
滋賀県上乗せポイント対象加盟店⼀覧　※2021年1⽉5⽇時点

※一部上乗せポイント対象外加盟店があります。対象外加盟店の代表例は以下の通りです。登録状況により変更の可能性があります。
AOKI、アベイル、ココス、しまむら、シャトレーゼ、シャンブル、ジョリーパスタ、すき家、タイムズパーキング、タリーズ、なか卯、バーガーキング
バースデイ、はま寿司、ビッグボーイ、ユニクロ、ライトオン、⻄松屋

項番 加盟店名 住所
1 ABC-MART 近江八幡店 近江八幡市桜宮町202-1 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ近江八幡
2 ABC-MARTｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ八日市 東近江市八日市浜野町3-1
3 ABC-MARTｲｵﾝﾀｳﾝ彦根 彦根市里根町24番地
4 ABC-MARTﾌｫﾚｵ大津一里山 大津市一里山7-1-12F
5 ABC-MART⻄友⻑浜楽市 ⻑浜市八幡東町9-11F
6 ABC-MART草津ｴｲｽｸｴｱ 草津市⻄渋川1-18-38SARA北館1F
7 ABC-MART大津真野 大津市真野5丁目35-10
8 AD大津 大津市馬場2丁目11-17 ﾙｰﾂ膳所駅前ﾋﾞﾙ2F
9 Agnii 草津市⻄大路町10‐27太陽ﾊｲﾂ⻄大路102
10 aimerfeel 近江八幡市鷹飼町179
11 Amusement Time Square Bb 南草津店 草津市野路1070-12
12 Art Hair RIDE 大津市粟津町9-2 齋藤ﾋﾞﾙ2F
13 Aｺｰﾌﾟﾊﾟﾈｽ 高島市新旭町旭一丁目8-8
14 balu‐balu hair 彦根市開出今町1588‐2
15 BarberGONZO 草津市野路町248GONZO
16 BasisPoint滋賀守山店 守山市吉身2‐5‐9
17 Bershka ﾋﾟｴﾘ守山店 守山市今浜町2620-5
18 BHひらがきｴｲｽｸｴｱ店 草津市⻄渋川1‐23‐23ｴｲｽｸｴｱSARA2F
19 BIG BASS 大津市下阪本6丁目24-24
20 BISTRO FUKOAN 東近江市八日市緑町21‐1
21 BOOKOFF 161号⻄大津店 大津市松山町12-1
22 BOOKOFF 近江八幡店 近江八幡市白鳥町37-1
23 BOOKOFF 堅田店 大津市真野2丁目29-1ﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾗｻﾞ内
24 BOOKOFF 滋賀水口店 甲賀市水口町綾野3-40
25 BOOKOFF 滋賀草津駒井沢店 草津市駒井沢町33
26 BOOKOFF 滋賀草津追分店 草津市追分町1220
27 BOOKOFF 滋賀⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町535
28 BOOKOFF 彦根店 彦根市高宮町1525-1
29 BORNFREE A.SQUARE 草津市⻄渋川1-23-23
30 BORNFREE MEGASTORE 彦根市⼾賀町78-4
31 BORNFREE VIVACITY 彦根市竹ｹ鼻町43-2 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根2F
32 BRANCH大津京 大津市二本松1-1
33 CAFE&BAR Lemon 近江八幡市桜宮町206-11 光ﾋﾞﾙ101号
34 CafeDining SYNC 大津市今堅田2‐12‐17ﾋﾟｱﾌｧｲﾌﾞﾋﾞﾙ1F‐B
35 Caro Angelo 彦根市河原二丁目2-26
36 CDEK ｴﾙﾃｨ草津店 草津市大路1丁目1-1ｴﾙﾃｨ草津1F
37 CHLORIS 米原市宇賀野300
38 Choshiro ⻑浜市八幡中山町477風の街ﾋﾞﾙ1階
39 CoCo壱番屋 近江八幡ｻｳｽﾓｰﾙ店 近江八幡市上田町1278-3 近江八幡ｻｳｽﾓｰﾙ内
40 CoCo壱番屋 栗東ｲﾝﾀｰ店 栗東市出庭536番地
41 CoCo壱番屋 守山播磨田店 守山市播磨田町315-5
42 CoCo壱番屋 水口店 甲賀市水口町北脇1748-11748-1
43 CoCo壱番屋 草津野路店 草津市野路5丁目2-43
44 CoCo壱番屋 大津におの浜店 大津市におの浜3丁目1-7
45 CoCo壱番屋 大津下阪本店 大津市下阪本3丁目5-32
46 CoCo壱番屋 大津堅田店 大津市本堅田5丁目11-1
47 CoCo壱番屋 ⻑浜8号ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 ⻑浜市八幡東町83番地1
48 CoCo壱番屋 東近江五個荘店 東近江市五個荘中町131-1
49 CoCo壱番屋 八日市春日町店 東近江市春日町3-2
50 CoCo壱番屋 彦根中藪店 彦根市中藪町601
51 CoCo壱番屋高島安曇川店 高島市安曇川町⻄万⽊223-1
52 COIN LAUNDRY Farbe 大津市下阪本5丁目3-10
53 Coming ⻑浜市曽根町1362‐1
54 COMPASS 近江八幡市鷹飼町179番地



55 Cou Cou 大津市一里山7-1-1
56 CUBE SUGAR 近江八幡市鷹飼町179
57 DELI&Cafe一汁三菜 栗東市御園1889
58 Drinks & Sweets Sucr 草津市野路1-13-36 ⻄友南草津店1F
59 drug store's SHOP 近江八幡市鷹飼町179
60 ecoeat 大津瀬田店 大津市萱野浦24-65
61 ENEOS 近江八幡多賀SS 近江八幡市多賀町八野町581‐1
62 ENEOS DDｾﾙﾌ近江八幡駅南SS 山文商事株式会社 近江八幡市鷹飼町南1丁目4番9号
63 ENEOS DDｾﾙﾌ栗東駅前店 滋賀石油株式会社 栗東市苅原119
64 ENEOS DDｾﾙﾌ湖南夏見SS 山文商事株式会社 湖南市夏見二ﾂ橋356
65 ENEOS DDｾﾙﾌ草津矢橋店 滋賀石油株式会社 草津市矢橋町140‐1
66 ENEOS DDｾﾙﾌ彦根SS 山文商事株式会社 彦根市大藪町2404‐1
67 ENEOS DD近江八幡TS 山文商事株式会社 近江八幡市東川町131‐3
68 ENEOS Dr.Drive 逢坂山店 滋賀石油株式会社 大津市逢坂1丁目10‐8
69 ENEOS Dr.Driveｾﾙﾌ 仰⽊店 滋賀石油株式会社 大津市雄琴2丁目30番15号
70 ENEOS Dr.Driveｾﾙﾌ 瀬田店 滋賀石油株式会社 大津市萱野浦22‐65
71 ENEOS Dr.Driveｾﾙﾌ 膳所店 滋賀石油株式会社 大津市⻯が丘1‐12
72 ENEOS EneJet 彦根 株式会社尾賀⻲ 彦根市外町231-6
73 ENEOS EneJet京滋ﾊﾞｲﾊﾟｽ 株式会社尾賀⻲ 草津市野路9-9-3
74 ENEOS EneJet栗東 株式会社尾賀⻲ 栗東市小柿3丁目5-7
75 ENEOS EneJet栗東中央 株式会社尾賀⻲ 栗東市上鈎163
76 ENEOS EneJet湖南草津 株式会社尾賀⻲ 草津市⽊川町423
77 ENEOS EneJet守山 株式会社尾賀⻲ 野洲市野洲八反田1464-5
78 ENEOS Enejet大津 株式会社尾賀⻲ 大津市⽊下町18-27
79 ENEOS EneJet八日市 株式会社尾賀⻲ 東近江市五智町奥野315
80 ENEOS EneJet八日市中央 株式会社尾賀⻲ 東近江市東沖野1-7-5
81 ENEOS EneJet⻯王 株式会社尾賀⻲ 蒲⽣郡⻯王町⻄横関173-2
82 Eneos J‐Quest彦根店 彦根市馬場2丁目1‐1
83 ENEOS ｲｵﾝﾀｳﾝ湖南給油所 株式会社伊藤佑 湖南市岩根4580番地
84 ENEOS ｶｰﾄﾋﾟｱ大津SS湖南石油株式会社 大津市打出浜29‐1
85 ENEOS ｶｰﾄﾋﾟｱ守山SS湖南石油株式会社 野洲市野洲1464
86 ENEOS ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌ307日野SS 株式会社伊藤佑 蒲⽣郡日野町松尾菰池925-1
87 ENEOS ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌ近江大橋SS 株式会社伊藤佑 草津市新浜町上屋敷19ｰ1
88 ENEOS ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌ栗東北中小路SS 株式会社伊藤佑 栗東市北中小路182
89 ENEOS ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌ甲南給油所 株式会社伊藤佑 甲賀市甲南町⻯法師字沢の尻411-1
90 ENEOS ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌ大津真野 株式会社伊藤佑 大津市真野6-1773
91 ENEOS ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌ日吉台 株式会社伊藤佑 大津市⽊の岡町47ｰ23
92 ENEOS ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌ⻯王給油所 株式会社伊藤佑 蒲⽣郡⻯王町大字山之上6514
93 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝながはまSS 株式会社伊藤佑 ⻑浜市細江15ｰ8
94 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝﾊﾏｽﾄﾘｰﾄ 株式会社伊藤佑 草津市片岡町2304
95 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝもりやまSS 株式会社伊藤佑 守山市下之郷町3-6-10
96 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ京滋京滋ﾊﾞｲﾊﾟｽ 株式会社伊藤佑 草津市東矢倉2-240-3
97 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ栗東1号SS 株式会社伊藤佑 栗東市上鈎300ｰ1
98 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ五個荘SS 株式会社伊藤佑 東近江市五個荘北町屋町234
99 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ甲⻄SS 株式会社伊藤佑 湖南市甲⻄町吉永18-1
100 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ瀬田SS株式会社伊藤佑 大津市月ﾉ輪町2-8-1
101 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ石山SS 株式会社伊藤佑 大津市粟津町2ｰ68
102 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ中主SS 株式会社伊藤佑 野洲市吉地2ｰ1310
103 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ⻑浜ﾄﾞｰﾑSS 株式会社伊藤佑 ⻑浜市田村町1391ｰ1
104 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ南郷SS 株式会社伊藤佑 大津市平津1-20-10
105 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ彦根地蔵 株式会社伊藤佑 彦根市東沼波町字沢ﾉ上180-2
106 ENEOS ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ⻯が丘SS 株式会社伊藤佑 大津市⻯が丘4ｰ2
107 ENEOS ｾﾙﾌ近江神宮前SS 梅田石油株式会社 大津市松山町9‐27
108 ENEOS ｾﾙﾌ今津店 滋賀石油株式会社 高島市今津町南新保376‐1
109 ENEOS ﾌｫｰﾕｰしがらき給油所 株式会社伊藤佑 甲賀市信楽町⻑野1292
110 ENEOS ﾌｫｰﾕｰ愛知川SS 株式会社伊藤佑 愛知郡愛荘町愛知川1286ｰ4
111 ENEOS ﾌｫｰﾕｰ近江八幡SS 株式会社伊藤佑 近江八幡市加茂町3695-2
112 ENEOS ﾌｫｰﾕｰ水口城南SS 株式会社伊藤佑 甲賀市水口町水口字樫ﾉ実5989
113 ENEOS ﾌｫｰﾕｰ⻑浜ﾊﾞｲﾊﾟｽSS 株式会社伊藤佑 ⻑浜市加田町字稲葉584-1
114 ENEOS ﾌｫｰﾕｰ彦根SS 株式会社伊藤佑 彦根市犬方町193-1
115 ENEOS 株式会社 丸安商事 ⻯王町綾⼾SS 蒲⽣郡⻯王町綾⼾321



