
屋号名 住所 カテゴリ名 屋号名 住所 カテゴリ名

新倉工務店 元町2-16-4 建設 / 住宅建設・リフォーム CREST 清瀬店 中里5-21-1 サービス / 理容・美容

I.BIKEN 松山1-39-3-106 建設 / 住宅建設・リフォーム maison de ar 中里5-570-16 サービス / 理容・美容

㈱田中住宅設備 上清戸1-8-4 建設 / 住宅建設・リフォーム B-nail 野塩5-285-11 サービス / 理容・美容

㈱中塚吹付塗装工業 中清戸5-83-338 建設 / 住宅建設・リフォーム Chair 野塩5-298-5 サービス / 理容・美容

優美設備 中里3-899-40 建設 / 住宅建設・リフォーム ALDEBARAN 元町1-8-34 サービス / 理容・美容

高橋商会 中里6-95-17-402 建設 / 住宅建設・リフォーム マイヘアーサロン 髪ing 野塩5-261-17 サービス / 理容・美容

遠藤写真館 松山2-12-24 サービス / DPE・印刷・コピー KENドリーム 中里4-1344-22 サービス / 旅行代理店

Lene 中里3-1086-25 サービス / DPE・印刷・コピー うちだ動物病院 松山1-13-9 サービス / 動物病院

nailsalon fortuna 旭が丘3-343-52 サービス / エステティックサロン ビリヤードハウス アムール 旭が丘3-356-4 サービス / その他（サービス）

Nail salon Reethi 松山1-27-11 サービス / エステティックサロン グリーンハーモニー 下清戸3-9-1 サービス / その他（サービス）

デンティーネイル 上清戸2-5-4 サービス / エステティックサロン Studio Win 松山1-33-6 サービス / その他（サービス）

Sawadika 野塩5-280-3 サービス / エステティックサロン ビリヤード&ダーツミサキ 松山2-8-24 サービス / その他（サービス）

FLAT 松山1-27-13 サービス / 家事代行 Mami and Miz Photography おしどりシャトル 松山3-15-8 サービス / その他（サービス）

メイズ美創 中里3-1069-2 サービス / 各種清掃 happy creations Que 野塩5-299-10 サービス / その他（サービス）

おうちの掃談士カワサキ 野塩5-272-20 サービス / 各種清掃 相羽建設 あそこ 松山1-24-3 サービス / その他（サービス）

旭が丘クリーニングセンター 旭が丘2-5-7 サービス / クリーニング パソコン教室TONE（トーン） 松山1-16-11 スクール / パソコン教室

クリーニングハウスポピンズ 下宿1-124-4 サービス / クリーニング パスウェイ英会話教室 松山1-21-14 スクール / 語学教室

クリーニングイーグル 元町1-8-33 サービス / クリーニング PizzeriaKenBuono 松山1-20-2 飲食 / イタリアン

クリーニングハウス ヨークリ 竹丘1-10-15 サービス / クリーニング トラットリア ディ ルッソ 松山2-7-16 飲食 / イタリアン

クリーニングノア 中里3-904-42 サービス / クリーニング インド料理 パナス 清瀬店 元町1-4-16 飲食 / インド料理

クリーニングの和光 清瀬店 松山3-3-2 サービス / クリーニング FULBARI 松山1-15-6 飲食 / インド料理

トータスホーム 中里6 サービス / トランクルーム NABIN 松山1-21-18 飲食 / インド料理

comfort yoga 元町1-4-5 サービス / フィットネスジム インド料理 ダルバール 野塩1-340- 飲食 / インド料理

OHVAL Body care Training 野塩5-291-3 サービス / フィットネスジム エジプシャンレストラン&カフェ  スフィンクス 野塩5-291 飲食 / エジプト料理・カフェ

東葬祭 松山2-14-10 サービス / 冠婚葬祭 ディー・スタイル・カフェ 元町2-14-27 飲食 / カフェ

彩花 松山2-6-45 サービス / 冠婚葬祭 Forest 松山1-27-6 飲食 / カフェ

てもみや 元町1-13-28 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） 森のカフェ アイビーハウス 梅園3-21-26 飲食 / カフェ

