
取扱店 所在地 電話番号

Ｍ＆Ｓ乗馬クラブ 建部下野町16-1 0748-25-5940

タテベコーヒーロースターズ 建部下野町273 0748-22-2339

インドネパール料理ＴＡＲＡ 建部上中町91-2 ハイツドリーム101 0748-22-7040

ワールドタイヤ八日市 建部北町堤外350 0748-24-2029

サロン ド フルベール 建部店 建部堺町248-5 090-9051-0920

割烹 三福 建部堺町258-3 0748-22-4381

ヘアーサロン フジオ 建部南町235-1 0748-22-2439

奥野モータース 建部日吉町385-7 0748-23-3101

ランジェリーＹｕｔａｋａ 建部日吉町427-1 0748-24-2266

ＨＡＩＲ ＷＡＬＫ 建部日吉町464-7 0748-23-3819

近江トラベル（株）八日市支店 八日市浜野町1-1 0748-23-8103

美容室ビートル　Ｂ２ 八日市浜野町1-1 0748-24-2030

焼鳥 野球小僧 八日市浜野町2-2 0748-43-0315

スギ薬局 八日市駅前店 八日市浜野町2-3 0748-43-0092

ｔｈａｎｋｓ 八日市浜野町2-15 090-1890-6677

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

Ｂａｒ ｏｎ ｏｆｆ 八日市浜野町2-15 0748-56-1406

ｗａｍｉｌｅｓ ウインズ滋賀サロン 八日市浜野町2-16 1Ｆ 0748-25-1352

ありが太陽 八日市浜野町2-17 0748-25-2377

銘茶 ますきち 本店 八日市浜野町2-19 0748-22-0597

カネシメ＆ママイクコ 八日市浜野町2-20 0748-22-0062

（有）ひなどり 八日市浜野町2-24 0748-22-0256

マエダクリーニング アピア店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア1Ｆ 0748-24-0881

ＤＡＩＳＡＴＯ 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア1Ｆ 0748-24-2275

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ アル・プラザ八日市店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア1Ｆ 0748-20-4511

ベーカリーショップ クルトン 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア1Ｆ 0748-24-5715

ライトオン アル・プラザ八日市店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア1Ｆ 0748-22-5979

フラワーハウス はなすえ 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア1Ｆ 0748-22-3065

菓市工房 イセトウ アピア店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア1Ｆ 0748-24-5713

コンパス 八日市店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア1Ｆ 0748-22-6400

銘茶 ますきち アピア店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア1Ｆ 0748-24-5716

Ｂａｒｂｅｒ＆Ｂｅａｕｔｙ ＲＢＫ 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア2Ｆ 0748-24-1786

ミノル 八日市店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア2Ｆ 0748-24-2188

ナカザワ アピア八日市店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア2Ｆ 0748-24-5735

ＨａｔｉＨａｔｉ アピア店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア2Ｆ 0748-22-7333

ＦＩＲＳＴ アピア店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア2Ｆ 0748-24-5726

平和書店 アル・プラザ八日市店 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア3Ｆ 0748-20-0505

リラクゼーションくらぶ イヤシス 八日市浜野町3-1 ショッピングプラザアピア3Ｆ 0748-24-1146

八日市地区

東近江市ももクロクーポン券 取扱店舗一覧
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理容 サニー 八日市浜野町3-2 0748-22-0753

（株）クチュールレマ 八日市浜野町3-3 0748-23-4841

西川精肉店 八日市浜野町3-18 0748-22-0769

川島タイヤ 八日市浜野町3-18 0748-22-3288

ｅＮ 八日市浜野町4-13 マルゴビル1F 0748-23-2034

魚喜久 八日市浜野町5-16 090-8522-2364

マエダクリーニング 八日市浜野町7-21 0748-22-0787

瑞晃建築事務所 八日市浜野町8-6 0748-23-5330

いだはいしゃ 八日市浜野町503・505-1 0748-22-3636

カメラのスズカ 八日市本町2-3 0748-23-2123

いかきん商店 八日市本町2-3 1F 090-1141-4857

岩井亭 八日市本町2-4 0748-22-0377

ＭＡＺＡＭＡＺＡ 八日市本町2-4-1 0748-25-0888

ハイロンサム くらま 八日市本町2-8 0748-25-2648

Ｓテックしんわ 八日市本町2-9 0748-22-0960

ヘアーサロン  イースト 八日市本町2-10 アルザー柳屋1Ｆ 0748-23-8777

くらま楽器 八日市本町2-13 0748-24-2639

たいよう鍼灸整骨院 八日市本町3-6 森ビル1Ｆ 0748-29-3209

めがね工房テラダ 八日市本町3-14 0748-25-0027

ａｓｉａｎ ｄｉｎｉｎｇ＆ｂａｒ ａｉｒ 八日市本町3-17 海老長駅前ビル3Ｆ 0748-23-7730

ラ・ココット 八日市本町4-8 0748-25-5139

浜の家 八日市本町4-8 0748-22-1555

サイクルショップ コッカロフト 八日市本町4-8 0748-22-0567

リカーマウンテン 八日市店 八日市本町4-14 0748-25-0245

名古屋コーチンの翠翔 八日市店 八日市本町5-5 0748-43-1609

魚や 楓江庵 八日市本町6-9 0748-20-2139

キッチン Ｌａｕｇｈ！Ｃｏｔａｎ 八日市本町6-9 0748-56-1463

蔵・Ｌｅ ｒｏｎｄ・Ｋ 八日市本町6-9 ＨＯＮ6ＧＡＲＤＥＮ 蔵1 050-8036-1112

田中製麺所 八日市本町6-15 0748-22-0366

Ｈｏｎｍａｃｈｉ９３ 八日市本町7-6 070-5501-5969

佐乃屋精肉店 八日市本町7-8 0748-22-2148

パンカフェＫＯＫＯＮ～江近～ 八日市本町7-8 0748-29-3645

スナック 鍵 八日市本町7-19 0748-22-6086

すなっく 嵯峨 八日市本町7-19 090-2113-0010

招福楼 八日市本町8-11 0748-22-0003

吉祥軒 八日市本町8-11 0748-22-0003

串焼き処 まっさんち 八日市本町9-15 0748-43-0446

小料理 こばやし 八日市本町10-6 0748-23-4854

リオ 八日市本町10-7 0748-23-2025

くいもん屋 呵♂ カオス 八日市本町10-19 0748-22-0517

喫茶タウン 八日市本町10-20 0748-22-1186

ｓｎａｃｋ ＫＵＭＩ 八日市本町12-16 0748-22-6085
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カギヤ薬局 八日市本町13-9 0748-23-1313