116 ENEOS 株式会社ﾕﾆｽ 彦根ﾆｭｰﾀｳﾝ給油所 彦根市野口町綾⼾285-2
117 ENEOS 株式会社大山石油 ｴｸｽﾌﾟﾚｽ安曇川SS 高島市安曇川町⻄万⽊425番地
118 ENEOS 浜大津給油所 株式会社尾賀⻲ 大津市浜大津4丁目2-15
119 ENEOSｳｲﾝｸﾞ関⻄⽀店 ﾙｰﾄ1水口TS 甲賀市水口町北脇281
120 ENEOSｳｲﾝｸﾞ関⻄⽀店 ﾙｰﾄ8彦根TS 彦根市鳥居本町2901‐8
121 ENEOSｳｲﾝｸﾞ関⻄⽀店 栗東TS 栗東市林 489
122 ENEOSｳｲﾝｸﾞ関⻄⽀店 名神八日市ｲﾝﾀｰTS 東近江市中小路町字石倉 609‐3
123  ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ関⻄ｶﾝﾊﾟﾆｰ Dr.Driveｾﾙﾌ守山中央店 守山市播磨田町378‐1
124 ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ関⻄ｶﾝﾊﾟﾆｰ Dr.Driveｾﾙﾌ湖南店 湖南市大池町10‐2
125 ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ関⻄ｶﾝﾊﾟﾆｰ Dr.Driveｾﾙﾌ瀬田⻄店 大津市瀬田6丁目79‐1
126 ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ関⻄ｶﾝﾊﾟﾆｰ Dr.Driveｾﾙﾌ草津店 草津市⽊川町樋頭319
127 ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ関⻄ｶﾝﾊﾟﾆｰ Dr.Driveｾﾙﾌ八日市ｲﾝﾀｰ店 東近江市八日市東本町10‐10
128 FUNEYA草津駅前店 草津市大路1ｰ7ｰ1
129 GOROBEI 蒲⽣郡⻯王町山之上5145‐1
130 GREEN LOFT THE PARK 草津市北山田町3268-1
131 HAIR MODE TOKORYO 近江八幡市鷹飼町674の1
132 hair salon tuda 彦根市日夏町2619
133 HAIRGARDEN aube 高島市ﾏｷﾉ町高⽊浜1‐3‐12
134 HANA‐HANA守山店 守山市今宿2丁目10番18号
135 HARD OFF 滋賀栗東店 栗東市坊袋道川原251-1
136 HARD･OFF ⻑浜店 ⻑浜市宮司町1155
137 HAARU 高島市勝野1108‐3
138 hito+ 甲賀市甲賀町鳥居野1207
139 HusHusH/Pinkadobe 大津市一里山7-1-1
140 HVC ﾌｫﾚｵ大津一里山店 大津市一里山7-1-1
141 idyllic 守山市守山1-6-12-103
142 Juraku 大津市衣川1‐30‐2
143 KAINO ｲｵﾝﾓｰﾙ草津店 草津市新浜町300 ｲｵﾝﾓｰﾙ草津1F
144 kii工房 ⻑浜市元浜町21‐38
145 KKCｳｴﾙﾈｽひこね健診ｸﾘﾆｯｸ 彦根市古沢町181 近江鉄道ﾋﾞﾙ 2F
146 KKCｳｴﾙﾈｽ栗東健診ｸﾘﾆｯｸ 栗東市小野501-1
147 kokochi ⻑浜市元浜町19‐23
148 La Pietra 大津市栄町23-1 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾊｳｽ匠石山1F
149 Lascaux Q H 高島市新旭町旭356‐3
150 LIME.INC 近江八幡市鷹飼町179
151 Lizm hair&spa 近江八幡市古川町1180番地10
152 LOUIS 近江八幡市鷹飼町179
153 LOVE JUNKIE 近江八幡市鷹飼町179
154 MARKET E&V 大津市梅林1丁目15-31 BetterLifeﾋﾞﾙ1階
155 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ ⻑浜店 ⻑浜市小堀町407-1
156 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃUNY近江 近江八幡市鷹飼町一本⽊223-3
157 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃUNY東近 東近江市今崎町163番地
158 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ水口店 甲賀市水口町北泉1丁目30
159 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ大津店 大津市柳が崎2-5
160 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ豊郷店 犬上郡豊郷町高野瀬701-1
161 melome 草津市追分一丁目5番14号melome
162 MIHO MUSEUM 甲賀市信楽町田代桃谷300
163 MKﾋﾟｴﾘ守山店 守山市今浜町2620-5
164 near 彦根市駅東町12‐8
165 Noella 草津市野路町683‐6ﾌｫﾚｽﾄｺｰﾄ南草津103
166 NYNY 南草津店 草津市野路1丁目11-10
167 OFF･HOUSE ⻑浜店 ⻑浜市宮司町1155
168 Ogama 甲賀市信楽町⻑野947
169 OKAKI 大津市春日町1‐3
170 OSAYA 蒲⽣郡日野町小井口 64ｰ38
171 PASO A PASO 近江八幡市鷹飼町179
172 PLACE IN THE SUN KUSATSU 草津市⽊川町85-1
173 PLACE IN THE SUN NAGAHAMA ⻑浜市室町掘竹444-1
174 PLANT 高島店 高島市安曇川町⻘柳1486-1
175 PROﾒｶﾞﾈSHOPﾅｶｻﾞﾜ 近江八幡市鷹飼町179
176 RCHEHATTA 愛知郡愛荘町安孫子836‐23



177 Re:楽‐Jstyle‐ 蒲⽣郡日野町大窪575
178 R's STORE 栗東市中沢2‐4‐6
179 Ruisseau ⻑浜市八幡東町626-4 2F
180 SALON MAKO 彦根市平田町936
181 SEIYOSHA Oh!Me大津ﾃﾗｽ 大津市打出浜14-30
182 SEIYOSHA ZEZE 大津市丸の内町8-24
183 SEIYOSHA ｷﾘﾝ堂野州 野洲市久野部149-1
184 SEIYOSHA ﾊﾞﾛｰ茶が崎 大津市茶が崎4-3
185 SEIYOSHA ﾌｫﾚｵ一里山 大津市一里山7丁目1-1
186 SEIYOSHA ﾌﾚｽｺ能登川 東近江市林町137
187 SEIYOSHA 駒井沢 草津市駒井沢町205-6
188 SEIYOSHA 堅田 大津市今堅田2丁目19-4
189 SEIYOSHA 江頭 近江八幡市江頭町417-2
190 SEIYOSHA 草津 草津市⻄大路町9番19号
191 SEIYOSHA 大萱 大津市大萱6丁目8-8
192 SEIYOSHA 南草津 草津市野路町689-3
193 SEIYOSHA 播磨田 守山市播磨田町3063
194 SEIYOSHA 平井 草津市平井1丁目11-1
195 Stradivarius ﾋﾟｴﾘ守山店 守山市今浜町2620-5ﾋﾟｴﾘ守山1F
196 stream market 大津ﾃﾗｽ店 大津市打出浜14-30 oh!Me大津ﾃﾗｽ1階
197 SUIT SELECT-OMIHACHI 近江八幡市鷹飼町179
198 SUNDAY'S BAKE RIVER 草津市大路1-3-18-3 草津川跡地公
199 THE CALENDAR 大津市春日町1-3 VIERRA大津
200 THE SMILE CHOCO 大津市浜町9‐25
201 ThreeB 彦根市本町1‐7‐41
202 TOTO 滋賀工場食堂 湖南市朝国1
203 TOTO 滋賀第二工場食堂 甲賀市水口町さつきが丘33
204 TSUTAYA 守山店 守山市播磨田町663-1
205 TSUTAYA BOOK STORE Oh!Me 大津ﾃﾗｽ店 大津市打出浜14-30 Oh!Me大津ﾃﾗｽ2F
206 TSUTAYA BOOKSTORE 近鉄草津 草津市渋川1-1-50
207 TSUTAYA 甲⻄店 湖南市吉永355-5
208 TSUTAYA 水口店 甲賀市水口町水口5555ｱﾔﾊﾌﾟﾗｻﾞ水口
209 TSUTAYA 草津店 草津市野村2丁目20-28
210 TSUTAYA 能登川店 東近江市垣見町1515
211 TSUTAYA 彦根店 彦根市中藪町587
212 Twinkle Star 近江八幡市鷹飼町179
213 two FIRST 近江八幡市鷹飼町179
214 UP FIELD 近江八幡市鷹飼町179
215 VACANCE 近江八幡市鷹飼町179
216 GEMINI ⻑浜市難波町366
217 Yukiakari 近江八幡市大房町390
218 Yｼｮｯﾌﾟ ｱｲﾌﾙ草津店 草津市⻄大路町1-1 ｱｲﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｾﾝ
219 Yｼｮｯﾌﾟ 幸福の科学学園 関⻄校店 大津市仰⽊の里東2-16-1 幸福の科学学園 関⻄校
220 Yｼｮｯﾌﾟ今津店 高島市今津平郷国有地今津駐屯地厚⽣ｾﾝﾀｰ内
221 Yｼｮｯﾌﾟ滋賀病院 大津市富士見台16-1
222 Yｼｮｯﾌﾟ守山いづみや 守山市赤野井町52
223 ZARA ﾋﾟｴﾘ守山店 守山市今浜町2620-5
224 ZERO7 ﾌｫﾚｵ大津一里山 大津市一里山7-1-1
225 Zoff 大津市一里山7-1-1
226 ｱｰｸﾚｲﾌｧｸﾄﾘｰ 甲南工場 甲賀市甲南町柑子1480
227 ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ南草津 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ 草津市南草津1丁目1-5
228 あいこうか薬局 甲賀市水口町松尾830-2
229 ｱｲｼﾃｨﾌﾞﾗﾝﾁ大津京 大津市二本松1‐1ﾌﾞﾗﾝﾁ大津京2Ｆ
230 ｱｲｾｲ薬局 南草津店 草津市南草津2丁目7-22
231 ｱｲｾｲ薬局近江八幡店 近江八幡市日吉野町673
232 ｱｲｾｲ薬局瀬田大江店 大津市大江7丁目6-47
233 ｱｲﾉｰﾄ美容室 大津市大萱1‐19‐19ｼﾙﾊﾞｰﾊｲﾂ瀬田206
234 ｱｲﾗﾝﾄﾞ薬局 守山店 守山市守山3-10-11
235 ｱｸｱ21-1 近江八幡市鷹飼町179
236 ｱｸｾｽ運転代行 栗東市綣1‐2‐13‐105･ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ栗東
237 ｱｸﾄｽWill̲G⻑浜 ⻑浜市神照町四反田47-1



238 ｱｽﾞｲﾝ東近江 能登川駅前 東近江市林町20
239 あそびば真野店 大津市真野5丁目36-6
240 あづち調剤薬局(薬局共創未来) 近江八幡市安土町常楽寺416
241 ｱﾆﾒｲﾄ ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ草津 草津市⻄渋川1丁目23-30 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ草津2F
242 ｱﾊﾞﾝﾃｨﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ南草津店 草津市野路1丁目15-5 ﾌｪﾘｴ南草津2F
243 ｱﾐｶ滋賀守山店 守山市大門町23番地
244 ｱﾐｶ瀬田店 大津市玉野浦1-15
245 ｱﾐｶ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町字上居屋町500-2
246 ｱﾐｶ彦根店 彦根市⻄今町字伊庭929-1
247 ｱﾐﾊﾟﾗ草津店 草津市⽊川町311-1 JJﾀｳﾝ⽊川2F
248 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 大津市におの浜1丁目1-3
249 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 安曇川店 高島市安曇川町⻄万⽊202
250 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ追分店 草津市追分南2丁目11-11
251 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 近江八幡店 近江八幡市馬渕町1665
252 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 栗東店 栗東市小柿8丁目1−13
253 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 堅田店 大津市衣川1丁目36−7
254 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 湖東店 東近江市小田苅町2003
255 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 今津店 高島市今津町今津1653
256 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 守山店 守山市播磨田町680−1
257 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 水口店 甲賀市水口町水口5555
258 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 瀬田店 大津市玉野浦1−1
259 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ ⻄大津店 大津市見世1丁目12−20
260 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 大津店 大津市におの浜1丁目1-3
261 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ ⻑浜店 ⻑浜市八幡東町131
262 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 南彦根店 彦根市⼾賀町60−1
263 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 八幡⻄の庄店 近江八幡市⻄庄町1251
264 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ 彦根豊郷店 犬上郡豊郷町大字安食⻄888
265 ｱﾔﾊﾚｰｸｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 大津市におの浜3丁目2-25
266 荒堀ﾀｸｼｰ 大津市弥⽣町4-12
267 ｱﾙｶﾄﾞﾗｯｸﾞ 栗東店 栗東市安養寺2丁目5-2
268 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ近江八幡店 近江八幡市桜宮町202-2ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ近江八幡3F
269 石山練習場 大津市石山千町862-2
270 いきなりｽﾃｰｷ ﾆﾄﾘ近江八幡店 近江八幡市馬淵町下司1680-1
271 いきなりｽﾃｰｷ 甲賀水口店 甲賀市水口町泉1147-1
272 いきなりｽﾃｰｷ 彦根店 彦根市⻑曽根南町483-2
273 ｲｹﾀﾞ光音堂 ⻑浜市八幡中山町477風の街ﾋﾞﾙ
274 居楽屋新鮮め組 甲賀市水口町北泉1丁目50番地5
275 ｲｼｸﾞﾛ 彦根店 彦根市高宮町1517-1
276 ｲｼﾀﾞ ﾊﾞﾗﾝｻﾞ 栗東市中沢2-5-48 ㈱ｲｼﾀﾞ ﾊﾞﾗﾝｻﾞ
277 ｲｼﾀﾞ滋賀事業所 社員食堂 栗東市下鈎959-1 ㈱ｲｼﾀﾞ滋賀事業所
278 石山酒場見聞録 大津市松原町7‐17ﾖﾄﾞﾔﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ1階
279 ｲｽﾞﾐﾔ 堅田 大津市今堅田3-11-1
280 いずみ薬局(薬局共創未来) 近江八幡市鷹飼町450-12
281 磯処 瑞賢 湖南市中央5丁目66‐2
282 伊丹産業株式会社 ｾﾙﾌ堅田給油所 大津市本堅田3-13-8
283 いちえ薬局(薬局共創未来) 近江八幡市安土町常楽寺60
284 いちえ薬局 中小森店(薬局共創未来) 近江八幡市中小森町339-1
285 いちおしや伝五郎 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町北1丁目9-12
286 いちおしや伝五郎 滋賀守山店 守山市吉身4丁目1-19
287 いちおしや伝五郎 彦根ﾍﾞﾙﾛｰﾄﾞ店 彦根市平田町435-2
288 いちおしや伝五郎 八日市店 東近江市幸町1-175-1
289 一休 彦根市⻑曽根南町483-2
290 出光 ｶｰﾗｲﾌ守山SS 守山市横江町167-1
291 出光 ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙ 愛知川SS 愛知郡愛荘町⻑野5-3
292 出光 ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙ 近江八幡SS 近江八幡市⻄庄町2629
293 出光 ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙ 五個荘SS 東近江市五個荘簗瀬町18
294 出光 ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙ 日夏SS 彦根市日夏町3774-1
295 出光 ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙ 能登川SS 東近江市垣見町1611
296 出光 ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙ 彦根SS 彦根市外町備後162
297 出光 ｾﾙﾌｲﾝ近江八幡給油所 近江八幡市馬淵町字下司1683-3
298 出光 ｾﾙﾌｲﾝ堅田給油所 大津市本堅田町3丁目10-16



