


小作台1-7-1 554-4104 精肉、惣菜
緑ヶ丘1-5-12-1F 533-6208 クレープ
富士見平1-13-19-103 080-1382-5346 低糖質菓子（シフォン、クッキー等）
富士見平2-14-8 554-7789 精肉、惣菜、食料品

羽東1-11-5 554-2225 米、食料品
羽東1-27-12 554-5839 緑茶、海苔、茶道具、菓子

羽東1-6-7 554-0335 お米、麦類、雑穀、豆類、野菜（露地栽培）

羽東3-10-31
578-8401 野菜、果物、その他加工品羽加美1-11-12
554-2124 米穀類、灯油、LPガス

食料品販売

柴田肉店
54CAFE
ヘルシーファクトリーI
とりいち

中村販売所
㈲大西園

お米の店　あづま食糧

㈲カナバ島田商店
㈲フレッシュグリーンマルシン小作店

所在地 電話番号 取扱品目事業所名

所在地 電話番号 取扱品目事業所名
五ノ神4-2-3 555-5993 靴、バッグ、通学靴、体育館履き、上履き
羽東1-14-8 554-2213 スクール用品、婦人洋品、紳士洋品
羽西2-5-13 554-2039 スクール用品、男女衣料品

衣料品販売

㈲池田靴店
ファッションハウス　シバタ
総合衣料しもだ

所在地 電話番号 取扱品目事業所名
小作台2-2-18 554-4931 釣具
栄町1-12-4 579-1068 雑貨
緑ヶ丘1-5-12-1F 519-4503 スノーボード、スケートボード、サーフ用品、キャンプ用品、釣具

その他販売

ウラシマ釣具店
コットンクラブ
54TIDE

緑ヶ丘1-15-10 554-5121 家庭電化製品、空調設備機器、OA機器販売・修理
緑ヶ丘1-24-2 554-5501 家電製品
五ノ神1-8-5 555-2275 福祉用具

クサジマ電器㈱
佐野電気商会
㈱みとも商会
TT NONAKA SPORTS
ハムショップフレンズ

川崎1-5-6 578-8903 卓球用品、卓球利用
神明台3-33-78 555-7058 アマチュア無線、業務用無線機器の小売・修理・工事、アマチュア無線技士講習会

和食料理
所在地 電話番号 取扱品目事業所名

和食小作台1-2-16 554-0235
小作台1-11-6-105 570-5399 飲食
小作台1-15-2-2F 578-3295 牛すじ大根、黒毛和牛炭火焼き、和風バーニャカウダ

ちんか
和心ダイニング　欒家
和風肉ビストロ　空楽

小作台2-17-5 555-8166 うなぎ、天ぷら、海鮮料理
緑ヶ丘1-10-15-202 554-8894 焼鳥
緑ヶ丘1-15-9 578-0858 すし

大衆割烹　千里
炭火屋　串RYU
海里
やよい寿司
東寿司

緑ヶ丘1-20-3 555-1053 寿司
五ノ神2-13-3 554-3303 寿司、うなぎ

手打そば　甚作　羽村店
手打蕎麦　一作

五ノ神4-2-1 579-2595 そば、うどん、天ぷら
神明台1-18-8 555-4451 そば、うどん

所在地 電話番号 取扱品目事業所名
小作台1-26-10 042-840-9050 飲食店

富士見平1-19-12 537-8733 パスタ、ピザ

羽東1-2-12-1F 578-8478 モチコチキン（ハワイの唐揚げ）、ロコモコプレート、パスタ各種、アメリカンステーキ、ピザなど

洋食料理

BISTRO SCINTILLER ビストロサンティエ

レストラン　Serendip

カフェレストラン　ラ・ブーム

双葉町2-19-7 579-2347 ピザ、ラザニア、パスタ、ステーキ1/4KARAT

所在地 電話番号 取扱品目事業所名
五ノ神2-6-11-101 555-0396 施術料金
富士見平1-4-27 554-4830 理容業
神明台1-39-16-1F 579-1241 美容業

