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いよもんカフェ

取扱商品▶ランチ・軽食・スウィーツ・コー
ヒー・ティー・スムージー等、テイクアウト
もできます。

次回から使える店内飲食券100
円分プレゼント

0748-55-8550 市子川原町716-2
蒲 日本料理 ますや

取扱商品▶会席料理、ランチメニュー、松
花弁当、おせち料理、仕出し会席、仕出し
弁当、鰻重、寿司、オードブル　※要予約

お座敷で、ランチを（ランチのみ、
サービス料OFF）クーポン全額使
用でソフトドリンクサービス

0748-55-0430 蒲生岡本町624
蒲 肉の松山

取扱商品▶焼肉店（ランチは定食形式）
持ち帰り用焼肉・すきやき等精肉も取扱
いしてます。

ディナータイムでクーポン御利用
の方には粗品進呈致します

0748-26-2988 木村町50
蒲 ごはんとおやつ sou

取扱商品▶月替わりのランチ、おとうふ・
豆乳を使ったおやつ、おべんとう（前日予
約）など。

ランチ＋ドリンク＋デザートセット
1,600円を1,500円で提供

0748-26-9465 上麻生町19
蒲 にしむら

取扱商品▶仕出し弁当・会席料理・手打
ちうどん御膳・うな重御膳しています。

お昼のランチ2,200円を2,000円
でサービスさせてもらいます。

0748-55-2828 蒲生岡本町433-1
蒲

日本料理 糀屋

取扱商品▶会席、弁当などの店内飲食と
弁当、オードブルなどの仕出し料理。
蒲生地区近隣配達します。

ソフトドリンク1杯サービス（3名以
上でご利用の場合）

0748-55-0439 市子松井町191-2
蒲 焼肉酒場あかね

取扱商品▶焼肉をメインに居酒屋メ
ニューや豊富なドリンクを取り揃えており
ます。

お会計10％OFF

0748-55-4085 市子殿町206-3
蒲 焼肉 壱

取扱商品▶焼肉、一品料理

ソフトドリンク一杯サービス

0748-55-3629 宮川町244-700
蒲 餃子の王将 桜川店

取扱商品▶・中華料理 ・テイクアウト、お
弁当

0748-55-0551
桜川西町字向川原368-1

蒲

取扱商品▶珈琲・シフォンケーキ・定食・
丼・麺類他　※弁当とサンドイッチの予約
承ります。

喫茶 明歌音
0748-55-0207（内線）
市子川原町461-1　蒲生ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ内

蒲

次回ご来店時に利用できる100
円券をプレゼントします

飲 食
※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。

東近江市民のみなさまへ
　東近江市では、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んでいる消費を喚起することと、家計の下支えを目的として、
全世帯を対象に5,000 円分（500円クーポン券×10枚綴り）のクーポン券を配布します。
　東近江市ももクロクーポン券取扱店で、飲食、サービス、お買いもの、住まい・その他、1,000 円の支払いに対して、
500円クーポン券 1枚を使用できます。
　また、高齢の方やお店まで行けない方にもクーポン券を使っていただける「おうちまでお届け便」や、抽選で素敵な商
品が当たるプレゼント企画も用意しました。
　市内のお店を利用して、みなさんで東近江市を盛り上げていきましょう。
　コロナに負けるな !元気を出そう!

目次 ⒈東近江市ももクロクーポン券取扱店紹介・・・・・2 ページ～
飲食、サービス、お買いもの、住まい・その他

⒉おうちまでお届け便・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ページ～

⒊プレゼント企画・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏面
東近江市近江匠人認証事業者が選んだ自社製品１３品より抽選

お問合せ先
東 近 江 市 商 工 労 政 課　〒527-8527　東近江市八日市緑町10番5号

TEL 0748-24-5565　IP 050-5802-9540
（午前9時から午後5時まで）

東 近 江 市 商 工 会 〒527-0113　東近江市池庄町505番地
TEL 0749-45-5077（午前9時から午後4時まで）

八 日 市 商 工 会 議 所
本カタログ掲載の各店舗

〒527-0021　東近江市八日市東浜町1番5号
TEL 0748-22-0186（午前9時から午後4時まで）

店名
TEL　　　住所

クーポン券利用時
のサービス内容
取扱商品

商品・店舗写真

地区

■東近江市ももクロクーポン券に関すること

■カタログ BOOK に関すること

■商品・サービス等の内容に関すること

このカタログの有効期間は令和 3年 1月31日までです。

（委託先）
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料理・仕出し かどや

取扱商品▶お弁当、オードブル、おすし、
会席

ももクロクーポンご利用枚数分を
もみじくん＆かえでちゃんカード
ポイント3倍進呈

0748-27-0021 山上町2069-1
永

取扱商品▶ビーフカツ、桜川やきそば、も
つ鍋など。

Dining 喰楽部 あんど
0748-55-2888
桜川西町801第二蒲生ビル101

蒲

アジアンカルボナーラからあげ
2個付き1,000円　夜のみ

うを安

取扱商品▶会席料理、ランチ　幕の内、
松か堂、オードブル

おせち料理早割り　12月10日締
め切り32,400円（税込）→29,160
円（税込）

0748-48-5193 五個荘北町屋町101-2
五

(松研)0748-48-8166 　(和)0748-48-8048
五個荘石塚町124-3

松研 五個荘店 /
お届け料理 和

1グループ4名様までソフトドリンク（月～金
は生ビールも可）1杯サービス（五個荘店）
取扱商品▶定食、宴会、寿司、刺身、幕の
内弁当、オードブル

五

雅寿し

取扱商品▶月変わりおまかせコース三千
円～、他一品料理。テイクアウトも色々イン
スタにて掲載。

来店でお一人ソフトドリンク1杯
サービス

0748-42-4169 山路町352-9
能

魚文

取扱商品▶弁当1,000円～、オードブル
5,000円～、各種お寿司、うなぎ、一品料理
等。

配達させていただきます。軽減税
率8％対象商品です。

0748-27-0153 上二俣町981
永

季節料理 ひのや

取扱商品▶鰻重、湯豆腐定食、会席のお
店です。その他お弁当等各種テイクアウト
出来ます。

お食事の方にシャーベットサービ
ス。テイクアウト引取りの方に粗品
サービス。

0748-27-0052 山上町1266
永

コメダ珈琲店
東近江五個荘店
0748-26-8094 宮荘町65

取扱商品▶珈琲・軽食・デザート、豊富なメ
ニューがございます。お持ち帰りもできます！

五

珈悦焙煎処

取扱商品▶珈琲豆の販売と、珈琲の焙煎
体験、コーヒーとケーキ店内にてお召し上
がりいただけます。

090-3995-8898 五個荘金堂町522
五

大衆波まち酒場
能登川駅前店

大将厳選！！おすすめの料理一品
サービス

0748-26-4851 林町27

取扱商品▶近江牛、鮮魚、居酒屋メ
ニュー、お酒

能

永源寺 お食事処 万葉香

取扱商品▶近江牛と岩魚をメインにした
コース料理を一日一組完全予約制で提供
しております。

一品サービスいたします。

0748-27-1167 甲津畑町408
永

コガモカフェ

取扱商品▶ランチ、お弁当、貸室

ドリンクをサービスいたします。

0748-56-1395 桜川西町281-1
蒲

Natural Kitchen Cure'l

取扱商品▶築100年の古民家カフェで野
菜たっぷりの身体にやさしいランチやデ
ザートをどうぞ。

自宅で楽しむ自家製ハーブティー
（キュレルオリジナルブレンド）プレ

ゼント

0748-48-5702 五個荘木流町535-1
五

とりやき サントリ 食堂

取扱商品▶鳥専門の焼肉屋です。ランチ
は定食やセットメニュー有り。テイクアウト
も承ってます。

500円（税抜き）以下のお好きな
焼き物orドリンク1品サービス

0748-48-5311
五個荘北町屋町151-1五番街C

五

和風料理 田季

取扱商品▶お寿司・お弁当・お酒に合う
一品料理、仕出し料理もしてます。

注 文 時ウーロン茶 一 杯サービ
ス！！

0748-42-5457 山路町65-6
能

取扱商品▶池田牧場直営のジェラート
ショップ。様々なフレーバーのジェラートを
ご用意しております。

池田牧場
ジェラートショップ 香想
0748-27-1600 和南町1572-2

永

Ｐizzeria 魚幸商店

取扱商品▶薪窯ピッツァのお店です。永
源寺舞茸とイタリアンソーセージのピッ
ツァが人気です。

2,000円以上のご注文の方にソフ
トドリンク１本サービス

090-4150-7380 蓼畑町520
永

湖香六根

取扱商品▶ランチ1,800円/3 ,800円
/5,000円　ディナー6,000円/10,000円
（税別）

当店オリジナル金魚のクリアファ
イルをプレゼント

0748-43-0642 五個荘川並町713
五

鮒清

取扱商品▶会席料理、幕の内弁当、オー
ドブルなど和食のお店です。写真は2千円
＋税の幕の内。

3千円以上（税抜)お買上げでお
座敷で使えるドリンク１杯無料券
進呈

0748-42-1036 種町1660-5
能

Cafe Sugi

取扱商品▶滋賀県食材を使ったケーキや
焼き菓子、ドリンクが売りの小さなスイー
ツカフェです。

1,000円以上お買い上げの方に
焼き菓子（当店指定）1つプレゼン
ト

0748-26-3433 垣見町519-3
能

食事処しきろ庵
自家製こんにゃく料理専門店

飲み物サービス（アルコールを除
く）

0748-27-0125 永源寺相谷町749

取扱商品▶こんにゃく料理

永

ためや

取扱商品▶幕の内弁当、鯉の甘露煮（10
切より、TELで相談）

配達致します。地域・日時により配
達出来ない場合があるのでTEL
で確認して下さい。

0748-27-0145 上二俣町1091
永

茶ろん 坪六

取扱商品▶抹茶パフェ・抹茶と季節の和
菓子

ミニプレゼントします。

0748-48-2067 宮荘町141-1
五

味彩ほりかわ魚辰

取扱商品▶会席お座敷・ランチ・仕出し・
出し巻・煮タコ（要予約）

ケロちゃんポイント2倍進呈

0748-42-0033 垣見町764
能

Cafe＆gallery Hakmokren　
カフェ＆ギャラリーハクモクレン

喫茶でのロールケーキとコーヒー
紅茶のセット料金を￥50引き。

0748-26-2429 五個荘川並町732-1

取扱商品▶現代作家の作品と骨董品の販売。
喫茶ではロールケーキとコーヒー紅茶の軽食。

五

飲 食
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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TWO SUNSETS　
Tearoom Bar
050-5375-1121 垣見町781-1

能

取扱商品▶英国のスコッチウイスキー・ジ
ン・ラム・ビールと紅茶を楽しめる居心地
のいい空間。

一福食堂

取扱商品▶定食・丼・うどん・そば・一品料
理

お食事代金5％引

0748-42-0469 林町22
能 みちひろ

取扱商品▶会社・個人様向けの弁当を宅
配しています。
出来るかぎり手作りに心がけています。

0748-42-5529 垣見町849-23
能 Photo&Kitchen みみみ

取扱商品▶クレープ、香港ワッフル、パ
フェ等季節のフルーツを使ったスイーツ、
ランチ（テイクアウトの弁当、ボリュームサ
ンド）のお店。

5%offクーポン配布（1枚1品対
象）

090-6203-5094 林町26-8
能

板前と唎酒師プロのいる
居酒屋矢乃屋

クーポン券御利用プラスさらにクー
ポン券御利用金額の10％割引

0748-42-7770 垣見町1375

取扱商品▶店内商品全品

能

茶房 茶くら

取扱商品▶コーヒー・紅茶・100％ジュー
ス。地元産品と素材にこだわった手作り
ケーキ。

ケーキセットご注文の方100円引
き

0749-46-1260 平尾町572
愛 田舎のお宿 ぴっかり

取扱商品▶体験型食事（料理教室をして
食事をする）

手づくり柚子胡椒プレゼント

050-5802-9276 青山町948
愛 ファームキッチン野菜花

取扱商品▶ランチ、ドリンク、デザートが楽
しめ、事前予約でテイクアウトも可。オリジ
ナル商品もあります。

1,000円以上ご利用の方に、次回
来店時利用できる50円割引券を
進呈します。

0749-46-1455 小倉町1975-3
愛

マーガレットテラス

取扱商品▶新鮮な地元野菜をたっぷり
使ったヘルシーでオシャレなビュッフェレ
ストラン。

0749-46-2307 妹町184-1
愛 柳家

取扱商品▶お昼の定食、仕出しのサービ
スでは和風弁当をやっております。

お一人様1枚以上クーポンご利用
につき、ソフトドリンク一杯サービ
ス

0749-45-0397 横溝町424
湖

居酒屋 菫

取扱商品▶すべて手作りの美味しいお料
理をお召し上がりください。

一品サービスします

0748-42-3733 垣見町799
能 割烹 かっぱ

取扱商品▶すし、会席、海鮮焼き、なべ、一
品、出前、宴会は20名様程度、配達は旧能
登川町、五個荘町。

アルコール注文の方は付き出し、
コース料理注文の方はソフトドリ
ンクサービス（3杯まで）

0748-42-5600 垣見町1320
能

0120-877-085
垣見町1515（フレンドマート能登川店内）

お持ち帰り寿司 山月
能登川店

クーポン1枚使用ごとに、次回使え
る50円引券を1枚進呈！！
取扱商品▶お寿司・お弁当・オードブル　
多彩なメニューを取り揃えております。

能 ラピスラズリ

取扱商品▶お弁当（日替わり）1,000円以
上のご注文でご自宅まで配達（一部地域
配達不可）。

ご注文下さいましたお客様に、お
味噌汁をプレゼントいたします。

0748-43-2170 佐生町155-1
能

日本料理 伊勢屋

取扱商品▶食堂、会席、鍋、仕出し（幕の
内、オードブル、寿司、造り等）

伊勢屋スタンプカードのポイント2
倍進呈

0749-46-0131 妹町1495-1
愛

酒処 ほたる

取扱商品▶手づくりにこだわったお料理
を提供しています。オススメは、牛すじ煮
込み、ホルモン焼です。

つき出し一品サービス致します。

0749-45-0810 北花沢町633-3
湖

タテベコーヒーロースターズ

取扱商品▶喫茶営業、自家焙煎珈琲豆、
ドリップバッグ、ギフト販売　※詳細はＨ
Ｐをご覧下さい。

クーポン券（1枚）ご利用で、ドリッ
プバッグ（1ケ）をプレゼントいたし
ます！

0748-22-2339 建部下野町273
八

Star Gallery cafe

取扱商品▶作品、洋服、コーヒー・紅茶・
お菓子など。

090-9696-7515 上羽田町2250-4
八

和食さと 八日市店

取扱商品▶しゃぶしゃぶ食べ放題　季節
和膳　うどん・そば　鍋もの　一品料理

ファミリーレストラン　掘りごたつ
の個室あります。

0748-20-5019 札の辻1-4-16
八

湖太郎

取扱商品▶旬の食材揃えています。※テ
イクアウトできます。和食：お造り・寿し・天
ぷらetc.洋食：パスタ・ハンバーグetc.