（有）荒松商店 八日市本町13-9 0748-22-1226

荒松紙店 八日市本町13-12 0748-22-0133

近江牛処 肉バル ますざき 八日市本町13-14 0748-29-3448

創作居酒屋 ふじや。 八日市本町14-24 0748-34-4206

山川本店 八日市本町14-28 0748-22-0245

ＡＢＣ食堂 八日市本町15-17 0748-22-0164

居酒ＢＡＲ 酒羅 八日市本町16-8 090-7960-3636

ラーメン 鶏夢 八日市本町17-1 090-2117-7735

ヘアーサロン 池田 八日市本町17-9 0748-22-5171

すき焼 にしむら 東中野町2-22 0748-22-3010

近江銘茶 武久商店 東中野町4-18 0748-22-0387

しくマルハチ 東中野町4-21 0748-22-1100

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

ドラッグユタカ 八日市店 東中野町314 0748-22-2501

レンガのえんとつとまれ 西中野町3-14-2 0748-20-0800

村田米穀店 西中野町5-8 0748-22-0400

島田屋 西中野町9-8 0748-22-0241

ウエルシア 東近江八日市店 中野町269 0748-20-3177

和菜創作 村栄 中野町648 0748-22-0543

ミナイ事務機販売（株） 中野町691-1 0748-23-5520

理容 キタサガミ 中野町743-2 0748-22-5581

滋賀報知新聞社 物販店 中野町1005 0748-23-1111

マエダクリーニング ユニー店 今崎町163 ＭＥＧＡドンキホーテＵＮＹ東近江店内 0748-25-5968

ケンユードラッグ 今崎町163 ＭＥＧＡドンキホーテＵＮＹ東近江店内 0748-20-1855

タカラブネ東近江店 今崎町163 ＭＥＧＡドンキホーテＵＮＹ東近江店内 0748-23-1417

ｉｌ ｍｅｒｃａｎｔｅ 今崎町522 0748-43-2214

湖東フラワー 今崎町625 090-3342-8967

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

ＣａＲａｔ 東今崎町7-33 0748-56-1309

（株）今岡牧場・明治牛乳八日市宅配センター 昭和町3-8 0748-23-1818

（株）西村モータース 昭和町3-39 0748-22-1595

ロコジラフ 昭和町1062-5 0748-23-7214

ライスセンター きまた 八日市清水1-2-8 0748-22-0358

ＢＡＲＢＥＲ ＳＨＯＰ Ｋ （理容こすが） 八日市清水1-9-7 0748-22-2430

大日本トランプ（株） 八日市清水2-1-39 0748-22-0971

（有）野矢商店 八日市清水3-1-23 0748-23-5588

（株）アグリ・イズム 八日市清水3-1-23-10 0748-22-1044

おそうじ本舗 東近江店 八日市松尾町2-6 0120-304-315

（株）昭和堂 八日市東浜町1-2 0748-23-0235

お好み焼きは、ここやねん 八日市店 八日市東浜町4-1 0748-25-5995

昭和堂楽器（株） 八日市東浜町4-3 0748-23-0237
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（有）野田新聞舗 八日市東浜町5-4 0748-22-0172

魚千代 八日市東浜町5-6 0748-22-0160

（株）ハットウ電設 八日市東浜町5-26 0748-22-1636

本多精肉店 八日市東浜町5-31 0748-23-6100

スマイルキッチン 八日市東浜町170-1 0748-56-1270

（株）重森スポーツ 八日市上之町2-2 0748-22-0664

戸島楽器店 八日市上之町2-3 0748-22-6645

Ｂａｒ ＴＲＩＡＮＧＬＥ 八日市上之町2-7 ウイング八日市106号室 090-2117-7735

（株）ライオンズ旅行企画 東近江営業所 八日市上之町5-22 2Ｆ 0748-22-4646

セコンド ハセ 八日市上之町8-27 0748-23-5553

癒し空間 ほっこり亭 （肩こり腰痛整体） 八日市上之町8-28 南ビル1Ｆ 0748-25-7130

ｂｅａｕｔｙ ｓｐａｃｅ Ｌｕｃｉ 八日市上之町8-28-102 0748-28-0151

ＣＲＯＳＳ ｈａｉｒ×ｓｃａｌｐ 八日市上之町8-36 0748-26-8264

東近江司法書士事務所 八日市上之町8-36 アジアビル2階 0748-20-1820

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

近江酒造（株） 八日市上之町9-16 0748-22-0001

Ｌａ ｃｈｏｕ ｃｈｏｕ 八日市上之町95-1 0748-56-1264

グッドブライダル滋賀 八日市緑町5-15 090-8886-3560

理容まつば 八日市緑町5-25 0748-22-1369

鮮魚なんち 八日市緑町9-27 八日市ＳＣテニー内 0748-23-6999

フタバヤ 八日市緑町9-27 八日市ＳＣテニー内 0748-22-0825

さかぐち青果 八日市緑町9-27 八日市ＳＣテニー内 0748-24-5125

味八 八日市緑町9-27 八日市ＳＣテニー内 0748-25-5998

パーム.ド.ハウス銀香 八日市緑町9-27 八日市ＳＣテニー内 0748-23-2032

（有）清水眼鏡店 八日市緑町9-27 八日市ＳＣテニー内 0748-22-6055

ちかえ 八日市緑町9-27 八日市ＳＣテニー内 0748-25-0325

（株）ホース 八日市緑町9-27 八日市ＳＣテニー内 0748-22-6888

京そば処志乃崎 八日市店 八日市緑町9-30 西友内 0748-22-7377

Ａ番館 ＫＯＺＡＷＡ 八日市緑町12-7 0748-23-3903

かなで整骨院 八日市緑町12-7 Ａ番館1階Ｂ号 0748-29-3885

（有）メガネプラザ ノガミ 八日市緑町13-2 0748-23-0178

そめすがや 八日市緑町14-15 0748-23-3528

メガネのハヤミ 八日市店 八日市緑町16-14 0748-25-5010

星和都市開発（株）アパートプラザ 八日市店 八日市緑町18-5 0748-23-7165

ビストロ 楓江庵 八日市緑町21-1 0748-20-3914

美容室ＮＩＯ 八日市緑町30-6 0748-23-3556

和食さと 八日市店 札の辻1-4-16 0748-20-5019

アサヒメガネ 八日市店 札の辻1-4-22 0748-25-0533

志賀熊商店 札の辻1-5-7 0748-23-3028

モスバーガー 東近江店 札の辻1-970-3 0748-20-1500

タイヤ館八日市 札の辻2-11-15 0748-22-4107

スイーツショップ　トレフル 札の辻2-12-1 0748-47-2948
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洋服の青山 八日市店 札の辻2-12-18 0748-25-7427

