
 

  

日高でおトク!PayPay 使ってウキウキなお買い物♪
最大 30％ 戻ってくるキャンペーン 

対象店舗一覧（令和４年８月 15 日現在） 

 店舗の都合などにより、PayPay を利用できない場合や、利用に条件が
ある場合があります。 
必ず、入店時に店舗の方に「PayPay での支払いが可能か」 
「日高市のキャンペーンの対象店舗か」をご確認ください。 

 
 対象店舗は、変更や追加になっている場合があります。 

最新情報はキャンペーン期間中、PayPay アプリ内で確認ができます。 
 

日高市商工会 ☎042-985-2311 
 

 



日高でおトク！PayPay使ってウキウキなお買い物♪最大30％戻ってくるキャンペーン　対象店舗一覧　【令和４年８月15日時点】

▌店舗名 ▌住所 ▌事業内容

ふわふわベーカリーカフェ 梅原48-6 食品販売店

リラクゼーション和香 栗坪22-7 エステティックサロン

CAWAZ base 栗坪46 飲食店・喫茶店

第4かわせみ•わくわく 栗坪234 飲食店・喫茶店

かみか美容室 栗坪259-5 理容・美容

うれしいもの屋 栗坪264-2 飲食店・喫茶店

豆腐厨房 楡木9-3 食品販売店

SELAM 楡木14-1 花・植木・農耕具・ペット

スタイマーVWアウディ 楡木99-4 自動車整備・各種修理

ペットの美容タイム わんにゃん 高岡229-1 花・植木・農耕具・ペット

花小屋 高岡291-1 花・植木・農耕具・ペット

ファニーズカスタムサービス 高岡318-2 サービス業

ももヒーリングオフィス 高麗本郷273-4 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

PetManma 台41-4 小売業

手打うどん しょうへい 台191-5 飲食店・喫茶店

瀧不動尊 台518 その他

ヘアーサロン ヨコテ 久保13-3 理容・美容

有限会社　広栄自動車 久保109-1 自動車整備・各種修理

みやがわ薬品 武蔵台1-2-1 医薬品・化粧品・ドラッグストア

髪香美容室 武蔵台1-2-2 理容・美容

Shie Dance Academy 武蔵台1-23-1 学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

理容・美容マドール 武蔵台1-23-11 理容・美容

カフェ高麗ブルーベリーファーム 武蔵台1-23-17 飲食店・喫茶店

鍼灸整体治療院 Good Smile 横手1-6-15 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）
Italian　Caffe　Osteria　FELICE　GALLERIA 横手1-7-14 飲食店・喫茶店

ガレリア デ カフェ リモン 横手1-17-2 飲食店・喫茶店

▌店舗名 ▌住所 ▌事業内容

株式会社　清水商会 原宿43-3 ガソリンスタンド

栗こま娘本舗 亀屋 原宿45-1 食品販売店

理容　山下 原宿109-13 理容・美容

山岸屋商店 原宿152-4 酒類・リカーショップ

やきとり　えむ 原宿154-10 居酒屋・パブ・バー

日栄スポーツ 原宿215-21 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車

居酒屋K's 原宿242-5 居酒屋・パブ・バー

Little Hill 原宿275-6 居酒屋・パブ・バー
コスモ石油高麗川給油所　株式会社　オノダ 鹿山74-6 ガソリンスタンド

UNDER 鹿山237-3 理容・美容

台湾料理 福源 鹿山247-4 飲食店・喫茶店

フラワーショップ マツモト 鹿山277-1 花・植木・農耕具・ペット

リサイクルショップセピア 鹿山280-3 リサイクル・中古品

すみや電気　日高支店 鹿山283-5 家電・家具・寝具・キッチン用品

美容室トスカーナ 鹿山304-2 理容・美容

クリーニング　アニカ　高麗川店 鹿山308-1 クリーニング・各種清掃

Munku nature　高麗川店 鹿山308-1ﾔｵｺ-高麗川店2階 理容・美容

パソコン・スマホ教室わかるとできる 鹿山308-1ﾔｵｺ-高麗川店2階 学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

