
常陸太田市×PayPayキャンペーン対象店舗等一覧(12/27現在)

対象店舗等 所在地
1 トミナガオートサービス 宮本町325-5 
2 しげよし 宮本町325-6 
3 セブン-イレブン 常陸太田宮本 宮本町4318
4 竜神庵 太田店 宮本町464-2 
5 有限会社松下商店 宮本町491
6 ヨネビシ醤油 内堀町2365
7 Bo Peep’s 内堀町2960－1
8 ココス 常陸太田店 内堀町2963-1
9 ローソン 常陸太田内堀町 内堀町2965-1
10 sushi花館 太田中央店 内堀町3414-1
11 やまぶき歯科 内堀町3456
12 DAMA 内堀町3459
13 旬彩まるよし 内堀町3515
14 ヨコヤマ文具 内堀町3515
15 夢庵 常陸太田店 内堀町3567
16 旬彩まるよし 内堀町3515
17 麺童豚多 諭吉 内堀町2965-3
18 木田印房 中城町138-17
19 あい吉 中城町138-20
20 沼田屋人形店 中城町138-23 
21 山水園 中城町174-1
22 フローリスト花清 中城町3212-1
23 洋菓子のパピヨン 中城町3354-1
24 有限会社　ロイヤルオート 中城町3375
25 整体治療院青龍 中城町3376-2
26 しまむら 常陸太田店 中城町3376-6
27 焼肉宝島 常陸太田店 中城町3400-1
28 矢部動物病院 栄町112-1
29 旅館 東京庵 栄町2467 
30 Mobility Technologies（太田安全タクシー） 栄町2486 
31 太田安全タクシー 栄町2486-3
32 平塚薬局 栄町3005-3 
33 アベイル　常陸太田店 栄町3328 
34 きくや 東一町2283
35 宝月堂食品 東一町2284
36 花月 東一町2285
37 SUNNY SUNDAY 東一町2295-2
38 わたる家 東一町2298-1
39 YOKOSE 東一町2298-2
40 洋装のオーヌキ・シャルム 東一町2300
41 サトウスポーツ 東一町2305
42 いも屋 東一町2308
43 カットハウスひかり　常陸太田店 塙町2926-6
44 TRAD 塙町2927-1

※店舗等の状況によってはPayPayが使用できない場合やキャンペーン対象外となる場合があ
りますので、使用の可否は店舗等に直接ご確認ください。
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45 メガネのクロサワ　常陸太田店 塙町2953
46 カラオケドレミ　常陸太田店 塙町2953
47 ダイソー　常陸太田スクエア店 塙町2954
48 大谷畳店 塙町2958-1
49 クリーニング専科　常陸太田店 塙町3490-1
50 土佐きまぐれダイニングはちきん 金井町1791-2 
51 美輪 金井町1843-5 
52 理容サワハタ 金井町1876-4 
53 ほっともっと　東バイパス店 金井町2885-4 
54 Holly Fame Create 金井町2889-1 
55 ビジネスホテル塩原 金井町2923 
56 ひたち花壇　本店 金井町3542-1 
57 5RIRA　太田店 金井町3545-1 
58 中国料理 龍門 金井町3547 
59 レイラ・コーポレーション　のぞみ薬局 金井町3568-6
60 ジャックス 金井町3598
61 エステサロン シャンティー 金井町3609-1-102 
62 セブン-イレブン　常陸太田金井町 金井町3625 
63 パーソナルエイド 金井町3627-102
64 亀じるし　常陸太田店 金井町3627 
65 寿司善 金井町3673 
66 ひまわりパン　本店 金井町3686-1 
67 DIARUS 金井町3693-5 
68 メガネの髙松 金井町3694-5
69 家族レストラン坂東太郎　常陸太田総本店 金井町4805-1
70 大山病院 金井町4810
71 すばる薬局 金井町4815-2
72 ひまわりパン 金井町3686-1 
73 チヨダ　東京靴流通センター常陸太田店 金井町2918
74 リカーハウス アジマ 太田店 金井町2869-1
75 武藤モータース 金井町1803-3
76 くじら屋 東二町2224
77 大和田時計本店 東二町2252
78 大黒屋釣具店 小間物店 東二町2254-1
79 あひるの工房cafe 東三町2153-3
80 にじいろのたね　放課後等デイサービス くじらがおか 木崎一町1994
81 ロイヤルクリーニング石田 木崎一町1997
82 石田書店 木崎一町199-7
83 Flip-flop　常陸太田店 木崎二町1727-1
84 ローソン　常陸太田木崎二町 木崎二町1811-1
85 ヘアーサロン　ハマダ 木崎二町3787-2-102
86 ジャムール 木崎二町3788-2
87 レストランカフェスイート 木崎二町3810
88 にじいろのたね 木崎二町849
89 ひたち花壇　かわねや木崎店 木崎二町874
90 フォトパル 木崎二町874
91 カワチ薬品　常陸太田店 山下町1704-4 
92 Cafe Choco 山下町1017-27 
93 BARBARA NAIL 山下町1192-1 2階 
94 ダイアナ　輝歩花（きほか） 山下町1201-1