（株）シガ建装 札の辻2-13-22 0748-23-5151

（株）イワネクスコーポレーション 八日市東本町1-8 0748-22-0381

割烹 一朗 八日市東本町3-6 0748-23-3722

（有）トータルショップ・ＳＯＳ 八日市店 八日市東本町3-13 0748-22-0715

かっぱ寿司 八日市店 八日市東本町3-34 0748-20-0990

よつば整体院 八日市東本町5-13 0748-28-1415

まごころ弁当 東近江店 八日市東本町5-29 0748-22-0622

サロンドフルベール 八日市東本町店 八日市東本町5-29 080-3793-0901

ｈａｉｒ　ｃｌｅｕｒ 八日市東本町5-36 0748-22-4161

かこいめし酒場 とり福本店 八日市東本町5-36 0748-25-5029

マエダクリーニング 緑町店 八日市東本町6-9 0748-23-1017

スギ薬局 八日市店 八日市東本町6-48 0748-43-2244

（株）山彦 八日市東本町6-52 0748-22-3060

（株）エフレボ 八日市東本町6-55 ジャンティ21 2Ｆ 0748-26-0909

ｉｒｏｄｏＲｉ 八日市東本町9-5 0748-25-7015

酒やビック　八日市東本町店 八日市東本町10-5 0748-23-7114

（有）朝陽写房 八日市東本町10-5 河居ビル1Ｆ 0748-22-1048

川崎司法書士事務所 八日市野々宮町2-6 0748-23-0018

Ｐａｓｔｅｌａｒｉａ Ｃｋｒｏｃａｎｔｅ 八日市野々宮町3-14 080-6104-1481

海座 八日市店 八日市野々宮町230-1 0748-20-5815

ビジネスグリーンホテル八日市 八日市野々宮町290-1 0748-25-0002

（有）八日市レンターリース 八日市野々宮町304-8 0748-23-1545

ｓｏＬａｎａ ｃａｆｅ 八日市野々宮町581-7 080-6124-7620

（株）梶円商店 栄町2-11 0748-23-0158

楠林時計店 栄町3-28 0748-22-0510

小辰商店 栄町6-15 0748-22-0336

（株）ミナミイ 栄町7-12 0748-23-3731

　　 丸安 八日市金屋1-3-1 0748-22-0040

（株）二橋商店 八日市金屋1-3-3 0748-23-2840

萬善食堂 八日市金屋1-3-21 0748-22-0197

（有）中嶋印刷所 八日市金屋1-4-8 0748-22-1144

マエダクリーニング 金屋本店 八日市金屋2-2-3 0748-22-0451

健康教室せきすい 八日市金屋2-2-5 0748-56-1354

しが理容 八日市金屋2-2-6 0748-23-6459

美彫美容室 八日市金屋2-2-6 0748-24-3058

佐藤贈答 八日市金屋2-7-24 0748-22-5671

Ｋａｍｉ－Ｌｏｃｏ 八日市金屋3-1-1 0748-23-2030

（株）花治 八日市金屋3-1-6 0748-23-3787

きもの向井 八日市金屋3-2-4 0748-22-0067

お茶のなかじま 八日市金屋3-2-6 0748-22-1141

メガネの三城 八日市店 八日市町1-23 0748-25-0030

安
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かなめカフェ 八日市町4-3 050-3567-0003

くつろぎ茶・幸（さち） 八日市町10-4 0748-56-1068

小沢電器商会 八日市町10-12 0748-22-0326

市四商店 八日市町10-15 0748-23-1414

衣の一番 たかれん 八日市町11-2 0748-22-0548

大森屋ふとん店 八日市町11-4 0748-22-0624

凪晴食堂 八日市町11-5 0748-26-8714

サヤームエラワン 八日市町11-16 0748-22-0422

塚本燃料 （Ｔ＆Ｓ） 八日市町11-16 0748-22-0422

こじま花店 八日市町11-19 0748-22-5158

（株）太陽堂薬局 八日市町13-15 0748-22-0308

がらや商店 八日市町13-17 0748-22-0239

こだわりかふぇ 八日市町13-17 0748-22-0239

（名）かじ藤商店 八日市町13-19 0748-23-2500

美容室ビートル Ｂ１ 幸町1-38 0748-22-4517

伝五郎 八日市店 幸町1-175-1 0748-20-0909

（有）小森モータース 幸町2-4 0748-22-2928

ガスト 八日市店 幸町2-5 0748-20-2127

中日新聞八日市専売所 髙木新聞店 幸町2-26 0748-22-1541

小林事務機（株） 幸町2-28 0748-23-2233

（有）新工電機工業所 春日町2-15 0748-22-1597

ファミリーマート 八日市春日町店 春日町3-1 0748-20-1941

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 八日市春日町店 春日町3-2 0748-24-1324

ＦＡＮ＆ＦＵＮ 春日町3-15 090-5065-0751

韓国料理 スラッカン 東沖野1-1-8 0748-26-4645

（有）かじ徳 東沖野1-1-11 0748-22-1547

カトウモータース 東沖野1-2-37 0748-23-2015

リフォームなかがわ 東沖野1-5-7-105 090-9863-2016

（株）川瀬金属 東沖野1-6-7 0748-22-3665

（株）尾賀亀ＥｎｅＪｅｔ八日市中央 ＳＳ 東沖野1-7-5 0748-22-4571

スナック「ルーム」 東沖野1-7-6 0748-24-2106

Ｃ’ｅｓｔ ｓｉ ｂｏｎ 東沖野1-7-7 0748-23-6212

ＰＯＬＡ ｓｈｐｕｒ店 東沖野1-7-19 シャトレービル1階 0748-36-2150

配食 いしづち 東沖野1-7-20 090-7755-1653

ＴＡＰＩＦＵＫＵ 東沖野1-7-43 090-5019-6941

ダイニング カフェ リ・ルージュ 東沖野2-2-36 0748-23-3880

河井塗料店 東沖野2-5-24 0748-23-2319

リカーショップ辻 東沖野2-6-8 0748-23-6388

カラオケ・スナック シャレトン・キャスル 遊雅 東沖野2-6-15 0748-23-6555

田吾作 東沖野2-6-15 0748-56-1382

スナック 真衣 東沖野2-6-30 0748-24-0220

友楽 東沖野2-6-34 090-3629-1224
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きらく屋 やっさん 東沖野3-8-12 0748-22-3310