ミーツ 鹿山308-1ﾔｵｺ-高麗川店2階 小売業

Cafeバロン 鹿山370 飲食店・喫茶店

美容室ROSEANTIQUE 鹿山483-2 理容・美容

日東自動車　第１工場 鹿山528-1 自動車整備・各種修理

酒商増田屋　日高店 鹿山569-1 酒類・リカーショップ

株式会社　アイムホーム 上鹿山163-5 不動産仲介・賃貸

株式会社　オオタ 上鹿山462 小売業

リサイクルショップ掘り出し市場 下鹿山13-7 リサイクル・中古品

北珍 下鹿山438 飲食店・喫茶店

岡村モータース 下鹿山483-21 リース・レンタル

ユウユー 下鹿山492-2 コンビニ

木香莉の家 下鹿山502-17 家電・家具・寝具・キッチン用品

高麗地区

高麗川地区

高麗川地区



日高でおトク！PayPay使ってウキウキなお買い物♪最大30％戻ってくるキャンペーン　対象店舗一覧　【令和４年８月15日時点】

▌店舗名 ▌住所 ▌事業内容

らぁめん孔 下鹿山527 飲食店・喫茶店

焼鳥屋とりすけ 下鹿山527-1 飲食店・喫茶店

JAあぐれっしゅ　日高中央 猿田77-1 食品スーパー

はり灸みつき堂 猿田98-1 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

HondaCars埼玉県央 高麗川店 猿田127-1 自動車整備・各種修理

たに接骨院 猿田上ﾉ台1-6 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

イエローブンブン 南平沢174-2 1階 自動車整備・各種修理

コジマヤ 南平沢623 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ぎゅうぎゅう 南平沢870-14 居酒屋・パブ・バー

