神明１－５－３３

080-3441-6780

アパレル販売

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

ユーコー電子工業㈲

日野市大坂上４－２０－１７

042-587-3807

電子機器配線組立

㈱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

㈱アド・スクリーンサービス

日野市大坂上１－３０－１０

042-586-1378

広告代理店(デザイン・版下製作)

㈲サカエヤ茶楼

日野市大坂上１－３０－１４

042-581-4097

中国料理

ベーカリー

日野市大坂上３－２１－１６

042-586-4560

パン製造販売

日野市大坂上１－３１－１

042-584-0206

不動産取引

日野市大坂上４－１８－３９

042-581-1490

コンビニエンスストアー

㈱クレセント多摩

日野市大坂上１－１４－１

042-584-1559

カラオケ機器リース、販売

居酒屋

日野市大坂上２－２－５

042-586-7271

居酒屋

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

森永牛乳

日野市大坂上２－７－１０

042-581-2017

牛乳販売

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

日野市役所支

店

あおばケアセンター

モリ

㈲藤不動産
セブンイレブン

日野大坂上店

野州

日野販売所

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

山田設備工業㈱

日野市大坂上２－２－７

042-584-0879

機械設備設置工事

㈲加藤商会

日野市大坂上４－１－９

042-583-8563

水道工事業

真野設備工業㈱

日野市大坂上４－６－６

042-581-3330

水道工事業

薩摩建設㈱

日野市大坂上２－１０－１９

042-582-2643

建築工事業

エム・ケー㈱

日野市大坂上１－３０－２８

042-589-0222

不動産取引

㈲吉川通信工業

日野市大坂上２－２４－１９

042-582-1143

電気・通信業

㈲アシスト

日野市大坂上２－２－８

042-581-2568

不動産賃貸売買

㈱大蔵地所住販

日野市大坂上１－３０－１６

042-582-3715

不動産業

㈲エムアンドエムホーム

日野市大坂上１－３２－８

042-587-8055

不動産業

㈱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

日河ビル

日野市大坂上３－２１－８

042-586-4598

不動産賃貸・駐車場

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

大坂上3丁目治療院

日野市大坂上２－８－６

090-8493-3249

出張専門治療院

cafe

日野市大坂上１－３０－２６

042-582-5024

飲食

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

㈱ＭｅｄｉａＬｏｖｅｒｓ

日野市大坂上１－３２－８

042-843-4575

広告業、求人広告、WEB広告

*ｒ．ｔ．７８５

日野市大坂上４－１３－３

042-843-3879

ハンドメイド雑貨

だいすけ

日野市大坂上２－８－６

042-848-4942

居酒屋、焼鳥

庄や 日野店

日野市大坂上１－３２－１１

042-582-7621

居酒屋

㈱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

セブンイレブン日野大坂上一丁目店

日野市大坂上１－３０－１１

042-587-0017

コンビニエンスストア

小泉機器工業㈱

日野市大坂上４－６－８

042-589-7555

卸売業(TOTO･INAX)

㈱信誠ハウジング

日野市大坂上１－３２－４－２Ｆ

042-589-4181

不動産業・建設業

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

コロボックル

日野営業所

イベント企画、ブライダルプロデュー
ス