クリーンカー近江 東沖野3-8-14 0748-23-5868

Ｎｉｇｉｙａｋａ屋吉ちゃん 東沖野3-8-74 0748-24-3010

炭火焼肉 やまもと 東沖野3-9-31 0748-25-1129

旬菜旬魚 なか村 東沖野3-9-31 0748-20-1030

ゆるり処 和み 東沖野4-1-11 0748-23-0753

八日市瓦斯（株） 東沖野4-2-6 0748-23-2121

近江牛 肉のしもかわ 東沖野4-1227 0748-23-5887

いぬと肴 東沖野5-7-2 大一ビル1Ｆ 0748-36-2666

太田印刷所 東沖野5-28-3 0748-22-1616

ビューティルーム 洋 沖野1-3-25 0748-22-0875

（有）湖東メグロ商会 沖野2-14-16 0748-22-4551

野矢オートサービス 沖野3-1-6 0748-23-6038

（株）ニシデン 沖野3-8-31 0748-25-1929

ウエルシア 東近江沖野店 沖野4-1-7 0748-20-2650

マックスウッド 沖野4-3-17 0748-23-5705

Ｆｉｌｕｍ 沖野5-1648-1 秀和テナントÅ 0748-56-1231

コスガ印判 ひばり丘町1-29 0748-23-1888

海鮮居酒屋 心 ひばり丘町2-26 0748-23-0351

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

デンエン 聖和町3-9 0748-23-6003

コーヒーショップ クック 聖和町3-9 0748-24-5911

美・ｍａｋｅ・ＭＩＮＴ 聖和町3-9 0748-25-5161

グランルミエ 青葉町1-48 0748-25-0050

グランルミエ ブティック 青葉町1-48 0748-25-0350

喫茶セリーヌ 青葉町1-50 八日市文芸会館内 0748-23-3902

呑み喰い処 まっさんち 青葉町2-4 0748-40-0334

コメダ珈琲店 東近江八日市店 青葉町3-1-5 0748-25-5333

日本の地酒・世界の名酒 こいずみ 青葉町3-6 0748-23-2666

おかし市場 やまかわ 青葉町3-17 0748-22-6655

ラ・メール アオバ 青葉町3-19 0748-22-2449

ココス 八日市店 青葉町294-1 0748-20-2088

Ｍａｃ-Ｈｏｕｓｅ八日市店 青葉町388 0748-22-7465

布引焼窯元 外町466 0748-23-1688

ダイエット専門店くすりのエンゼル 外町561-2 0120-50-5536

ＢＥＮＴＯ． 外町1357 0748-26-2954

ソフトバンク 八日市店 外町1380 0748-20-0088

桃栗柿屋・ＫＡＫＩＹＡ不動産 外町1381-3 0748-24-9225

旬遊膳 うおきく 五智町337-3 0748-22-3011

ランチ＆居酒屋。宅配弁当のすずなり 五智町387-3 0748-25-5368

小森表具店 中小路町218-1 0748-22-1632

Ｓｈｅｒｐａ ｈａｉｒ ｓｋｉｎ ｈｏｓｐｉｔａｌ 中小路町406 0748-43-2963
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（株）メイク 中小路町416-2 0748-23-2678

八菓市庭縁 いせとう 中小路町494-4 0748-23-0881

ｆｅｅｌ 中小路町550-1 0748-22-6838

エイジリンパケア 中小路町603-1 070-1533-3348

山田ため畳店 妙法寺町586 0748-22-3377

（有）ヤマキ電気工業所 妙法寺町612 0748-22-3898

（株）八日市ロイヤルホテル 妙法寺町690 0748-24-0111

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

Ｈａｉｒ Ｓｐａｃｅ Ｏｆｆ 妙法寺町694-6 0748-23-1466

メガネ赤札堂 八日市インター店 妙法寺町字大林709 0748-25-0707

八日市バッティングセンター 妙法寺町791 0748-23-5522

中国料理 不二屋 妙法寺町844 0748-22-0849

めん処 伊吹庵 妙法寺町853 0748-23-5320

さつま 妙法寺町860 0748-24-1218

フランス料理 ぎんぎん 妙法寺町875-1 アーバンリバティ１Ｆ 0748-22-7856

食堂 Ｃｏｃｈｏｎ 妙法寺町875-1-103 0748-43-2771

ミッチー食堂 妙法寺町883-6 0748-22-0967

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

サンエム 精肉店 野村町511-4 0748-23-2729

ＢＵＺＺ ｃｕｔ ｃｌｕｂ 野村町511-6 0748-56-1337

太平楼 林田町1168-5 0748-22-0168

ＣＵＴ ＣＬＵＢ ＴＡＫＥＩ 林田町1221-4 0748-25-0076

（有）フレンズ・コトー 林田町1262 0748-24-2223

渡月 林田町1264-1 0748-43-0778

クッチーナ カプリチョーザ 林田町1264-1 0748-24-0293

さわだ 林田町1268-1 0748-24-1117

（株）オートセンタームラタ 林田町1282 0748-23-2944

キリンオートモール（株） 林田町1287-1 0748-23-1175

ラーメン大島軒 林田町1294-3 0748-23-1948

サンチョク鮮魚 林田町1461-1 0748-23-2098

グリーンプラザ カワシマ 林田町1480-1 0748-24-1119

（有）テラダオート 池田町951-2 0748-23-0674

（有）トータルショップ・ＳＯＳ 本店 瓜生津町552 0748-23-3737

むらまつ東洋医学治療院 瓜生津町1181 0748-22-3784

（株）滋賀コンストラクション 瓜生津町1190 0748-24-0024

駿遠商事（株）滋賀営業所 瓜生津町2516 0748-23-7865

びわこ代行運転 御園町340 0748-24-0097

マエダクリーニング マックスバリュー店 岡田町118 0748-24-5142

ドラッグユタカ 八日市御園店 岡田町118 0748-24-2312

宮岡酒店 大森町1063-1 0748-22-1202

池源 大森町1073 0748-22-2628

ＳＣＥＮＥ＋ 大森町1981-17 090-4033-0079

8



（有）速水商会 大森町1984-1 0748-22-4191

お菓子の街角 大森町2133-7 0748-23-3743

焼肉 すぎもと 尻無町1624-2 0748ｰ23-3238

ホンダカーズ 東近江 八日市店 芝原町885-1 0748-22-7001

やおたね 　今堀町137-3 0748-25-0180

協和燃商（株） 　今堀町252-1 0748-22-0785

（株）ライフテックミツダ 　今堀町621-1 0748-23-0667

サンパツひらい 　今堀町797-8 0748-23-2338

マクロビオティック自然食品店 しぜんや 　布引台2-67 0748-25-5915

（有）小嶋商店 　蛇溝町58-1 0748-22-8125

（有）八厚浄化センター 　蛇溝町1685-10 0748-23-3177

東山造園（株） 　市辺町949 0748-23-3388

てっくさーびす 　市辺町994 0748-22-2941

美容室 Ｃｉｅｌｏ ａｚｕｌ 　市辺町1052 0748-22-2520

うをまん 　市辺町1874 0748-22-0859

滋賀第五営農組合 　市辺町2340 0748-22-6383

安田理容 　市辺町2384-3 0748-22-2670

松下自工 　市辺町2673-1 0748-22-2013

中川畜産 　野口町55-2 0748-22-0603

（株）オートショップくる松 　野口町961-1 0748-24-0067

（株）カーミルズ 　布施町654-4 0748-34-0283

セブンーイレブン 八日市布施店 　布施町2243-3 0748-23-2715

工房しゅしゅ 　上羽田町786-1 0748-20-3993

久田畳店 　上羽田町1399 0748-22-3091

美容室 Ｄ’ｅＩ-ｓｉｇＮ 　上羽田町2250-4 0748-24-1331

Ｇａｌｌｅｒｙ ｃａｆｅ Ｓｔａｒ 　上羽田町2250-4 090-9696-7515

万葉ロマンの里 乙畔（おとくり） 　下羽田町1 0748-23-0220

Ｃｈａｌｕｒｅ 　下羽田町200-20

床新 　上平木町812-1 0748-22-3138

料理 ふじもと 　上平木町869 0748-22-2253

すおう介護タクシー 　上平木町1552 080-1409-3388

（株）フジ・モータークリニック 　上平木町1591 0748-24-1810

パパママハウスキタザワ 　上平木町1607-1 0748-22-5730

マリーブ化粧品＆エステＹＵ- 　上平木町2417-19 0748-24-1888

（株）ダスキン湖南 　小脇町345-1 0748-23-6122

洋菓子工房 パピエ 　小脇町402-1 0748-26-2111

からだの美容室 サロン・ド・Ａｃｔｉｖｅ 　小脇町613 0748-26-8990

近江牛焼肉専門店 万葉 太郎坊亭 　小脇町654-1 0748-22-0329

畳増 　小脇町778-3 0748-22-2940

図司自動車工業（株） 　小脇町1001-3 0748-22-0369

井上製菓（株） 　小脇町1009 0748-23-5100

隠れ家 　小脇町1179-1 0748-20-3008
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おっさんのパン屋 　小脇町1413-3 090-5658-7654