まめカフェ 南平沢1055-1 飲食店・喫茶店

ＨＳーＷＯＲＫＳ 南平沢1607-3 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

雅観光バス　株式会社 南平沢1777-3 旅行代理店・旅行業

株式会社　中央ジャパンツーリスト 南平沢1777-3 旅行代理店・旅行業

和食処 味彩 北平沢636 飲食店・喫茶店

Ｍｉｒａ 田波目468-22 理容・美容

浜田自動車 田波目697-3 自動車整備・各種修理

有限会社　ウェック 田波目893-1 小売業

弓削多醤油　醤遊王国日高 田波目804-1 食品販売店

ジュンスタイル 田波目1039-3 住宅建設・リフォーム

元六 山根1350-14 飲食店・喫茶店

Cafe Biscuit 高麗川1-1-15 飲食店・喫茶店
ヘアーサロンタキモト&お顔そりルームゆみか&ネイルブースあやみ 高麗川1-1-19 理容・美容

よもぎ蒸し屋Arte〜アルテ〜 高麗川1-1-27-201 理容・美容

加藤洋品店 高麗川1-1-31 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

四季の菓子工房シャロン 高麗川1-7-8 食品販売店

関口金物建材　株式会社 高麗川1-12-2 小売業

埼玉開発　株式会社 高麗川2-1-14 不動産仲介・賃貸

BUZZ 高麗川2-1-14 飲食店・喫茶店

妻家房 高麗川2-1-15 ﾗヴｨ-ﾀ1階 飲食店・喫茶店

はし本 高麗川2-2-7 居酒屋・パブ・バー

宅配クック１２３埼玉西店 高麗川2-2-10 食品販売店

日本料理あさひ 高麗川2-13-13 飲食店・喫茶店

小僧寿し　高麗川店 高麗川2-28-10 飲食店・喫茶店

アンジェフルール 高麗川3-1-1生鮮市場TOP1階 花・植木・農耕具・ペット

Clim 高麗川3-4-15 エステティックサロン

つり大陸 室内釣り堀 高麗川3-6-14 テーマパーク・遊園地・水族館・博物館

関口電気 高麗川3-10-10 家電・家具・寝具・キッチン用品

市川クリーニング店 四本木1-5-31 クリーニング・各種清掃

楽彩 新堀532-2 食品販売店

株式会社　モトキ　日高事業所 新掘777 食品販売店

あっぷるじゃっく 日高市内（高麗川地区） ファーストフード

MAHATOMA 日高市内（高麗川地区） 食品販売店

▌店舗名 ▌住所 ▌事業内容

道谷農園 旭ケ丘58 食品販売店

地粉うどんたかしな 旭ケ丘105-2 飲食店・喫茶店

Cafe倫。 旭ケ丘179 飲食店・喫茶店

ノマドカフェ&レストラン　スリール四季 旭ケ丘211-1 飲食店・喫茶店

たこ焼きてつや 旭ケ丘259-1 食品販売店

暖ぱん 旭ケ丘465-5 食品販売店

旭自動車 旭ケ丘557 自動車整備・各種修理

加藤牧場バッフィ 旭ケ丘572 飲食店・喫茶店

有限会社　水村商店 高萩52-1 食品販売店

寿司料理原田 高萩67-3 飲食店・喫茶店

日高自動車 高萩117-3 自動車整備・各種修理

かわばた石油 高萩126 ガソリンスタンド

備前屋 高萩133 食品販売店

Kitchen おとわ 高萩167-1 飲食店・喫茶店

ヤマザキショップいちかわ 高萩257-2 コンビニ

高麗川地区

高萩地区

高萩地区



日高でおトク！PayPay使ってウキウキなお買い物♪最大30％戻ってくるキャンペーン　対象店舗一覧　【令和４年８月15日時点】

▌店舗名 ▌住所 ▌事業内容

宮崎しいたけ園 高萩285 食品販売店

lala mahalo　hair&make 高萩536-30 理容・美容

行安 高萩570-75 居酒屋・パブ・バー

村田石油 MurataCars 高萩569-1 自動車整備・各種修理

じてんしゃPit 高萩591-4 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車

お魚処 まつ㐂 高萩607 飲食店・喫茶店

有限会社　大沢洋品店 高萩609 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

どっぐさろんWanるーむ 高萩614-1 サービス業

おじぞう整骨院 高萩618-9 高橋ﾋﾞﾙ1階 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

たを香 高萩632-10 飲食店・喫茶店

ステーキ&パスタ レストラン ル•ボラン 高萩1071-1 飲食店・喫茶店

株式会社イルマオートセンター 高萩1146-1 リサイクル・中古品

居酒屋 三郎治 高萩1720-1 居酒屋・パブ・バー

お好焼しんちゃん 高萩1727-7 飲食店・喫茶店

なかむら電器 高萩1732-18 家電・家具・寝具・キッチン用品

アンビ 高萩1838-6 自動車整備・各種修理

高萩はな動物病院 高萩2279-1 サービス業

HondaCars埼玉県央　日高店 高萩2280-1 自動車整備・各種修理

餃子のはながさ 高萩2306-9 飲食店・喫茶店

居酒屋 黒ちゃん 高萩2715-1 居酒屋・パブ・バー

山田靴店 高萩東1-7-2 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

小林畳店 高萩東1-15-9 小売業

茶商福彩園 高萩東2-4-1 食品販売店

玄米販売専門店・ベーグル工房ひらい 高萩東2-6-1 食品販売店

山喜電器 高萩東2-11-1 家電・家具・寝具・キッチン用品

ハッピータイム 高萩東2-12-2 居酒屋・パブ・バー

株式会社　日高ハウジングプラザ 高萩東2-15-3 不動産仲介・賃貸

スーパーみどりや 高萩東2-24-1 食品販売店

げんき整骨院 高萩東2-29-3 ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂ102 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

こうべや 高萩東3-8-1 食品販売店

ボディショップカスタム 下大谷沢722-7 自動車整備・各種修理

びっくりラーメン 大谷沢256-8 飲食店・喫茶店
ポケットモータース　カーブンブン狭山日高店 大谷沢279-5 自動車整備・各種修理

bodyshopZeus 高富62-14 自動車整備・各種修理

むさし野園 馬引沢202 食品販売店

ＷＨＩＴＥ・ＭＡＸ 馬引沢347-5 リサイクル・中古品

JA高萩南農産物直売所 中沢189-1 食品スーパー

A・Q・M.Company 女影388-3 自動車整備・各種修理

ヘアデザインk2 女影462-4 理容・美容

Cafe green note 女影573-5 飲食店・喫茶店

iーAuto Cars 女影1231-1 リサイクル・中古品

株式会社　銀河堂 女影1232 小売業

施術処風規 女影1299 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

女影珈琲 女影1645-3 食品販売店

メルシービアン 女影1696-8 食品販売店

雑貨店 BonneChance 女影1699-5 家電・家具・寝具・キッチン用品

ワンストップショップ十一屋 女影1839-3 食品販売店

クリメン 女影1839-3 食品販売店

ベティーとあおぞら 駒寺野新田59-12 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

555 (ファイズ) 駒寺野新田81-15 自動車整備・各種修理

カイナテック 駒寺野新田179-1 自動車整備・各種修理

鍼灸院・接骨院 Body Power 森戸新田28-1 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

THE PHOENIX 森戸新田64-2 自動車整備・各種修理

ホワイト急便　ベイシア日高モール店 森戸新田88-1 クリーニング・各種清掃

HERBIE　ベイシア日高店 森戸新田88-5　 理容・美容

くりのき鍼灸整骨院 下高萩新田46 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

高萩地区

事業内容については、

各店舗がPayPayに登録した際の

カテゴリに基づいて掲載しています。

掲載を希望する場合は、

日高市商工会までお問い合わせ

ください。
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