299 出光 ｾﾙﾌｲﾝ彦根団地給油所 彦根市中藪町字海瀬608-2
300 出光 ｾﾙﾌｸｲｯｸｲﾝ⻑浜給油所 ⻑浜市川崎町276-1
301 出光 ｾﾙﾌ大津給油所 大津市別保3丁目2-52
302 出光 ｾﾙﾌ⻑浜加田給油所 ⻑浜市加田町612-1
303 出光 ｾﾙﾌ365浅井給油所 ⻑浜市内保町262
304 出光 ｾﾙﾌ北⻑浜給油所 ⻑浜市細江町3-1
305 出光 ｾﾙﾌ⻑浜給油所 ⻑浜市八幡東町622-3
306 出光 ｾﾙﾌ東近江今堀給油所 東近江市今堀町232
307 出光 水口ｾﾝﾄﾗﾙSS 甲賀市水口町虫⽣野 1188
308 出光 ﾒｶﾞｾﾙﾌ草津給油所 草津市駒井沢町6-1
309 出光 ﾒｶﾞｾﾙﾌ野洲給油所 野洲市久野部80-1
310 出光 ﾒｶﾞｾﾙﾌ高月給油所 ⻑浜市高月町東物部字御苗代1-1
311 出光 甲賀給油所 ｾﾙﾌ甲賀SS 甲賀市甲賀町大原市場13-1
312 出光 南彦根 給油所 彦根市高宮町雨明1320
313 出光 菩提寺SS 湖南市菩提寺北6丁目6番25号
314 田舎の元気や 1号館 栗東市小野547-3
315 ｲﾉﾌﾞﾝ草津ｴｲｽｸｴｱ店 草津市⻄渋川1丁目23-3 ｴｲｽｸｴｱ
316 ｲﾔｼｽ 近江八幡市鷹飼町179
317 居楽屋白⽊屋膳所駅前店 大津市馬場2-8-9 あかねやﾋﾞﾙ地下1階
318 居楽屋白⽊屋南草津東口駅前店 草津市野路1-15-5 ﾌｪﾘｴ南草津3階
319 いるか薬局寺田店 ⻑浜市寺田町247‐1
320 いろはにほへと 彦根駅前店 彦根市大東町2-32
321 ｳｴﾙｼｱ 栗東手原店 栗東市手原1丁目9番17号
322 ｳｴﾙｼｱ 大津⽊の岡店 大津市⽊の岡町51-1
323 ｳｴﾙｼｱ近江八幡若宮店 近江八幡市東町187ｰ1
324 ｳｴﾙｼｱ近江八幡多賀町店 近江八幡市多賀町460
325 ｳｴﾙｼｱ甲賀水口貴⽣川店 甲賀市水口町貴⽣川2-62
326 ｳｴﾙｼｱ高島新旭店 高島市新旭町旭610番地1
327 ｳｴﾙｼｱ滋賀守山店 守山市守山6-10-37
328 ｳｴﾙｼｱ草津野路店 草津市野路4丁目1151
329 ｳｴﾙｼｱ大津堅田店 大津市本堅田5-9-12
330 ｳｴﾙｼｱ大津唐崎店 大津市唐崎1丁目21ｰ5
331 ｳｴﾙｼｱ大津平津店 大津市平津1ｰ80ｰ1
332 ｳｴﾙｼｱ東近江沖野店 東近江市沖野4ｰ1ｰ6
333 ｳｴﾙｼｱ東近江八日市店 東近江市中野町269
334 ｳｴﾙｼｱ野洲小篠原店 野州市小篠原1611-1
335 宇佐美 1号水口 甲賀市水口町泉字中ﾉ切410-1
336 宇佐美 8号栗東 栗東市大橋3丁目1番35号
337 宇佐美 8号彦根 彦根市芹川町字上野401-1
338 宇佐美 京滋ﾊﾞｲﾊﾟｽ草津 草津市野路東6丁目1番1号
339 宇佐美 草津ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ上り 草津市笠山6丁目151-25
340 海座近江八幡店 近江八幡市鷹飼町北3丁目1-6
341 海座栗東大宝⻄店 栗東市北中小路四反田190番5
342 海座⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町榎⽊塚466-1
343 海座八日市店 東近江市八日市野々宮町230-1
344 ⿂⺠近江八幡北口駅前店 近江八幡市鷹飼町572
345 ⿂⺠草津⻄口駅前店 草津市⻄大路町1-27 ﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ草津地下1階
346 ⿂⺠大津北口駅前店 大津市末広町2-23 JR大津駅前ﾋﾞﾙ地下1階
347 ⿂⺠⻑浜東口駅前店 ⻑浜市北船町1-5⻑浜駅前ﾋﾞﾙFutaAi1階
348 ⿂⺠南草津東口駅前店 草津市野路1-14-47 南草津NTﾋﾞﾙ3階
349 ⿂⺠南彦根東口駅前店 彦根市小泉町271-1 南彦根駅東口近江鉄道ﾋﾞﾙ1階
350 ⿂⺠彦根⻄口駅前店 彦根市旭町9-11 石原ﾋﾞﾙ2階
351 うどんと和食膳 う権 近江八幡市鷹飼町179
352 うま屋ﾗｰﾒﾝ 彦根店 彦根市大藪町字平田台2433-1
353 うるとら海鮮丼丸 草津笠山店 草津市笠山5丁目1‐68
354 ｴｰｽﾚｰﾝ愛知川 愛知郡愛荘町⻑野200
355 ｴｰｽﾚｰﾝ草津 草津市野路3-1-5 ACT草津
356 ｴｰﾑｻｰﾋﾞｽ㈱積水化学工業水口工場 食堂棟 甲賀市水口町泉1259
357 えきまちﾏﾙｼｪ ⻑浜市北船町3-24えきまちﾃﾗｽ⻑浜1F
358 ｴｸｼﾌﾞ 琵琶湖 米原市磯1477-2
359 ｴﾃﾞｨｵﾝｲｵﾝﾀｳﾝ湖南店 湖南市岩根 字徳行4580



360 ｴﾃﾞｨｵﾝ守山店 守山市播磨田町42-2
361 ｴﾃﾞｨｵﾝ水口店 甲賀市水口町 水口5555
362 ｴﾃﾞｨｵﾝ草津店 草津市⻄渋川 1丁目18-38
363 ｴﾃﾞｨｵﾝ大津一里山店 大津市一里山 7丁目1-1
364 ｴﾃﾞｨｵﾝ大津店 大津市大将軍 1丁目28-5
365 ｴﾃﾞｨｵﾝ東近江店 東近江市五個荘 北町屋町285-1
366 駅ｸｵｰﾙ薬局JR瀬田店 大津市大萱1丁目10-1
367 ｴﾌﾏｰﾄもみじヶ丘店 大津市里6丁目20-120-1
368 ｴﾌﾞﾘｨｰ整骨院 守山市下之郷1丁目3‐50
369 ｴﾑﾊｰﾄ薬局 北土山店 甲賀市土山町北土山1678番地
370 ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ 近江八幡市鷹飼町179
371 追分口ﾌﾟﾗｽ薬局(薬局共創未来) 草津市追分3-1-7
372 近江ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ ﾊｯﾋﾟｰ米原店 米原市飯25
373 近江牛 岡喜本店 蒲⽣郡⻯王町山之上5294
374 近江牛岡喜OKAKI守山店 守山市勝部一丁目1‐17･cocotto守山1階
375 近江牛 毛利志満 近江八幡市東川町866-1
376 近江八幡ﾚｽﾄﾗﾝﾋﾞｱﾝﾓｰﾙ 近江八幡市土田町1379
377 大垣書店 ﾌｫﾚｵ大津一里山店 大津市一里山7-1-1 ﾌｫﾚｵ大津一里山1F
378 太田種苗 本店 近江八幡市十王町336番地
379 大津駅観光案内所 大津市春日町1-3 ﾋﾟｴﾗ大津
380 大津⻄武 ﾊﾟﾝﾄﾘｰ 大津市におの浜2-3-1 大津⻄武百貨店
381 大津赤十字志賀病院売店 大津市和邇中298
382 大津赤十字(衛材)病院売店 大津市⻑等1-1-35
383 大津創寫舘 大津市唐崎1‐16‐22
384 大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ ﾌﾛﾝﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 大津市におの浜4-7-7
385 大津ﾛﾌﾄ 大津市におの浜2-3-1⻄武大津店6F
386 ｵｰﾄﾜｰﾙﾄﾞ 彦根店 彦根市高宮町1716-1
387 大⻄ﾀｸｼｰ 大津市尾花川8-16
388 ｵｰﾐﾏﾘﾝ彦根港⽀店 彦根市松原町3775
389 おかだ小児科医院 高島市今津町名小路1丁目1‐6
390 奥比叡ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｪｲ 大津市坂本本町4220番地
391 おの薬局 大津市湖⻘1‐1‐14
392 ｵﾌﾊｳｽ滋賀栗東店 栗東市坊袋町251-1
393 ｵﾍﾟﾄﾚ用 ﾌｫﾚｵ大津一里山 大津市一里山7-1-1
394 およぐﾅｼﾞｪｰﾙ株式会社 栗東市辻438-3
395 お好み焼きはここやねん近江八幡店 近江八幡市鷹飼町1400-11
396 お好み焼きはここやねん 水口店 甲賀市水口町綾野3-53
397 お好み焼きはここやねん 草津店 草津市東草津1-1-55
398 お好み焼きはここやねん 八日市店 東近江市八日市東浜町4-1
399 お食事処 つるつる 彦根市松原町網代口1250‐5
400 お食事処 汲月 ⻑浜市神前町10‐17
401 お宝ｻﾞｸｻﾞｸ 大津店 大津市大将軍1丁目1‐27
402 買取倉庫 甲⻄店 湖南市夏見163-1
403 開放倉庫 米原店 米原市顔⼾1429
404 かき小屋ﾌｨｰﾊﾞｰ滋賀草津店 草津市渋川1‐3‐24L.Aｽｸｴｱ2F
405 ｶﾞｯﾂﾚﾝﾀｶｰ南草津駅前店 草津市野路町3010
406 ｶｰﾚｯｸｽ大津 大津市相模町3-28
407 快活CLUB 栗東 栗東市出庭536
408 快活CLUB 草津新浜 草津市新浜町417-1
409 快活CLUB 大津石山 大津市美崎町6-7
410 快活CLUB 大津膳所 大津市馬場1丁目7-9
411 快活CLUB ⻑浜 ⻑浜市小堀町395-1395-1
412 快活CLUB 彦根 彦根市高宮町1600-1
413 海鮮三崎港滋賀ｴｲｽｸｴｱ店 草津市⻄渋川1丁目23-1
414 かごの屋草津矢倉店 草津市矢倉2-7-26
415 ｶﾞｽﾄ 京滋ﾊﾞｲﾊﾟｽ 草津市野路東5-14-34
416 ｶﾞｽﾄ 近江八幡 近江八幡市中村町409-1
417 ｶﾞｽﾄ 堅田 大津市真野2丁目31-28
418 ｶﾞｽﾄ 甲⻄ 湖南市夏見356-1
419 ｶﾞｽﾄ 滋賀守山 守山市今市町字法実203-9
420 ｶﾞｽﾄ 滋賀野洲 野洲市市三宅1013