4人以上のご来店で山いもそうめ
ん1つサービス

0749-45-2510 中里町19-2
湖

焼肉 すぎもと

取扱商品▶近江牛焼肉・シーフード・野菜
（イカ・エビ他）チヂミ・ビビンバ・ごはん・豚、
鶏焼き、韓国料理、スープ、キムチ、冷麺　他

ワンドリンクサービス

0748ｰ23-3238 尻無町1624-2
八近江牛専門店

万葉 太郎坊亭

次回お使い頂ける10％割引券をプレ
ゼント 店舗での飲食対象・一会計1枚

0748-22-0329 小脇町654-1

取扱商品▶7/22より太郎坊亭にて焼肉がお楽し
みいただけるようになりました。（ディナーのみ）

八 キッチンLaugh!Cotan

取扱商品▶飲食

金曜日、土曜日に来られたお客様
に焼き菓子をプレゼント
1日限定5人まで。1人様1コ限り。

0748-56-1463 八日市本町6-9
八

まるい本舗

取扱商品▶居酒屋

次回利用可能の300円チケットプ
レゼント

0748-42-7171 垣見町855
能

元祖濃厚醤油ラーメン 絆

取扱商品▶ラーメン・チャーハン・丼、から
あげ・ぎょうざ・等。

次回、ご利用時に使用できるサー
ビス券（100円～400円相当）をプ
レゼント！！

0748-43-1407 今町989
能

飲 食
※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

TAPIFUKU（タピフク）

取扱商品▶タピオカドリンク販売

090-5019-6941 東沖野1丁目7-43
八 まごころ弁当 東近江店

取扱商品▶日替わりメニューの普通食、
食事制限の方にカロリー調整食、たんぱく
調整食、ムース食。

おかず一品サービスします。

0748-22-0622 八日市東本町5-29
八

ココス 八日市店

取扱商品▶ココスの一番のこだわり『包
み焼きハンバーグ』テイクアウトもネットで
カンタン注文！

0748-20-2088 青葉町294-1
八

くいもん屋 呵♂ カオス

取扱商品▶御造り・馬刺し・近江牛ステー
キ他居酒屋メニュー多数。

5％Off

0748-22-0517 八日市本町10-19
八

魚喜久

取扱商品▶御料理仕出し、お弁当、オード
ブル、近江名産鮒寿司のお店です。

鮒寿司1割引にて販売させていた
だきます。

0748-22-0447 八日市浜野町5-16
八

割烹 一朗

取扱商品▶一品料理・コース料理・お寿
司・季節料理

￥6,000以上のコース料理御予
約の方ワンドリンクサービス

0748-23-3722 八日市東本町3-6
八

サヤームエラワン

取扱商品▶タイ王国政府5つ星認定のタ
イ料理店です。ノイが作る本物の味をお
楽しみください。

お好きなソフトドリンク一杯無料
サービスさせていただきます。

0748-22-0422 八日市町11-16
八

eN

取扱商品▶日替わり弁当、オードブル、会
席弁当、店内飲食（要予約）

店内飲食ご利用でデザートサー
ビス。

0748-23-2034
八日市浜野町4-13マルゴビル1F

八

お好み焼きは、ここやねん
八日市店

5％割引（他のクーポンとの併用
不可）

0748-25-5995 八日市東浜町4-1

取扱商品▶お好み焼き、もんじゃ焼き、焼きそ
ば、焼き物一品料理等、テイクアウトも可能です。

八

日本料理 魚繁大王殿

取扱商品▶天然ホンモロコを1本詰め込
んだ「だし醤油」とスジエビの味が染み込
んだ「ポン酢」。

だし醤油「もろこ隠れ」＋だしポン
酢「えび隠れ」2本セット3,024円
→2,500円

0748-23-5179 小脇町2321
八

伝五郎 八日市店

取扱商品▶牛ロースステーキ！噛んだ時
にジューシーで旨みたっぷりの肉汁を味
わえ食べ応え最高。

0748-20-0909 幸町1-175-1
八

くつろぎ茶・幸（さち）

取扱商品▶具だくさんスープランチ、緑
茶・紅茶・中国茶とお菓子をのんびり楽し
んで頂けます♪

美味しいハーブティーティーバッ
グプレゼント（1枚に付1ケ）

0748-56-1068 八日市町10-4
八

取扱商品▶ハンバーガー、ピザ、パイ、コ
シーニャ（コロッケ）などのブラジル料理。

CKROCANTE
（シ・クロカンテ）

ミニパイ1つプレゼント

0748-43-1630 八日市野々宮町3-14

八

小料理 こばやし

取扱商品▶こだわりの旬の食材でほろ酔
いコース（3千円）おまかせコース（4千円）
≪要予約≫

おひとりにつきワンドリンクもしく
はデザートプレゼント

0748-23-4854 八日市本町10-6
八

割烹 三福

取扱商品▶ランチAコース（写真）一番人
気。テイクアウトうな重一年中承っており
ます。HP有。

次回御来店時使用出来るウーロ
ン茶（一杯）無料券配布。

0748-22-4381 建部堺町258-3
八

焼鳥 野球小僧

取扱商品▶焼鳥

5％OFF

0748-43-0315 八日市浜野町2-2
八

Nigiyaka 屋吉ちゃん

取扱商品▶焼鳥、もつ鍋、滋賀県22年連
続第一位生ビール

一度のご利用につき、焼鳥2品（6
本）サービス

0748-24-3010 東沖野3丁目8-74
八

海鮮居酒屋 心

取扱商品▶新鮮な魚介類を中心にした
一品料理・アルコール類を提供する居酒
屋です。

当店人気の刺身盛り合せ　1盛
1,300円→1,000円（1枚につき1
盛りに限ります）

0748-23-0351 ひばり丘町2-26
八

クッチーナ カプリチョーザ

取扱商品▶ピッヅァ、パスタ、イタリアン

テイクアウトピッヅァ　スモールサ
イズ100円引き　レギュラーサイ
ズ200円引き

0748-24-0293 林田町1264-1
八

こだわりかふぇ（がらや）

取扱商品▶店舗奥にある隠れ家的喫茶
店です。中庭を眺めながら優雅なリラック
ス空間をご提供。

喫茶分お支払い時にクーポン券1
枚につき、次回使える50円券を1
枚プレゼント。

0748-22-0239 八日市町13-17
八

海座 八日市店

取扱商品▶月3,000食以上注文される『昼
すし』がお得！寿司＋2品＋みそ汁セット。
ご堪能あれ。

0748-20-5815 八日市野々宮町230-1
八

スナック 鍵

取扱商品▶酒、軽食

ソフトドリンク1杯サービス

0748-22-6086 八日市本町7-19
八

Kami-Loco

取扱商品▶古い倉庫をリノベーションし
て作ったなつかしい感じのする居酒屋で
す。

3,000円以上ご注文の方へチー
ズケーキをプレゼント。

0748-23-2030 八日市金屋3丁目1-1
八

取扱商品▶日替りランチ、喫茶メニューを
扱っているCaféです。介護相談もしていま
す。

Café HAPPY TO DAY
0748-56-1371
東中野町5-21中野ヴィレッジハウス内

八

ランチご注文の方にプチデザート
プレゼント。

隠れ家

取扱商品▶お造り、焼魚、揚げ物等の料
理　仕出しも取り扱っています。

お造り盛合せ￥780→￥580　
1テーブルにフライドポテト1皿プ
レゼント

0748-20-3008 小脇町1179-1
八

飲 食
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

かなめカフェ

取扱商品▶体に優しい食材を使った手作
りアイスです。甘さ控えめでお子様でも安
心して食べれます。

かなめ手作りアイス8個セット（Sサ
イズ）￥2,000（税込）ワッフルコー
ン3個付

050-3567-0003 八日市町4-3
八

いしづち

取扱商品▶買い物や調理が困難な方へ
の食事・会食用仕出し弁当・おせちもお届
けしています。

1,000円につき500mlペットボト
ル茶1本プレゼント。

090-7755-1653 東沖野1丁目7-20
八

すき焼 にしむら

取扱商品▶近江牛すき焼き・しゃぶしゃ
ぶ・ステーキ

0748-22-3010 東中野町2-22
八

ありが太陽

取扱商品▶皆様のおかげで年明け20周
年。当店自慢のだし巻き卵、ホルモン料
理、この機会にぜひ。

おすすめ近江牛アテシリーズの中
からお好きな一品プレゼント。最
初にご提示下さいませ

0748-25-2377 八日市浜野町2-17
八

㈲ひなどり

取扱商品▶親子丼、カツ丼など。

0748-22-0256 八日市浜野町2-24
八

パンカフェ KOKON ～江近～

取扱商品▶パン・ランチ・ディナー・バル・
キッチンカー・BBQ・ビアガーデン

ランチ・ディナー・テイクアウトご注
文のお客様ドリンク100円引き　
杯数制限なし

0748-29-3645 八日市本町7-8
八 万葉ロマンの里 乙畔～おとくり～

取扱商品▶仕出し、会席料理、幕の内弁
当、オードブル、寿し等。飲み放題プラン・
送迎サービス有。

粗品進呈

0748-23-0220 下羽田町1
八魚や 楓江庵

取扱商品▶魚を中心としたランチ・ディ
ナー・お弁当・オードブルのお店です。

ランチ、ディナーでワンドリンク
サービス

0748-20-2139 八日市本町6-9
八

soLana café

取扱商品▶ランチBOX、オードブル、ドリ
ンク各種お持ち帰りでも店内でもご利用
いただけます。

次回ご来店の際利用いただける
ドリンクチケットプレゼント。

080-6124-7620 八日市野々宮町581-7
八

取扱商品▶イタリア食材とオーガニック食
材にこだわった本格イタリア料理店。

il mercante
（イル メルカンテ）
0748-43-2214 今崎町522

八 凪晴食堂

取扱商品▶テイクアウト弁当・店内でのご
飲食（ランチ、夜のおまかせ会席コース）

0748-26-8714 八日市町11-5
八ミッチー食堂

取扱商品▶各種定食、会食、一品料理、仕
出し弁当、オードブル。

宴会プラン（要予約）御利用のお
客様に御食事券を進呈　※詳し
くはお問い合わせ下さい

0748-22-0967 妙法寺町883-6
八

居酒 BAR 酒羅

取扱商品▶小さな落ちついて飲めるお店
です。

枝豆サービス

八日市本町16-8
八 ABC 食堂

取扱商品▶本日の洋風ランチ、オムライ
ス、定食

0748-22-0164 八日市本町15-17
八 インドネパール料理 TARA

取扱商品▶本場インドカレーのお店で
す。テイクアウトもできます。

ドリンクサービス

0748-22-7040 八日市浜野町9-18
八 ゆるり処 和み

取扱商品▶肉・魚料理、プレミアム焼酎・
3Mの飲める店。

ワンドリンクサービス

0748-23-0753 東沖野4丁目1-11
八 和菜創作 村栄

取扱商品▶おまかせコース（3,850円～）、
鍋料理（3,300円～）、単品メニュー、仕出
し。

一品サービス（指定メニューより1
グループ一品）

0748-22-0543 中野町648
八

snack KUMI

取扱商品▶飲食（カラオケスナック）

カラオケ無料

0748-22-6085 八日市本町12-16
八 すなっく 嵯峨

取扱商品▶飲食、カラオケ　スナック

お通し無料

090-2113-0010 八日市本町7-19
八

渡月

取扱商品▶近江牛もつ鍋（テイクアウトあ
り）、鶏鍋、豚鍋、牛鍋、馬刺etc.

0748-43-0778 林田町1264-1
八 LA・COCOTTE ラ・ココット

取扱商品▶欧風料理と豊富なお酒を取り
揃えています。　ランチ・ディナー営業して
います。

ラ・ココット自家製ドレッシングを1
本プレゼント

0748-25-5139 八日市本町4-8
八Restaurant Bar feel

取扱商品▶沖縄料理、アジア料理、ハワイ
料理etc.オードブル、テイクアウトあり。

0748-22-6838 中小路町550-1
八 浜の家

取扱商品▶串カツ・朝引き鶏の炭焼き・お
造り・鍋（10月～3月）大衆居酒屋です。

串カツのおまかせ5種盛りを1皿
プレゼント

0748-22-1555 八日市本町4-8
八

MAZAMAZA

取扱商品▶串揚げ＆SHOTBAR　串揚
げ、居酒屋メニュー、コーヒー紅茶喫茶メ
ニュー等。ワイン、日本酒、焼酎各種。

お得なDANDANコース￥2,000
人数が増えると￥1,500/5人等お
安くなります。串1本￥100～有

0748-25-0888 八日市本町2-4-1
八ちいさな喫茶店

取扱商品▶喫茶、バー、雑貨や革製品。

070-5501-5969 八日市本町7-6
八

飲 食
※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

めん処 伊吹庵

取扱商品▶うどん、そば、各種丼物、うな
重、一押しメニューは大きなトンカツ定食
です。

0748-23-5320 妙法寺町853
八 蔵・Le rond・K

取扱商品▶特選近江牛ハンバーグランチ

通常1,100円のランチを1,000円
で提供

050-8036-1112 八日市本町6-9
八味八

取扱商品▶惣菜・弁当・仕出し弁当・オー
ドブル

0748-25-5998 八日市緑町9-27
八

日登美山荘

取扱商品▶イロリを囲んでのイワナ料理。

コース料理ご注文で自家製
すももジャムプレゼント（な
くなり次第終了）

0748-29-0112 政所町1691
永 炭火焼肉 やまもと

取扱商品▶営業時間17：00～22：00

塩タン1人前サービス（来店
時にクーポン利用を伝えて
頂いた方のみ）

0748-25-1129 東沖野3丁目9-31
八 韓国料理 スラッカン

取扱商品▶サムゲタン、石焼ビビンパ、海
鮮チヂミ、海鮮とうふ釜、キンパ（韓国式の
り巻）など。

Ⓐ3,500円Ⓑ4,500円Ⓒ
5,000円コースがあります

（韓国のりプレゼント）

0748-26-4645 東沖野1丁目1-8
八 島田屋

取扱商品▶会席料理・幕の内弁当・各種
鍋物・オードブル

予約時にももクロクーポン
利用と告げて頂いたお客様
にソフトドリンク（1ドリンク）
サービス

0748-22-0241 西中野町9-8
八

Bar on off

取扱商品▶カジュアルで気軽に立ち寄れ
るBarです。

チャージ代無料

0748-56-1406 八日市浜野町2-15
八

料理 ふじもと

取扱商品▶特選2段チョイス弁当・和風焼
肉丼・うな丼・炙りサーモン、海老サラダ、
バラちらし寿し（全て税込2,160円）

0748-22-2253 上平木町869
八

ラーメン鶏夢

取扱商品▶ラーメン

大盛or煮卵無料。

090-2117-7735 八日市本町17-1
八

リオ 八日市店・能登川店

取扱商品▶昭和32年からやっている焼
鳥、おでん、牛すじ煮込みがおすすめの大
衆酒場です。

八日市店：0748-23-2035
能登川店：0748-42-0005
八日市店：八日市本町10-7
能登川店：林町262-1

能八

かこいめし酒場 とり福本店

取扱商品▶囲炉裏を中心としたメニュー
や一品、かまめし、とり料理、お食事のみで
も気軽にどうぞ。

0748-25-5029 八日市東本町5-36
八

旬菜旬魚 なか村

取扱商品▶海鮮居酒屋

ワンドリンクサービス

0748-20-1030 東沖野3丁目9-31
八

フランス料理 ぎんぎん

取扱商品▶ランチ　コース1,540円～　ディ
ナー　コース4,180円～とアラカルトメニュー。

ご予約で季節のアイスサービス、
ファーストドリンク20％off※ボト
ルワイン除く

0748-22-7856
妙法寺町875-1　アーバンリバティ1F

八

スナック 真衣

取扱商品▶飲食（軽食）

フルーツ等サービスしますヨ！！

0748-24-0220 東沖野2-6-30
八

創作居酒屋 ふじや。

取扱商品▶居酒屋　店内飲食・テイクア
ウト・オードブル・一品料理

ドリンク1杯サービス

0748-34-4206 八日市本町14-24
八

近江牛処 肉バル ますざき

取扱商品▶近江牛専門料理。肉すしやス
テーキ等とおいしいワインや日本酒を取り
揃えています。

10％OFF

0748-29-3448 八日市本町13-14
八

Bar TRIANGLE

取扱商品▶軽食からラーメン等のフード、
カクテル・ウイスキー・ノンアルコール提
供。

会計より10％off

090-2117-7735
八日市上之町2-7ウイング八日市106号室

八

ロコジラフ

取扱商品▶ピザ、パスタ、セットメニュー、
豊富なアラカルトメニューでボリューム満
点な洋食屋。

0748-23-7214 昭和町1062-5
八

魚千代

取扱商品▶会席料理4千円～1万円、仕出
し幕ノ内1千円～5千円、オードブル5千円
～2万円、冬限定ふぐ料理、柴山ガニ直送。

会席処は、昼、夜一組限定　ワン
ドリンクサービス

0748-22-0160 八日市東浜町5-6
八

喫茶セリーヌ

取扱商品▶八日市文化芸術会館内にあ
るお店。週替わり、月替わりのランチ。お持
ち帰り出来ます。

さらに50円引き

0748-23-3902
青葉町1-50　八日市文芸会館内

八

asian dining＆bar air

取扱商品▶南国リゾート風の店内でエス
ニック料理と多彩なカクテルをお楽しみ
頂けます。

御飲食代金の10％off（他のクー
ポンとの併用不可）

0748-23-7730
八日市本町3-17　海老長駅前ビル3Ｆ

八

中国料理 不二屋　　

取扱商品▶ラーメンから定食類、からあ
げ、エビチリ等の一品料理まで幅広く本格
中華を提供。

0748-22-0849 妙法寺町844
八 いかきん商店

取扱商品▶「大人がしずかに飲める店」
BARです。いわゆる。

090-1141-4857 八日市本町2-3　1F
八

飲 食
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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佳樂

取扱商品▶寿し、仕出し、幕の内
弁当、飲食店

0748-27-0595
石谷町517

永

ミスタードーナツ
フレンドマート能登川ショップ
0748-42-3008
垣見町1515

取扱商品▶ドーナツ・ドリンク・
飲茶

能

永源寺そば

取扱商品▶そば・おやき

0748-27-2133
山上町123

永

友楽

取扱商品▶飲食代・ボトル代等。

090-3629-1224
東沖野2丁目6-34

八

池源

取扱商品▶弁当、オードブル、す
し、会食

0748-22-2628
大森町1073

八

串焼き処 まっさんち

取扱商品▶飲食店

0748-43-0446
八日市本町9-15

八

さか川

取扱商品▶寿司・仕出し

0748-55-5551
市子殿町365

蒲

北京亭

取扱商品▶中華料理店

0748-42-0387
垣見町748

能

居食屋 勇魚

取扱商品▶飲食

0748-48-6357
五個荘竜田町675-15

五

きらく屋 やっさん

取扱商品▶居酒屋メニュー（寿
司など）

0748-22-3310
東沖野3丁目8-12

八

近江牛焼肉専門店
万葉 八日市店
0748-20-3575
妙法寺町694-6

取扱商品▶近江牛焼肉　他

八

焼肉おおにし

取扱商品▶焼肉・韓国料理のお
店です。キムチ・チャンジャも販
売しています。

0748-48-8007
五個荘木流町651-2

五

四季料理 米定

取扱商品▶会席料理・弁当・仕
出し

0748-42-0025
猪子町382

能

カフェアルボッチョ

取扱商品▶飲食・ランチ・キッサ

050-5802-9808
山上町3647-4

永

ビストロ 楓江庵

取扱商品▶本格的なパスタ料理や各種イタリ
アンのお料理、ウッドガーデンでの海鮮BBQに
もご利用になれます。また、各種オードブルの
テイクアウト、デリバリーにもご利用できます。