マスターピース 　小脇町1801-1 0748-25-1860

日本料理 魚繁大王殿 　小脇町2321 0748-23-5179

酒蔵番頭 八日市店 　小脇町2408-9 0748-24-2070

美容所 くるみ 　糠塚町903 090-5648-3832

（株）みんなの奥永源寺 　君ヶ畑町844 080-3108-7172

日登美山荘 　政所町1691 0748-29-0112

いわな料理 池田屋 　杠葉尾町840 0748-29-0351

道の駅 奥永源寺渓流の里 　蓼畑町510 0748-29-0428

Ｐｉｚｚｅｒｉａ 魚幸商店 　蓼畑町520 090-4150-7380

しきろ庵 　永源寺相谷町749 0748-27-0125

町田さらだぼぅる 　永源寺相谷町794 090-7110-8366

ふる里 　永源寺相谷町844-1 0748-27-0765

料理旅館 霜錦館 　永源寺相谷町982-1 0748-27-0026

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

永源寺門前売店 うり坊 　永源寺高野町41 0748-22-3029

（有）永源寺マルベリー 　永源寺高野町201 0748-27-0772

（有）岡本こんにゃく本舗 　永源寺高野町328 0748-27-0129

井ノ口目立 　永源寺高野町1856-1 0748-27-0419

あいきょうの森 　和南町1563 0748-27-2009

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

いわなの里 永源寺グリーンランド 　甲津畑町67 0748-27-2072

永源寺 お食事処 万葉香 　甲津畑町408 0748-27-1167

麻太商店 　甲津畑町645 0748-27-0597

魚文 　上二俣町981 0748-27-0153

ためや 　上二俣町1091 0748-27-0145

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

ヘアーサロン 短長 　高木町115 0748-27-1288

Ａ・Ｖヒサダ 　高木町119 0748-27-0221

野田造園 　市原野町2071-1 0748-27-0177

松𠮷商会 　一式町310 0748-27-1354

佳樂 　石谷町517 0748-27-0595

本間ガラス店 　石谷町546-3 0748-27-2089

ヘアーサロン松村 　石谷町558 0748-27-1826

永源寺そば 　山上町123 0748-27-2133

大桝屋 　山上町447 0748-27-0014

丸山薬局 　山上町923-2 0748-27-0111

ヘアーサロン やまぐち 　山上町1176 0748-27-1417

カットハウスこいずみ 　山上町1249 0748-27-0631

加藤呉服店 　山上町1249-1 0748-27-0017

永源寺地区

10



季節料理 ひのや 　山上町1266 0748-27-0052

ごちそう一番館 八百亀 　山上町1271 0748-27-0023

ＦＬＡＶＯＲ Ｈａｉｒ ａｒｔ 　山上町1322-5 0748-56-1386

（株）カネキチ 　山上町1867-1 0748-27-0036

石岡石油 　山上町2012 0748-27-0445

料理・仕出し かどや 　山上町2069-1 0748-27-0021

（株）ヒトミワイナリー 　山上町2083 0748-27-1707

増田電気商会 　山上町2092-2 0748-27-0523

わんわんサロンきゃんでぃ 　山上町2806 0748-27-0011

（有）ハリカ 永源寺店 　山上町2910 0748-27-1678

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

川口屋老舗 　山上町2928-1 0748-27-0053

肉の大助 大道精肉店 　山上町2993 0748-27-0207

カフェアルボッチョ 　山上町3647-4 050-5802-9808

永源寺タクシー（株）エイタク観光バス 　山上町3687 0748-27-1151

エイタク旅行企画 　山上町3687 0748-27-2051

今若時計店 　山上町3694 0748-27-0141

（有）アイ設計 　青野町4604-1 0748-27-2080

セブン-イレブン　東近江永源寺店 　青野町4710 0748-27-0288

小杉豊農園 　青野町4894 0748-27-0661

七福堂製菓 　五個荘石馬寺町723 0748-48-2175

Ｓｕｎｗｏｒｋｓ 　五個荘七里町98-2 0748-48-8139

Ｂｕｒｎ Ｆｒｅｅｌｙ 　五個荘七里町102-1 0748-48-8123

西村電気商会 　五個荘日吉町554-1 0748-48-2377

中島商事（株） 　宮荘町61-5 0748-48-2301

コメダ珈琲店 東近江五個荘店 　宮荘町65 0748-26-8094

サラダ館 五個荘店 　宮荘町69-3 0748-48-3801

茶ろん 坪六 　宮荘町141-1 0748-48-2067

菓道 冨来郁 　宮荘町419 0748-48-2919

野村建具店 　宮荘町949 0748-48-2244

珈悦焙煎処 　五個荘金堂町522 090-3995-8898

ファミリーショップ ニシヤ 　五個荘金堂町618 0748-48-2039

ヘアーサロン ノンノ 　五個荘金堂町829-6 0748-48-5277

履物・雑貨 ゲタ音 　五個荘金堂町901-4 0748-48-2106

ガレージワンダー３ 　五個荘河曲町316-2 0748-48-8188

旭鋼機（株） 　五個荘河曲町345 0748-48-2592

Ａｙａｎａｉｌ 　五個荘 090-5016-8163

ドラッグユタカ 五個荘店 　五個荘簗瀬町4-3 0748-48-5888

バランス整体 ｍёｎｔｅ 　五個荘簗瀬町350 070-1765-6111

子育てスタジオＰＩＥＣＥ 　五個荘簗瀬町350 090-2380-1432

五個荘地区

11



モードショップ大橋屋 　五個荘簗瀬町580 0748-48-2638

ヘアーサロン「キタムラ」 　五個荘簗瀬町848-3 0748-48-2363

前田益蔵商店 　五個荘中町20 0748-48-3411

和食麺処サガミ五個荘店 　五個荘中町43-3 0748-48-6033

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　東近江五個荘店 　五個荘中町131-1 0748-48-6757