421 ｶﾞｽﾄ 水口 甲賀市水口町北脇516
422 ｶﾞｽﾄ 膳所 大津市秋葉台6-15
423 ｶﾞｽﾄ ⻑浜 ⻑浜市八幡中山町字ﾌｹ350-1
424 ｶﾞｽﾄ 八日市 東近江市幸町2-5
425 ｶﾞｽﾄ 彦根 彦根市後三条町字徳楽718
426 ｶﾞｽﾄ 雄琴 大津市雄琴6丁目13-16
427 ｶﾞｯﾂﾚﾝﾀｶｰ大津店 大津市秋葉台13‐1
428 かっぱ寿司 大津尾花川店 大津市尾花川10-28
429 かっぱ寿司 ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町字三ﾉ坪80-4
430 かっぱ寿司 八日市店 東近江市八日市東本町3-34
431 かつ屋 近江八幡市鷹飼町179
432 菓道 冨来郁 東近江市宮荘町419
433 釜炊近江米 銀俵 甲賀市信楽町牧1396
434 ｶﾈｲ 水口店 甲賀市水口町名坂1129-3
435 ｶﾈｲ ⽊之本店 ⻑浜市⽊之本町千田236
436 かねきち 湖南市岩根363‐19
437 かば屋彦根東口駅前店 彦根市駅東町18-7 ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ彦
438 ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ｸﾘｴ ﾋﾟｴﾘ守山店 守山市今浜町2620-5ﾋﾟｴﾘ守山1F
439 ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ｸﾘｴ 大津赤十字病院店 大津市⻑等1-1-35大津赤十字病院1F
440 ｶﾌﾟﾘﾁｮｰｻﾞ 近江八幡市鷹飼町179
441 ｶﾗｰｽﾞｲｵﾝﾀｳﾝ湖南店 湖南市岩根4509-1
442 ｶﾗｵｹ Style de gotcha! 南草津店 草津市野路町1098-1 ﾋﾞｰﾊﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ1-3F
443 から好し 草津 草津市草津3-14-33
444 から好し 草津新浜 草津市新浜町418-1
445 から好し 大津堅田 大津市本堅田5-1427-6
446 ｶﾙﾋﾞ大将 近江八幡店 近江八幡市⻄庄町字笠ﾉ町709-5
447 ｶﾙﾋﾞ大将 甲賀水口店 甲賀市水口町北脇450
448 河⻄いちご園 守山市立田町4380
449 関⻄ｲｼﾀﾞ㈱RST事業部 ｶﾌｪ 栗東市下鈎959-1 ㈱ｲｼﾀﾞ 滋賀事業所内 管理棟1F
450 関⻄ｲｼﾀﾞ㈱RST事業部 売店 栗東市下鈎959-1 ㈱ｲｼﾀﾞ 滋賀事業所内 管理棟1F
451 関⻄ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ滋賀 栗東市小柿3丁目7番30号
452 漢方舎 ｱﾙｶ薬局 大津市本堅田6丁目35-26
453 ｶﾝﾌﾟﾘ近江店 近江八幡市出町763
454 株式会社ｶﾝﾌﾟﾘ 大津市大江4‐4‐1
455 喜久屋書店 草津店 草津市新浜町300番地ｲｵﾝﾓｰﾙ草津2F
456 北近江食堂 ⻑浜市高月町唐川89
457 北近江の湯 ⻑浜市高月町唐川89
458 北村自動車 米原市寺倉138
459 ｷｯﾊﾟｰｽﾞｹﾙｼｭ 大津店 大津市島の関1‐10
460 ｷﾑﾁの玉朱 大津市本堅田1丁目18-5
461 (個)⽊村TAXI 大津市富士見台46番10号
462 牛角 愛知川店 愛知郡愛荘町⻑野318-1
463 牛角草津店 草津市東草津1丁目2-51
464 牛角 ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町120-7
465 牛角 彦根店 彦根市⻄今町岩⼾958-1
466 餃子の王将 ｺﾒﾘ水口店 甲賀市水口町水口5955-1
467 餃子の王将 近江大橋東店 草津市矢橋町456
468 餃子の王将 近江八幡駅前店 近江八幡市鷹飼町1518
469 餃子の王将 栗東店 栗東市大橋4丁目3-10
470 餃子の王将 堅田店 大津市本堅田4丁目16-8
471 餃子の王将 皇子山店 大津市松山町12-9
472 餃子の王将 国道草津店 草津市草津3丁目14-25
473 餃子の王将 多賀SA 下り 犬上郡多賀町敏満寺66-36名神高速 多賀ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 下り
474 餃子の王将 国道大津店 大津市中庄2丁目598-5
475 餃子の王将 膳所店 大津市馬場2丁目8-6
476 餃子の王将 三雲店 湖南市吉永上川原6
477 餃子の王将 守山北店 守山市矢島町八之坪187
478 餃子の王将 瀬田店 大津市大萱1丁目18-34
479 餃子の王将 草津駅前店 草津市大路1丁目7-1-112
480 餃子の王将 ⻑浜店 ⻑浜市八幡東町ﾄｾ20-1
481 餃子の王将 八日市店 東近江市八日市東本町393-1



482 餃子の王将 彦根店 彦根市外町110-1
483 餃子の王将 野洲店 野洲市市三宅2301-1
484 餃子ﾊﾞﾙ宮川 大津市一里山1‐6‐16ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ瀬田
485 京紫野 大津市日吉台1‐19‐8
486 共創未来 大津真野薬局(薬局共創未来) 大津市真野5-1-30
487 業務ｽｰﾊﾟｰ 栗東店 栗東市辻463-7
488 業務ｽｰﾊﾟｰ 水口店 甲賀市水口町宮の前1の26
489 業務ｽｰﾊﾟｰ ⻄大津店 大津市松山町2-38-1
490 業務ｽｰﾊﾟｰ 大津美崎店 大津市美崎町1番7号
491 業務ｽｰﾊﾟｰ ⻑浜店 ⻑浜市八幡東町438
492 業務ｽｰﾊﾟｰ 南彦根店 彦根市⼾賀町133-1
493 業務ｽｰﾊﾟｰ 野路店 草津市野路町2036
494 業務ｽ-ﾊﾟ-安曇川店 高島市安曇川町⻄万⽊433-1
495 業務ｽ-ﾊﾟ-近江八幡店 近江八幡市桜宮町200-5
496 業務ｽ-ﾊﾟ-堅田店 大津市堅田1丁目茶屋町1026-1
497 業務ｽ-ﾊﾟ-甲⻄中央店 湖南市中央1丁目16
498 業務ｽ-ﾊﾟ-守山古高店 守山市古高町283
499 業務ｽ-ﾊﾟ-草津駅前店 草津市⻄大路町9-18
500 業務ｽ-ﾊﾟ-野洲店 野洲市久野部196
501 ｷﾖｽｸ米原上りﾎｰﾑ〔503号〕 米原市米原JR米原駅構内
502 伽羅ｶﾞｰﾃﾞﾝｽｸｴｱ 草津市大路2-1-27
503 ｷﾘﾝ滋賀工場ｼｮｯﾌﾟ 犬上郡多賀町敏満寺1600ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ滋賀工場ｹﾞｽﾄﾎｰﾙK&C売店
504 ｷﾘﾝ堂 安曇川店 高島市安曇川町⻄万⽊221番地
505 ｷﾘﾝ堂 近江今津店 高島市今津町今津1677-19
506 ｷﾘﾝ堂 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町北1丁目8-3
507 ｷﾘﾝ堂 近江八幡店調剤 近江八幡市鷹飼町北1丁目8-3
508 ｷﾘﾝ堂 近江八幡⻄調剤 近江八幡市中村町28-2
509 ｷﾘﾝ堂 栗東店 栗東市霊仙寺3丁目2-29
510 ｷﾘﾝ堂 堅田店 大津市本堅田5丁目11番11号
511 ｷﾘﾝ堂 湖北店 ⻑浜市湖北町八日市1011番
512 ｷﾘﾝ堂 甲南町店 甲賀市甲南町⻯法師338-3
513 ｷﾘﾝ堂 皇子山店 大津市大門通16-47
514 ｷﾘﾝ堂 守山水保店 守山市水保町1267番地
515 ｷﾘﾝ堂 守山播磨田店 守山市播磨田町3063
516 ｷﾘﾝ堂 守山梅田店 守山市梅田町11-19
517 ｷﾘﾝ堂 水口店 甲賀市水口町水口5555
518 ｷﾘﾝ堂 草津図書館前店 草津市草津町1542番地
519 ｷﾘﾝ堂 草津追分店 草津市追分町6-1
520 ｷﾘﾝ堂 大津京店 大津市柳川2丁目6-1
521 ｷﾘﾝ堂 ⻑浜高田店 ⻑浜市南高田町6-17
522 ｷﾘﾝ堂 東浜店 東近江市八日市東浜町2-24
523 ｷﾘﾝ堂 南草津店 草津市野路町689番地3
524 ｷﾘﾝ堂 南彦根店 彦根市⻄今町435-1
525 ｷﾘﾝ堂 南彦根店調剤 彦根市⻄今町435-1
526 ｷﾘﾝ堂 日野店 蒲⽣郡日野町松尾5丁目5
527 ｷﾘﾝ堂 彦根後三条店 彦根市後三条町631番地
528 ｷﾘﾝ堂 米原店 米原市下多良3丁目22
529 ｷﾘﾝ堂 野洲店 野洲市久野部宇堂ﾉ前149-1
530 ｷﾘﾝ堂薬局 近江八幡医療ｾﾝﾀｰ前店 近江八幡市土田町296-1
531 ｷﾘﾝ堂薬局 彦根市立病院前店 彦根市開出今町1733-5-110
532 ぎんぎん 東近江市妙法寺町･875‐1･ｱｰﾊﾞﾝﾘﾊﾞﾃｨ1Fぎん
533 近鉄百貨店 草津店 草津市渋川1-1-50
534 ｸｰｽﾞｺﾝｾﾙﾎﾞ 守山駅前店 守山市勝部一丁目1番17号
535 串楽 草津店 草津市大路1丁目1‐1ｴﾙﾃｨ932B1
536 ｸｽﾘのｱｵｷ 宮司店 ⻑浜市宮司町677番地
537 ｸｽﾘのｱｵｷ 堅田 大津市本堅田六丁目25番1号
538 ｸｽﾘのｱｵｷ 際川店 大津市際川四丁目10番31号
539 ｸｽﾘのｱｵｷ 出町店 近江八幡市出町180番地
540 ｸｽﾘのｱｵｷ 神照 ⻑浜市神照町931番地
541 ｸｽﾘのｱｵｷ 水口店 甲賀市水口町水口6020番地1
542 ｸｽﾘのｱｵｷ 清水 東近江市八日市清水三丁目2番27号



543 ｸｽﾘのｱｵｷ ⻄今店 彦根市⻄今町314番地1
544 ｸｽﾘのｱｵｷ 石部東店 湖南市石部東六丁目4番10号
545 ｸｽﾘのｱｵｷ 川田店 守山市川田町757番地1
546 ｸｽﾘのｱｵｷ 東沖野店 東近江市東沖野五丁目17番1号
547 ｸｽﾘのｱｵｷ 東近江幸町店 東近江市幸町1番8号
548 ｸｽﾘのｱｵｷ 日野 蒲⽣郡日野町松尾一丁目18番地
549 ｸｽﾘのｱｵｷ 比叡辻店 大津市比叡辻二丁目8番5号
550 ｸｽﾘのｱｵｷ 彦根駅前店 彦根市大東町7番30号
551 ｸｽﾘのｱｵｷ 平方店 ⻑浜市平方町328番地
552 ｸｽﾘのｱｵｷ 目川店 栗東市目川1433番
553 ｸｽﾘのｱｵｷ 霊仙寺店 栗東市霊仙寺一丁目4番6号
554 ｸｽﾘのｱｵｷ近江店 米原市宇賀野255番地1
555 ｸｽﾘのｱｵｷ高宮店 彦根市高宮町2051番地1
556 ｸｽﾘのｱｵｷ大津京店 大津市柳川二丁目5番1号
557 ｸｽﾘのｱｵｷ唐崎店 大津市見世一丁目18番1号
558 ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌ凸版印刷株式会社滋賀工場売店 東近江妙法寺町1101-20凸版印刷株式会社 滋賀工場
559 ｸﾞｯぼる ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞCafe 彦根市小泉町34‐8
560 株式会社 ｸｻﾈﾝ ｸｻﾈﾝ WING湖  栗東市小柿5‐11‐10
561 倉式珈琲店 ｴｲｽｸｴｱ草津店 草津市⻄渋川1-23-1
562 ｸﾗﾌﾄﾊｰﾄﾄｰｶｲ大津ﾃﾗｽ店 大津市打出浜14-30 Oh!Me大津TERRACE2F
563 ｸﾞﾗﾝｽﾉｰ奥伊吹 米原市甲津原530番地
564 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾏﾂﾀﾞ 唐崎店 大津市唐崎3-1-25
565 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾏﾂﾀﾞやながわ店 大津市柳川2-11-19
566 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾏﾂﾀﾞ⻄大津店 大津市皇子が丘3-12-29
567 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾏﾂﾀﾞ本店 大津市蓮池町10-22
568 ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ ｶﾜｼﾏ 東近江市林田町1480番地の1
569 ｸﾞﾘｰﾝﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ日本ｺｶ･ｺｰﾗ守山工場 守山市阿村町49
570 ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙYES⻑浜みなと ⻑浜市港町2-28
571 ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌﾞｽ大津赤十字病院 大津市⻑等1-1-35
572 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽﾀｲﾙ 近江八幡市鷹飼町179
573 ｸﾘｴｲﾄｻｰﾋﾞｽ⻄大津店 大津市勧学2‐21‐30
574 くろ○草津東口駅前店 草津市大路1-11-22 2階
575 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 南草津 草津市南草津2-5-6
576 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町160-14
577 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ ⻑浜店 ⻑浜市十里町1番地
578 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 豊郷店 犬上郡豊郷町沢160
579 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 今津店 高島市今津町南新保530-1
580 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 彦根店 彦根市駅東町17番10
581 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 八日市ｲﾝﾀｰ店 東近江市中小路町710-1
582 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 水口店 甲賀市水口町北脇427番地
583 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ ⻄大津店 大津市鏡が浜11-1
584 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 草津南店 草津市新浜町408号
585 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 守山店 守山市播磨田町200-1
586 見聞録 草津店 草津市大路1丁目1‐1ｴﾙﾃｨ932B1
587 見聞録 浜大津店 大津市浜大津1‐1‐5
588 ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰH&A ⻑浜市高月町高月910-1
589 ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ高島安曇川店 高島市安曇川町⻄万⽊1214
590 珈琲館 ⻑浜店 ⻑浜市宮司町1148-1
591 珈琲館 南彦根店 彦根市⼾賀町142-1
592 甲賀米粉たい焼き 湖南店 湖南市三雲211‐16
593 甲賀もち工房 甲賀市甲賀町小佐治2121‐1
594 甲南下りPA 甲賀市甲南町杉谷3166-2
595 甲南上りPA 甲賀市甲南町杉谷2281
596 公立甲賀病院内売店 甲賀市水口町松尾1256
597 ｺｺｽあどがわ店 高島市安曇川町⻄万⽊39番地
598 ｺｺｽﾚｲｸｻｲﾄﾞ店 彦根市松原町網代口1435-86
599 ｺｺｽ近江八幡店 近江八幡市鷹飼町453-2
600 ｺｺｽ栗東店 栗東市小柿4丁目5-15
601 ｺｺｽ堅田店 大津市本堅田4丁目14-7
602 ｺｺｽ甲⻄店 湖南市中央1丁目38
603 ｺｺｽ甲南店 甲賀市甲南町⻯法師376