0748-20-3914
八

八日市緑町21-1

呑み喰い処 まっさんち

取扱商品▶飲食店

0748-40-0334
青葉町2-4

八

いわな料理 池田屋

取扱商品▶イワナ・アマゴ等の
料理

0748-29-0351
杠葉尾町840

永

ボネール𠮷𠮷

取扱商品▶飲食全般

0749-45-0263
下岸本町103

湖

和食麺処サガミ 五個荘店

取扱商品▶そば・うどん・和食

0748-48-6033
五個荘中町43-3

五

コーヒーショップ クック

取扱商品▶コーヒー・喫茶

0748-24-5911
聖和町3-9

八

スマイルキッチン

取扱商品▶惣菜全般・もち類・弁
当・オードブル（予約）

0748-56-1270
八日市東浜町170-1

八

料理旅館 霜錦館

取扱商品▶料理・仕出し・宿泊

0748-27-0026
永源寺相谷町982-1

永

ハイロンサム くらま

取扱商品▶御料理・飲料

0748-25-2648
八日市本町2-8

八

食・酒・菜 ろく○

取扱商品▶昼→定食　夜→一
品料理

0748-45-5502
五個荘石塚町72-6

五

いぬと肴

取扱商品▶飲食（和風居酒屋）

0748-36-2666
東沖野5-7-2　大一ビル1F

八

ＦＡＮ＆ＦＵＮ

取扱商品▶スナック

090-5065-0751
春日町3-15

八

コメダ珈琲店
東近江八日市店
0748-25-5333
青葉町3番1-5号

取扱商品▶コーヒー

八 旬游膳 うおきく
0748-22-3011
五智町337-3

八

取扱商品▶営業時間 PM5：00
～10：00 定休日 日曜、祝日の月
曜日

スナック「ルーム」

取扱商品▶カラオケ、焼酎、ウイ
スキ等洋酒、日本酒、ビール、付
出し、スナック菓子

0748-24-2106
東沖野1丁目7-6

八レンガのえんとつとまれ

取扱商品▶手作り惣菜、ランチ

0748-20-0800
西中野町3-14-2

八

Hair Salon you 華

取扱商品▶メディカルアロマヘッドスパ・
カット・ヘアカラー・エステパーマ・ヘアア
レンジ・お着付け

炭酸泉メニュー通常¥500を御希
望の方サービス

0748-55-8118 宮川町244-107
蒲 バランス整体 mёnte

取扱商品▶人気No1コース90分/9,000円
じっくり施術、痛みを根本改善できます。

爽快ヘッド→10分ヘッドスパメ
ニューの追加

070-1765-6111 五個荘簗瀬町350
五Nailsalon Joli　

- ネイルサロン  ジョリ -

ジェルネイルをされた方にハンド
パックをプレゼント

080-9390-8644 長峰団地内

取扱商品▶ジェルネイル、ケア、フット、角
質の除去、など。9：00～19：00（最終受付）

蒲

Dance Studio KAERU

取扱商品▶レッスンチケット（1枚￥4,000
円で4回受講）

オリジナルボールペンプレゼント

0748-43-2739 五個荘三俣町278
五

NAILS TINKER BELL

取扱商品▶ジェルネイル1色塗り3,500円
リーズナブルな隠れ家☆爪想いサロン♪

050-5329-0683 桜川西町163-3
蒲

㈱ Good One

取扱商品▶軽、普通自動車、8人・10人
乗、トラック、15人・29人乗バス、観光バス

粗品サービス

0748-48-8108 五個荘竜田町661-2
五 ネイル＆クルマのトータルサロン

BLUEMOON

ネイルのオフ代、半額にします。

050-5802-9923 五個荘川並町156

取扱商品▶ジェルのハンド・フットネイル・
ブライダルネイル・車のことならなんでも
承ります。

五

Ayanail【アヤネイル】

取扱商品▶ジェルネイル、爪育成、深爪緩
和、足の巻爪緩和/PARAFUSE小顔・脳洗
浄エステ

脳幹経絡セラピー（頭皮マッサー
ジ）15分施術orハンドパック進呈

090-5016-8163 五個荘簗瀬町
五

ヨシハラクリーニング

取扱商品▶一般クリーニングからスニー
カー、ブランドバッグまで幅広く取扱って
ます。

五
フレンドマート能登川店：0748-42-3350
フレンドマート五個荘店：0748-48-7533
フレンドマート能登川店：垣見町1515
フレンドマート五個荘店：五個荘石塚町24

洋服類３点以上お持ち込みで汗抜
加工１点無料

能 旭ケアタクシー

取扱商品▶介護タクシー（ハイエース・リ
フト式）。車イス・ストレッチャー等での病
院等送迎。

粗品進呈

080-5438-0656 佐野町694
能

サービス 理容・美容・エステ・ネイル・マッサージ 他

※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。

店名
TEL　　　住所

クーポン券利用時
のサービス内容
取扱商品

商品・店舗写真

地区
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B@Juno（ビアットジュノ）

取扱商品▶各コースの施術1回につき
2,000円までクーポン券使えます。
店販商品は1,000円毎に500円クーポン
１枚使えます。

カットコースにはシャンプーがつ
いています

0748-42-1727 垣見町1576
能美容室 まり

取扱商品▶カット。カラー。パーマを椅子
１つの店で安心とくつろぎを提供していま
す。出張散髪可。

サロンクリン　薬用ソーププレゼ
ント

0748-43-0236 垣見町630-2
能 eyepple

取扱商品▶まつげエクステ、まつげパー
マ、エステ、美容光脱毛

まつげエクステ☆定価より500円
オフ　美容脱毛☆定価より1,000
円オフ

070-4469-1201 種町1535-1
能 Siii ongle ネイルの専門店

〈美は爪先に宿る〉ジェルネイルさ
れた方全てに肌のキメが整うゴ
マージュ施術プレゼント

0748-42-6565 林町617-102

取扱商品▶手足の爪のお手入れ、ジェル
ネイル、角質ケア、ハンドスパ、エアブラシ、
ケア商品の販売。

能 ヘアーリラクゼーション Azu

取扱商品▶メンズカット（カラー・パー
マ）・女性お顔剃り・ブライダルシェービン
グ

ブライダルシェービング2回コース
でフェイスマスクプレゼント（要予
約）

0748-42-3455 種町1680-46
能

ナウ長谷美容室

取扱商品▶カット・パーマ・カラリング・着
付などキャリア豊かな大人のサロンです。

ヘアケア商品全品10％OFF

0748-42-3564 佐野町649-3
能 革研究所滋賀東近江店

取扱商品▶革製品全般の修理（ソファ・
バッグ・財布・ジャケット・コートetc）

オプショントップコートサービス
（ソファー除く）

0749-20-7519 南菩提寺町690-1
湖 整体院 サルビア

取扱商品▶肩こり、腰痛、五十肩、坐骨神
経痛、猫背、膝の痛み・水がたまるなどに
対応致します。

粗品をプレゼント！

080-3841-9185 池庄町2125-3
湖 ヘアーサロン  フジイ

取扱商品▶理容全般　フェイシャルエス
テ

お顔剃りをされた方に、フェイス
パックをサービスさせていただき
ます

0749-45-1426 下里町147
湖

理容モロト

取扱商品▶理容全般

0748-22-3138 上平木町812-1
八

M&S乗馬クラブ

取扱商品▶乗馬体験1回コース1,650円
／別途諸費用として1，530円要（全て税
込）。

気軽な体験乗馬をご優待価格で！
小学3年生以上、体重75kg以下
の方が対象です。

0748-25-5940 建部下野町16-1
八

medical beauty salon
fleur（フルール）

リップエステ（①唇の角質をオフ②パッ
ク）又は小脱毛１回プレゼント！

0749-20-2396 横溝町2325-2

取扱商品▶脱毛（ルミクスＡ９使用）、フェ
イシャル（ドクターリセラ）、化粧品販売。

湖

サロンドフルベール 建部店

取扱商品▶肌悩みに合わせて３種類から
パックをセレクト！！各店舗にて異なる特典
あり！！

フットマッサージ付！！フェイシャル
エステ通常6,600円→特別価格
2,200円

090-9051-0920 建部堺町248-5
八

㈱ライオンズ旅行企画
東近江営業所 AMIGO

国内旅行ご注文の方にGoToトラベ
ルキャンペーン適用価格にて販売

0748-22-4646 八日市上之町5-22　2F

取扱商品▶国内旅行全般の企画手配や各大手募
集型旅行商品も取扱可。旅の相談ならいつでもどうぞ。

八

&mart

取扱商品▶美容業

シャンプー無料

080-9754-8889 中岸本町270-4
湖

癒し空間 ほっこり亭
【肩こり腰痛整体】

背 骨 調 整（ D R T ）初 回 限 定 通 常
6,500円→3,000円（税込）にて提供

0748-25-7130 八日市上之町8-28

取扱商品▶肩こり腰痛整体　背骨調整（DRT）
短時間・低刺激で背骨の歪みを整える整体店です。

八

からだの美容室
サロン・ド・Active

次回の施術で使える300円引クーポン
プレゼント！！

0748-26-8990 小脇町613

取扱商品▶短期集中ダイエットコースが
大人気。ボディシェイプ専門サロンです。

八

美容室 D'eI-sigN

取扱商品▶シャンプー・トリートメント・カ
ラー・カット・パーマ

0748-24-1331 上羽田町2250-4
八

安田理美容

取扱商品▶メンズ＆レディースカット・
パーマ・カラー・キッズカット・訪問理容

「クーポン利用」の一声でフェイス
パック無料サービス致します。

0748-22-2670 市辺町2384-3
八八日市バッティングセンター

取扱商品▶バッティングカード

バッティングカード5,000円7枚→
8枚（但し、クーポン券5枚ご利用
のお客様に限る）

0748-23-5522 妙法寺町791
八

ソフトバンク 八日市店

取扱商品▶携帯電話販売・修理。スマホ
教室。その他、スマホやケータイ、インター
ネットのご相談。

モバイルバッテリー、イヤーフォン
等4点　特別セット品（定価1万円
以上）

0748-20-0088 外町1380
八

滋賀ペット治療院

取扱商品▶ご自宅に訪問し、犬猫に鍼灸
整体治療を行います。鍼灸専門の動物病
院です。

090-7884-6520
伊庭町2829-2

能

メナードフェイシャルサロン
東近江小池

肌悩みに応じた化粧品サンプル
プレゼント

090-1024-6525 小池町82

取扱商品▶化粧品販売・フェイシャルエステ

湖 wamiles
ウインズ滋賀サロン

フェイシャルエステ11,000円→3,300円
お肌診断メイクアドバイス付き

0748-25-1352 八日市浜野町2-16  1F

取扱商品▶化粧品

八

BARBER SHOP K
（理容こすが）

「オトコアライ」又は「頭皮中心主
義」（石けん）プレゼント。

0748-22-2430 八日市清水1-9-7

取扱商品▶頭部、頭髪、顔面整容

八

サービス
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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本格ボディケアサロン
「thanks」

9,000円以上のコース1,000円off
9,000円未満のコース500円off

090-1890-6677 八日市浜野町2-15

取扱商品▶肩こり・首こりでお困りの方は「東近
江市  サンクス」で検索！！女性限定・完全予約制。

八Barber&Beauty　RBK

取扱商品▶理容・美容全般　明るいお店
です。

0748-24-1786
八日市浜野町3-1　アピア専門街2F

八 サロンドフルベール
八日市東本町店

フェイシャルエステ通常6,600円→特
別価格2,200円フットマッサージ付

080-3793-0901 八日市東本町5-29

取扱商品▶肌悩みに合わせて3種類からパッ
クをセレクト！！各店舗にて異なる特典あり！

八

おそうじ本舗 東近江店

取扱商品▶エアコン洗浄、水回り他、ハウ
スクリーニング全般　法人、店舗清掃も対
応可能です。

ハウスクリーニング1箇所1万円以上
のご依頼で清掃グッズプレゼント。
クーポン利用で更に割引券進呈。

0120-304-315 八日市松尾町2-6
八

㈱エフレボ

取扱商品▶IT業　パソコンサポート、ホー
ムページ・システム制作、チラシ・デザイン
制作等。

0748-26-0909
八日市東本町6-55　ジャンティ21　2F

八

POLA shpur 店

取扱商品▶エステ（￥4,070～）、無料お
肌診断、スキンケアアドバイス、メイクサー
ビス。

エステ実施の方に毛穴洗浄オプション＆
トラベルセットプレゼント（2,000円相当）

0748-36-2150
東沖野1丁目7-19　シャトレービル1階

八

Filum

取扱商品▶カット、カラー、パーマはもち
ろんヘッドスパもおすすめです！！

0748-56-1231
沖野5丁目1648-1　秀和テナントA

八

BUZZ cut club

取扱商品▶カット、シェービング、パーマ、
カラーリング

0748-56-1337 野村町511-6
八 CROSS hairXscalp

取扱商品▶美容室。クセ毛はイヤ！縮毛矯
正はイヤ！そんな方に「チューニング」をお
勧めします。

アルコール除菌液100mlプレゼ
ント（なくなり次第終了）

0748-26-8264 八日市上之町8-36
八SCENE＋（シーンプラス）

取扱商品▶マタニティフォト　一眼レフカ
メラ撮影（家族撮影可）20カット＋衣装＋
データつき。

オリジナルDVDRデータをプレゼ
ント（編集後、後日郵送となりま
す）

090-4033-0079 大森町1981-17
八

HatiHati アピア店

取扱商品▶ボディケア、リフレクソロジー
などリラクゼーションサロンです。

5分延長サービス。

0748-22-7333
八日市浜野町3-1　アピア2F

八 Sherpa hair
skin hospital

カラー、パーマの方集中トリート
メントサービス

0748-43-2963 中小路町406

取扱商品▶美容室　カット　カラー　
パーマ　ストレート

八

ヘアーサロン フジオ

取扱商品▶カット、シェービング、カラー、
パーマetc.

0748-22-2439 建部南町235-1
八beauty space Luci

取扱商品▶美肌脱毛、まつエク、フェイ
シャル、テラスキン、v3ファンデ取扱店。

美容ゼリープレゼント

0748-28-0151 八日市上之町8-28-102
八 近江トラベル㈱八日市支店

取扱商品▶旅行商品、近江グリーンツ
アー

オーミマリン竹生島クルーズ　大
人3,000円の乗船券をクーポン
利用で30％off

0748-23-8103 八日市浜野町1-1
八

美容室 Cielo azul

取扱商品▶美容技術（ヘアースタイル、
フェイシャル）および商品。

技術料金10％off

0748-22-2520 市辺町1052
八

ヘアーサロン池田

取扱商品▶メンズカット、マニキュア、ソフ
トアイロン、パーマ、レディースカット、
シェービング

レディースシェービングの方にフェ
イスマスクを1枚プレゼント！！

0748-22-5171 八日市本町17-9
八 CUT CLUB TAKEI

取扱商品▶LebeL、WELLA、クラシエetc.

トニック、ワックスなど店販品を
10％割引します。

0748-25-0076 林田町1221-4
八

美・ｍake  MINT

取扱商品▶カット・コラーゲンカラー・マ
ニキュア・パーマ・チューニング

初来店の方には次回使用
の割引券をプレゼント

0748-25-5161 聖和町3-9
八㈱ジッセント・シップ

健康教室 せきすい
0748-56-1354 八日市金屋2丁目2-5

取扱商品▶作業療法士と一緒にする介護
予防向けのリハビリ教室。

八

取扱商品▶美容室

自分に合ったシャンプー
量り売りキャンペーン　
￥3,520→￥2,310（税込）

八SOHO
0748-22-3287
八日市浜野町2-15　ブラウンシュガービル1F

ビューティールーム  洋

取扱商品▶美容一般、カット、パーマ、カ
ラー、ヘッドスパ、エステ、シェービング、着
付、婚礼メイク

眉カットサービス

0748-22-0875 沖野1丁目3-25
八八ダイエット専門店

くすりのエンゼル

成約してクーポン券を利用した場合、カ
ロリーカット剤10,800円分をプレゼント

0120-50-5536 外町561-2

取扱商品▶無理せず痩せる！太りにくい体づくり！
「デブ酵素」撃退ダイエットで痩せたい人のお店。

すおう介護タクシー

取扱商品▶通院・冠婚葬祭・お買物・お食
事・旅行の送迎等お出かけのお手伝いを
するお店です。

車椅子・リクライニング式車椅子無料、
ストレッチャー2,000円→1,000円

080-1409-3388
上平木町1552

八

たいよう鍼灸整骨院

取扱商品▶美容鍼灸

初回限定美容鍼灸7,000円（税
抜）→4,980円（税抜）

0748-29-3209 八日市本町3-6森ビル1F
八

サービス 理容・美容・エステ・ネイル・マッサージ 他

※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

ファミリーヘアサロン Milk

取扱商品▶理・美容業全般

0748-55-5210
蒲生堂町543

蒲 理容 サガワ

取扱商品▶理容業一般

0748-55-1743
鋳物師町1278-2

蒲 IMAGE  HAIR＆MAKE

取扱商品▶美容・エステ・着付
け・ブライダル

0748-55-4371
宮川町244-818

蒲 理容オオホラ

取扱商品▶理容一般

0748-55-0145
桜川東町429-1

蒲 理容すず

取扱商品▶カット・カラー・エス
テシェービング

0748-55-2200
田井町258

蒲

マエダクリーニング蒲生店

取扱商品▶衣類クリーニング

0748-55-1415
市子川原町616-1

蒲 エイタク旅行企画

取扱商品▶旅行

0748-27-2051
山上町3687

永永永源寺タクシー㈱
エイタク観光バス
0748-27-1151
山上町3687

取扱商品▶タクシー・貸切バス

カットハウスこいずみ

取扱商品▶ヘアカット・顔ソリ・
パーマ・アイロンパーマ・ヘアダ
イ

0748-27-0631
山上町1249

永 ヘアーサロン やまぐち

取扱商品▶理容業全般

0748-27-1417
山上町1176

永

ヘアーサロン 短長

取扱商品▶理容全般・国産はち
みつ

0748-27-1288
高木町115

永 わんわんサロンきゃんでぃ

取扱商品▶ペットのトリミング・
ペットホテル

0748-27-0011
山上町2806

永永いわなの里
永源寺グリーンランド
0748-27-2072
甲津畑町67

取扱商品▶釣り・バーベキュー

永ネイルサロン
AROMUU アローム
090-8202-9283
山上町2927-1

取扱商品▶ジェルネイル　ハン
ド・フット　ネイルケア

FLAVOR Hair art

取扱商品▶美容室

0748-56-1386
山上町1322-5

永

ヘアーサロン松村

取扱商品▶理容技術代金、化粧
品

0748-27-1826
石谷町558

永 イージーィフォー つぼた

取扱商品▶フェイシャルエステ

0748-48-6009
五個荘小幡町784-4

五 ユアーズ

取扱商品▶理容

0748-48-3881
五個荘竜田町634

五 ヘアーサロン ノンノ

取扱商品▶美容室

0748-48-5277
五個荘金堂町829-6

五 ヘアーサロン イチダ

取扱商品▶理容院（カット　他）

0748-48-2113
五個荘北町屋町12-2

五

五ボディメンテナンスサロン
「ユーラシィー」
090-3708-4332
五個荘竜田町538

取扱商品▶骨格メンテナンス
（整体）

ヘアーサロン「キタムラ」

取扱商品▶理容業

0748-48-2363
五個荘簗瀬町848-3

五 ソフトバンク能登川店

取扱商品▶携帯電話販売

0748-42-8300
林町625

能 カネマタ　クリーニング店

取扱商品▶クリーニング業務

0748-42-0314
垣見町1373

能 P.V. サービス NUL

取扱商品▶写真プリント

0748-42-4802
今町491-4

能

しが理容 のと川

取扱商品▶理容

0748-42-6428
能登川町50-4

能能リラクゼーション  サロン
SEGAR

090-9581-6488
山路町320 105

取扱商品▶リンパマッサージ・
フェイシャルエステ

理容カワシマ

取扱商品▶理容

050-8034-2924
大林町621

愛 ふとんのレンタル野田

取扱商品▶寝具の小売・レンタ
ル

0749-46-1363
大林町598

愛 リアン美容室

取扱商品▶美容室

0749-46-1116
下中野町605-6

愛

ヘアーサロン タニダ

取扱商品▶理容全般

0749-45-1709
平柳町610

湖湖ヘアーサロン
クラーレさわむら
0749-45-2836
中里町616

取扱商品▶ヘアーサロン

河島美容院

取扱商品▶カット・ヘアカラー・
パーマ・セット・着付

0749-45-3444
横溝町227

湖 湖ヘアー ファッション
ナカジマ
0749-45-0472
池庄町1521

取扱商品▶理容サービス

髪 清和館

取扱商品▶理容業

0749-45-0903
南清水町195-2

湖

サンパツひらい

取扱商品▶理容業全般

0748-23-2338
今堀町797-8

八 理容まつば

取扱商品▶理容

0748-22-1369
八日市緑町5-25

八 しが理容

取扱商品▶理容全般

0748-23-6459
八日市金屋2-2-6

八 美彫美容室

取扱商品▶美容施術(パーマ・カ
ラー・カット・ヘアケア商品)