大橋屋エトセトラ 　五個荘五位田町599 0748-48-6152

（株）糀や儀平 　五個荘竜田町149-3 0748-48-8100

（有）木村自動車 　五個荘竜田町435-2 0748-48-3398

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

ユアーズ 　五個荘竜田町634 0748-48-3881

（株）Ｇｏｏｄ Ｏｎｅ 　五個荘竜田町661-2 0748-48-8108

雛匠 東之湖 　五個荘竜田町661-3 0748-48-6288

居食屋 勇魚 　五個荘竜田町675-15 0748-48-6357

（有）窓快工房 共栄 　五個荘竜田町700-4 0748-48-5355

市田新聞店 　五個荘竜田町743-2 0748-48-3374

松居農園（株） 　五個荘小幡町68-12 0748-48-2560

（有）ヤマサン 　五個荘小幡町86-8 0748-48-3980

中澤酒造（有） 　五個荘小幡町570 0748-48-2054

山川化粧品店 　五個荘小幡町601 0748-48-2235

片山自転車店 　五個荘小幡町658 0748-48-2540

イージーィフォー つぼた 　五個荘小幡町784-4 0748-48-6009

（株）前田谿澗堂 　五個荘小幡町801 0748-48-3176

（有）辻工務店 　五個荘奥町725 0748-48-2701

Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ ＫＡＥＲＵ 　五個荘三俣町278 0748-43-2739

読売センター　五個荘 　五個荘山本町522-2-D 0748-48-2135

Ｎａｔｕｒａｌ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｃｕｒｅ’ｌ 　五個荘木流町535-1 0748-48-5702

焼肉おおにし 　五個荘木流町651-2 0748-48-8007

ネイル＆クルマのトータルサロン ＢＬＵＥＭＯＯＮ 　五個荘川並町156 050-5802-9923

（株）豆光 　五個荘川並町556 0748-48-2689

湖香六根 　五個荘川並町713 0748-43-0642

Ｃａｆｅ＆ｇａｌｌｅｒｙ Ｈａｋｍｏｋｒｅｎ 　五個荘川並町732-1 0748-26-2429

カワシマオート 　五個荘川並町738-1 0748-48-2943

五個荘観光センター 　五個荘塚本町273-1 0748-48-6212

ＡＵＴＯ ＰＬＡＺＡ コスギ 　五個荘北町屋町2-2 0748-48-2385

ヘアーサロン イチダ 　五個荘北町屋町12-2 0748-48-2113

うを安 　五個荘北町屋町101-2 0748-48-5193

とりやき サントリ 食堂 　五個荘北町屋町151-1 五番街Ｃ 0748-48-5311

ジャパン 五個荘店 　五個荘北町屋町160 0748-36-2292

マエダクリーニング 五個荘店 　五個荘北町屋町347-1 0748-48-2480

市田歯科 　五個荘石塚町16-1 0748-48-6480

松研お届け料理 和 　五個荘石塚町18-1 0748-48-8048

ヨシハラクリーニング フレンドマート五個荘店 　五個荘石塚町24 0748-48-7533
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食・酒・菜 ろく○ 　五個荘石塚町72-6 0748-45-5502

松研五個荘店 　五個荘石塚町124-3 0748-48-8048

（有）小串自動車整備工場 　五個荘石塚町140 0748-48-2233

タイヤランド五個荘 　五個荘石塚町221 0748-48-2343

衣料のやまもと 百済寺本町1452 0749-46-1122

造園 梶賀 百済寺本町2044-2 0749-46-1440

𠮷岡仏壇店 北坂町581 0749-46-0403

やまよし醤油 北坂町693 0749-46-0507

（有）廣田木材 市ヶ原町117 0749-46-1031

茶房 茶くら 平尾町572 0749-46-1260

ふとんのレンタル野田 大林町598 0749-46-1363

理容カワシマ 大林町621 050-8034-2924

リアン美容室 下中野町605-6 0749-46-1116

に志ざわ商店 上中野町615-3 0749-46-0439

Ｌａｑｕｅ 上中野町815 090-6668-1122

台湾美食屋 中戸町703 0749-46-0891

ＮＰＯ法人 愛のまちエコ倶楽部 妹町70 0749-46-8100

カギヤ薬局愛東 妹町171-1 0749-46-0100

あいとうマーガレットステーション 妹町184 0749-46-1110

マーガレットテラス 妹町184-1 0749-46-2307

一味 妹町1094-2 080-1433-4837

日本料理 伊勢屋 妹町1495-1 0749-46-0131

（有）トータルショップ・ＳＯＳ 曽根店 曽根町1336-1 0749-46-1238

田舎のお宿 ぴっかり 青山町948 050-5802-9276

ファームキッチン野菜花 小倉町1975-3 0749-46-1455

（有）植田設備 愛東外町581-2 0749-46-1749

愛のまち農家民宿「穂の香のしずく」 愛東外町716 090-3055-7588

（有）ニシカワ 鯰江町145-7 0749-46-0026

薪遊庭 鯰江町1443 0749-31-3064

滝田石油店 上岸本町2063 0749-46-1402

寿司・仕出し うお藤 大萩町100 0749-46-1090

松井建設（株） 梅林町343 0749-46-0066

クレフィール湖東 平柳町22-3 0749-45-3880

ヘアーサロン タニダ 平柳町610 0749-45-1709

廣瀬石材店 平柳町1135-7 0749-45-2965

国領燃料店 平柳町1190 0749-45-1149

湖太郎 中里町19-2 0749-45-2510

ヘアーサロン クラーレさわむら 中里町616 0749-45-2836

フローリスト 花はづき 中里町629-6 0749-45-0034

湖東地区

愛東地区
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野村電機商会 僧坊町51 0749-45-2328