2/6



95 多つ美 山下町1205-1 
96 きむち屋凜 山下町1236-2
97 橘モータース 山下町1243-1
98 ミスタータイヤマン さとう 山下町1244-9 
99 にじいろのたね　多機能型通所支援施設 かわせみ 山下町1248−4 

100 にじいろのたね　多機能型生活支援センター やまぶき 山下町1696−3 
101 磯料理 田子 山下町1699-1
102 焼肉レストラン百済 山下町1718 
103 Photo studio ぽーすぽろすKAMIYA 山下町1726-2
104 Wasabi 山下町4007-1-102
105 常陸太田ニューセントラルSS 山下町1171
106 Premiere Fujita 西三町2103
107 にじいろのたね　ミニデイサービスセンターculture咲楽 西三町4165-1
108 ㈲佐川燃料 西三町668
109 立川醤油店 西二町2177
110 金茶猫と庭仕事 西二町2185 
111 ユーショップアンドウ 西一町2317
112 栗田商店 西一町2318
113 慈久庵 鯨荘 塩町館 西一町2325-1 
114 アンティークギャラリー花てまり 西一町2325-2
115 銚子屋旅館 西一町2339 
116 堀越 寿町598－4 
117 セイコーマート　はたそめ 幡町1877-7
118 クシダピアノ社　ヤマハ音楽教室 はたそめ教室 幡町1914-1
119 髪倶楽部ＫＵＳＨＩＤＡ 幡町1914-4
120 Acoron 幡町1979-4
121 アロマサロン  Felicite 幡町1989-3
122 ナチュール 幡町2015-4
123 滑川観光ぶどう園 幡町744
124 株式会社ＲＥＸ 幡町984
125 セブン-イレブン　常陸太田はたそめ 幡町913-4
126 ラ・ヴェルデ 三才町24-2 
127 フラワーショップゆうみ 三才町612-1 
128 スワ陶工房 三才町625-6 
129 旬菜処　晴れる家 西宮町1284-1
130 グランドスラムカントリークラブ 田渡町823-11
131 松盛・岡部合名会社 小沢町2335
132 セイコーマート　常陸太田小沢 小沢町町1517-4 
133 澤畠自動車 内田町3066-2
134 totori 堅磐町246 
135 ネモトスポーツ 上土木内町352-1
136 ココロリ施術院 上河合町1334-12
137 森山自動車整備販売 上河合町1422-1 
138 亀じるし　道の駅ひたちおおた店 下河合町1016ー1 
139 デイリーヤマザキ　道の駅ひたちおおた店 下河合町1016-1 
140 JA常陸　道の駅ひたちおおた店 下河合町1016-1 
141 道の駅ひたちおおた　レストランShunSai 下河合町1016-1 
142 ビアンヴェール　道の駅ひたちおおた 下河合町1016-1 
143 セブン-イレブン　常陸太田下河合町 下河合町79-1 
144 セイコーマート　常陸太田藤田 藤田町1121-4
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145 F.D.L　AUTOSTYLE 藤田町601-7
146 萩谷いちご園 藤田町928
147 ダイアナ　亜樹花（あじゅか） 島町2514-1
148 アイセイ薬局 谷河原店 谷河原町1180-4
149 ひょうたんランプ〜響〜 谷河原町751
150 ハートラインアユデン 天神林町2486-1
151 Hair Salon This C 天神林町385-111
152 西山美装 稲木町1140-3 
153 Cafe&Space Connect 稲木町1141-1 
154 SOVA TEA 越路 稲木町1395-4 
155 愛保育園のびのび英会話愛教室 稲木町3
156 セブン-イレブン　常陸太田馬場坂下 馬場町1209-1
157 三菱農機販売　ダイヤブラザ太田 馬場町359-2
158 鈴木酒店 馬場町561
159 ケーズデンキ　常陸太田店 馬場町56-1
160 ヨロシク整骨院 馬場町60-1
161 深澤商会 馬場町69-1
162 本多ぶどう園 馬場町792
163 常陸ドライブ 馬場町82-5
164 なごみ家 馬場町85-1
165 ハリカ太田店　介護支援センターハートランド 馬場町86
166 イエローハット　常陸太田店 馬場町88
167 セイコーマート　まいづる 馬場町90-6
168 TERRACE CAFE LAKI LAKI 馬場町513
169 常陸タクシー 馬場町82-5
170 オッペン化粧品 新宿町1342-4 
171 河内モータース 新宿町1416-3 
172 まんだらじ旅館 新宿町330 
173 てるちゃん　ぶどう園 増井町1845 
174 栗原自工 増井町417-3 
175 井上レジャー巨峰園 増井町687
176 常陸農園 瑞龍町756
177 scone coffee r. 白羽町755-2
178 小麦の奴隷　常陸太田店 常福地町308-1 
179 にじいろのたね　放課後等デイサービス けやき 常福地町308−1 
180 セイコーマート　常福地 常福地町491-1
181 天使のはしご 小目町1327-3 
182 セブン-イレブン　常陸太田小目町 小目町877-8
183 JUDGMENT　auto mobile LLC 小目町950－1 
184 NinjaHouseClub 亀作町95
185 ワイ・テイ・ビイ カリスマ倶楽部サロン・ド・ヒデコ 真弓町3116-14
186 BarBerShopYuho． 真弓町3183-5
187 JA常陸　直売センター　せやの径 大森町1183-3
188 ヤベ自動車販売　車販センター 大森町1248-1 
189 檜山酒造株式会社 町屋町1359
190 工房ツクルテ 町屋町2196-2
191 Bonheur 町屋町608-1
192 山のcafé sasahara 西河内中町630-1
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対象店舗等 所在地
193 JASS－PORT金砂郷 久米町168
194 久米薬局 久米町173-1
195 セイコーマート　常陸太田久米 久米町1842-1
196 根本医院 久米町200
197 全日本食品　金砂郷久米店 久米町213
198 セイブ　金砂郷店 久米町203
199 クシダピアノ社　ヤマハ音楽教室 金砂郷教室 大里町4243-9 
200 株式会社剛烈酒造 大里町3401
201 薪屋KOBAYASHI 大里町3740-1
202 Gateau Daisy 大里町3896-1
203 JA常陸　物産センター　こめ工房 大里町4401-8
204 菓子工房あかり 芦間町1091 
205 会沢輪業 大方町993-6 
206 セブン-イレブン　常陸太田大方町 大方町2673-3
207 Lumiere 花房町184-1 
208 ゴトーデンキ 新地町48-2 
209 fafan 松栄町3527-1 
210 トーコーフーズ 中野町773
211 納豆工房 高柿町1183-1
212 塩谷農園 高柿町1406 
213 アール交通 高柿町1624-3 
214 小倉屋食堂 高柿町331-4 
215 虹乃いえ 箕町483-1
216 有限会社　杉森自動車 中利員町191-1
217 金砂郷カントリークラブ 中利員町2856-1
218 イタリアンレストラン楽生流 中利員町2975-2