0748-24-3058
八日市金屋2-2-6

八 マエダクリーニング

取扱商品▶クリーニング

0748-22-0787
八日市浜野町7-21

八

美容室  NIO

取扱商品▶美容業　ヘアケア商
品

0748-23-3556
八日市緑町30-6

八 Hair  Space  Off

取扱商品▶カット・カラー

0748-23-1466
妙法寺町694-6

八 パームドハウス銀香

取扱商品▶美容一般業

0748-23-2032
八日市緑町9-27

八かなで整骨院

取扱商品▶整体

0748-29-3885
八日市緑町12-7　A番館1階B号

八 HAIR WALK

取扱商品▶理容業

0748-23-3819
建部日吉町464-7

八

むらまつ東洋医学治療院

取扱商品▶はり・きゅう　施術

0748-22-3784
瓜生津町1181

八 エイジ リンパケア

取扱商品▶リンパマッサージケ
ア

070-1533-3348
中小路町603-1

八 La chou chou

取扱商品▶美容室

0748-56-1264
八日市上之町95-1

八美容所 くるみ

取扱商品▶一般美容室サービス

090-5648-3832
糠塚町903

八 八リラクゼーションくらぶ
イヤシス
0748-24-1146
八日市浜野町3-1

取扱商品▶ソフト整体、リフレク
ソロジー、オプション

サービス
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

びわこ代行運転

取扱商品▶運転代行、代金

090-7760-0765
御園町340

八 ヘアーサロン  イースト

取扱商品▶理容

0748-23-8777
八日市本町2-10

八 Eternal bonds Roots

取扱商品▶エステ全般

090-5163-5323
八日市上之町9-3　グリーンアルティA-1.A-2

八

文平堂

取扱商品▶旧蒲生町にて本・文房具をメ
インに販売しています！各小中学校様へ
教科書納品も手掛けています！

オリジナルボールペンプレゼント
します！

0748-55-3535 桜川西町118
蒲

グリーンラボ近江

取扱商品▶東近江市産にんにくを取扱っ
ています。高濃度酸素水を使った水耕栽
培農家です。天ぷらや唐揚げにどうぞ。

新鮮野菜プレゼント

090-6676-6677 平林町580-4
蒲

マルヘイしょうゆの
野村醤油店

粗品を進呈致します

0748-55-0523 川合町1616

取扱商品▶しょうゆ、塩、各種調味料

蒲

ヒトミワイナリー

取扱商品▶ワイン、パン、食品、ワイングッ
ズ

税込2,000円以上お買い上げの方に「ひと
み工房オートミールクッキー（チョコチッ
プ）」をプレゼント　※お一人様お一つ限り

0748-27-1707 山上町2083
永

ソーイングアトリエ　
andante（アンダンテ）

洋服をご購入いただいた方には、
手作りマスク１枚をプレゼント。

090-7968-6007 鈴町38

取扱商品▶綿や麻の生地でミセスに似合うデザイ
ンの大人可愛い洋服を一枚一枚手作りしています。

蒲

取扱商品▶相談できるくすり屋さん。キ
ヨーレオピン、ササヘルス、イスクラ漢方
取扱店。介護おむつ配達可。

蒲生ドラッグ

当店のポイントカード3倍進呈

0748-55-4050
市子殿町1386（フレンドマート蒲生店内）

蒲

福永喜三郎商店

取扱商品▶近江牛肉・揚げ物・黒豚　地
方発送も可。

券1枚につきコロッケ1個サービス
します。

0748-55-0037 桜川西町361-2
蒲

川口屋老舗

取扱商品▶和菓子（ういろう・大福・進物
菓子）
季節により商品が変わります。

もみじくん＆かえでちゃんカードに
10ポイントプラス

0748-27-0053 山上町2928-1
永

かんべえ

取扱商品▶衣料品全般、贈答品、雑貨、学
納品（蒲生地区）、ふとん打直し・丸洗い

クーポン券ご利用毎に粗品進呈

0748-55-0420 鋳物師町1314
蒲

肉の大助 大道精肉店

取扱商品▶近江牛、しゃぶしゃぶ用、すき
焼き用を食べて栄養を付け、コロナに負け
ない体を作りましょう！

近江牛100ｇ880円を780円で
サービス

0748-27-0207 山上町2993
永

中澤酒造㈲

取扱商品▶日本酒「一博」「秀一」「あんの
ん」を製造・販売している酒蔵です。

0748-48-2054
五個荘小幡町570

五

町田さらだぼぅる

取扱商品▶永源寺の山の水で育てた水
耕栽培のリーフレタスmix.350円～のセッ
トもあります。

水菜などの添えもの野菜をお付
け致します

090-7110-8366 永源寺相谷町794
永

㈱糀や儀平

取扱商品▶こうじ・味噌・甘酒の製造・販
売。

5,500円相当の贈答品を5,000円
でお届けします

0748-48-8100 五個荘竜田町149-3
五

今若時計店

取扱商品▶時計、めがね、事務用品、文房
具、金封、紙製品、ゴム印

0748-27-0141 山上町3694
永

五個荘観光センター

取扱商品▶お土産品販売・滋賀県無農薬
果樹園直売　お食事もやってます。

売店にて1,500円以上お買い上
げの方に粗品進呈

0748-48-6212 五個荘塚本町273-1
五

大桝屋

取扱商品▶紅葉で知られる永源寺を抱く鈴鹿山
脈を水源にして流れる愛知川の畔で鈴鹿山脈の伏流
水と近江米で造された数々の地酒を取揃えています。

地酒やワインを5千円以上お買い
上げの方に500mlお茶PETをプレ
ゼントします。

0748-27-0014 山上町447
永

Burn Freely
（バーンフリーリー）
0748-48-8123 五個荘七里町102-1

取扱商品▶アウトドア用品専門店。キャンプはも
ちろん防災グッズも便利な物を取り揃えております。

5,000円以上お買い上げの方に当
店オリジナルステッカーをプレゼント

五

もみじ農園　
こんにゃく工房
0748-27-0713 永源寺相谷町1185

永

取扱商品▶手づくりこんにゃく

消費税分サービスします。

菓道 冨来郁

取扱商品▶季節の和菓子、お手土産用、
ギフト用の詰め合わせを多数御用意して
おります。

3,000円以上お買い上げの方に
ぷりん（260円+税）をおひとつプ
レゼント。

0748-48-2919 宮荘町419
五

㈲八日市レンターリース

取扱商品▶マイクロバス、ワゴン
車、乗用車、軽トラック、2tトラック

0748-23-1545
八日市野々宮町304-8

八 ダスキン蒲生野支店

取扱商品▶ダスキン商品のレン
タル・販売、清掃並びに害虫駆除。

0120-100-301
小脇町345-1

八

㈲朝陽写房

取扱商品▶証明写真・スタジオ
写真・出張撮影等撮影全般。

0748-22-1048
八日市東本町10-5　河居ビル1F

八

道の駅 奥永源寺渓流の里

取扱商品▶政所茶、永源寺蒟蒻、渓流魚、
近江米や湖魚など、東近江市の特産品を
販売しています。

竹炭（脱臭炭）をプレゼント。（先着
40名様限り）

0748-29-0428
蓼畑町510

永

お買いもの 食料品・日用品・雑貨 他

※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。

店名
TEL　　　住所

クーポン券利用時
のサービス内容
取扱商品

商品・店舗写真

地区
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

左近茶舗

取扱商品▶緑茶・抹茶・ティーバッグ・菓
子　はかり売りの店です。　
営業時間9:00~17:00

ケロちゃんカードポイント3倍進呈
旧能登川町地域内配達いたしま
す

0748-42-0037 垣見町747
能山川化粧品店

取扱商品▶リサージ化粧品、カネボウ化
粧品、婦人洋品

当店発行スタンプカード2倍進呈‼
マユのお手入れ

0748-48-2235 五個荘小幡町601
五

マル井ふとん店

取扱商品▶羽毛布団・各種掛敷布団・枕・
毛布・布団リフォーム、丸洗い・カーテン、
カーペット

ダブルガーゼマスク１枚を進呈し
ます。

0748-42-1575 猪子町63-1
能

のとがわ薬局 片山回天堂

取扱商品▶今日の元気がほしい方、ご相
談ください。「若甦内服液」がなんとかしま
す！漢方薬皮膚病相談。

お買い上げの金額に対し、「ケロ
ちゃんカードポイント」を2倍進呈
します。

0748-42-0015 垣見町786
能

㈲親玉製菓舗

取扱商品▶和菓子、餅、赤飯の製造販売。

期間中でっち羊羹1本250円（税
込）を200円（税込）で販売

0748-42-0201 垣見町772
能 本庄治良堂薬局

取扱商品▶処方せん調剤・お薬相談・
キョーレオピン・松寿仙・コラーゲン

粗品プレゼント
アンダーパス工事の為迂廻路を
ご利用下さい。

0748-42-0055 垣見町800-5
能

ファブリカ村

取扱商品▶近江の麻ストール、コサー
ジュ、ファブリカ村オリジナル八風窯の湯
呑みなど。

ドリンクをプレゼント

0748-42-0380 佐野町657-3
能

能登川いろは精肉店

取扱商品▶精肉（近江牛、国産黒毛和牛、
豚肉、鶏肉、近江牛コロッケ他）

0748-42-0298 猪子町420-1
能

ファッション＆きもの　
きのした

ケロちゃんポイント３倍

0748-42-0130 垣見町782

取扱商品▶呉服、洋品、能登川地区小・中
学校制服・体操着販売。

能

七福堂製菓

取扱商品▶滋賀羽二重糯（しがはぶたえも
ち）を原料とした”あられ”を取り揃えています。
直売所限定商品もあります！（土日祝休み）

2,000円以上お買い上げで、直売
所でしか購入できない小袋あら
れを１つサービス。

0748-48-2175 五個荘石馬寺町723
五 松居農園㈱

取扱商品▶植木の専門店です。オリーブ・
アオダモなど人気の庭木を1本からご購
入頂けます。

1万円以上お買上の方にバーク
堆肥（40リットル）を1袋プレゼント

0748-48-2560 五個荘小幡町68-12
五雛匠 東之湖

取扱商品▶ひな人形・五月人形・近江新
之助上布雛・各種贈答人形・羽子板・破魔
弓・各種ガラスケース等。

和紙契ちぎり雛・屏風付き購入の
方に東之湖作近江新之助上布雛
のポストカード2枚プレゼント

0748-48-6288 五個荘竜田町661-3
五 ドラッグユタカ

五個荘店・八日市店
八日市御園店・能登川店

取扱商品▶医薬品・化粧品・日用品・食料
品

五 能 八 ㈱前田谿澗堂

取扱商品▶家電、日本茶、LPガス、灯油販
売

店頭にて3,000円以上お買い上
げでファーストエイドキットプレゼ
ント

0748-48-3176 五個荘小幡町801
五

酒政 中島酒店

取扱商品▶松の司、薄桜（近江藤兵衛・花
と猫）、三連星。20歳以上で車運転でない
方は試飲可。

お買上の方にもれなく「にこちゃん
おちょこ」１個プレゼント

0748-42-0221 垣見町751-2
能

丸善呉服店

取扱商品▶婦人服・呉服（和装・風呂敷・ふ
くさ・祭地袢・すずの緒他）能登川（東西南
北）小学校・中学校・高校（制服及び体育着）

ケロちゃんカード５倍進呈（学生
衣料を除く）・粗品進呈

0748-42-0220 垣見町712
能塚本鮒寿し店

取扱商品▶琵琶湖産鮒寿し、佃煮等を
扱っています。お土産にぜひお買い求め
下さい。

甘酒サービス

0748-45-0240 栗見新田町472-1
能 メリーポエム洋菓子店

取扱商品▶洋生菓子・デコレーションケー
キ、焼菓子のお店です。

デコレーションケーキをご購入の
方に焼菓子をプレゼント

0748-42-1123 林町726
能 近江屋

取扱商品▶防寒衣～冠婚葬祭の装いや
学校規定服販売の他、鈴の緒や家紋転写
の自店加工もしています。

氏神様や地蔵様に鈴の緒を奉納
し、「コロナ禍の終息・家内安全」
を祈願・祈念しましょう

0748-42-2186 垣見町777
能 帆布鞄イヌイット

取扱商品▶帆布鞄、カスタムオーダー承
ります。

1万円以上お買い上げの方にミニ
ミニポーチをプレゼント

0748-42-4943 種町1737
能

Éclairer エクレレ

取扱商品▶エクレアを中心とした焼き菓
子の専門店です。当日以外のご予約も
承っております。

0748-43-6225 垣見町754
能メガネ21能登川店

取扱商品▶メガネ・補聴器取り扱い　
深視力測定出来ます。

ももクロクーポン1枚550円でご利
用出来ます！

0748-42-0179 垣見町1524
能 能優雅な着物と帯レディース

ファッション 扇久

商品ご購入の方にすてきなプレ
ゼントを！

0748-42-0002 垣見町1318

取扱商品▶呉服・婦人服・学校制服関係・リ
サイクル着物・手作り作品・着付けも承ります。

常松商店
0748-42-7566 垣見町1200

取扱商品▶すき焼用・焼肉・豚肉・コロッ
ケなど販売している店です。事前注文して
くだされば皿盛りします。

牛肉すき焼用8,000円以上もれな
く糸コン1袋サービス

能 近江屋ふとん店

取扱商品▶寝具（掛け布団、敷き布団、羽
毛布団、毛布）カバー、枕、パジャマ、座布
団など。

粗品進呈致します。

0748-42-0019 垣見町1405
能

お買いもの
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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辻九薬品販売㈱　
つじく薬局
0748-42-0667 躰光寺町610-4

取扱商品▶OTC医薬品（医師の処方箋に
よるものを除く）、衛生・介護用品、健康食
品の販売。

能 能平和書店 TSUTAYA 能登川店

取扱商品▶本・CD・DVD・文具の販売等　
※クーポン利用時はHOPポイント加点ができません。
金券等クーポン利用ができない商品もございます。

粗品を進呈いたします。

0748-42-8225
垣見町1515（フレンドマート能登川店内）

能森野酒店

取扱商品▶日本酒、ビール、焼酎、地酒等
全酒類の取り扱いをしております。

ケロちゃんポイント３倍進呈

佐野店：0748-42-6228　乙女浜店：0748-45-0208
佐野店：佐野町370　　  乙女浜店：乙女浜町498

に志ざわ商店

取扱商品▶清酒・飲料・ビール・菓子

愛LANDカードポイント2倍進呈

0749-46-0439 上中野町615-3
愛

NPO法人
愛のまちエコ倶楽部

菜たね油"菜ばかり"×お茶セット

0749-46-8100 妹町70

取扱商品▶滋賀県東近江市産だけの菜
たねを薬品など一切使わずに焙煎、圧搾
し丁寧につくっています。

愛

マル山 塩平本店

取扱商品▶結納品、慶弔贈答品

結納品、各種お祝い品お買い上
げの方ケロちゃんカードポイント3
倍進呈

0748-42-0172 垣見町1317
能

能リカー＆仕出しフードショップ　
鳥善

全日食チェーンメンバーズカード
持参の方特別価格にて販売

0748-42-0238 佐生町164-5

取扱商品▶食料品小売、お料理仕出し業、酒
類小売、お惣菜製造販売、湖魚佃煮製造・販売

㈲スポット・クリミ

取扱商品▶パナソニック家電商品・リ
フォーム・水道電気工事

クーポン券ご利用分の5％を割引
させて頂きます。

0748-45-0477 栗見新田町850-1
能

精肉店直営　
近江牛直売所 能登川店

取扱商品▶JR能登川駅より徒歩3分、持ち
帰りも、イートインも両方可能な精肉店です。

お肉を5,000円以上購入して頂いた方に
は自家製近江牛モツ煮込みプレゼント

能

080-5771-5770 垣見町999-5

夢はうすSHiMiZU　
清水電化

感染予防品（空気清浄機・次亜塩
素酸機・エアコン・換気扇）特価か
らさらに3％値引

0748-42-4034 佐野町535-3

取扱商品▶家電製品・リフォーム製品

能

UNOKA

取扱商品▶木工作家の木の器や小物、セ
レクトアイテム。出産、結婚祝いにも。
OPEN金･土11:00~

0748-43-2801
今町478-2

能

外川善種苗園

取扱商品▶旬の野菜種苗や鉢花・花苗・
寄せ植えなど販売しています。

3,000円以上の買い物で活力剤
サービス

0748-42-1258 佐野町730-1
能

お菓子工房 HIROSE　
フレンドマート能登川店

能登川駅前本店

バースデーケーキにメッセージお入れし
ます。お早めの御予約お待ちしております。

0748-42-3356 垣見町1515

0748-42-2103 垣見町765

取扱商品▶洋菓子・和菓子・袋菓子

能

創作和菓子 かわもと

取扱商品▶和菓子　11月下旬頃より苺
大福始めます。

次回使える割引券プレゼント！！

0748-42-0269 山路町336-8
能

薪遊庭

取扱商品▶薪と薪ストーブの専門店で
す。薪ストーブ設置、メンテナンス、関連商
品の販売など。

薪20kg以上お買上の方に東近
江産着火材「CATCH FIRE」を1枚
プレゼント

0749-31-3064 鯰江町1443
愛

みかんの酒屋 なかじま

取扱商品▶有田みかん・みかんソフトク
リーム・酒類・お菓子・たばこ

有田みかん5kgを1箱以上ご購入
の方に「袋入りみかん」もしくは

「ひとくちソフト」プレゼント

0749-45-1455 池庄町1361
湖

フローリスト 花はづき

取扱商品▶生花、観葉鉢花、コチョウラ
ン、プリザーブドフラワー

プレゼント用ラッピングサービス

0749-45-0034 中里町629-6
湖

さかぐち青果

取扱商品▶新鮮やさい約200種、特選フ
ルーツ約100種、御供・御祝いフルーツ
セット。

1,000円お買上げ毎に当店専用
商品券（100円券）を一枚進呈

0748-24-5125 八日市緑町9-27
八

お惣菜・お弁当
（テイクアウト専門店）「一味」

2,000円以上お買上げの方にチ
ヂミ1人前サービス

080-1433-4837 妹町1094-2

取扱商品▶韓国惣菜（チヂミ・チャプチェ
など）、キムチ、からあげなどの揚げ物。

愛

㈲パパママハウス
キタザワ

電池、管球、紙パックなど小物
消耗品もお届けします。（市内無料）

0748-22-5730 上平木町1607-1

取扱商品▶～あなたの街のでんきやさん～
パナソニックのおみせ　※PayPay使えます！

八平和書店　
アル・プラザ八日市店

粗品プレゼント

0748-20-0505 八日市浜野町3-1 3F

取扱商品▶本・CD・DVD・知育玩具の販
売。

八

コジマ薬品 平和堂店

取扱商品▶医薬品・化粧品・雑貨など。

クリネックスティッシュプレゼント

0749-45-0678 下岸本町77
湖

佐藤贈答

取扱商品▶内祝や御供養品までお返し物
全般。

1点から各種お値引きいたします。
1点から粗品お付けいたします。

0748-22-5671 八日市金屋2丁目7-24
八

あいとうマーガレット
ステーション

取扱商品▶地元東近江市産の農産物や
加工品、おみやげもの、ジェラートをはじ
めとするお菓子などを販売しています。

花工房mimosaにて1,500円以上
の体験メニュー5%off

0749-46-1110 妹町184-1

愛

増本酒造店

取扱商品▶創業明治元年、初代藤兵衛によっ
て生まれた「薄桜」とともに、純米にこだわった
「近江藤兵衛」のお酒を製造、販売しております。

「薄桜」、「近江藤兵衛」のお酒を
お買い上げの方にもれなく小鉢
プレゼント。

0748-42-0129 神郷町935-1
能

お買いもの 食料品・日用品・雑貨 他

※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。
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畳とインテリア用品の専門店 畳増