ハリ きゅう マッサージ 温森 僧坊町165 080-4565-2216

川村工務店 今在家町570 0749-45-3800

前田商店 小八木町837-1 0749-45-1020

青山表具店 小八木町1020 0749-37-3993

酒処 ほたる 北花沢町633-3 0749-45-0810

（有）フジイスポーツ 池庄町34-1 0749-45-2958

東近江スマイルネット 池庄町505 050-5801-2525

イナバホーム 池庄町1270 090-9042-0590

みかんの酒屋 なかじま 池庄町1361 0749-45-1455

ヘアー ファッション ナカジマ 池庄町1521 0749-45-0472

花咲爺さん マスダ園芸 池庄町2125-2 0749-45-3488

整体院 サルビア 池庄町2125-3 080-3841-9185

ヘアー サロン フジイ 下里町147 0749-45-1426

メナードフェイシャルサロン東近江小池 小池町82 090-1024-6525

ミモザキッチン 小池町543 0749-31-3199

ＡＵＴＯ ＧＡＲＡＧＥ Ｒӗｖｅ 長町236-3 0749-45-0300

＆ｍａｒｔ 中岸本町270-4 080-9754-8889

奥村自転車商会 中岸本町708 0749-45-0410

コジマ薬品 平和堂店 下岸本町77 フレンドマート湖東店内 0749-45-0678

レディース キャスト （ＣＡＳＴ） 下岸本町77 フレンドマート湖東店内 0749-45-1629

ボネール𠮷屋 下岸本町103 0749-45-0263

カフェもくれん 小田苅町352 090-3288-6580

小弥百貨店 小田苅町353 0749-45-0022

（有）中嶋商会 小田苅町682-3 0749-45-0197

松研本店 小田苅町834-1 0748-48-8048

セブン-イレブン　東近江小田苅店 小田苅町1953-1 0749-45-1572

野田松呉服店 南清水町154 0749-45-0212

髪　清和館 南清水町195-2 0749-45-0903

日本料理　魚佐 勝堂町930-2 0749-45-2222

（株）広田工務店 勝堂町950-1 0749-47-2211

廣一工務店 勝堂町1005 090-2064-0935

広田設備 勝堂町1113-2 0749-45-8098

ＧＡＲＡＧＥ ＣＨＡＭＰ 下一色町402-1 0749-45-5180

武田機械サービス≪農業機械修理・整備≫ 中一色町713 090-5067-7761

河島美容院 横溝町227 0749-45-3444

ヘアくらぶ ＳＩＥＬＵ 横溝町322-1 0749-45-0985

柳家 横溝町424 0749-45-0397

湖東味咲館 農産物直売所 横溝町424 0749-45-0335

ｍｅｄｉｃａｌ ｂｅａｕｔｙ ｓａｌｏｎ ｆｌｅｕｒ 横溝町2325-2 0749-20-2396

（株）楠亀工務店 南菩提寺町636 0749-45-2052

革研究所 滋賀東近江店 南菩提寺町690-1 0749-20-7519

14



自動車工房 北村鈑金 阿弥陀堂町22 090-3865-7746

西﨑登記測量事務所 躰光寺町260 0748-42-0390

ＡＢＡＲＩＳ 躰光寺町428-3 0748-26-3587

つじく薬局 躰光寺町610-4 0748-42-0667

カミキリヤ ａｔｏｎｅ 躰光寺町1495-25 080-5317-5218

ＵＮＯＫＡ 今町478-2 0748-43-2801

Ｐ．Ｖ．サービスＮＵＬ 今町491-4 0748-42-4802

（株）クリスタル クリスタルホール能登川 今町960-1 0748-42-7779

ラーメン絆 今町989 0748-43-1407

一休亭　聖 今町1000-16 0748-42-5838

鮒清 種町1660-5 0748-42-1036

ｅｙｅｐｐｌｅ 種町1535-1 070-4469-1201

ヘアーリラクゼーション アズ 種町1680-46 0748-42-3455

ＲＦ.ｃａｆｅ. 種町1701-6 0748-26-5847

阿部Ｄ歯科医院 種町1710-4 0748-36-3022

帆布鞄イヌイット 種町1737 0748-42-4943

愛知川砂利販売（株） 神郷町372 0748-42-5230

増本酒造店 神郷町935-1 0748-42-0129

ラピスラズリ 佐生町155-1 0748-43-2170

ｐâｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＤＥ-ＪＩ 佐生町156-1 0748-26-7251

吉野屋 佐生町163 0748-42-0251

リカー＆仕出しフードショップ 鳥善 佐生町164-5 0748-42-0238

滋賀三菱農機販売（株） 佐生町335 0748-42-0811

いっぷく 垣見町153-4 0748-42-3955

Ｃａｆｅ Ｓｕｇｉ 垣見町519-3 0748-26-3433

美容室 まり 垣見町630-2 0748-43-0236

丸善呉服店 垣見町712 0748-42-0220

小川歯科医院 垣見町719 0748-42-2130

なかざわ花店 垣見町719 0748-42-0418

左近茶舗 垣見町747 0748-42-0037

北京亭 垣見町748 0748-42-0387

酒政 中島酒店 垣見町751-2 0748-42-0221

Éｃｌａｉｒｅｒ 垣見町754 0748-43-6225

味彩ほりかわ魚辰 垣見町764 0748-42-0033

お菓子工房 ＨＩＲＯＳＥ 垣見町765 0748-42-2103

茶袴 垣見町765-6 0748-42-2551

（有）親玉製菓舗 垣見町772 0748-42-0201

近江屋 垣見町777 0748-42-2186

加藤書店 垣見町781 0748-42-0054

ＴＷＯ ＳＵＮＳＥＴＳ Ｔｅａｒｏｏｍ Ｂａｒ 垣見町781-1 050-5375-1121

能登川地区
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ファッション＆きもの きのした 垣見町782 0748-42-0130

のとがわ薬局片山回天堂 垣見町786 0748-42-0015

岸口商店 垣見町796-1 0748-42-1103

居酒屋 菫 垣見町799 0748-42-3733

（株）本庄治良堂薬局 垣見町800-5 0748-42-0055

みちひろ 垣見町849-23 0748-42-5529

まるい本舗 垣見町855 0748-42-7171

スギ薬局 能登川店 垣見町971 0748-43-0024

精肉店直営 近江牛直売所 能登川店 垣見町999-5 080-5771-5770

ほっかほっか亭　能登川駅前店 垣見町1018-1 0748-43-6191

　　　常松商店（食肉） 垣見町1200 0748-42-7566

　　　塩平本店 垣見町1317 0748-42-0172

優雅な着物と帯レディースファッション　 　  扇久 垣見町1318 0748-42-0002

割烹 かっぱ 垣見町1320 0748-42-5600

ギフトハウス ナカザワ 垣見町1329 0748-42-1254

カネマタ クリーニング店 垣見町1373 0748-42-0314

和バル 矢乃屋 垣見町1375 0748-42-7770

田中自転車店 垣見町1376 0748-42-0548

近江屋ふとん店 垣見町1405 0748-42-0019

美容室ビートル　能登川店 垣見町1515 0748-42-7180

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

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

平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 能登川店 垣見町1515 フレンドマート能登川店内 0748-42-8225

お持ち帰り寿司 山月 能登川店 垣見町1515 フレンドマート能登川店内 0120-877-085

ヨシハラクリーニング フレンドマート能登川店 垣見町1515 フレンドマート能登川店内 0748-42-3350

お菓子工房ＨＩＲＯＳＥ フレンドマート能登川店 垣見町1515 フレンドマート能登川店内 0748-42-3356

メガネ２１能登川店 垣見町1524 0748-42-0179

や台ずし能登川駅前西口町 垣見町1525 0748-42-6828

Ｂ＠Ｊｕｎｏ 垣見町1576 0748-42-1727

キッチン カフェ ラ・ビット 垣見町1602 0748-42-5908

堀田米酒店 佐野町203 0748-42-0133

森野酒店 佐野店 佐野町370 0748-42-6228

夢はうすSHiMiZU 清水電化 佐野町535-3 0748-42-4034

ナウ長谷美容室 佐野町649-3 0748-42-3564

ファブリカ村 佐野町657-3 0748-42-0380

Ｌ’ＡＢＥＩＬＬＥ Ａｔｅｌｉｅｒ ＣＨＩＨＩＲＯ 佐野町657 ファブリカ村内 090-5015-8336

自家製酵母パン ひとつぶ 佐野町657 ファブリカ村内 0748-26-5224

旭ケアタクシー 佐野町694 080-5438-0656

イシナオ（株） 佐野町726-1 0748-42-3823

外川善種苗園 佐野町730-1 0748-42-1258

マル井ふとん店 猪子町63-1 0748-42-1575

福坂建具店 猪子町106 0748-42-0187

久

常

山
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四季料理 米定 猪子町382 0748-42-0025