リラクゼーションサロン いけだや 松山1-11-22 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） Cafeふわっとん 上清戸1-15-18 飲食 / カフェ

もみのっきー 松山1-4-20 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） みんなのタコ公園 松山1-18-4 飲食 / カフェ

いやし工房もみ丸 松山1-9-1 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） BEN’s cafe 松山1-2-24 飲食 / カフェ

癒し処 和庵 野塩4-93-23 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） コモドコーヒーロースターズ 中清戸4-1031 飲食 / カフェ

おやま接骨院 元町1-10-3 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） カフェ雑貨 リントゥ・クッカ 松山2-6-47 飲食 / カフェ

はりとお灸の豐春堂 松山2-2-23 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） 餃子のたかはし 下清戸5-858 飲食 / 餃子

清瀬松山一丁目整骨院 松山3-17-7 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） しげよし 松山1-11-1 飲食 / 仕出し割烹

カタクリ整骨院 野塩5-257-6 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） きんぺい寿司 元町1-8-29 飲食 / 寿司

西舘自動車 旭が丘5-782-2 サービス / 自動車整備・各種修理 手打ち蕎麦 松庵 松山1-4-2 飲食 / そば

車検のコバック清瀬店 下宿1-188 サービス / 自動車整備・各種修理 蕎麦処 尾張屋 松山1-9-1 飲食 / そば・うどん

キーセンターいとう 下宿1-225-1 サービス / 自動車整備・各種修理 World beer dining Sorasia 元町1-4-222F 飲食 / ダイニングバー