取扱商品▶畳工事、上敷、襖、障子、網戸、
カーテン、カーペット、畳の縁でバッグや
手作り小物のお店です。

お見積りは無料です。お気軽にお
電話下さい。家具移動無料で致し
ます。

0748-22-2940 小脇町778-3
八

日本の地酒・世界の名酒
こいずみ

もれなく片口もしくはグラスをプレ
ゼント。

0748-23-2666 青葉町3-6

取扱商品▶主に滋賀県の地酒、伝統調味料、
ジュース、洋酒。旧八日市市内配達可。全国発送可。

八 がらや

取扱商品▶陶器・金物・家庭雑貨とギフト
のお店。

クーポン券1,000円以上お使いの
方にタッチペン付ボールペンをプ
レゼント

0748-22-0239 八日市町13-17
八

村田米穀㈱

取扱商品▶滋賀県産白米5kg、10kg　
滋賀県産玄米30kg各品種取り揃えており
ます。

お米10kg以上お買い上げのお客
様にふりかけプレゼント

0748-22-0400 西中野町5-8
八

本多精肉店

取扱商品▶近江牛をメインに牛肉や豚
肉、コロッケやミンチカツなどのお惣菜を
取り扱うお店です。

近江牛1kgお買上げの方に80g
増量

0748-23-6100 八日市東浜町5-31
八

メガネの三城 八日市店

取扱商品▶眼鏡、補聴器及びその関連品
の販売、補聴器のレンタル。

メガネお買い上げの方にくもり止
めシートプレゼント

0748-25-0030 八日市町1-23
八

㈲野矢商店

取扱商品▶農業用資材全般（肥料・農薬・
ハウス資材他）健康食品

粗品進呈

0748-23-5588
八日市清水3丁目1-23

八

㈱クチュールレマ

取扱商品▶婦人服および服飾雑貨。

秋冬物お買い上げの方に粗品進
呈。

0748-23-4841 八日市浜野町3-3
八

㈱アグリ・イズム

取扱商品▶農業用資材全般（肥料・農薬・
ハウス資材他）健康食品、米穀集荷

粗品進呈

0748-22-1044
八日市清水3丁目1-23-10

八

衣の一番 たかれん

取扱商品▶婦人服、肌着、くつ下、タオル、
パジャマ、エプロン、マスク、学生服、舞台
衣裳他。

ももクロクーポン券500円を550
円分としてお使いいただけます。

0748-22-0548 八日市町11-2
八

滋賀第五営農組合

取扱商品▶日本人の味覚に合わせて甘
味と旨味・辛味のバランスよいキムチを工
場で直売してます。

近江あかねキムチ（白菜・大根・
きゅうり）工場直売価格通常1袋
540円→500円

0748-22-6383 市辺町2340
八 グリーンプラザ カワシマ

取扱商品▶総合園芸センター、鉢花、観
葉植物、花苗、園芸資材、野菜・花のタネ・
苗。

鉢花・観葉植物2割引（1,000円以
上の品）　特価品は除きます。

0748-24-1119 林田町1480-1
愛八 工房しゅしゅ

取扱商品▶湖のくに生チーズケーキ、焼
チーズケーキ、バターサンド、丁字麩菓子
などの製造販売。

商品お買上げ代金5％OFF

0748-20-3993 上羽田町786-1
八グランルミエ ショップ

取扱商品▶アルビオン、コスメデコルテ、
ニールズヤード等の販売。お手入れ、メイ
ク等も提供。

商品をご購入者さまにスキンケア
サンプルセットをプレゼント！

0748-22-0091 青葉町1-48
愛八 近江銘茶 武久商店

取扱商品▶近江の茶全般を取り扱ってお
ります。茶専門店ならではのテイクアウト
商品も好評販売中。

来店でクーポン使用、茶葉購入の
方、即時使えるテイクアウト10％
offチケット進呈

0748-22-0387 東中野町4-18
八

ケンユードラッグ

取扱商品▶医薬品・漢方薬・健康食品・化
粧品

血管年齢測定サービス

0748-20-1855
今崎町163MEGAドンキホーテUNY東近江店内

八 マックスウッド

取扱商品▶薪ストーブ・ペレットストーブ・
ピザ窯の施工。ストーブグッズ・サウナ・
BBQハウスの販売。

店内の薪ストーブグッズをご購入
のお客様に、粗品をプレゼント！

0748-23-5705 沖野4-3-17
愛八 ㈱重森スポーツ

取扱商品▶一般スポーツ用品、NBベビー
シューズ、コラントッテetc.

0748-22-0664
八日市上之町2-2（八日市高校前）

八㈱今岡牧場

取扱商品▶明治の宅配専用商品を取
扱っています。ご家庭まで安心・安全を心
掛けお届け致します。

明治の宅配サービスを新規ご契
約頂けますと、初回配達より2週間
半額でお届けします！

0748-23-1818 昭和町3-8
八

戸島楽器店

取扱商品▶ピアノ、ギター、ハーモニカ、大
正琴その他楽器全般。ギター14,500円
（税込）～。

0748-22-6645 八日市上之町2-3
八 カネシメ＆ママイクコ

取扱商品▶食器各種、その他バック・エプ
ロン・タオルなどの生活雑貨。

当店のポイントカード3倍進呈
（千円＋税で1ポイントのところ、3
ポイント進呈）

0748-22-0062 八日市浜野町2-20
八

岩井亭

取扱商品▶近江牛各種、豚肉、鶏肉、コ
ロッケ、惣菜等。

近江牛味噌漬をご注文の方に、
今だけヒレとサーロインの最高級
部位を漬け込みます。

0748-22-0377 八日市本町2-4
八

おかし市場 やまかわ

取扱商品▶昔懐かしい駄菓子から最近の
新商品までのお菓子を取扱っております。

1家族様1回お菓子すくいのサー
ビスをいたします。

0748-22-6655 青葉町3-17
八

0748-25-5915

八自然食品・マクロビオティックの店　
しぜんや

マクロビオティック料理法のレシ
ピをプレゼント

布引台2丁目67

取扱商品▶無添加の加工品、調味料、天然
化粧品、電磁波対策商品、機能水器の販売。

お菓子の街角

取扱商品▶ケーキ、シュークリーム、プリ
ン、バースデーケーキ、焼き菓子

バースデーケーキ注文の方にナ
ンバーローソク（最大2個）プレゼ
ント！

0748-23-3743 大森町2133-7
八

お買いもの
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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近江牛 肉のしもかわ

取扱商品▶近江牛、国産黒毛和牛の精肉
販売店です。

近江牛モモ薄切り100ｇ600円
（税抜）を500円（税抜）に。

0748-23-5887 東沖野4丁目2-10
八 八マリーブ化粧品　

エステサロンYU-

化粧品ご注文の方10％OFF　エス
テをご希望の方全メニュー20％OFF

上平木町2417-19

取扱商品▶マリーブ化粧品（幹細胞・EGF・プラセ
ンタ配合）。お顔のエステとアロマボディマッサージ。

0748-24-1888

八ABC-MART
アルプラザ八日市店

八日市浜野町3-1

取扱商品▶紳士靴、運動靴、パンプス、
キッズシューズなど。※ギフトカード購入
代/靴修理代対象外。

0748-20-4511

銘茶 ますきち 
本店・アピア店

取扱商品▶本店：日本茶、茶道具、茶器、アイス
アピア店：日本茶、コーヒー、紅茶、茶器

本店：0748-22-0597
アピア店：0748-24-5716
本店：八日市浜野町2-19
アピア店：八日市浜野町3-1

愛八

カメラのスズカ

取扱商品▶写真用品、プリント、スタジオ
撮影、出張撮影。

年内限定　肖像撮影（ポートレー
ト）、1カット（額付き）　5,000円
（税込）　要予約

0748-23-2123 八日市本町2-3
八

志賀熊商店

取扱商品▶県内外の厳選地酒、本場九州
から取り寄せの焼酎、試飲会にて選び抜
いたワインなど。

3,000円以上（税込）お買い上げ
にて粗品プレゼント

0748-23-3028 札の辻1丁目5-7
八

八西川精肉店　
ムラマツフーズ

すきやき用100ｇ600円を500円
クーポン券利用3,000円以上購入
で粗品

八日市浜野町3-18

取扱商品▶牛肉、豚肉、とり肉、加工品

0748-22-0769

しくマルハチ

取扱商品▶缶ビール等のお酒、近江米の
販売、地醤油やこだわり食品も多数取り揃
えております。

0748-22-1100 東中野町4-21
八

BENTO.

取扱商品▶お弁当各種￥550、他ハヤシ
ライス￥400～　店舗販売のみの対応に
なります。

ごはん大盛無料（50gup）　
（クーポン券1枚につき1個）

0748-26-2954 外町1357
八

ミナイ事務機販売㈱

取扱商品▶各種メーカーのパソコン本体
及び周辺機器、ネットワーク家電接続設
定のご相談を賜ります。

0748-23-5520 中野町691-1
愛八

㈱こじま花店

取扱商品▶花束、アレンジメント、鉢花、プ
リザーブドフラワー、シャボンフラワー、
ハーバリウム

3,000円（税込）以上お買い上げ
の方に粗品プレゼント

0748-22-5158 八日市町11-19
八

八ベーカリーショップ　
クルトン
八日市浜野町3-1　アピア１階

取扱商品▶食パン、菓子パン、デニッ
シュ、フランスパン、サンドウィッチ製造、販
売のお店です。

0748-24-5715

ラ・メール アオバ

取扱商品▶焼きたてパン、手作りサンド
イッチの製造・販売してます。

0748-22-2449 青葉町3-19
八

酒蔵番頭 八日市店

取扱商品▶業務用食品・一般食品・酒類・
飲食用資材等。

お茶500mlPETを1ケースお買上
げ の 方 に缶コーヒー 1 本 進 呈

（セール中は除く）

0748-24-2070 小脇町2408-9
八

中川畜産

取扱商品▶自社牧場で育った東近江市
の近江牛！　本物の近江牛を是非！！

0748-22-0603 野口町55-2
八

ライトオン　
アルプラザ八日市店

取扱商品▶ナショナルブランド、ジーンズ
を主としたジーンズセレクト。カジュアル
ウェア、雑貨。

0748-22-5979
八日市浜野町3-1　アル・プラザ八日市店1F

八

ウエルシア 
東近江八日市店・東近江沖野店

取扱商品▶小売業（ドラッグストア）　医
薬品・化粧品・食品・日用品等の販売。

八日市店：0748-20-3177
沖野店：0748-20-2650
八日市店：中野町269　沖野店：沖野4-17

八

大日本トランプ㈱

取扱商品▶浮世絵：カラー　54枚異なっ
た図柄入り。東海道53次：カラー　東海道
53次の風景入り。

浮世絵トランププラケース化粧箱
入り千円　東海道53次トランププ
ラケース化粧箱入り千円

0748-22-0971 八日市清水2丁目1-39
八

井上製菓㈱

取扱商品▶地産地消をコンセプトに和菓
子から洋菓子まで幅広くお菓子を製造直
売しております。

和菓子詰め合せ＆バームクーヘ
ン5,600円相当をクーポンご利用
で税込5,000円

0748-23-5100 小脇町1009
八

昭和堂楽器

取扱商品▶楽器販売・メンテナンス。ヤマ
ハ音楽教室並びに色々なミュージックレッ
スン。

楽譜・音楽書籍・雑誌　全て10％
OFF

0748-23-0237 八日市東浜町4-3
愛八 田中製麺所

取扱商品▶乾麺（そうめん、冷麦、水車そ
ば、よもぎそば、茶そば、モロヘイヤそばな
どなど）

全商品1袋100円（税込）

0748-22-0366 八日市本町6-15
八 FIRST 八日市アピア店

取扱商品▶レディースアパレル・アパレル
雑貨・アクセサリーなど取り扱っているお
店です。

0748-24-5726
八日市浜野町3-1　八日市アピア2F

八

irodoRi

取扱商品▶国産小麦、自家製小麦酵母を
使ったオリジナルパンの販売しているぱん
屋です。

0748-25-7015 八日市東本町9-5
八

㈲荒松商店

取扱商品▶線香、ローソク、桧笠、木製の
寿司桶、飯櫃等国産品・伝統にこだわる家
庭用品、日用雑貨。

0748-22-1226 八日市本町13-9
愛八

滋賀報知新聞社 物販店

取扱商品▶箕作小・八日市南小学校指定
体操服一式販売。郷土愛を育む東近江産
通学用リュック販売。

通学用リュックお買上げの方にリュック
カバー1個プレゼント。

0748-23-1111
中野町1005

八

お買いもの 食料品・日用品・雑貨 他

※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。
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布引焼窯元

取扱商品▶陶器製品（食器、インテリア）、
陶芸教室。

フクロウ豆皿プレゼント（※色は
選べません）

0748-23-1688 外町466
八湖東フラワー

取扱商品▶園芸専門店に並ぶ高品質な
アンスリウムを、高鮮度かつお値打ち価格
でご提供します。

お買い上げ代金10％off　
水やりのタイミングが色で分かる
水分計をサービス

090-3342-8967 今崎町625
愛八 鮮魚なんち

取扱商品▶お造り、お寿司、鮮魚、焼魚、
惣菜、BBQetc.