604 ｺｺｽ瀬田川店 大津市瀬田1丁目1000
605 ｺｺｽ瀬田唐橋店 大津市唐橋町9
606 ｺｺｽ大藪店 彦根市平田町256
607 ｺｺｽ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町148
608 ｺｺｽ日野店 蒲⽣郡日野町松尾844-8
609 ｺｺｽ八日市店 東近江市⻘葉町294-1
610 ｺｺｽ彦根ｲﾝﾀｰ店 彦根市原町平野486-2
611 ｺｺｽ野洲店 野洲市小篠原389-1
612 ここぴあ 湖南市岩根4528-1
613 こにし動物ｸﾘﾆｯｸ 栗東市手原3丁目7-15
614 湖東三山館 あいしょう 愛知郡愛荘町松尾寺1395-1
615 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 ｴﾙﾃｨ草津店 草津市大路1丁目1-1
616 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町北3丁目15-8
617 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 栗東綣店 栗東市綣9丁目12番2号
618 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 湖南店 湖南市吉永20-1
619 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 水口店 甲賀市水口町南林口40
620 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 瀬田川唐橋店 大津市瀬田1丁目31番2号
621 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 大津堅田店 大津市本堅田3丁目13番2号
622 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 大津皇子が丘店 大津市皇子が丘3丁目7-3
623 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 大津膳所店 大津市馬場1丁目7-12TOKIMEKIﾋﾞﾙ1F
624 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 ⻑浜八幡中山店 ⻑浜市八幡中山町508
625 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 東近江五個荘店 東近江市宮荘町65
626 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 東近江八日市店 東近江市⻘葉町3番1-5号
627 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 南草津店 草津市追分南3丁目22番11号
628 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 彦根駅東店 彦根市外町135
629 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 彦根平田店 彦根市平田町1115番1
630 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 野洲店 野洲市小篠原2683
631 ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ草津店 草津市大路1丁目12-1 星空館2F
632 ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大津瀬田店 大津市大萱1丁目3-23
633 ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ⻄大津店 大津市松山町1-31
634 ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 彦根店 彦根市⼾賀町70-1
635 ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 栗東草津店 栗東市坊袋250-3
636 ⿂や 楓江庵 東近江市八日市本町6‐9
637 ｻｶﾞﾐ 近江八幡店 近江八幡市出町456
638 ｻｶﾞﾐ 五個荘店 東近江市五個荘中町裏町43-3
639 ｻｶﾞﾐ 甲⻄店 湖南市平松95
640 ｻｶﾞﾐ 滋賀守山店 守山市下之郷町6-4
641 ｻｶﾞﾐ ⻄大津店 大津市茶が崎32-3
642 ｻｶﾞﾐ 草津店 草津市⽊川町347-1
643 ｻｶﾞﾐ ⻑浜店 ⻑浜市勝町108
644 ｻｶﾞﾐ 彦根店 彦根市中藪町612-2
645 酒ゃﾋﾞｯｸ 守山店 守山市播磨田町3077
646 酒ゃﾋﾞｯｸ 大津堅田店 大津市今堅田2丁目16-1
647 酒ゃﾋﾞｯｸ 八日市東本町店 東近江市八日市東本町10-5
648 ｻﾞ･草津ﾀﾜｰ 草津市渋川1-2-26
649 さくら薬局 彦根川瀬馬場店 彦根市川瀬馬場町1082-4
650 さざなみ酒店 彦根市佐和町11‐9
651 佐知'sPocket 大津市小関町7番24
652 ｻﾞ ﾊﾞｰｸﾞ 草津市追分南4‐5‐7
653 ｻﾌﾞｳｪｲ VIVA CITY 彦根 彦根市竹ヶ鼻町43-2 VIVA CITY 1F
654 侍ｻｲｸﾙ 彦根市中央町4‐41
655 ｻﾝｹｲﾄﾞﾙﾌｨﾝ大津市勧学店 大津市勧学2-4-21
656 三代目鳥ﾒﾛ近江八幡駅前店 近江八幡市鷹飼町 1510番地 鷹飼町ﾃﾅﾝﾄ地上1階
657 山東ﾓｰﾀｰｽ 米原市⻑岡914‐5
658 さんとく三太郎 ⻑浜市余呉町東野370‐2
659 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 愛知川店 愛知郡愛荘町愛知川58
660 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 甲⻄中央店 湖南市中央1-38
661 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 大津店 大津市におの浜4-7-6
662 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 大津美崎店 大津市美崎町2-25
663 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 草津野村店 草津市野村2-20-28
664 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 茶が崎店 大津市茶が崎4-3



665 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 東近江店 東近江市⻘葉町3-1-2
666 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 雄琴店 大津市雄琴4-5-6
667 滋賀院 大津市坂本4-6-1
668 滋賀銀行 ｸﾚｼﾞｯﾄｾﾝﾀｰ 草津市大路1丁目14-26
669 滋賀銀行 本店食堂 大津市浜町1-38
670 立総合病院内売店 守山市守山5-4-30
671 立病院ﾋﾞｱﾝﾓｰﾙ 滋賀石油株式会社 守山市守山5-4-30
672 滋賀ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ大津店 大津市におの浜3-1-43 ｲｵﾝﾀｳﾝｱﾔﾊﾌﾟﾗｻﾞ内
673 ｼﾞｯﾌﾟﾄﾞﾗｯｸﾞ 唐崎店 大津市見世二丁目19-55
674 ｼﾞｯﾌﾟﾄﾞﾗｯｸﾞ唐崎薬局(調剤) 大津市見世2丁目19-55
675 ｼﾞｯﾌﾟﾄﾞﾗｯｸﾞ 膳所店 大津市本丸町6-29
676 ｼﾞｯﾌﾟﾄﾞﾗｯｸﾞ 平井店 草津市平井5丁目17-13
677 清水興業 株式会社 ｶﾞﾘﾊﾞ-ﾆｭ-ﾀｶｼﾏSS 高島市鵜川254‐1
678 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 栗東店 栗東市小柿3-5
679 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 五個荘店 東近江市五個荘北町屋町160
680 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 今津店 高島市今津町南新保494-1
681 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 信楽店 甲賀市信楽町⻑野1296-1
682 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 新旭店 高島市新旭町新庄1002
683 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 真野店 大津市真野5-36-17
684 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾗｵｹ 草津店 草津市⽊川町上兵庫66
685 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾗｵｹ 彦根店 彦根市⻄沼波町22番3
686 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ 草津店 草津市⽊川町上兵庫66
687 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ株式会社 彦根店 彦根市⻄沼波町大字檜物町22-3
688 しゃぶ葉 滋賀栗東 栗東市綣9-12-18
689 しゃぶ葉 滋賀彦根 彦根市松原町字石持1904-1
690 ｼｬﾘｴﾊﾟｰｸﾅｰﾄﾞ南草津 草津市南草津1丁目2番地
691 ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ ﾌｫﾚｵ大津一里山 大津市一里山7-1-1
692 ｼﾞｭﾝｸ堂書店 滋賀草津店 草津市大路1-1-1 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｲ草津B1F
693 ｼﾞｮｲﾌﾙ近江八幡店 近江八幡市中村町398-1
694 ｼﾞｮｲﾌﾙ滋賀栗東店 栗東市綣10丁目767番地
695 ｼﾞｮｲﾌﾙ滋賀守山店 守山市播磨田町50-1
696 ｼﾞｮｲﾌﾙ滋賀水口店 甲賀市水口町水口5555
697 ｼﾞｮｲﾌﾙ滋賀彦根店 彦根市松原町字石持1836
698 ｼﾞｮｲﾌﾙ草津店 草津市追分一丁目4番24号
699 ｼﾞｮｲﾌﾙ大津萱野浦店 大津市萱野浦24番55号
700 ｼﾞｮｲﾌﾙ大津坂本店 大津市下阪本6-14-17
701 ｼﾞｮｲﾌﾙ能登川店 東近江市林町258番1
702 ｼﾞｮｰｼﾝ近江今津店 高島市今津町今津1688
703 ｼﾞｮｰｼﾝ近江八幡店 近江八幡市上田町1278-3近江八幡ｻｳｽﾓｰﾙ2F
704 ｼﾞｮｰｼﾝ堅田ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ店 大津市本堅田5-20-10
705 ｼﾞｮｰｼﾝ守山店 守山市播磨田町68
706 ｼﾞｮｰｼﾝ水口店 甲賀市水口町北泉1-131
707 ｼﾞｮｰｼﾝ⻄大津店 大津市際川4-11-1
708 ｼﾞｮｰｼﾝ草津ｲｵﾝﾓｰﾙ店 草津市新浜町300番地ｲｵﾝﾓｰﾙ草津ﾓｰﾙ棟1F
709 ｼﾞｮｰｼﾝ 楽天ﾓﾊﾞｲﾙ ｲｵﾝﾓｰﾙ草津店 草津市新浜町300番地ｲｵﾝﾓｰﾙ草津ﾓｰﾙ棟1F
710 ｼﾞｮｰｼﾝ草津店 草津市⽊川町389番地
711 ｼﾞｮｰｼﾝ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町55
712 ｼﾞｮｰｼﾝ東近江店 東近江市宮荘町65
713 ｼﾞｮｰｼﾝ彦根店 彦根市⻑曽根南町472-2彦根ﾊﾟﾘﾔ2F
714 庄や 浜大津店 大津市浜大津1-6 京阪大津ﾋﾞﾙ1F
715 醤油屋喜代治商店 米原市醒井370
716 信楽陶苑たぬき村 甲賀市信楽町牧1293番地の2
717 ｼﾙｸ 野洲ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ店 野洲市市三宅1013ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ内
718 ｼﾝｽﾞﾊﾞｰﾊﾞｰ 守山市石田町662-8
719 新名神高速道路土山ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 甲賀市土山町南土山字尾巻1122-28
720 新名神道 土山SA 近江ｽｴﾋﾛﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ The Beef 甲賀市土山町南土山
721 新名神道甲南PA下り 甲賀市甲南町杉谷3166-2
722 新名神道甲南PA上り 甲賀市甲南町杉谷2281
723 新名神道土山SA どらやきKo-Ko 甲賀市土山町南土山
724 新名神道土山ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 甲賀市土山町南土山字尾巻
725 ｽｶﾞｷﾔﾋﾟｴﾘ守山 守山市今浜町2620-5ﾋﾟｴﾘ守山店2F