I’sオート 下宿2-700-1 サービス / 自動車整備・各種修理 台湾料理天和 下清人 飲食 / 中華

KM Auto 下宿3-1086 サービス / 自動車整備・各種修理 ラーメンそうすけ 元町1-10-13 飲食 / 中華

清瀬自動車整備工場 元町1-9-6 サービス / 自動車整備・各種修理 同心居 元町1-1-20 飲食 / 中華

渋谷自動車工業所 元町2-21-8 サービス / 自動車整備・各種修理 喜楽飯店 元町1-6-15-102 飲食 / 中華

スマートペイント 竹丘1-17-26 サービス / 自動車整備・各種修理 香建大飯店 松山1-27-8Ｂ1 飲食 / 中華

田中自動車工業所 中清戸5-60-3 サービス / 自動車整備・各種修理 とんかつとんとん 元町1-1-10 飲食 / とんかつ

at MOTORS 中里3-904-42 サービス / 自動車整備・各種修理 りーふ 歌の広場 松山1-13-17 飲食 / カラオケ・スナック

㈲山一自動車商会 中里5-553- サービス / 自動車整備・各種修理 スナック New K 元町1-8-3 飲食 / スナック

マルカネ商事 中里6-54-7 サービス / 自動車整備・各種修理 カラオケ&ダーツPUB ANN 野塩5-299-10 飲食 / バー

ヴァンテアン株式会社 下宿3-693-2 サービス / 不動産賃貸・管理 Lokahi 元町2-23-2 飲食 / バー

T-Room 元町2-10-25 サービス / 不動産賃貸・管理 BAR up to you 松山1-2-24 飲食 / バー

Nail Salon PURE CUORE 元町1-1-15 サービス / 理容・美容 Goody Goody 松山1-14-10 飲食 / パブ・バー

ATELIER hair&spa 元町1-3-38 サービス / 理容・美容 イカバル×肉バル Haru 元町1-9-3 飲食 / バル

eyelash&Hair salon Liebe 元町1-7-8 サービス / 理容・美容 レストラン アルブル 松山1-4-17 飲食 / フレンチ

ワイズヘアー 元町1-9-10 サービス / 理容・美容 炭火焼鳥さんぽ 元町1-4-22 飲食 / 焼き鳥

hair make Ripple 松山1-13-13 サービス / 理容・美容 やき鶏おさ田 清瀬店 松山1-11-18 飲食 / 焼き鳥

理容室 ロング 松山1-16-6 サービス / 理容・美容 焼肉濱蝶 元町1-6-15 飲食 / 焼肉

Meets Smile 松山1-16-9 サービス / 理容・美容 焼肉摩周 松山1-16-4 飲食 / 焼肉

美容室ぴゅあ 松山1-21-18 サービス / 理容・美容 炭火ホルモン焼きMIYAGI 松山1-27-4 飲食 / 焼肉

Bell Hair 松山1-23-9 サービス / 理容・美容 べんてん 松山1-14-1 飲食 / 焼肉

トータルビューティサロン フリシア 松山1-41-21 サービス / 理容・美容 キッチンスズキ 松山1-20-8 飲食 / 洋食

BBつばめ 松山1-46-30 サービス / 理容・美容 Bistro Patch 松山1-23-2 飲食 / 洋食

GUILD 清瀬 松山2-3-1 サービス / 理容・美容 旬菜魚hiro 元町1-13-7 飲食 / 和食

eyebee 松山2-6-47 サービス / 理容・美容 ふぐ・すっぽんと美味い肴 すゞき 元町2-1-28 飲食 / 和食

理容こくぼ 上清戸2-11-39 サービス / 理容・美容 和食壱まる 松山1-20-2 飲食 / 和食

HAIR SALON Snip 中清戸1-576-21 サービス / 理容・美容 和食 力 上清戸1-4-11 飲食 / 和食

Tiara Rose 中清戸4-990-17 サービス / 理容・美容 楓 松山2-1-6 飲食 / 居酒屋

HAIR MODE  Roots 中清戸5-62-4 サービス / 理容・美容 味わい処わがっち 元町1-11-20 飲食 / 居酒屋

キャッシュレスで買い物をして最大30％還元キャンペーン（清瀬×PayPay）対象店舗



屋号名 住所 カテゴリ名

魚ツキ 松山1-11-1 飲食 / 居酒屋

麺匠和蔵清瀬店 松山1-13-7 飲食 / 居酒屋

駄菓子居酒屋 えんにち 松山1-18-10 飲食 / 居酒屋

居酒屋なかちゃん 松山1-18-3 飲食 / 居酒屋

楽笑 松山2-4-2 飲食 / 居酒屋

清瀬香り屋 中里3-894-7 飲食 / 居酒屋

居酒屋ひーくん家 中里4-818 飲食 / 居酒屋

こしじ 野塩1-303 飲食 / 居酒屋

松村輪業 松山1-41-16 各種小売 / 自転車販売

サイクルショップ ルート610 竹丘2-14-39 各種小売 / 自転車販売

ササハラスポーツ 松山2-19-7 各種小売 / スポーツ

肉の大丸 松山1-9-15 各種小売 / 精肉販売

ミートマートオオシマ 元町1-4-21 各種小売 / 精肉販売

魚三九 松山2-14-16 各種小売 / 鮮魚販売

丸栄ベーカリー 松山3-17-15 各種小売 / パン

パンのみせ アンヌアンネ 上清戸1-15-19 各種小売 / パン

せんべ味億本舗 下清戸5-908-1 各種小売 / 米菓販売

グリルド東京 中清戸5-89-81 各種小売 / ベーグル

ドッグサロン フルール 下宿2-452-3 各種小売 / ペット

トリミングサロンひまわり 元町2-14-14 各種小売 / ペット

トリミングサロン犬床屋 松山1-19-3 各種小売 / ペット