0748-23-6999 八日市緑町9-27
八 八フタバヤ（テニー店・アピア店）

中古パソコンお買い上げで新品マ
ウスプレゼント（数に限りがあります）

八日市緑町9-27

取扱商品▶テニー店：中古パソコン・パソ
コン部品・用品・接続ケーブル　
アピア店：写真プリントのみの対応

0748-22-0825

コンパス 八日市店

取扱商品▶文具、ファンシー文具、キャラ
クターグッズ、アクセサリー、バッグ等。バ
ラエティ雑貨。

税抜き2,000円以上のバック全品
10％OFF（※写真はイメージで
す）

0748-22-6400 八日市浜野町3-1
八

㈲メガネプラザ ノガミ

取扱商品▶眼鏡、サングラス、子どもメガ
ネ、補聴器。2020年9月リニューアルオー
プン。

メガネ一式ご購入の方にメガネク
リーナープレゼント

0748-23-0178 八日市緑町13-2
愛八

めがね工房テラダ

取扱商品▶メガネ、レンズ、フレーム、サン
グラス

メガネ一式お買上げの方に蔵・ル
ロン・カでのお食事にご招待！！

0748-25-0027 八日市本町3-14
八 ㈱花治

取扱商品▶切花・プリザーブドフラワー・
観葉植物・胡蝶蘭他植物に関する事全
般。配達します。

切花をお買い上げの方にお花を
長持ちさせる「切り花延命剤　美
咲」をプレゼント！！

0748-23-3787 八日市金屋3丁目1-6
八

取扱商品▶ジュエリー、ブライダルリング
のセレクトショップです。

ももクロクーポン券5,000円
分ご使用のお客様にマスク
1枚プレゼント

ジュエリーミノル 八日市店
0748-24-2188
八日市浜野町3-1アピア専門店街2階

八

さかせ酒店

取扱商品▶清酒、ビール、焼酎等アルコー
ル類、酒粕、ジュース、つまみ、菓子他一般
食品。

5,000円以上お買上げの方
に粗品進呈

0748-55-0041 川合町1570
蒲 青木自転車商会

取扱商品▶自転車販売、修理・レンタサイ
クル

クーポン券1枚使用毎に
ケロちゃんカード5倍進呈
（2,500円分ポイントプレゼ
ント）

0748-42-0153 林町26-5
能前田益蔵商店

取扱商品▶銘茶、住宅設備機器、上下水
道工事

来店でお茶の購入の方当
店スタンプカード２倍進呈
します。

0748-48-3411 五個荘中町20
五 吉野屋

取扱商品▶鮮魚、生鮮食品、手作りおそう
ざい

クーポン利用分に当店ポイ
ント2倍進呈

0748-42-0251 佐生町163
能

時計・メガネのナカザワ

取扱商品▶時計・メガネ・補聴器の販売。

電池交換無料クーポン進呈
します。

0748-24-5735
八日市浜野町3-1 アピア2F

八近江酒造㈱

取扱商品▶ED314の機関車と猫や龍の
切り抜き看板のある、ユニークの日本酒の
蔵元です。

ねこちゃんクッキー、おしゃ
れな酒に食感と香りをお楽
しみ下さい。クッキープレゼ
ント

0748-22-0001㈹ 八日市上之町9-16
八

取扱商品▶自転車修理　全般　レンタサ
イクル

パンク修理1,500円を1,300
円　タイヤチューブ交換1本
5,000円を4,600円

サイクルショップ コッカロフト
0748-22-0567 八日市本町4-8

八

取扱商品▶眼鏡、サングラス、老眼鏡

メガネ一式購入につき、くも
り止めプレゼント

㈲清水眼鏡店
0748-22-6055 八日市緑町9-27

八

ショッパー 桜川
0748-55-0023
桜川西町119-1

蒲

取扱商品▶生鮮食料品

リカーショップ コタニ
0748-55-2980
宮川町244-319

蒲

取扱商品▶酒類小売・たばこ・ク
リーニング取次・切手類

ごちそう一番館 八百亀

取扱商品▶食料品・雑貨　他。

0748-27-0023
山上町1271

永米浅商店
0748-55-0256
鈴町22-1

蒲

取扱商品▶食品・日用雑貨品

麻太商店

取扱商品▶酒類・食料品・仕出し
料理

0748-27-0597
甲津畑町645

永

取扱商品▶食品・飲料・酒類・雑
貨等。

セブンイレブン　
滋賀蒲生蒲生堂店
0748-55-5959
蒲生堂町984-1

蒲

㈲ 岡本こんにゃく本舗

取扱商品▶こんにゃく各種

0748-27-0129
永源寺高野町328

永A・Vヒサダ

取扱商品▶家電製品販売。

0748-27-0221
高木町119

永

フードショップ 木又
0748-55-0068
木村町23

蒲

取扱商品▶食料品・日用品

永源寺門前売店 うり坊

取扱商品▶永源寺特産品・自家
製お土産物

0748-22-3029
永源寺高野町41

永

オカスポーツ
0748-55-0049
桜川東町260

蒲

取扱商品▶スポーツ用品・学生
服及び蒲生地区（学校・幼）指定
用品

永

取扱商品▶自家製酵母　石窯
パン

ワイルドキッチン
石窯パン工房
0748-56-1292
池之脇町473-2

加藤呉服店

取扱商品▶呉服・衣料全般

0748-27-0017
山上町1249-1

永㈱カネキチ

取扱商品▶米

0748-27-0036
山上町1867-1

永 小杉豊農園

取扱商品▶トマト・きゅうり・イチ
ゴ・その他野菜・果実

0748-27-0661
青野町4894

永

お買いもの
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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㈱豆光

取扱商品▶とうふ・油あげ　他。

0748-48-2689
五個荘川並町556

五

丸山薬局

取扱商品▶一般用医薬品・健康
食品・介護用品

0748-27-0111
山上町923-2

永

おうたや

取扱商品▶カネボウ化粧品・日
用品

0748-42-0405
林町48-4

能

片山自転車店

取扱商品▶自転車及びパーツ販
売・修理

0748-48-2540
五個荘小幡町658

五モードショップ 大橋屋

取扱商品▶衣料品

0748-48-2638
五個荘簗瀬町580

五

㈱みんなの奥永源寺

取扱商品▶MURASAKIno化粧
品

080-3108-7172
君ヶ畑町844

永

フレスコ能登川店

取扱商品▶生鮮食品・加工食品
等。

0748-42-8301
林町137

能

サラダ館 五個荘店

取扱商品▶ギフト一般（食品・洗
剤・タオル　他）。

0748-48-3801
宮荘町69-3

五

㈲永源寺マルベリー

取扱商品▶有機桑茶・近江健康
青汁・桑と明日葉の恵み

0748-27-0772
永源寺高野町201

永

加藤書店

取扱商品▶書籍・雑誌・たばこ

0748-42-0054
垣見町781

能

ファミリーショップ ニシヤ

取扱商品▶婦人洋品・学生衣料

0748-48-2039
五個荘金堂町618

五

㈴かじ藤商店
0748-23-2500
八日市町13-19

取扱商品▶建築・金物・塗料・家
庭金物・波板・鋼材・パイプ

八

アサヒメガネ八日市店
0748-25-0533
札の辻1丁目4-22

取扱商品▶メガネ・補聴器・色覚
補正レンズ

八

㈱梶円商店
0748-23-0158
栄町2-11

取扱商品▶家電製品・電気工
事・給排水設備・配管工事一式

八やおたね
0748-25-0180
今堀町137-3

取扱商品▶お弁当・サンドイッ
チ・ワッフル等・手作り製品他・
酒・雑誌・たばこ

八 大森屋ふとん店
0748-22-0624
八日市町11-4

取扱商品▶寝具・寝装品

八 小沢電器商会
0748-22-0326
八日市町10-12

取扱商品▶家電小売

八

堀田米酒店

取扱商品▶米穀・酒類・食品

0748-42-0133
佐野町203

能

𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

取扱商品▶仏具・贈答品

0749-46-0403
北坂町581

愛

くらま楽器
0748-24-2639
八日市本町2-13

取扱商品▶楽器（ギター・バン
ジョー・マンドリン他）

八

井口商店

取扱商品▶移動販売（たこ焼き・
大判焼etc…）

0748-45-0050
乙女浜町478

能

スギ薬局 能登川店

取扱商品▶物販（薬、化粧品、日
用消耗品、食品）

0748-43-0024
垣見町971

能

野村電機商会

取扱商品▶家電製品

0749-45-2328
僧坊町51

五湖

㈲中島酒店

取扱商品▶清酒・ビール

0748-42-0158
能登川町592

能

花咲爺さん マスダ園芸

取扱商品▶園芸関係の商品販
売。

0749-45-3488
池庄町2125-2

湖

㈱ミナミイ
0748-23-3731
栄町7-12

取扱商品▶文具・画材

八

カナリヤ楽器㈲

取扱商品▶楽器販売

0748-42-0195
林町43-2

能

カギヤ薬局愛東

取扱商品▶医薬品・衛生材料

0749-46-0100
妹町171-1

愛

レディース　
キャスト(CAST)

蒲

0749-45-1629
下岸本町77

取扱商品▶婦人服

湖

繖電社

取扱商品▶家電製品

0748-42-1250
伊庭町2237

能

やまよし醤油

取扱商品▶用途に合わせての手
作り醤油類。

0749-46-0507
北坂町693

愛

ランジェリー Yutaka
0748-24-2266
建部日吉町427-1

取扱商品▶インナーウェア・ナイ
トウェア

八

塚本商店音

取扱商品▶食料品

0748-45-0282
栗見新田町605

能

㈲廣田木材

取扱商品▶木のおもちゃ

0749-46-1031
市ヶ原町117

愛

野田松呉服店

取扱商品▶学生衣料・雑貨・刺
繍ネーム

0749-45-0212
南清水町154

湖

手作りハウスmaruei

取扱商品▶パッチワーク用品・レ
ディースファッション

0748-42-0623
林町26

能

小弥百貨店

取扱商品▶文具・事務用品・事
務機・日用品

0749-45-0022
小田苅町353

湖

田中自転車店

取扱商品▶自転車・バイク

0748-42-0548
垣見町1376

能

衣料のやまもと

取扱商品▶学生衣料

0749-46-1122
百済寺本町1452

愛

さわだ
0748-24-1117
林田町1268-1

取扱商品▶衣料品全般・生活雑
貨など暮しにお役に立つアイテ
ムがいっぱいです！

八

能

取扱商品▶靴、履物

ミヤハシ　
フレンドマート能登川店
0748-42-2191
垣見町1515（フレンドマート能登川店内）

前田商店

取扱商品▶酒類

0749-45-1020
小八木町837-1

湖

グランルミエ ブティック
0748-25-0350
青葉町1-48

取扱商品▶学生服・婦人服

八

なかざわ花店

取扱商品▶生花切売

0748-42-0418
垣見町719

能

寿司・仕出し うお藤

取扱商品▶仕出し弁当

0749-46-1090
大萩町100

愛

湖東味咲館　
農産物直売所
0749-45-0335
横溝町424

取扱商品▶野菜、果物、米、加工
品等。

湖

ジャパン 五個荘店

取扱商品▶ドラッグストア　薬・
化粧品・食品・菓子・酒・飲料な
ど。

0748-36-2292
五個荘北町屋町160

五

お肉処 ちかえ

取扱商品▶精肉

0748-25-0325
八日市緑町9-27

八

履物・雑貨 ゲタ音

取扱商品▶日用雑貨、履物

0748-48-2106
五個荘金堂町901-4

五大橋屋 エトセトラ

取扱商品▶五個荘地区幼・小・
中学校制服・体そう服全般　ハ
ンドメイド作家さま作品・焼菓子

0748-48-6152
五個荘五位田町599

五

お買いもの 食料品・日用品・雑貨 他

※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

㈲小嶋商店
0748-22-8125
蛇溝町58-1

取扱商品▶種苗・肥料・農薬

八リカーショップ辻
0748-23-6388
東沖野2丁目6-8

取扱商品▶酒販売

八 Sテックしんわ
0748-22-0960
八日市本町2-9

取扱商品▶家電品全般

八

荒松紙店
0748-22-0133
八日市本町13-12

取扱商品▶和紙・祝儀用品・結
納用品　営業時間午前10時～
午後3時　定休日　月曜日

八

そめすがや
0748-23-3528
八日市緑町14-15

取扱商品▶呉服・宝石・バック・
健康食品

八

八菓市庭縁 いせとう
0748-23-0881
中小路町494-4

取扱商品▶洋菓子

八 サンエム 精肉店
0748-23-2729
野村町511-4

取扱商品▶精肉

八

八メガネのハヤミ　
八日市店
0748-25-5010
八日市緑町16-14

取扱商品▶メガネ・サングラス・
補聴器

A番館 KOZAWA
0748-23-3903
八日市緑町12-7

取扱商品▶家電製品、住宅設備
機器

八

八菓市工房 イセトウ　
アピア店
0748-24-5713
八日市浜野町3-1　アピア1F

取扱商品▶洋菓子・和菓子

宮岡酒店
0748-22-1202
大森町1063-1

取扱商品▶酒・食料品

八

楠林時計店
0748-22-0510
栄町3-28

取扱商品▶家電製品・販売修
理・工事

八

㈲フレンズ・コトー
0748-24-2223
林田町1262

取扱商品▶家電製品

八 八ライスセンター きまた
0748-22-0358
八日市清水1-2-8

取扱商品▶食品、米穀小売

コスガ印判
0748-23-1888
ひばり丘町1-29

取扱商品▶印鑑・ゴム印・表札・
プリントTシャツ・記念品・シャチ
ハタ

八

八Hand made ＆ Work shop 
エムエム
0748-56-1428
ひばり丘町733-5

取扱商品▶手作り雑貨

㈱ホース
0748-22-6888
八日市緑町9-27

取扱商品▶カジュアルウェア

八 てっくさーびす
0748-22-2941
市辺町994

取扱商品▶電気製品

八 八スギ薬局 八日市店
0748-43-2244
八日市東本町6-48

取扱商品▶物販（薬、化粧品、日
用消耗品、食品）

スギ薬局 八日市駅前店
0748-43-0092
八日市浜野町2-3

取扱商品▶物販（薬、化粧品、日
用消耗品、日配食品、加工食品
等）

八

㈲かじ徳
0748-22-1547
東沖野1丁目1-11

取扱商品▶電動工具、水道部品

八 小林事務機㈱
0748-23-2233
幸町2-28

取扱商品▶事務機器、事務用
品、オフィス家具、パソコン

八カギヤ薬局
0748-23-1313
八日市本町13-9

取扱商品▶くすりと処方せん調
剤。

八 ㈱昭和堂
0748-23-0235
八日市東浜町1-2

取扱商品▶時計、メガネ、宝石、
補聴器

八 フラワーハウスはなすえ
0748-22-3065
八日市浜野町3-1アピア1F

取扱商品▶生花、鉢物、他　税
込3,300円で東近江市内無料配
達させて頂きます。（一部有料）

八

デンエン
0748-23-6003
聖和町3-9

取扱商品▶家庭用電化製品販
売。

八

お買いもの
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生

１，０００円（税込）のお買い物に対し、５００円のクーポン券が１枚利用可能となります。 

例８５０円の買い物の場合
ももクロクーポン券は利用できません。 

例２，６５０円の買い物の場合
ももクロクーポン券２枚（１，０００円分）が使用でき、残金１，６５０円を現金等で お支払いいただきます。

使用期限は、
令和３年１月３１日（日）です。

期限を過ぎたクーポン券は無効となります。
ご注意ください。

使い方 
東近江市の全世帯に５，０００円分（５００円クーポン券×１０枚綴り）のクーポン券を配布します。 

東近江市ももクロクーポン券は、金券・商品券ではないので注意してください。 

の

■クーポン券の使用対象とならないもの 　○国税、地方税、公共料金料等の支払い　 
○有価証券、金券、商品券などの換金性の高いものの購入 　○製造たばこの購入　 
○現金との換金、金融機関への預け入れ、その他金融商品 　○保険診療対象となる医療費の支払い　等 

■注意事項　クーポン券の転売、譲渡、換金はできません。 

※詳しくは通知文、ホームページにてご確認ください。 

●クーポン券に対するお問合せは、東近江市商工労政課　TEL 0748-24-5565 まで

東近江市ももクロクーポン券
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

㈲植田設備

取扱商品▶リフォーム工事　主に水廻り
ですが、家電製品等も取扱いしています。

リフォーム工事お見積りいただいた
方に三方よし券（500円分）プレゼン
ト！契約いただいたらさらに5％値引

0749-46-1749
愛東外町581-2

愛

国領燃料店

取扱商品▶給湯器、冷・暖房機器、ガス機器
見積り無料

0749-45-1149
平柳町1190

湖㈲トータルショップ・SOS　
曽根店

取扱商品▶愛車の鈑金、塗装

クーポン券を5千円分ご利用の方
に当社SSで使える「水洗い洗車
券」をプレゼント！

0749-46-1238
曽根町1336-1

愛 広田設備

取扱商品▶上下水道工事・水まわりの改
築・リフォームなんでもご相談下さい。　
相談は無料。

0749-45-8098
勝堂町1113-2

湖 廣一工務店

取扱商品▶住宅の新築・増改築、木工製
品制作、お住まいのお困り事、なんでもお
問い合わせ下さい。

ご用命の方に当社オリジナル木
工製品プレゼント

090-2064-0935
勝堂町1005

湖 GARAGE･CHAMP

取扱商品▶自動車整備・販売・保険・車
検・修理・鈑金・用品各種取扱

0749-45-5180
下一色町402-1

湖

リフォーム設計滋賀

取扱商品▶家及び外廻りのリフォームの
設計及び工事。

工事又は設計１万円以上ご注文
でもれなく千円のＱＵＯカードプ
レゼント

080-6162-3516 石塔町56
蒲

子育てスタジオPIECE

取扱商品▶マタニティヨガ・おやこ産後ヨ
ガ・おやこ運動教室・リトミック教室・キッ
ズチア教室

体験後の即日入会で体験料金+入
会金2,000円全額オフ

090-2380-1432
五個荘簗瀬町350

五松村電機

取扱商品▶電化製品の販売、電気・水道
工事、リフォームなど取り扱っております。

電池・電球・蛍光灯などお買い上
げいただいた方にプレゼント

0748-55-0250
蒲生堂町467-1

蒲

0120-114-426
㈱ジーエーピー

取扱商品▶注文住宅、不動産売買仲介及び賃
貸、遊休地利用の企画提案、損害保険代理店。

市子川原町716-2

蒲

㈲木村自動車

取扱商品▶各種新車・中古車販売、車検・
整備・点検・鈑金・塗装・近畿陸運局指定
工場・各種保険会社

粗品サービス

0748-48-3398
五個荘竜田町435-2

五

あいきょうの森

取扱商品▶バンガロー・テントサイトや屋
内外のバーベキューサイトなどでアウトド
アライフを満喫していただけます。

0748-27-2009
和南町1563

永

㈱蒲生工務店

取扱商品▶注文住宅・リフォーム等、新築工事
からちょっとした修繕まで迅速に対応しています。

0120-76-5610
市子川原町716-2

蒲

㈲窓快工房 共栄

取扱商品▶サッシ・断熱内窓・網戸・硝
子・エクステリア等、各種取付や修理、交
換を行っています。

クーポン券利用期間中、網戸張替え5枚
ごとに合計金額より1,000円値引します

0748-48-5355
五個荘竜田町700-4

五

蒲生野・そろばん＆
知育楽習スクール

取扱商品▶そろばん・暗算・フラッシュ暗
算・育脳トライアルetc.