726 ｽｶﾞｷﾔﾌｫﾚｵ大津一里山 大津市一里山7丁目1番1号ﾌｫﾚｵ大津一里山店2F
727 ｽｶﾞｷﾔ堅田ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ 大津市堅田5丁目20番10号ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ堅田店3F
728 ｽｶﾞｷﾔ甲賀ｶｲﾝｽﾞ 甲賀市水口町泉1405番地ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ甲賀店1F
729 ｽｶﾞｷﾔ草津ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ 草津市⻄渋川1丁目23-30ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ草津店1F
730 ｽｶﾞｷﾔ⻑浜ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ ⻑浜市小堀町乾村456ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ⻑浜店1F
731 ｽｶﾞｷﾔ⻑浜⻄友 ⻑浜市八幡東町9-1⻄友⻑浜楽市店1F
732 ｽｶﾞｷﾔ八日市ｱﾋﾟｱ 東近江市八日市浜野町3番1号ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ･ｱﾋﾟｱ1F
733 ｽｶﾞｷﾔ平和堂水口 甲賀市水口町綾野566-1平和堂水口店1F
734 ｽｷﾞ薬局 ｱｸｱ21店 近江八幡市鷹飼町179 AQUA21内 1F
735 ｽｷﾞ薬局 衣川店 大津市衣川1-37-2
736 ｽｷﾞ薬局 稲枝店 彦根市野良田町311
737 ｽｷﾞ薬局 河瀬店 彦根市川瀬馬場町1080-1
738 ｽｷﾞ薬局 近江店 米原市箕浦361-3
739 ｽｷﾞ薬局 近江八幡駅前店 近江八幡市鷹飼町573
740 ｽｷﾞ薬局 近江八幡店 近江八幡市中村町49-13
741 ｽｷﾞ薬局 近江八幡北店 近江八幡市宮内町 道ﾉ下宮内町 道ﾉ下187
742 ｽｷﾞ薬局 栗東ひがし店 栗東市出庭523-1
743 ｽｷﾞ薬局 堅田店 大津市今堅田2-12-2
744 ｽｷﾞ薬局 堅田東店 大津市今堅田2-23-17
745 ｽｷﾞ薬局 甲⻄店 湖南市岩根367
746 ｽｷﾞ薬局 高田店 ⻑浜市高田町11-33
747 ｽｷﾞ薬局 滋賀高月店 ⻑浜市高月町東物部124-1
748 ｽｷﾞ薬局 守山店 守山市吉身3-14-30
749 ｽｷﾞ薬局 守山東店 守山市勝部5-7-18
750 ｽｷﾞ薬局 神領店 大津市神領2-32-1
751 ｽｷﾞ薬局 水口松尾店 甲賀市水口町松尾字野沢829-1
752 ｽｷﾞ薬局 水口⻄店 甲賀市水口町北泉2-10
753 ｽｷﾞ薬局 瀬田店 大津市大萱1-7-17
754 ｽｷﾞ薬局 瀬田東店 大津市月輪2-1-8
755 ｽｷﾞ薬局 石山店 大津市栄町6-25
756 ｽｷﾞ薬局 草津大路店 草津市大路3-5-8
757 ｽｷﾞ薬局 草津店 草津市草津町1520-1
758 ｽｷﾞ薬局 大津京駅前店 大津市皇子が丘2-8-5
759 ｽｷﾞ薬局 大津中央店 大津市打出浜13-27
760 ｽｷﾞ薬局 大津富士見台店 大津市富士見台3-1
761 ｽｷﾞ薬局 ⻑浜ｲﾝﾀｰ店 ⻑浜市口分田町466
762 ｽｷﾞ薬局 ⻑浜大⾠⺒店 ⻑浜市大⾠⺒町37 ｻﾝﾐｭｰｼﾞｯｸ⻑浜店内
763 ｽｷﾞ薬局 ⻑浜店 ⻑浜市分⽊町4-29
764 ｽｷﾞ薬局 南郷店 大津市南郷1-5-1
765 ｽｷﾞ薬局 南彦根店 彦根市小泉町106-10
766 ｽｷﾞ薬局 能登川店 東近江市垣見町971
767 ｽｷﾞ薬局 八日市駅前店 東近江市八日市浜野町2-3
768 ｽｷﾞ薬局 八日市店 東近江市八日市東本町6-48
769 ｽｷﾞ薬局 彦根⻄今店 彦根市⻄今町952-3
770 ｽｷﾞ薬局 彦根中央店 彦根市和田町47-2
771 ｽｷﾞ薬局 彦根東店 彦根市⻄沼波町264-1
772 ｽｷﾞ薬局 豊郷店 犬上郡豊郷町沢250-1 ｱｽﾄﾊﾟﾜｰｾﾝﾀ
773 ｽｷﾞ薬局 ⽊之本店 ⻑浜市⽊之本町⽊之本1586-4
774 ｽｷﾞ薬局 野洲店 野洲市小篠原1980-5
775 杉養蜂園 琵琶湖⻑浜店 ⻑浜市元浜町12-35
776 ｽｸｱﾄﾞﾗ 滋賀守山店 守山市今宿4‐5‐7
777 すし処海座本店 彦根市大藪町越地1-7
778 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 草津市野路東2-3-1-1
779 ｽﾃｰｷｶﾞｽﾄ 滋賀⻑浜 ⻑浜市室町424-1
780 ｽﾃｰｷｶﾞｽﾄ 大津瀬田 大津市大江2-24-25
781 ｽﾃｰｷ宮 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町北3-7-4
782 ｽﾃｰｷ宮 ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町473-1
783 ｽﾃｰｼﾞｸｽ高島 高島市新旭町藁園336
784 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS 大津一里山 大津市一里山7-1-1 ﾌｫﾚｵ大津一里山内
785 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟｳｨﾅｰ近江八幡店 近江八幡市鷹飼町455-12
786 ｽﾏｰﾄｸｰﾙ 彦根店 彦根市馬場2‐1‐1ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ内



787 ｽﾏｲﾙ薬局小柿店(薬局共創未来) 栗東市小柿6-1-41-1-1
788 ｽﾏｲﾙ薬局野洲店(薬局共創未来) 野洲市市三宅2732
789 ｽﾏﾎ堂 大津石山店 大津市栄町6-30
790 すみれ薬局 大津市滋賀里1丁目8-29
791 ⽣活彩家 大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ店 大津市におの浜4-7-7
792 ⽣鮮館げんさん堅田店 大津市堅田1-1-15
793 ｾｶﾞﾜｰﾙﾄﾞ草津 草津市⻄渋川1-23-23 SARA新棟2F
794 積水樹脂株式会社 滋賀製造所 食堂 蒲⽣郡⻯王町⻄川1321
795 積水樹脂株式会社 ⻯王製造所 食堂 蒲⽣郡⻯王町鏡731-1
796 ｾｶﾞ甲⻄ 湖南市夏見二ﾂ橋356-1
797 瀬田ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 北ｺｰｽﾌﾛﾝﾄ 大津市瀬田橋本町12
798 せた整骨院 大津市大江4‐3‐18‐1F
799 せと肛門胃腸ｸﾘﾆｯｸ 大津市小野375‐1
800 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ JR大津駅前 大津市春日町2-1
801 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ KOYO近江八幡総合医療ｾﾝﾀｰ 近江八幡市土田町1379
802 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ KOYO滋賀医科大学附属病院 草津市笠山7丁目6番53号
803 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ KOYO大津赤十字病院 大津市⻑等1丁目1-35
804 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR近江八幡駅改札口 近江八幡市鷹飼町JR近江八幡駅構内
805 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR守山駅改札口 守山市梅田町1
806 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR瀬田駅改札口 大津市大萱1丁目10番
807 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR石山駅改札口 大津市粟津町3番
808 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR⻑浜駅改札口 ⻑浜市北船町1-5
809 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR南草津駅改札口 草津市野路1-14-1
810 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR能登川駅改札口 東近江市林町22
811 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR比叡山坂本駅改札 大津市坂本3-31
812 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR彦根駅改札口 彦根市古沢町40-2
813 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR米原駅改札口 米原市米原475
814 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ｷﾖｽｸJR野洲駅改札口 野洲市小篠原2222番1
815 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ しらひげ神社前 高島市鵜川288-1
816 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR近江八幡駅北口 近江八幡市鷹飼町字上地蔵597-1
817 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJRおごと温泉駅前 大津市雄琴北1丁目3-18
818 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR堅田駅前 大津市真野1丁目1-72
819 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR守山駅⻄口 守山市梅田町1-1
820 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR石山駅南口 大津市粟津町3-1
821 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR膳所駅改札口 大津市馬場2-11-8
822 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR草津駅改札内 草津市渋川1-1
823 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR大津京駅前 大津市皇子が丘2-8-1
824 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR南草津駅東口 草津市野路1-14-1
825 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR彦根駅北口 彦根市古沢町40-2
826 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝJR野洲駅南口 野洲市小篠原2222番1
827 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝﾋﾞｴﾗ大津 大津市春日町1-3
828 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ びわ町曽根 ⻑浜市曽根町1259-1
829 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾏｷﾉ工業団地前 高島市ﾏｷﾉ町⻄浜1172-2
830 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 愛荘町市 愛知郡愛荘町市105
831 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 愛知川中宿 愛知郡愛荘町中宿179-4
832 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 愛知川豊満 愛知郡愛荘町豊満557-2
833 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 安土常楽寺 近江八幡市安土町常楽寺1993-1
834 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 安曇川駅前 高島市安曇川町末広3丁目2-1
835 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 伊吹春照 米原市春照2147
836 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 海津大崎 高島市ﾏｷﾉ町海津2000番1
837 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江宇賀野 米原市宇賀野239番地5
838 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江今津駅前 高島市今津町中沼1丁目3-5
839 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江草津ﾊﾞｲﾊﾟｽ 草津市野路東5丁目1番2号
840 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡駅東 近江八幡市鷹飼町北4丁目1-12
841 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡駅南 近江八幡市鷹飼町南1丁目3-9
842 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡江頭町 近江八幡市江頭町本尺寺433
843 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡桜宮町 近江八幡市桜宮町212番地12
844 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡若宮町 近江八幡市東町57番1
845 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡千僧供町 近江八幡市千僧供町259-1
846 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡鷹飼町 近江八幡市鷹飼町1634-11
847 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡池田本町 近江八幡市中小森町1227番1



848 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡土田町 近江八幡市土田町811
849 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡白鳥町 近江八幡市白鳥町96ｰ1
850 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江八幡野田町 近江八幡市野田町18番
851 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 近江舞子 大津市南小松931-4
852 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東ｲﾝﾀｰ 栗東市六地蔵1177-1
853 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東駅前 栗東市綣3丁目7番12
854 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東金勝 栗東市御園2000
855 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東工業団地前 栗東市下鈎836-3
856 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東出庭 栗東市出庭2009
857 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東小野 栗東市小野186-33
858 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東上鈎南 栗東市上鈎300-1
859 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東宅屋 栗東市出庭542
860 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東中央 栗東市上鈎167番1
861 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東中沢 栗東市中沢3丁目2-2
862 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東林⻄ 栗東市林字瀬⼾町417-1
863 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 栗東綣 栗東市綣9丁目13-13
864 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 湖東横溝 東近江市横溝町256-1
865 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 湖南岩根 湖南市岩根583-5
866 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 湖南岩根中央 湖南市岩根中央3丁目42
867 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 湖南三雲 湖南市三雲271-1
868 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 湖北下山田 ⻑浜市下山田975
869 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 湖北小谷 ⻑浜市小谷郡上町10-1
870 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 湖北町速水 ⻑浜市湖北町速水275
871 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 五個荘清水鼻 東近江市五個荘清水鼻町114-1
872 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 五個荘南 東近江市五個荘北町屋町235
873 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 五個荘日吉町 東近江市五個荘日吉町14
874 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲賀市役所前 甲賀市水口町水口字狐塚6035-7
875 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲賀大原市場 甲賀市甲賀町大原市場893
876 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲⻄ﾀﾞｲﾊﾂ工場前 湖南市下田656番地1
877 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲⻄駅前 湖南市平松字堂ﾉ前767
878 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲⻄水⼾ 湖南市水⼾町3-1
879 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲⻄菩提寺 湖南市菩提寺1031-1
880 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲⻄郵便局前 湖南市針228-1
881 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲南町新治 甲賀市甲南町新治2037-1
882 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲南病院前 甲賀市甲南町葛⽊宇田1016番
883 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 甲良尼子 犬上郡甲良町尼子1204-3
884 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 国道南くさつ 草津市野路1丁目17-27
885 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 国道八幡東 ⻑浜市八幡東町58-1
886 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 今津南新保 高島市今津町南新保371-1
887 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 滋賀安曇川五番領 高島市安曇川町五番領118-3
888 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 滋賀蒲⽣蒲⽣堂 東近江市蒲⽣堂町984-1
889 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 滋賀蒲⽣市子松井 東近江市市子松井町167-7
890 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 滋賀高月 ⻑浜市高月町高月917番
891 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 滋賀新旭 高島市新旭町熊野本字上土立143番1
892 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 滋賀日野高校前 蒲⽣郡日野町大字日田里の浦63-1
893 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 滋賀⻯王町綾⼾ 蒲⽣郡⻯王町綾⼾805番1
894 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山駅東口 守山市浮気町300-29
895 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山吉身5丁目 守山市吉身1丁目11-38
896 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山古高町 守山市古高町275番地
897 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山市⺠ﾎｰﾙ前 守山市金森町471番地1
898 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山市⺠病院前 守山市守山4丁目13-18
899 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山水保町 守山市水保町字北川1311-3
900 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山成人病ｾﾝﾀｰ前 守山市下之郷1丁目15番21号
901 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山石田町 守山市石田町599-3
902 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山播磨田町 守山市播磨田町1266-1
903 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 守山立田町 守山市立田町4196-3
904 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 信楽町中野 甲賀市信楽町中野591-1
905 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 信楽⻑野 甲賀市信楽町⻑野1183番地1
906 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 信楽牧 甲賀市信楽町牧1370-1
907 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 新旭ﾊﾞｲﾊﾟｽ 高島市新旭町饗庭1629-1
908 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 秦荘安孫子 愛知郡愛荘町安孫子943-3