ヒデ動物病院 松山1-46-31 各種小売 / ペット

ペットクリエイターズ 中清戸2-718-80 各種小売 / ペット

スイーツガーデンノイ 元町1-1-17 各種小売 / 洋菓子

FAC 中里1−746 各種小売 / リサイクル・中古品

スカイホープ 下宿1-199-17 各種小売 / 衣服・服飾品

O.ｂ.B 元町1-4-26 各種小売 / 衣服・服飾品

フランシス 元町1-8-33 各種小売 / 衣服・服飾品

マルマツ 松山1-11-25 各種小売 / 衣服・服飾品

オートクチュールムタイ 松山2-7-14 各種小売 / 衣服・服飾品

HAPPY 89 上清戸1-16-32 各種小売 / 衣服・服飾品

リユースマイル 中里3-890-16 各種小売 / 衣服・服飾品

ふとん・洋品 リビングショップ河口 元町1-4-22 各種小売 / ふとん・服飾品

くすり益満 竹丘1-4-22 各種小売 / 医薬品

MMインテリアスペース 元町2-14-26 各種小売 / 家電

有限会社 日昭電気 松山1-9-18 各種小売 / 家電

株式会社 大久保無線電機 松山2-14-18 各種小売 / 家電

山下花店 松山2-14-15 各種小売 / 花

マージェリィ 元町1-4-23 各種小売 / 花

PureJewel 下清戸5-904-23 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

Mille＊keiteflowers 野塩5-299 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

佐藤俊雄眼鏡時計店 元町1-11-21 各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ

メガネパインビレッジ 中里2-1391 各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ

石塚 松山2-3-4 各種小売 / プロパンガス

岩崎商店 元町1-8-35 各種小売 / 酒類・プロパンガス

藤小西元町店 元町2-6-7 各種小売 / 酒類

kishi831 上清戸2-3-13 各種小売 / 食品販売店

フードピアたけし 竹丘1-9-28 各種小売 / 食品販売店

野村ファーム 下清戸2-450 各種小売 / 食品販売店

佳慶中華物産 松山1-16-4 各種小売 / 食品販売店

WOWサリサリストア 松山1-19-3 各種小売 / 食品販売店

JARMUSCH 松山1-27-4 各種小売 / 食品販売店

岩田農園 中清戸3 ころぽっくる横 各種小売 / 食品販売店

サニーサイドラボ 中清戸4-1031 各種小売 / 食品販売店

栄貫堂薬局清瀬店 松山1-23-10 各種小売 / 製剤薬局

あくつ薬局 松山1-41-18 各種小売 / 製剤薬局

幸文堂 松山1-14-6 各種小売 / 文具

文具の坂田雅光堂 松山2-13-15 各種小売 / 文具

JA東京みらい清瀬支店 中里3-892-7 各種小売 / その他（小売）

アメイズクリエーション 中里4-845-1 各種小売 / その他（小売）

アキツロック 野塩1-328 各種小売 / その他（小売）

東京都個人タクシー協同組合 013529 交通 / タクシー

東京都個人タクシー協同組合 015558 交通 / タクシー

東京都個人タクシー協同組合 016204 交通 / タクシー

東京都個人タクシー協同組合 021664 交通 / タクシー

東京都個人タクシー協同組合 016205 交通 / タクシー

東京都個人タクシー協同組合 019732 交通 / タクシー

　　清瀬市内中小規模のPayPay加盟店

　■キャンペーン期間

　　2021年9月1日（水）～10月31日（日）

　■付与率

　　最大30％

　■付与上限

　　1決裁あたり　　5,000円相当

　　1ヶ月あたり　010,000円相当

　■対象店舗

キャッシュレスで買い物をして最大30％還元キャンペーン（清瀬×PayPay）対象店舗

【対象店舗 199店　　令和3年10月15日 時点】　　

 　　※PayPayアプリ内地図上に

　　　「応援」マークがつきます。

　　　こちらもご確認ください。

　　　※大型店、大手チェーン店、医療施設、介護施設、交通機関は対象外

　■お問合せ先

　　清瀬商工会

　※PayPayボーナス（ポイント）は、支払日の翌日から30日後の付与され、

　　PayPay残高での支払いに利用できます。出金・譲渡は不可となります。

　※PayPay残高でのお支払いが対象となります。

　※PayPayアプリにクレジットカード情報を登録し、ヤフーカード以外の

　　クレジットカードで決済をした場合は対象外です。

　※公共料金、市指定ごみ袋、粗大ごみシール、商品券・プリペイドカード

　　などの金券等、一部商品・サービスはキャンペーン対象外です。

　※通常1回の売上承認処理とすべき商品等代金を、取扱日付の変更や分割

　　等により複数の売上として処理する行為は、還元額を不正に取得しよう

　　とする行為とみなされ、PayPay加盟店規約により禁止されております。

　　このような行為を検知した場合、該当取引利用者のPayPayボーナスの

　　付与が全て取り消しとなり、併せて、加盟店のPayPayサービス利用を

　　停止する場合があります。

　■注意事項

　　　清瀬市松山2-6-23 電話　042-491-6648 （平日 9:00～17:30）