ご入学時にスリーウエイバッグ・
九九表プレゼント

0748-55-2718
蒲生堂町328－82

蒲

㈱朝比自動車工業所 

粗品進呈させて頂きます。

0748-55-0215 
川合町306

取扱商品▶新車・中古自動車販売・修理・
車検等。お車に関する事ご相談下さい。

蒲

西﨑登記測量事務所

取扱商品▶・各種登記
　　　　　・相談無料

0748-42-0390
躰光寺町260

能

0748-55-8166
㈱清水石材店

取扱商品▶墓石クリーニング30,000円～
花立、ロウソク立等の小物の交換などもぜひ♪

日頃なかなか出来ないお墓周り
を改善されませんか。ただ今ク
リーニング5,000円引き！！

大塚町987-7

蒲

クリスタルホール能登川

取扱商品▶葬儀施行、供花、仏具、仏花

クリスタルファミリー会員入会金
10,000円→5,000円　クリスタル提
携店で使用できる商品券500円進呈

0748-42-7779
今町960-1

能

西村電気商会

取扱商品▶電気工事・防犯カメラ・アンテ
ナ・エアコン・インターホン・オール電化・
車充電設備

0748-48-2377
五個荘日吉町554-1

五

L’ ABEILLE Atelier 
CHIHIRO

取扱商品▶チョークアートのオーダー制
作、教室

体験レッスン3,800円→3,000円

090-5015-8336
佐野町657　ファブリカ村内

能 自動車工房 北村鈑金

取扱商品▶・自動車鈑金塗装　・車の小キ
ズ修理　・ガラスコーティング　・車体塗装

車体施工代金10％OFF

090-3865-7746
阿弥陀堂町22

能福坂建具店

取扱商品▶木製建具工事（障子・襖の貼
替等に是非クーポン券をご利用下さい）。

粗品進呈

0748-42-0187
猪子町106

能

㈱小杉自工

取扱商品▶各メーカー新車・中古車販
売、車検整備、一般整備、鈑金修理、損保
ジャパン保険代理店

鈑金修理工賃
（部品、材料代除く）5％OFF

0748-48-2385 五個荘北町屋町2-2
五 Sunworks（サンワークス）

0748-48-8139 五個荘七里町98-2

取扱商品▶車両販売から整備・カスタム
まで幅広く対応。洗車グッズも便利な物を
取り揃えております。

5,000円以上お買い上げの方に
当店オリジナルメモ帳をプレゼン
ト

五

住まい・その他 建設工事関係・自動車関係・各種教室 他

※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。

店名
TEL　　　住所

クーポン券利用時
のサービス内容
取扱商品

商品・店舗写真

地区
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

㈱山彦

取扱商品▶木材・住宅機器販売、新築・リ
フォーム、不動産売買・賃貸

0748-22-3060
八日市東本町6-52

八

星和都市開発㈱　
アパートプラザ八日市店

取扱商品▶不動産の賃貸・売買。相続・不動産
コンサルティング等を行う総合不動産会社です。

0748-23-7165
八日市緑町18-5

八

ご成約の方にUSB充電式モバイル
バッテリー（LEDランタン）をプレゼント

0748-55-0043
ホンダカーズ東近江

取扱商品▶新車・中古車販売、車検・点
検・修理、部品・用品販売

蒲生店：同上
八日市店：芝原町885-1
　　　　（Tel）0748-22-7001

市子川原町640-2

八 蒲

いだはいしゃ

取扱商品▶感染予防に効果的！お口のク
リーニング、定期検診、口腔ケア用品、ホワ
イトニングなど。

歯ブラシプレゼント

0748-22-3636
八日市浜野町503・505-1

八桃栗柿屋・
KAKIYA 不動産

取扱商品▶キッチン12台、バス5台、トイ
レ16台など展示中。見て比較して納得して
選べます。

0120-338-336
外町1381-3

八

東近江スマイルネット

取扱商品▶■テレビ放送　■光インター
ネット　■光電話（利用料を除く、工事代、
調整等手数料、物販代金等）。

オリジナルボックスティッシュ進呈

050-5801-2525
池庄町505

湖

中日新聞八日市専売所　
髙木新聞店

取扱商品▶中日新聞、中日スポーツ、毎週
土曜日こどもウィークリー。

0748-22-1541
幸町2-26

八

新規購読3か月以上で令和3年カ
レンダープレゼント

リフォームなかがわ

クリーニング（洗面・お風呂セット）
￥28,000→￥24,500（税込）抗菌仕様
クロス1m￥1,800→￥1,500（税込）

090-9863-2016
東沖野1丁目5-7-105

取扱商品▶ハウスクリーニングによる殺
菌、抗菌仕様のクロス（壁紙）の貼替等。

八

㈱八日市ロイヤルホテル

取扱商品▶おせち3段25,920円　2段
17,280円　お渡し日12月31日

クーポン券5,000円分利用でおせ
ち料理3段18,920円  2段11,280
円

0748-24-0111
妙法寺町690

八

塚本燃料（T＆S）

取扱商品▶創業明治43年の燃料商です。
LPガス器具と関連工事ならお任せください。

通常販売価格よりさらに5％お値
引きいたします。

0748-22-0422
八日市町11-16

八

090-8886-3560
グッドブライダル滋賀

取扱商品▶婚活応援プロジェクト！あなたに
合った出逢いを提供し、日々の生活を豊かに
暮らせるようトータルサポートを行っています。

入会費50％ＯＦＦ　無料相談
受付（ご本人、ご両親）

八日市緑町5-15
八

㈱メイク

取扱商品▶雨戸1枚から、外壁塗装、屋根
塗装、防水工事など。無料相談・無料見積
致します。

見積金額より1割引

0748-23-2678
中小路町416-2

八 東近江司法書士事務所

取扱商品▶不動産・商業登記（相続、会社
設立など）、債務整理（借金相談）、司法書
士業務全般

0748-20-1820
八日市上之町8-36アジアビル2階

八 ビジネスグリーンホテル
八日市

取扱商品▶S・TW・和室の様々な部屋タイ
プ。お土産販売、周辺観光の地図、クーポ
ン御座います。

0748-25-0002
八日市野々宮町290-1

八㈱イワネクス
コーポレーション

取扱商品▶キッチン、バス、トイレ、洗面、エコ
キュート、ガス石油機器、ガスIHコンロ各種見積無料

0748-22-0381
八日市東本町1-8

八

ご成約頂いた方に粗品（コンロお手入
れセット等）プレゼント。※数に限り有。

㈱オートセンタームラタ

取扱商品▶車販と整備・何でも出来るし・
いっぺん寄っておくれ！いつも待ってるで
～！

ご来場プレゼント進呈！

0748-23-2944
林田町1282

八 カトウモータース

取扱商品▶自動車販売、車検点検、修理、
ETC、ドライブレコーダー等各種用品販売
取付け。

粗品を進呈致します

0748-23-2015
東沖野1丁目2-37

八 ㈲トータルショップ・SOS　
八日市店

取扱商品▶愛車の車検、鈑金、塗装、修理、点
検、カー用品、オイル交換、洗車、タイヤ交換など。

0748-22-0715
八日市東本町3-13

八

クーポン券を3千円以上ご利用の方に当社
SSで使える「水洗い洗車券」をプレゼント！

㈱川瀬金属

取扱商品▶自動車中古パーツ・中古タイ
ヤ・オイル交換・自動車整備・自動車解体業

中古タイヤお買い上げの方、無料
で取付けさせて頂きます。

0748-22-3665
東沖野1丁目6-7

八 ㈱西村モータース

取扱商品▶自動車修理、新車・中古車販
売

0748-22-1595
昭和町3-39

八山田ため畳店

取扱商品▶畳新調、表替え、襖・障子・網
戸の張り替え。

ご注文の方にもれなく「オリジナ
ルミニ畳」プレゼント！

0748-22-3377
妙法寺町586

八 協和燃商㈱ 大凧通りSS

取扱商品▶オイル交換、タイヤ交換など
カーメンテナンス。

粗品進呈致します。

0748-22-0785
今堀町252-1

八

太平楼

取扱商品▶料理旅館、ビジネス泊、団体
泊、会席料理、各種鍋料理、お弁当、仕出
し

ソフトドリンク1杯サービス（条件
詳細は店舗まで）

0748-22-0168 林田町1168-5
八

久田畳店

取扱商品▶純和室から人気のモダン和室
まで畳、襖、障子、内装全般の施工。

ご注文の方に畳小物をプレゼント

0748-22-3091
上羽田町1399

八

㈲速水商会

取扱商品▶車検整備（保険、税金除く。）、
一般整備、タイヤ、バッテリー、ドラレコ、
ETC等

車検の方は、オイル交換無料。
一般整備の方は、粗品進呈。

0748-22-4191 大森町1984-1
八

住まい・その他
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

カワシマオート

取扱商品▶新車・中古車販売、ナビ・電装
品販売取付、車検・修理・保険など取扱。
お気軽にご相談下さい。

冬用のタイヤ交換1台1,500
円。出張交換トラックは除き
軽・普通車（3.4.5）に限る。 

090-8758-7944
五個荘川並町738-1

五増田電気商会

取扱商品▶家電製品販売、電気工事、上
下水道工事

製品3％　工事費5％
どちらか割引 

0748-27-0523
山上町2092-2

永

0748-27-0445
石岡石油

取扱商品▶ガソリンスタンド
山上町2012

永㈲アイ設計

取扱商品▶CAD図面作成

0748-27-2080
青野町4604-1

永 松𠮷𠮷𠮷

取扱商品▶電気工事・給排水設
備工事・住宅設備・家電品販売

0748-27-1354
一式町310

永

0748-55-0123
㈲宮川自工
宮川町236-2

取扱商品▶自動車（新車・中古
車）販売・車検・整備・板金・塗装

蒲㈲平井百貨店

取扱商品▶LPガス小売

0748-55-0888
川合町1569

蒲Porkin Sticker

取扱商品▶Tシャツプリント・看
板・バーナー・ステッカー

090-7110-7946
宮川町244-480

蒲
0748-55-0094
㈲ツジノオート

取扱商品▶自動車修理・販売
石塔町1353

蒲 ㈲池田石油　
ENEOS 近江蒲生 SS
0748-55-1048
市子松井町160-1

取扱商品▶ガソリンスタンド

蒲

0748-48-2301
中島商事㈱

取扱商品▶灯油・ガス石油機器
宮荘町61-5

五

0748-27-0177
野田造園
市原野町2071-1

取扱商品▶造園工事及び剪定

永
0748-27-2089
本間ガラス店
石谷町546-3

取扱商品▶住宅・店舗サッシ・ガ
ラス・カーテン・ブラインド他。

永

㈲ハリカ永源寺店

取扱商品▶贈答品小売・葬儀
サービス

0748-27-1678
山上町2910

永井ノ口目立

取扱商品▶帯鋸目立・チェーン
ソー刃研磨

0748-27-0419
永源寺高野町1856-1

永
0748-48-2244
野村建具店
宮荘町949

取扱商品▶木製アミ戸・アミ戸貼
替・ガラス等入替

五

㈲辻工務店

取扱商品▶一般建築業・リ
フォーム・バリアフリー工事

0748-48-2701
五個荘奥町725

五旭鋼機㈱

取扱商品▶機械工具

0748-48-2592
五個荘河曲町345

五
0748-48-3374
市田新聞店

取扱商品▶新聞
五個荘竜田町743-2

五

0748-48-2135
読売センター 五個荘
五個荘山本町522-2-Ｄ

取扱商品▶読売新聞・読売
KODOMO新聞・読売中高生新
聞・スポーツ報知

五

0748-42-2130
小川歯科医院

取扱商品▶歯科医療・自由診療
及びハブラシなどの口腔衛生物
品。

垣見町719

能
0748-42-3823
イシナオ㈱
佐野町726-1

取扱商品▶家電製品・住宅設備
商品・風呂キッチンリフォーム

能

0748-48-2233
㈲小串自動車整備工場
五個荘石塚町140

取扱商品▶車検・修理・車両販
売

五

滝田石油店

取扱商品▶オイル交換・メンテ
ナンス・タイヤ交換

0749-46-1402
上岸本町2063

愛

冨江建築

取扱商品▶リフォーム工事

0748-45-0301
栗見新田町733

能

0748-36-3022
阿部Ｄ歯科医院
種町1710-4

取扱商品▶歯ブラシ、歯磨き粉、
歯間ブラシ、デンタルフロスなど
歯科衛生用品

能

0748-42-0811
滋賀三菱農機販売㈱
佐生町335

取扱商品▶草刈機・耕運機など
農業用機械

能 ㈲森新聞舗

取扱商品▶新聞・雑誌・その他
物販

0748-42-1234
林町780

能
090-9869-2522
大正工務店

取扱商品▶リフォーム・新築
福堂町3182

能

0748-22-1632
小森表具店

取扱商品▶ふすま、障子の新調、貼替、内
装工事、クロス、カーテン、クッションフロ
ア、掛軸他。

粗品プレゼント
中小路町218-1

八

マスターピース

取扱商品▶自動車販売・整備

0748-25-1860 小脇町1801-1
八

ガレージワンダー 3

取扱商品▶新車・中古車販売・
自動車整備

0748-48-8188
五個荘河曲町316-2

五

タイヤ館 八日市

取扱商品▶自動車用タイヤ、ホイール、各
種カー用品の販売。

0748-22-4107 札の辻2丁目11-15
八 奥野モータース

取扱商品▶国産車・外車　新車・中古車
販売、車検、修理、カスタムなどお気軽に
ご来店下さい。

原付バイクから普通二輪車まで
車両販売価格より10％引き！

0748-23-3101 建部日吉町385-7
八 駿遠商事㈱ 滋賀営業所

取扱商品▶プロ御用達のエンジンチェン
ソーやお庭の手入れにあると便利なバッ
テリーツール。

製品お買い上げの方にメーカー
ノベルティーグッズ進呈。

0748-23-7865 瓜生津町2516
八

タイヤランド五個荘

取扱商品▶タイヤ・パンク修理・
etc.

0748-48-2343
五個荘石塚町221

五

愛知川砂利販売㈱

取扱商品▶砂等砂利類の販売。

0748-42-5230
神郷町372

能

㈲トータルショップ・SOS　
本店

取扱商品▶愛車の車検、鈑金、塗装、修理、
点検、カー用品、オイル交換、タイヤ交換など。

0748-23-3737
瓜生津町552

八

クーポン券を3千円以上ご利用の方に当社
SSで使える「水洗い洗車券」をプレゼント！

住まい・その他 建設工事関係・自動車関係・各種教室 他

※サービス内容はクーポン券利用時のものです。 ※商品・サービス等の内容、定休日等に関することは、掲載の各店舗にお問合せください。
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※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。※順不同

0748-22-1144
㈲中嶋印刷所

取扱商品▶印刷各種
八日市金屋1丁目4-8

八

0749-37-3993
青山表具店

取扱商品▶内装業
小八木町1020

湖

0748-22-3898
㈲ヤマキ電気工業所

取扱商品▶電気設備工事
妙法寺町612

八

0748-24-1810
㈱フジ・モータークリニック
上平木町1591

取扱商品▶自動車販売、整備

八

090-5067-7761
武田機械サービス

取扱商品▶農業機械・その他関
連商品、新品・中古取扱い

中一色町713

湖

㈲八厚浄化センター

取扱商品▶水廻りの工事・洗浄・
浄化槽管理

0748-23-3177
蛇溝町1685-10

八

川村工務店

取扱商品▶住宅建築・木のたま
ご・つみき

0749-45-3800
今在家町570

湖

パーチェフル
～ Pàce-ful. ～
0748-23-3573
東今崎町6-22

取扱商品▶外構・エクステリア・
お庭・ガーデンの設計施工・販売

八

0748-23-0667
㈱ライフテックミツダ
今堀町621-1

取扱商品▶設備工事

八

0749-45-2965
廣瀬石材店
平柳町1135-7

取扱商品▶石製品・墓石・他

湖

0748-23-0674
㈲テラダオート
池田町951-2

取扱商品▶新車・中古販売・車
検・一般整備

八

㈱シガ建装

取扱商品▶リフォーム

0748-23-5151
札の辻2丁目13-22

八

㈲中嶋商会

取扱商品▶自動車整備・用品

0749-45-0197
小田苅町682-3

湖

クリーンカー近江

取扱商品▶自動車整備・点検な
ど。

0748-23-5868
東沖野3丁目8-14

八

㈱ハットウ電設

取扱商品▶総合電気設備工事

0748-23-1831
八日市東浜町5-26

八

0748-23-3388
東山造園㈱

取扱商品▶造園工事
市辺町949

八

0749-45-0300
AUTO GARAGE Reve

取扱商品▶オイル交換・タイヤ
交換・車検等。

長町236-3

湖

0748-22-0369
図司自動車工業㈱

取扱商品▶自動車整備
小脇町1001-3

八

090-3055-7588

愛のまち農家民宿
「穂の香のしずく」
愛東外町716

取扱商品▶民泊

愛 ㈱広田工務店

取扱商品▶新築・リフォーム・増
改築

0749-47-2211
勝堂町950-1

湖
0749-46-1440

造園 梶賀
百済寺本町2044-2

取扱商品▶造園、土木、エクステ
リア設計施工

愛㈲ニシカワ

取扱商品▶プロパンガス・灯油
の販売・およびガス器具その他住
宅設備機器の販売・各種工事。

0749-46-0026
鯰江町145-7

愛

イナバホーム

取扱商品▶リフォーム・家の修理

090-9042-0590
池庄町1270

湖

0749-46-0066
松井建設㈱

取扱商品▶土木造園一式総合
梅林町343

愛

0749-45-2052
㈱楠亀工務店

取扱商品▶住宅建築
南菩提寺町636

湖

松下自工

取扱商品▶各種新車・中古車　
販売整備

0748-22-2013
市辺町2673-1

八
0748-23-1175
キリンオートモール㈱
林田町1287-1

取扱商品▶自動車の点検
整備・オイル交換他。

八 八日市瓦斯㈱

取扱商品▶ガソリン・軽油・灯
油・オイル・他。ガス器具・他。

0748-23-2121
東沖野4丁目2-6

八 ㈱尾賀亀 Enejet
八日市中央 SS
0748-22-4571
東沖野1-7-5

取扱商品▶オイル、タイヤ、車
検、洗車、作業全般

八
0748-23-2319
河井塗料店
東沖野2丁目5-24

取扱商品▶塗料及び塗装工事

八

0748-25-1929
㈱ニシデン
沖野3-8-31

取扱商品▶総合設備工事（電
気、水道設備工事等）。HP有。

八 太田印刷所

取扱商品▶印刷全般（冊子、機
関紙、伝票、ポスター、パンフレッ
ト、封筒、カラー印刷等）。

0748-22-1616
東沖野5丁目28-3

八 ㈱二橋商店

取扱商品▶セメント、鋼材、建設
資材、土木資材販売

0748-23-2840
八日市金屋1丁目3-3

八 小辰商店

取扱商品▶ガス器具及び関連商
品。アフターフォローも充実して
ます。

0748-22-0336
栄町6-15

八 川崎司法書士事務所

取扱商品▶登記に関する事
（例　お金を返して登記を抹消し
たい。家・土地の購入。相続etc.）

0748-23-0018
八日市野々宮町2-6

八

㈱滋賀コンストラクション

取扱商品▶リフォーム事業及び
建築一般、工事、地元密着工務
店。何でも相談下さい。

0748-24-0024
瓜生津町1190

八 ㈱オートショップくる松

取扱商品▶自動車販売・整備・
用品販売

0748-24-0067
野口町961-1

八㈲新工電機工業所

取扱商品▶自動車電装部品（ナ
ビ・ドラレコ・ETC・バッテリー・エ
アコンなど）の取付・修理

0748-22-1597
春日町2-15

八 ㈱カーミルズ

取扱商品▶自動車（販売・車検・
整備）

0748-34-0283
布施町654-4

八

野矢オートサービス
0748-23-6038
沖野3丁目1-6

取扱商品▶四輪販売、修理

八㈲小森モータース
0748-22-2928
幸町2-4

取扱商品▶自動車・二輪自動
車・用品・整備

八

ワールドタイヤ八日市
0748-24-2029
建部北町堤外350

取扱商品▶中古タイヤ・中古ホ
イル・販売

八

bike&cycle shop ２輪館
0748-25-1001
妙法寺町990-1

取扱商品▶自転車・バイク・販
売・修理

八

住まい・その他
各店舗枠の右上の記号は右記の地区をあらわしています。八八日市　永永源寺　五五個荘　愛愛東　湖湖東　能能登川　蒲蒲生
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　高齢の方やお店まで行けない方への取組みとして、
ご自宅まで①〜�の商品を配達させていただきます。 