対象店舗等 所在地
219 JA-SS　水府ＳＳ 松平町148 
220 藤ひろ 松平町210-1 
221 玉喜屋本店 和田町1600−1 
222 セイコーマート　常陸太田和田 和田町1578-1
223 宝来館 棚谷町1950
224 セイコーマート　水府中染 中染2504-3
225 水府物産センター 天下野町2133-6
226 慈久庵 天下野町2162
227 maruanail 天下野町3659
228 陶・漆工芸麦工房 天下野町4788-1

対象店舗等 所在地
229 プラトーさとみ 里川町863-35
230 Bigforest Bamboo Rod 徳田町159
231 飯沼理容所 徳田町379-1
232 井坂酒造店 小中町187 
233 ラーメン家ようちゃん 小中町734-1 
234 全日本食品 ファミリーストアてらしま 小中町829
235 レストランこぐま 大中町1463-8
236 JA-SS　里美ＳＳ 大中町1494-2

水府地区 
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237 Ayumu Agri 大中町1595 
238 ひたちおおたチーズ工房 大中町1702-2 
239 大中神社 大中町1706
240 ぬく森の湯 大中町2076-6
241 木の里農園 大中町2606-3
242 里美ふれあい館 大中町3417−1 
243 セブン-イレブン　常陸太田大中 大中町3609
244 JA常陸　里美生産物直売所 大中町866-1 
245 中野屋旅館 折橋町1404
246 元湯 山田屋旅館 折橋町1409
247 ファミリーマート　常陸太田里美 折橋町766-3
248 シェアスペース　ポットラック 折橋町858-1 
249 おそうじ本舗　常陸太田店 折橋町866-2 
250 横川温泉 元湯 山田屋旅館 折橋町1409
251 まったり～村の小さな農園 小菅町1215 
252 道の駅  さとみ 小菅町694-3 
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