理美容

ヘアルームさくら
和田理容室
綺麗

ラーメン、定食、単品料理

所在地 電話番号 取扱品目事業所名
栄町1-3-12 578-0203
五ノ神4-6-5 555-0483 ラーメン、ギョウザ、海鮮五目上海焼きそば

遊々天山
中華料理香蘭飯店

中華料理

その他飲食
所在地 電話番号 取扱品目事業所名

焼肉レストラン　カルネ 小作台1-11-6-103 579-1171 焼肉
Ashford Craft Beer Pub 小作台1-11-6-106 579-1320 自家製クラフトビール
DINING BAR LiNK 小作台1-23-7-2F 533-4418 バー
LITTLE CROP 小作台1-28-10 511-8553 ワイン、ビール、カフェ
洋風酒場ジェットヒースケ 小作台5-16-7-101 507-5746 お酒、お食事
アジアン ダイニング＆バー　アラティ 栄町1-3-11 533-4314 南アジア及び東南アジア料理
やきとり福ちゃん 栄町1-7-1 555-2232 やきとり、飲食
Deli＆Cafe54 栄町3-3-3-2F 050-1484-6697 クレープ、パワーサラダ、サラダチキン、スムージー
はるのひbagel bakery 緑ヶ丘1-20-4-1F 578-9996 ベーグル、スコーン、マフィン、スープ、サラダ、ドリンク
やきとり鳥ゆう 五ノ神4-1-13 554-5353 アルコール、やきとり、飲食
おでん居酒屋　清月 五ノ神4-1-27 579-4877 おでん
スナック凛 五ノ神4-1-29 578-9622 酒、軽食、カラオケ
Café&Bar808 五ノ神4-2-8-103 578-8804 お酒、料理、ダーツ
Proteindrink & Smoothie U-TAN 五ノ神4-15-18 510-2898 飲料、弁当、菓子
のんびりカフェ中車水車小屋 羽中4-17-6 080-3573-9514 おまかせランチ、カフェメニュー
羽村anuenue 川崎2-3-32 090-1773-4378 弁当、和洋菓子、パン、フラダンス
アジ庵ガンジー羽村店 神明台1-1-2 579-2485 本格インドカレー・ナン・タンドリーチキン等

その他サービス
所在地 電話番号 取扱品目事業所名

㈱浦野建築 小作台3-21-6-D 555-6997 リフォーム
㈱まあか 緑ヶ丘1-14-4 578-8747 レンタル衣装
ICISE 緑ヶ丘1-15-1-1F 554-6965 スポーツジム
むさしの整体療術センター 五ノ神1-8-1-201 555-5844 整体、パーソナルトレーニング、ファスティング
中村針灸院 五ノ神1-13-1 533-4366 はり、灸、治療院
プラザイン羽村 五ノ神4-14-14 555-3033 宿泊
イーグル 富士見平2-1-17 555-1190 自動車修理、車検
羽村市観光協会 羽東1-13-15 555-9667 はむりんグッズ、水はむら、酒はむら

LINK NAIL 双葉町2-13-57 533-6210 ネイルサロン
ふすま屋瑞穂 双葉町2-19-29 578-8443 ふすま、障子、あみ戸張替え

ホヌレレ ウクレレ スクール 双葉町2-8-10 070-3157-3733 ウクレレレッスン（ウクレレ、グッズ類、レッスンチケット）

PayPayキャンペーン in 羽村～はむらのお店でお得に買い物～ 加盟店一覧

2021年12月1日（水）午前0時 ▶ 12月26日（日）午後11時59分まで
他にも市内約400店舗でご利用いただけます。店頭にポスター等の掲出のあるお店または
PayPayアプリでご確認ください！

ローストハウス豆香 富士見平3-1-8 579-5011 コーヒー豆販売

お問い合わせ ： 羽村市商工会 羽村市栄町2-28-7 TEL 042-555-6211