お申込み方法 

お申込み期間

お届け日 

　27 ページの「おうちまでお届け便」申込書にご記入の上、東
近江市商工会まで FAX 又は電話にてお申込みください。 
注意 ●電話での申込みの際は、受付をスムーズに行うため、申込

書にご記入の上、お申込みください。 
●受付時間は、午前 9 時〜午後 4 時です。但し、土曜、日曜、

祝日は受付を行っていません。 
  東近江市商工会 
  〒527-0113 東近江市池庄町 505 番地 
  電話 :0749-45-5077  FAX:0749-45-5088 

● 1 世帯につき 1 回（1 商品）の申込みでお願いします。 
●クーポン券送付先の住所へお届けします。（東近江市内に限る）。

お支払い方法
　商品と引き換えに、代金を集金させていただきますので、ご準
備ください。 
●5,000円の商品の場合   
〈クーポン券2,500円（500円券×5枚） + 現金2,500円〉 
現金のみのお支払いはできません。クーポン券は 1 枚以上使用し
てください。お釣りのないようにお願いします。 
再配達はしませんので、必ずご指定の日時にはご在宅をお願いし
ます。万一、留守等によりお受け取りいただけなかった場合は、
後日商品代金を請求させていただきますので、ご了承ください。

●商品は税込みです。

その他
●カタログ BOOK 裏面の東近江市ももクロクーポン券利用者プレゼン

ト応募用紙は、代金の集金時にお預かりしますので、ご応募ください。 
●配達確認のため電話をかける場合があります。ご対応をお願いします。
● 20 歳未満の方の酒類の申込みはできません。

令和2年11月1日㊐〜30日㊊
12 月 1 日以降のキャンセルはできませんので、ご注意ください。

令和2年12月15日㊋〜25日㊎ 【9日間のみ】 
但し、19 日㊏・20 日㊐は配達なし。 
日は必ずご指定ください。   
お届け時間は午前、午後、指定なしからお選びください。 
午前=10:00〜12:00、午後=14:00〜16:00にお届けします。 
交通事情により時間が前後する場合がありますので、ご了承ください。 

肉の松山
10,000円コース
黒毛和牛サーロインすきやき用800g
A5 ランクのお肉、通常は 10,800 円のところ 10,000 円でお届け
します。

文平堂
10,000円コース
①非接触温度計 ②オートディスペンサー 
③アルコールスプレー
新型コロナ対策グッズ三点税込 10,050 円を10,000 円でお届けします。

しくマルハチ
10,000円コース
キヌヒカリ1等米　玄米30ｋｇ　
1袋（希望される方は精米も
させていただきます）　マル
ハチ醤油　特選濃口醤油　
500ｍｌ　1本　マルハチ醤油　
淡口醤油　500ｍｌ　1本
1 万円相当のお米に地醤油 2 本が
付いたお得なセットです。希望され
る方は精米もさせていただきます。

西川精肉店 
ムラマツフーズ
10,000円コース
近江牛ロース 1kg
¥12,000 を ¥10,000。

マル井ふとん店
10,000円コース
掛布団カバー（温泉
毛布素材）150×210
ｃｍ
毛布の布団カバーで
暖かさ格段アップ。違
いを体感ください。 
税 込 16,280 円 の 品 を 税 込
10,000 円でお届けします。

糀や儀平
5,000円コース
儀平みそ850g6個セット
5,500 円相当の贈答品を 5,000 円でお届けします。

中川畜産
10,000円コース
近江牛ロース　
すき焼き・しゃぶしゃぶ用（800ｇ　4～5人用）
13,000 円相当の近江牛を 10,000 円でお届けします。

雛匠 東之湖
10,000円コース
ちぎり和紙細工のひな人形
東之湖作近江新之助上布雛のポストカード（2 枚付）。

湖香六根
5,000円コース
近江牛の出汁茶漬けセット2人前
近江牛ヌカ漬け茶漬けをお家ですぐお召し上がりいただけるセット
です。（内容物）近江牛ヌカ漬け 150g・鰹一番出汁・七種の福神
漬け・薬味

この企画は、必ずももクロクーポン券の利用が
必要です。現金のみでは利用できません。

おうちおうち までまでお届け便お届け便

1 2 3

4 5 6

7 8 9

　各店舗の定休日や商品数に限りがありますので、注文が殺到した
場合は、お断りすることがあります。お早めにお申込みください。
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七福堂製菓
5,000円コース
進物用あられ（５袋入り）×５箱セット
人気商品を 5 種類、詰合せにしました。通常価格 5,250 円のとこ
ろ 5,000 円（税込み）にてお届けします !（ご希望の方には熨斗紙、
紙袋をお付けいたします）。

リカー&仕出しフードショップ 鳥善
5,000円コース
お歳暮ギフト 川魚と鯉の煮付け詰め合わせ
ティシュペーパー 1 箱プレゼント。
１２月２１日（月）配達なし

みかんの酒屋 なかじま
5,000円コース
有田みかん5㎏箱入を3箱!
6,000 円相当の有田みかんを 5,000 円でお届け !

のとがわ薬局 片山回天堂
5,000円コース
栄養ドリンク・ラーバエースD100本
ラーバエースDドリンク100 本に加え、肉体疲労に効く保健薬を「3
日分」プレゼントします。

近江牛専門店 
万葉 太郎坊亭
5,000円コース
5,500円の商品を
5,000円でお届けし
ます
すき焼きセット２人前（近江牛モ
モスライス 400ｇ、 割り下、
長ネギ、しいたけ、菊菜、麩、
糸こんにゃく）
１２月２１日（月）配達なし

おうちおうち までまでお届け便お届け便

Photo & Kitchen みみみ
5,000円コース
みみみクリスマスオードブル
3 人前・冷凍お惣菜など一切使わず体にやさしいオードブルです。
オードブル購入者には、季節のフルーツワッフルケーキをプレゼント。

外川善種苗園
5,000円コース
シンビジューム・シクラメン寄せ植え（春まで
咲き続けます）
6,000 円相当の商品をお届けします。

菓道 冨来郁
5,000円コース
近江銘菓撰 富貴 26個入
特製ぷりん 2 個をサービス。
１２月２３日（水）配達なし

グリーンラボ近江
5,000円コース
にんにくスプラウト80個（約1kg）
6,000 円相当のにんにくスプラウトを 5,000 円でお届けします。
要冷蔵 10 日以内にお召し上がり下さい。

福永喜三郎商店
5,000円コース
味噌漬（肉400g入り）
5,400 円の商品を 5,000 円でお届けします。
１２月１５日（火）・２２日（火）配達なし

㈱前田谿澗堂
5,000円コース
近江のお茶ティーバッグセット
朝宮茶や玉露等のティーバッグと水出しボトルをセットにしてお届け
します（6,304 円相当）。

肉の大助
5,000円コース
近江牛100g880円→5,000円分
近江牛 100g880 円を 780 円で 5,000 円分。
１２月１６日（水）・２３日（水）配達なし

NPO法人愛のまちエコ倶楽部
5,000円コース
菜たね油〝菜ばかり〟×お茶セット
菜たね油とお茶のセットをお届けいたします。

塚本鮒寿し店
5,000円コース
琵琶湖産鮒寿し 佃煮
3点セット
家族が帰って来た時に、みん
なで食べられるものをお届けし
ます。

フローリスト 花はづき
5,000円コース
シクラメン1鉢
5,000 円以上のお花をご用意します。

鮒清
5,000円コース
鴨なべセット（２人前）
6,000 円相当のセットを 5,000 円でお届けします。

常松商店
5,000円コース
牛肉と豚肉のしゃぶしゃぶセット
6,500 円相当の肉を 5,000 円でお届けします。

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

近江銘茶 武久商店
5,000円コース
近江茶詰め合せ3本入（¥3,240（税込））+ご自
宅用近江茶3種（¥2,268（税込））
御進物（近江茶詰め合せ 3 本入）は、箱入・包装・のし紙付です。
お歳暮、ご挨拶、仏事にも最適です。ご自宅用袋入 3 種は、各々
個包装（のし無）しています。尚、上記提供サービスは「おうちまで
お届け便」限定 ¥3,240+¥2,268 → ¥5,000（税込）。
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日本料理 魚繁大
王殿
5,000円コース
だし醤油「もろこ隠
れ」2本とだしポン酢

「えび隠れ」2本
通常 5,600 円（税別）のメディ
ア大注目の当店オリジナル商
品を 5,000 円（税込み）でお届
けします。当商品は、贈答用
に大人気です。

昭和堂楽器
5,000円コース
ウクレレ入門セット 樹
脂とサペリ材で出来た
よく鳴るハイブリッドウ
クレレと、人気のウクレ
レYouTuber「ガズ」の
ウクレレ教本、チュー
ナーにクロスのセット
店頭価格 ¥5,800（税別）を
¥5,000- でお届け。

がらや
5,000円コース
やま磯一番ちぎり海苔10本入+やまやうまだ
し10パック入1袋
一番ちぎり海苔 5,400 円（税込）+うまだし 648 円（税込）=6,048
円分を 5,000 円。

グリーンプラザカ
ワシマ
5,000円コース
シクラメン（6号鉢） 
ラッピング包装済
通常 6,800 円シクラメンを特別
価格 5,000 円でお届けします。
１２月２１日（月）・２５日（金）
配達なし

㈱今岡牧場
5,000円コース
明治メイバランス24本セット
6,000 円相当のメイバランス（24 本）を 5,000 円でお届けします。

Restaurant Bar feel
5,000円コース
5,000円オードブル 1個
5,400 円相当のオードブルを 5,000 円でお届けします。

soLana café
5,000円コース
オードブル（5,6人用）
6,000 円相当のオードブルを
5,000 円でお届けします。
１２月２１日（月）配達なし

近江酒造㈱
5,000円コース
純米吟醸シロネコ
720㎖1本・純米酒ク
ロネコ720㎖1本・特
別純米龍門720㎖
1本・ねこちゃんクッ
キー2個
お菓子の吟の雪 特製ねこちゃ
んクッキー

おかし市場 やまかわ
5,000円コース
射的セット
クリスマス・お正月 コロナ禍でなか
なかお出かけ出来ないご家族 家族・
仲間どうしてで射的でストレス発散し
ませんか。商品が届き、セットする
だけですぐに射的遊びが出来ます。 
よこ 80cm 高さ 80cm 幅 40cm
盛り上がること間違いなし !! 子供も
大人も楽しめる組み立式射的セット 
100 個のお菓子でとことん遊べま
す !! 吸盤射的銃をプレゼント!!

クッチーナ カプリチョーザ
5,000円コース
オードブル盛り合せ（5～6人用）
5,800 円（税込み、容器代込み）を 5,000 円でお届け。

マリーブ化粧品 エステサロンYU-
5,000円コース
お化粧品5,000円セット
基礎化粧品康佳潤肌シリーズの化粧水 & 乳液セット7,000 円分を
5,000 円でお届けします。

万葉ロマンの里 乙畔〜おとくり〜
5,000円コース
うなぎ蒲焼き2本
6,500 円相当のうなぎ蒲焼き（2 本入り）を 5,000 円でお届けします。

eN
5,000円コース
オードブル
5,400 円相当のオードブルを
5,000 円でお届けします。

渡月
5,000円コース
近江牛もつ鍋 4人前
6,260 円相当の近江牛もつ鍋
を 5,000 円でお届けします。
１２月１６日（水）・２３日（水）
配達なし

日本の地酒・世界
の名酒・こいずみ
5,000円コース
滋賀の地酒3種詰め合わ
せ ①大治郎 純米吟醸［東
近江市 畑酒造］ ②純米吟
醸 六方［東近江市 喜多酒
造］ ③松の司 純米吟醸 楽

［蒲生郡 松瀬酒造］
片口または清酒グラス 1 個プレゼント。

湖東フラワー
5,000円コース
アンスリウム2株寄植
え（高さ70cm×幅
35cm）
水やりのタイミングを色で知ら
せてくれる水分計をセットして
お届け。総額 6,400 円程度の
商品を 5,000 円でお届けしま
す。色指定 OK（赤・ピンク・白・
紫・オレンジから 2 色までお選
びいただけます）。

マックスウッド
5,000円コース
乾燥薪60kgとドラゴン着火剤1箱
鈴鹿の山から計画伐採された広葉樹（細〜中割り）と、1 箱 24 個入
り着火剤のセット。薪ストーブやアウトドアでぜひお使いください !
１２月２４日（木）・２５日（金）配達なし

志賀熊商店
5,000円コース
しぼりたての新酒と
おすすめ地酒（720㎖
×3本）
粗品プレゼント。

✂

キ
リ
ト
リ

✂

28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41 42

43 44 45
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㈱こじま花店
5,000円コース
特撰シクラメン 1鉢
5,500 円相当のシクラメンを
5,000 円でお届けします。

㈱花治
5,000円コース
シクラメン1鉢（画像
はイメージです）
弊 社 バ イ ヤ ー が 吟 味し た
¥6,000 相当のシクラメンを
5,000 円でお届けします。

井上製菓㈱
5,000円コース
和菓子詰め合せ&バームクーヘン（1箱）
5,600 円相当をクーポンご利用で税込 5,000 円でお届けします。

布引焼窯元
5,000円コース

『桜』夫婦茶碗セット
6,380 円のセットを 5,000 円（税込）でお届けします。

本多精肉店
5,000円コース
近江牛スライス
1,080 円 /100g 相当のお肉 500g をキリ良く5,000 円でお届け
します。

「おうちまでお届け便」申込書
商品番号 店名

住 所
（クーポン券送付先のご住所）
〒
東近江市

（フリガナ）

氏 名

���のお酒を申込みの際は年齢を記入してください。

才
電話
番号

携帯
電話 F A X

お届け日 12月   　   日（  　   曜日）【必ず指定】
（15日〜25日を必ず指定してください。）19日㊏20日㊐は配達なし。

時間帯
（10：00〜12：00）     （14：00〜16：00）　　　　（終日可）　

午前   ・   午後  ・  指定なし

金 額
※お釣りの

ないよう
にお願い
します。

クーポン券 枚 円 合 計
（税込）

円現 金 円
【個人情報の取扱について】お客様の個人情報を次の利用目的に必要な範囲で利用します。●商品の配達を行うため　●取扱店からの案内を行うため

✂

キ
リ
ト
リ

✂

東近江市商工会あて
FAX 0749-45-5088

〒527-0113 東近江市池庄町 505 番地

お問合せ・お申込み

東近江市商工会
TEL：0749-45-5077　
FAX：0749-45-5088　

※東近江市ももクロクーポン券の取扱店は
　東近江市商工会のホームページで更新しています。

https://higashiomishi-shokokai.jp/momokurocoupon/

46 47 48

49 50

お届け日 
令和2年12月15日㊋〜25日㊎ 

【9日間のみ】 
但し、19 日㊏・20 日㊐は配達なし 
※電話・FAX にて東近江市商工会へ
　お申込みください。

お申込み期間
令和2年11月1日㊐〜30日㊊
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東近江市ももクロクーポン券利用者プレゼント応募用紙

　東近江市近江匠人認証制度は、「人や地域
とのつながり」「本物へのこだわり」「未来につ
なげる」といった３つの視点に基づき物産を「東
近江市近江匠人」と認証するもので、東近江
市らしく、物語性の高い物産のブランド化を目
指し東近江市が認証する制度です。

（フリガナ）
氏 名

地元商店への応援メッセージ

住 所
〒

取扱店名（ゴム印押印）

電 話

応募方法 抽選発表

注意事項

応募期間

　東近江市ももクロクーポン券の使用と同時に、下記の応募用
紙に必要事項をご記入の上、東近江市ももクロクーポン券取扱
店にてご応募ください。 
注意・●１世帯に１枚の応募となります。重複応募があった場合は、
・ 　１枚のみ有効とさせていただきます。・
・ ●商品の指定はできません。

　プレゼントの抽選は、東近江市商工会にて厳正に行います。 
当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。 
※ 3 月上旬発送予定。

　プレゼントの応募については、下記「個人情報の取扱いにつ
いて」に同意いただいたものとします。 

【個人情報の取扱いについて】 
お客様の個人情報を次の利用目的に必要な範囲で利用します。・
●プレゼント商品の抽選及び発送を行うため。・
●取扱店からの案内を行うため。・

令和２年１１月１日㊐〜令和３年１月３１日㊐

✂ キ リ ト リ ✂

NPO法人愛のまちエコ倶楽部
菜たね油１本、お茶2袋

池田牧場 
ジェラート８個入り

グリーンラボ近江 
にんにくスプラウト

㈱糀や儀平 
儀平みそ300ｇ６個
セット

七福堂製菓 
あられ詰合せ（１５袋入り）

魚繁大王殿 
「もろこ隠れ」1本、
「えび隠れ」1本のセット

布引焼窯元 
湯呑「木もれ陽」ペア

もみじ農園　こんにゃく工房
手作りこんにゃく、ゆ
ず味噌、しょうがの佃
煮セット

ファームキッチン野菜花
菜ばカリー４袋、のな
かピクルス大瓶１本、
小瓶１本

川村工務店 
木のたまご

（ヒノキ、ケヤキ）

雛匠　東之湖 
折雛（近江新之助上
布）、屏風付

みんなの奥永源寺 
MURASAKIｎｏ
ORGANIC
トナー（化粧水）

永源寺マルベリー 
近江健康青汁

✂

キ
リ
ト
リ

✂

　東近江市近江匠人認証事業者が選んだ、
自社製品より抽選で200名様にプレゼント！！ 

プレゼント企画
東近江市 ももクロクーポン券を使用された方に抽選で、

素敵な商品をプレゼントします