909 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 水口ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ 甲賀市水口町山2806-1
910 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 水口綾野 甲賀市水口町綾野2080-4
911 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 水口庚申口 甲賀市水口町牛飼字流2216番1
912 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 水口泉 甲賀市水口町泉1415
913 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 水口町松尾 甲賀市水口町水口692-7
914 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 瀬田駅前 大津市大萱1丁目17-5
915 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻄浅井塩津 ⻑浜市⻄浅井町祝山646
916 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 石部文化ﾎｰﾙ前 湖南市石部中央4丁目8番57号
917 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ前 草津市野路東2丁目1番6号
918 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津下笠 草津市下笠町335
919 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津湖南農業高校前 草津市草津町1670
920 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津志那中 草津市志那中町17-1
921 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津若草 草津市若草1丁目6-5
922 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津⻘地町 草津市⻘地町522番地
923 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津川原 草津市川原2丁目16番33
924 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津大路2丁目 草津市大路2丁目12-11
925 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津中学校前 草津市草津3丁目14番16号
926 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津追分町 草津市追分1丁目5番21号
927 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津南笠町 草津市笠山5丁目1-76
928 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津南笠東 草津市南笠東1丁目5番27号
929 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津平井町 草津市平井1丁目10-2
930 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津野村1丁目 草津市野村1-2-5
931 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津野村5丁目 草津市野村5丁目4番3号
932 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津野路 草津市野路7丁目18-1
933 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津野路老上 草津市野路町459番地6
934 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津矢橋北 草津市矢橋町1813-1
935 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 草津矢倉2丁目 草津市矢倉2ｰ6ｰ18
936 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 多賀大社前 犬上郡多賀町多賀1675-1
937 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津おごとﾏﾘｰﾅ 大津市雄琴4丁目494-1
938 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津におの浜2丁目 大津市馬場1丁目19番1号
939 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津伊香立公園前 大津市伊香立下在地町566-1
940 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津一里山 大津市一里山3丁目15-1
941 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津鏡が浜 大津市鏡が浜1-5
942 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津仰⽊の里 大津市仰⽊の里1丁目2-10
943 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津月輪 大津市月輪2丁目622-1
944 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津国分1丁目 大津市国分1丁目24-16
945 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津坂本3丁目 大津市坂本3丁目1451-1
946 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津阪本 大津市比叡辻1丁目15-11
947 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津松山町 大津市松山町74-6
948 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津真野2丁目 大津市真野2丁目2399-2
949 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津真野4丁目 大津市真野4-20-16
950 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津神領 大津市神領3丁目8-14
951 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津瀬田⻄ｲﾝﾀｰ 大津市瀬田3丁目24-6
952 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津石山駅前 大津市粟津町6番3号
953 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津膳所駅前通り 大津市馬場2丁目7-1
954 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津大萱3丁目 大津市大萱3丁目15-18
955 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津大江7丁目 大津市大江7丁目8-11
956 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津大将軍 大津市大将軍1丁目14ｰ12
957 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津唐崎2丁目 大津市唐崎2丁目8-21
958 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津南志賀4丁目 大津市南志賀4丁目18-7
959 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津美崎町 大津市美崎町14-17
960 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津苗鹿 大津市苗鹿1丁目1-8
961 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津平津 大津市平津1丁目17-20
962 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津本堅田5丁目 大津市本堅田5丁目10-5
963 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津⽊下町 大津市⽊下町18番23号
964 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 大津螢谷 大津市螢谷2-15
965 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜ｲﾝﾀｰ ⻑浜市⻄上坂町282-3
966 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜ﾊﾞｲｵ大学前 ⻑浜市田村町1401-1
967 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜駅前 ⻑浜市元浜町1番3号
968 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜加納町 ⻑浜市加納町887-1
969 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜祇園町 ⻑浜市祇園町138-11



970 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜宮前町 ⻑浜市宮前町6-4
971 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜球場前 ⻑浜市宮司町147番地
972 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜公園町 ⻑浜市公園町1414番地
973 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜神照町 ⻑浜市神照町725-6
974 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜内保東 ⻑浜市内保町238-15
975 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜馬車道通り ⻑浜市八幡中山町461-1
976 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜八幡東町 ⻑浜市八幡東町424-6
977 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜平方町 ⻑浜市平方町100番地
978 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜北中学校前 ⻑浜市八幡中山町1154-1
979 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻑浜本庄町 ⻑浜市本庄町701-3
980 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 土山ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 甲賀市土山町南土山甲1122
981 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 土山中学校前 甲賀市土山町北土山548-4
982 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 土山町市場 甲賀市土山町大野4949-1
983 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 東近江永源寺 東近江市⻘野町4710番
984 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 東近江栗見新田 東近江市栗見新田町921番1
985 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 東近江小田苅 東近江市小田苅町1953-1
986 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 南草津 草津市野路1丁目9-14
987 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 南彦根駅東口 彦根市⻄今町宇品井⼾59
988 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 南彦根駅北 彦根市⻄今町134
989 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 日野町工業団地前 蒲⽣郡日野町北脇字大破谷249-10
990 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 日野町松尾 蒲⽣郡日野町松尾三斗862
991 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 能登川垣見 東近江市垣見町1369
992 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 能登川中学校前 東近江市垣見町1603
993 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 八日市ｲﾝﾀｰ 東近江市妙法寺町715-1
994 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 八日市小脇 東近江市小脇町2372番地1
995 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 八日市上之町 東近江市八日市上之町8番32号
996 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 八日市東浜町 東近江市八日市東浜町195-1
997 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 八日市布施 東近江市布施町2243-3
998 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 琵琶湖大橋⻄口 大津市真野2丁目30-25
999 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 琵琶湖大橋東口 守山市水保町1357番地
1000 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根駅前 彦根市大東町1-1
1001 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根岡町 彦根市岡町105-5
1002 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根市立病院 彦根市八坂町1882
1003 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根小泉町 彦根市小泉町128-1
1004 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根松原 彦根市松原町字網代口1255-3
1005 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根城前 彦根市尾末町7番
1006 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根城町1丁目 彦根市城町1丁目60-1
1007 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根新海町 彦根市新海町2183他12筆
1008 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根大堀町 彦根市大堀町716
1009 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根地蔵町 彦根市東沼波町183-1
1010 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根中藪町 彦根市中藪町601-7
1011 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根南川瀬町 彦根市南川瀬町1490番1
1012 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根日夏 彦根市日夏町堀溝3684-2
1013 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根日電硝子前 彦根市下稲葉町494-1
1014 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根平田小学校前 彦根市平田町630-2
1015 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根平田町 彦根市平田町152-2
1016 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根平田南 彦根市平田町790番地
1017 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根野瀬町 彦根市野瀬町162番地
1018 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 彦根蓮台寺 彦根市蓮台寺町64-1
1019 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 米原ｲﾝﾀｰ 米原市樋口224
1020 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 米原一色 米原市一色字諏訪129-1
1021 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 米原顔⼾南 米原市顔⼾622-1
1022 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 米原中多良 米原市中多良636-2
1023 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 米原梅ヶ原 米原市梅ヶ原326
1024 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 米原野一色 米原市野一色471-2
1025 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 北近江高月 ⻑浜市高月町井口1392-16
1026 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 名神高速⿊丸PA上り 東近江市蛇溝町字⻑谷野1251-2
1027 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 名神高速草津PA下り 草津市笠山5-2-60
1028 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 名神高速草津PA上り 大津市月輪5丁目28-1
1029 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⽊之本ｲﾝﾀｰ口 ⻑浜市⽊之本町⿊田1085-2
1030 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 野洲栄 野洲市小篠原1825-3



1031 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 野洲行畑1丁目 野洲市行畑1丁目7-3
1032 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 野洲市三宅 野洲市市三宅2642番
1033 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 野洲市役所前 野洲市小篠原字⽊ﾉ下2057-6
1034 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 野洲中主 野洲市吉地596-10
1035 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 野洲南桜 野洲市南桜1792-1
1036 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 野洲冨波 野洲市冨波甲1092-6
1037 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 野洲妙光寺 野洲市妙光寺296-1
1038 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ⻯王ｲﾝﾀｰ 蒲⽣郡⻯王町小口1304-3
1039 千紀園 草津本店 草津市上笠2‐11‐8
1040 洗濯王 堅田南店 大津市本堅田5丁目9-1702-2
1041 洗濯王 瀬田店 大津市一里山1丁目6-29
1042 洗濯王 草津店 草津市若竹町4-12
1043 洗濯王 南草津店 草津市追分南1-1-26
1044 千年の宴草津東口駅前店 草津市大路1-11-22 1階
1045 そうごう薬局 ⻑浜店 ⻑浜市湖北町山本村ﾉ内1202番
1046 そうごう薬局 彦根日夏店 彦根市日夏町2881番1
1047 そうごう薬局高月店 ⻑浜市高月町高月291番
1048 ｿｰｺﾞｰ 大津市大江4‐4‐1
1049 大彌 市役所前店 甲賀市水口町水口6084-6
1050 大彌 水口店 甲賀市水口町綾野3-59
1051 大彌 本社 甲賀市水口町三大寺34
1052 ﾀﾞｲﾔﾘｯｸｽ滋賀⽀社東売店 ⻑浜市三ﾂ矢町5番8号
1053 ﾀﾞｲﾔﾘｯｸｽ滋賀⽀社売店 ⻑浜市一の宮町1‐6
1054 ﾀｶｷｭｰｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ草津店 草津市⻄渋川1丁目-23-30ｱﾙﾌﾟﾗ ｻﾞ草津店A棟2
1055 匠堂 米原市顔⼾1361‐20
1056 ﾀｯｸﾙﾍﾞﾘｰ 北びわ湖⻑浜店 ⻑浜市平方町1264
1057 ﾀｯｸﾙﾍﾞﾘｰ 琵琶湖大津店 大津市柳が崎8-1
1058 ﾀｯｸﾙﾍﾞﾘｰ 琵琶湖草津店 草津市⽊川町310-1
1059 ﾀｯｸﾙﾍﾞﾘｰ 琵琶湖守山店 守山市勝部町5-6-22 ﾄﾞｯﾄｺﾑﾋﾞﾙ1F
1060 だるま八 近江八幡市鷹飼町1494
1061 ちゃんぽん亭総本家 ﾌｫﾚｵ大津一里山 大津市一里山7-1-1
1062 中央ｺﾝﾀｸﾄ ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根店 彦根市竹ヶ鼻町43-2 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根専門店街2F
1063 中国料理 龍鱗草津栗東店 栗東市中沢2丁目4-5
1064 中国料理 龍鱗彦根本店 彦根市旭町9-11
1065 ⻑命寺温泉 天葉の湯 近江八幡市⻑命寺町68-1
1066 土山ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 甲賀市土山町南土山字尾巻1122-28
1067 壺 本店 草津市大路1丁目11-3
1068 つりどうぐ一休 守山店 守山市水保町1130-1
1069 鶴橋風月 南草津店 草津市野路1-3-6
1070 ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ 愛知川店 愛知郡愛荘町愛知川333-3
1071 ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ 栗東安養寺店 栗東市安養寺8-2-13
1072 ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ 湖南岩根店 湖南市岩根字徳行4580
1073 ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ 草津野村店 草津市野村4丁目3ｰ3
1074 ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ 大津石山店 大津市大平2-1-5
1075 ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ 彦根店 彦根市⻑曽根南町482番2
1076 ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ 菩提寺店 湖南市菩提寺⻄3丁目11番13号
1077 つるやｺﾞﾙﾌ 栗東店 栗東市小柿3丁目4-45
1078 つるやｺﾞﾙﾌ 彦根店 彦根市佐和山町150-1
1079 ﾃｨｱﾗ 上笠 草津市上笠2丁目12-1
1080 ﾃﾞｨｵﾜｰﾙﾄﾞ 草津店 草津市⻄渋川1丁目23-123-1
1081 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ 大津市役所 大津市御陵町3-1 大津市役所本庁舎新館
1082 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ 庁 大津市京町4-1-1
1083 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ 名神伊吹PA(下り) 米原市柏原3864-2
1084 凸凹堂 ⻑浜 ⻑浜市元浜町12-32
1085 手もみの殿堂らくやん⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町490
1086 手もみ総本店 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町北3-2-1
1087 ﾃﾞｭ-ﾎﾟｲﾝﾄ ｱﾙ.ﾌﾟﾗｻﾞ⻑浜店 ⻑浜市小堀町450 ｱﾙ.ﾌﾟﾗｻﾞ⻑浜店1F
1088 天下一品 堅田店 大津市真野2丁目30-19
1089 天然石のﾍﾞﾙ･ｸﾚｰﾙ 近江八幡市為心町元13
1090 東洋電機 滋賀営業所 蒲⽣郡⻯王町大字岡屋2911-6 東洋電機製造株式会社 滋賀⻯王製作所
1091 道楽箱 栗東店 栗東市大橋4‐2‐7