能登川いろは精肉店 猪子町420-1 0748-42-0298

一福食堂 林町22 0748-42-0469

手作りハウスｍａｒｕｅｉ 林町26 0748-42-0623

青木自転車商会 林町26-5 0748-42-0153

Ｐｈｏｔｏ＆Ｋｉtｃｈｅｎ みみみ 林町26-8 090-8141-8047

大衆波まち酒場 能登川駅前店 林町27 0748-26-4851

Ｉｖｒｏｇｎｅ　越 林町27 0748-42-8222

カナリヤ楽器（有） 林町43-2 0748-42-0195

おうたや 林町48-4 0748-42-0405

（株）リカーマウンテン 能登川店 林町110-1 0748-42-7855

フレスコ 能登川店 林町137 0748-42-8301

ドラッグユタカ 能登川店 林町236 0748-42-9991

リオ 能登川店 林町262-1 0748-42-0005

Ｓｉｉｉ ｏｎｇｌｅ ネイルの専門店 林町617-102 0748-42-6565

マエダクリーニング 能登川店 林町624 0748-42-6220

ソフトバンク 能登川店 林町625 0748-42-8300

メリーポエム洋菓子店 林町726 0748-42-1123

（有）森新聞舗 林町780 0748-42-1234

和風料理 田季 山路町65-6 0748-42-5457

リラクゼーション サロン ＳＥＧＡＲ 山路町320-105 090-9581-6488

創作和菓子 かわもと 山路町336-8 0748-42-0269

雅寿し 山路町352-9 0748-42-4169

しが理容 のと川 能登川町50-4 0748-42-6428

（有）中島酒店 能登川町592 0748-42-0158

（株）セブンパームス 伊庭町1296 0748-42-5709

繖電社 伊庭町2237 0748-42-1250

ヘアーサロン やすむら 伊庭町2331 0748-42-1667

滋賀ペット治療院 伊庭町2829-2 090-7884-6520

井口商店 乙女浜町478 0748-45-0050

森野酒店 乙女浜店 乙女浜町498 0748-45-0208

大正工務店 福堂町3182 090-9869-2522

塚本鮒寿し店 栗見新田町472-1 0748-45-0240

　　　塚本商店 栗見新田町605 0748-45-0282

冨江建築 栗見新田町733 0748-45-0301

(有）スポット・クリミ 栗見新田町850-1 0748-45-0477

リフォーム設計滋賀 石塔町56 080-6162-3516

（有）ツジノオート 石塔町1353 0748-55-0094

グリーンラボ近江 平林町580-4 090-6676-6677

（有）アグリ蒲生 アグリ蒲生農場 蒲生寺町1489 0748-55-3325

蒲生地区

音
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オカスポーツ 桜川東町260 0748-55-0049

理容オオホラ 桜川東町429-1 0748-55-0145

（株）清水石材店 大塚町987-7 0748-55-8166

理容すず 田井町258 0748-55-2200

にしむら料理店 蒲生岡本町433-1 0748-55-2828

日本料理 ますや 蒲生岡本町624 0748-55-0430

理容 サガワ 鋳物師町1278-2 0748-55-1743

かんべえ 鋳物師町1314 0748-55-0420

ごはんとおやつ ｓｏｕ 上麻生町19 0748-26-9465

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

マエダクリーニング 蒲生店 市子川原町616-1 0748-55-1415

ホンダカーズ 東近江 蒲生店 市子川原町640-2 0748-55-0043

いよもんカフェ 市子川原町716-2 0748-55-8550

（株）蒲生工務店 市子川原町716-2 0120-76-5610

（株）ジーエーピー 市子川原町716-2 0120-114-426

（有）池田石油 ＥＮＥＯＳ近江蒲生ＳＳ 市子松井町160-1 0748-55-1048

日本料理 糀屋 市子松井町191-2 0748-55-0439

しんみせ 鈴町18-1 0748-55-0519

米浅商店 鈴町22-1 0748-55-0256

ソーイングアトリエ ａｎｄａｎｔｅ 鈴町38 090-7968-6007

焼肉酒場あかね 市子殿町206-3 0748-55-4085

ＪＡ滋賀蒲生町 購買課 市子殿町240 0748-55-1316

旬菜館 さくら 市子殿町364-1 0748-55-8317

さか川 市子殿町365 0748-55-5551

蒲生ドラッグ 市子殿町1386 フレンドマート蒲生店内 0748-55-4050

蒲生野・そろばん＆知育楽習スクール 蒲生堂町328-82 0748-55-2718

Ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ Ｊｏｌｉ 蒲生堂町328-618 080-9390-8644

トリミングハウス わんぴーす 蒲生堂町338-166 0748-55-4420

松村電機 蒲生堂町467-1 0748-55-0250

ファミリーヘアサロン Ｍｉｌｋ 蒲生堂町543 0748-55-5210

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

（有）宮川自工 宮川町236-2 0748-55-0123

Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ｙｏｕ華 宮川町244-107 0748-55-8118

リカーショップ コタニ 宮川町244-319 0748-55-2980

Ｐｏｒｋｉｎ Ｓｔｉｃｋｅｒ 宮川町244-480 090-7110-7946

焼肉 壱 宮川町244-700 0748-55-3629

ＩＭＡＧＥ ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ 宮川町244-818 0748-55-4371

（株）Ｒ-ｓｈｉｎｅ 宮川町691-220 090-9987-5597

アイビー化粧品 Ｌａｕｇｈ Ｒｉｇｈｔ 宮川町691-327 090-6964-8477

フードショップ 木又 木村町23 0748-55-0068

肉の松山 木村町50 0748-26-2988

サロンド・れい 葛巻町418-2 0748-55-2779
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（株）朝比自動車工業所 川合町306 0748-55-0215

（有）平井百貨店 川合町1569 0748-55-0888

さかせ酒店 川合町1570 0748-55-0041

　　野村醤油店 川合町1616 0748-55-0523

文平堂 桜川西町118 0748-55-3535

ショッパー 桜川 桜川西町119-1 0748-55-0023

野﨑石材 桜川西町153-2 0748-55-0866

ＮＡＩＬＳ ＴＩＮＫＥＲ ＢＥＬＬ 桜川西町163-3 050-5329-0683

コガモカフェ 桜川西町281-1 0748-56-1395

福永喜三郎商店 桜川西町361-2 0748-55-0037

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

餃子の王将チェーン 桜川店 桜川西町字向川原368-1 0748-55-0551

※以上の取扱店は、令和3年1月22日現在のものです。

平
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