1092 特産品館 伊勢藤 蒲⽣郡日野町松尾5丁目34番地の3
1093 ﾄﾏﾄ&ｵﾆｵﾝ 五個荘店 東近江市五個荘五位田町字光明地33-8
1094 ﾄﾞﾐﾉ･ﾋﾟｻﾞ 近江八幡店 近江八幡市出町458-1
1095 ﾄﾞﾐﾉ･ﾋﾟｻﾞ 大津堅田店 大津市今堅田2-12-11
1096 ﾄﾞﾐﾉ･ﾋﾟｻﾞ 大津松山店 大津市松山町10-1165
1097 ﾄﾞﾐﾉ･ﾋﾟｻﾞ 大津別保店 大津市別保2-8-31
1098 ﾄﾞﾐﾉﾋﾟｻﾞ 守山店 守山市播磨田町3102
1099 ﾄﾞﾐﾉﾋﾟｻﾞ 彦根店 彦根市⼾賀町95-21
1100 ﾄﾞﾐﾉ･ﾋﾟｻﾞ ⻑浜店 ⻑浜市八幡東町75-1
1101 ﾄﾞﾐﾉﾋﾟｻﾞ 栗東下鈎店 栗東市下鈎842-1
1102 豊丸水産 石山駅前店 大津市粟津町10-2 ｸｲﾝﾋﾞﾙ3F
1103 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 草津追分南店 草津市追分南2-11-11
1104 ﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾕﾀｶ 彦根地蔵店 彦根市地蔵町180-3
1105 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 栗東野尻店 栗東市野尻580
1106 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 水口的場店 甲賀市水口町的場106
1107 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 大津月輪店 大津市月輪3-21-1
1108 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ ⻑浜祇園店 ⻑浜市祇園町21
1109 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 365店 米原市間田506-2
1110 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ ひえい辻店 大津市下阪本6-16-16
1111 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ ﾌﾚﾝﾄﾞﾀｳﾝ瀬田川店 大津市瀬田1-31-1
1112 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 安土店 近江八幡市安土町下豊浦十七4705-1
1113 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 安曇川店 高島市安曇川町⻄万⽊429
1114 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 近江店 米原市箕浦字桑ヶ田366-3
1115 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 近江八幡十王店 近江八幡市十王町86-4
1116 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 近江八幡店 近江八幡市桜宮町200-9
1117 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 近江八幡武佐店 近江八幡市武佐町494-4
1118 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 栗東安養寺店 栗東市安養寺3-1-39
1119 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 栗東高野店 栗東市高野字北さるがう620-1
1120 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 栗東小柿店 栗東市小柿6-4-28
1121 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 五個荘店 東近江市五個荘簗瀬4-31
1122 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 甲⻄中央店 湖南市平松北1-3
1123 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 甲⻄店 湖南市岩根中央3-7
1124 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 甲南店 甲賀市甲南町新治2027
1125 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 甲良店 犬上郡甲良町在士809
1126 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 高月店 伊香郡高月町大字高月字大市910-1
1127 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 今津店 高島市今津町今津1700
1128 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 志津東草津店 草津市追分町上柳1
1129 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 守山店 守山市古高町字福田384
1130 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 守山播磨田店 守山市播磨田町663-1
1131 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 信楽店 甲賀市信楽町⻑野1280-3
1132 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 米原下多良店 米原市下多良2-56
1133 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 真野店 大津市真野6-7-2
1134 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 水口暁店 甲賀市水口町暁5133
1135 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 水口店 甲賀市水口町本綾野2-2
1136 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 瀬田店 大津市大江2-34-14
1137 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ ⻄草津店 草津市上笠二丁目33番12号
1138 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ ⻄大津店 大津市松山町9-15
1139 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 石部店 湖南市石部中央6-1-31
1140 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 浅井店 ⻑浜市三田町1744-1
1141 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 膳所店 大津市相模町4-3
1142 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 大津市⺠病院前店 大津市⻯が丘1-3
1143 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ ⻑浜店 ⻑浜市平方町375-4
1144 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ ⻑浜八幡中山店 ⻑浜市八幡中山町字上居屋町503
1145 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 土山店 甲賀市土山町大野字澤4946-1
1146 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 南郷店 大津市千町1-25-14
1147 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 南草津2店 草津市野路町字方原659-1
1148 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 南草津店 草津市野路町3018
1149 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 日夏店 彦根市日夏町3696
1150 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 日野店 蒲⽣郡日野町大字松尾字畑ヶ田948-10
1151 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 能登川店 東近江市林町236
1152 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 八日市御園店 東近江市岡田町118



1153 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 八日市店 東近江市東中野町314
1154 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 彦根高宮店 彦根市高宮町⻑田1679
1155 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 彦根中央店 彦根市小泉町869-4
1156 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 彦根店 彦根市馬場1-7-2
1157 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 彦根南店 彦根市野瀬町字新海154-1
1158 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ ⽊之本店 ⻑浜市⽊之本町⿊田1075-1
1159 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 野洲店 野洲市冨波乙828
1160 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ ⻯王店 蒲⽣郡⻯王町大字小口1664番地1
1161 ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶ 和迩店 大津市和邇今宿834-3
1162 鶏笑大津店 大津市⽊下町18‐23
1163 鳥善 東近江市佐⽣町164-5
1164 鳥楽 大津駅前店 大津市梅林1‐3‐13･ﾘﾝｶｰﾝﾋﾞﾙ1F
1165 とり武者 近江八幡市鷹飼町572 ｴﾐｰﾙ近江八幡一番館
1166 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 草津店 草津市⽊川町311-1
1167 中日本高速 伊吹ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ上り 米原市柏原3231
1168 中日本高速 新名神高速道路 土山ｻｰﾋﾞｽ 甲賀市土山町南土山1122-74
1169 中日本高速 神田ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ下り線 ⻑浜市加田今町字松岡1-5
1170 中日本高速 多賀名鉄ﾚｽﾄﾗﾝ 犬上郡多賀町敏満時59-2 名神高速道路 多賀ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ(上り線)
1171 中日本高速 北陸自動車道 賤ヶ岳SA上り ⻑浜市余呉町坂口94
1172 中日本高速 名神高速道路多賀ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 犬上郡多賀町敏満寺59-2
1173 中日本高速 賤ヶ岳ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ下り線 ⻑浜市余呉町坂口字森の前
1174 ⻑浜赤十字病院売店 ⻑浜市宮前町14-7
1175 なの花薬局わに店 大津市和邇高城字願成寺267-1
1176 なの花薬局仰⽊の里店 大津市仰⽊の里7-1-13
1177 なの花薬局近江八幡店 近江八幡市桜宮町211-5
1178 なの花薬局堅田店 大津市今堅田2-14-1ASﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ大津堅田
1179 なの花薬局草津野村店 草津市野村6-1-3ｺﾝﾌｫｰﾚT11F
1180 南郷ﾌﾟﾗｻﾞ 1階 大津市南郷2-1-1 南郷ﾌﾟﾗｻﾞ1階
1181 にぎりの徳兵衛 南彦根店 彦根市高宮町遊行塚横田1613-3
1182 日新ｲｵﾝ機器事業所 甲賀市水口町ひのきが丘29
1183 日本音楽文化連盟 草津市平井二丁目8番18‐110ﾌﾞｴﾅﾋﾞｽﾀ草津
1184 日本調剤草津薬局 草津市⻄大路町7番7号
1185 (有)⻄野電化ｽﾄｱｰ 大津市栄町23-19
1186 仁々⽊ 堅田駅店 大津市真野1丁目1-70
1187 日本電産株式会社 滋賀技術開発ｾﾝﾀｰ(食堂) 愛知郡愛荘町中宿248
1188 日本電産株式会社 滋賀技術開発ｾﾝﾀｰ売店 愛知郡愛荘町中宿248
1189 ののみち保育園 草津市野路6丁目8番10号
1190 ﾊｰﾄﾞ･ｵﾌ ⻄大津店 大津市皇子が丘3丁目9-1
1191 白洋舎 草津ｻｰﾋﾞｽ店 草津市大路1-6-17
1192 ﾊﾟｰﾃｨｰﾊｳｽ ⻑浜市北池町426-3
1193 ﾊｰﾄﾌﾙｷﾞﾌﾄ 大津市衣川1‐20‐30
1194 ﾊﾞｰﾐﾔﾝ 近江八幡 近江八幡市上田町1278-3
1195 ﾊﾟｾﾘﾊｳｽ 大津市一里山7-1-1
1196 はたしょうfarm 愛知郡愛荘町下八⽊93
1197 八幡山ﾛｰﾌﾟｳｪｰ 近江八幡市宮内町257
1198 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ&ﾃﾞﾘ ﾙﾒﾙｼｴ 大津市衣川1‐40‐81
1199 花野果市 石部店 湖南市石部中央4-8-50
1200 花野果市水口店 甲賀市水口町水口6111-1
1201 花ゆき 大津市今堅田2丁目24‐17
1202 ﾊﾅﾏﾙｳﾄﾞﾝ 大津市一里山7-1-1
1203 はなまるうどんｵﾒｶﾞ湖南店 湖南市吉永字中川原344番
1204 はなまるうどん滋賀東草津店 草津市東草津4-1-1
1205 はなまる薬局 南草津けやき通り店 草津市南草津3丁目4-3-2
1206 はな薬局 栗東店 栗東市岡195-4
1207 ﾊﾟﾘﾔｻﾝﾍﾟﾃﾞｯｸPﾏｰﾄ 彦根市⻑曽根南町472-2
1208 はるやま 近江八幡店 近江八幡市出町714
1209 はるやま 滋賀水口店 甲賀市水口町本綾野503-13 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ水口
1210 はるやま 守山店 守山市下之郷町5-3
1211 はるやま ⻄大津店 大津市柳が崎3-33-3
1212 はるやま 草津店 草津市野村4丁目1-13
1213 はるやま 大津堅田店 大津市真野2丁目31-1



1214 はるやま 大津店 大津市栗林町11
1215 はるやま ⻑浜店 ⻑浜市山階町横沈町284-1
1216 はるやま 南彦根店 彦根市⼾賀町174-1
1217 阪急ｵｱｼｽ 草津店 草津市大路1-1-1
1218 阪神調剤薬局 ⻑浜八幡 ⻑浜市八幡中山町394
1219 ﾊﾝｺ卸売ｾﾝﾀｰ大津店 大津市松本2‐1‐7
1220 ﾋﾞｰｸﾙ 野洲市妙光寺204番地1
1221 ﾋﾟｴﾘ守山 守山市今浜町2620-5ﾋﾟｴﾘ守山管理事務所
1222 炎の味がま 甲賀市信楽町江田981‐8
1223 東近江総合医療ｾﾝﾀｰ内売店 東近江市五智町255
1224 光ﾀｸｼｰ 470 野洲市市三宅450-3
1225 彦根ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨｼﾈﾏ 彦根市竹ヶ鼻町43-1ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根3階
1226 ﾋﾟｻﾞ･ﾘﾄﾙﾊﾟｰﾃｨｰ近江八幡 近江八幡市鷹飼町453‐6ｼｬﾙﾏﾝｸﾚｰﾙ1F
1227 ﾋﾟｻﾞ･ﾘﾄﾙﾊﾟｰﾃｨｰ八日市店 東近江市栄町6‐29
1228 ﾋﾟｻﾞﾘﾄﾙﾊﾟｰﾃｨｰ瀬田店 大津市一里山4-25-25ｲﾉﾏﾋﾞﾙ1F
1229 ﾋﾟｻﾞﾘﾄﾙﾊﾟｰﾃｨｰ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町槇⽊塚479風の街CAN'S CITY2
1230 ﾋﾟｻﾞﾘﾄﾙﾊﾟｰﾃｨｰ彦根店 彦根市⻑曽根南町字笹塚468-2
1231 ﾋﾟｻﾞﾘﾄﾙﾊﾟ‐ﾃｨ‐瀬田店 大津市一里山4‐25‐25ｲﾉﾏﾋﾞﾙ1F
1232 ﾋﾟｻﾞﾘﾄﾙﾊﾟ‐ﾃｨ‐⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町字榎⽊塚479風の街CAN'SCITY
1233 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ滋賀店 大津市打出浜3‐50
1234 美色館plus 栗東店 栗東市綣2丁目4-5 ｳｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ1F
1235 美色館plus 南彦根店 彦根市小泉町271-1 南彦根東口近江鉄道ﾋﾞﾙ2F
1236 ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ 堅田店 大津市真野2-15-25
1237 ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ 甲⻄店 湖南市三雲234
1238 ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ 瀬田店 大津市大萱1-15-6
1239 ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ 大津石山店 大津市美崎町6-7
1240 びっくりﾄﾞﾝｷｰ 草津店 栗東市小柿7-8-8 ﾃｲｻﾝｽｸｴｱ内
1241 びっくりﾄﾞﾝｷｰ 大津店 大津市におの浜3-1-5
1242 びっくりﾄﾞﾝｷｰ瀬田店 大津市瀬田1ｰ1-1ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ内
1243 びっくりﾄﾞﾝｷｰ八日市店 東近江市⻘葉町3-1-4
1244 びっくりﾄﾞﾝｷｰ彦根店 彦根市⻄沼波町175-1
1245 ﾋﾟｯｺﾛﾎﾞｽｺ⻑浜店 ⻑浜市平方町720‐17
1246 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ 平和堂 彦根市竹ｹ鼻町43-1
1247 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根店 彦根市竹ヶ鼻町43-1
1248 ﾋﾏﾗﾔ ｲｵﾝ近江八幡店 近江八幡市鷹飼町南3-7 ｲｵﾝ近江八幡2番街1F
1249 ﾋﾗﾔﾏ管楽器工房 大津市桜野町一丁目19‐27
1250 ﾋﾏﾗﾔ ﾋﾟｴﾘ守山店 守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山1F
1251 ﾋﾏﾗﾔ 水口店 甲賀市水口町本綾野503-13
1252 美冨久酒造株式会社 甲賀市水口町⻄林口3‐2
1253 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ ｲｵﾝﾀｳﾝ 野洲市乙窪字⻑繰480-1
1254 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 近江八幡店 近江八幡市中村町1番地山添ﾋﾞﾙ201号
1255 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 堅田店 大津市真野2-29-1堅田ﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾗｻﾞ1F
1256 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 今津店 高島市今津町今津1688今津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾘﾌﾟﾙ内
1257 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 水口店 甲賀市水口町綾野3-58
1258 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ ⻄大津店 大津市皇子が丘3-4-12
1259 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 石山店 大津市粟津17-7
1260 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 膳所店 大津市馬場1-8-24古川ﾋﾞﾙ1階
1261 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 草津駅前店 草津市大路1-12-1星空館1F
1262 美容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 彦根店 彦根市旭町551近澤ﾋﾞﾙ1F
1263 琵琶湖汽船 大津港 大津市浜大津5-1-1
1264 琵琶湖汽船 ⻑浜港 ⻑浜市港町1-4-17
1265 琵琶湖興産株式会社 Expressﾆｭｰ ⻑浜市弥高町160
1266 びわ湖の幸 ⿂三 ⻑浜市元浜町12‐7
1267 びわ湖ｽｶｲﾊﾟｰｸ 大津市伊香立向在地町1096
1268 びわこ緑水亭 大津市雄琴6ｰ1-6
1269 びわ湖ﾊﾞﾚｲ 大津市⽊⼾1547番地1
1270 ﾌｧｰｺｽ薬局 いずみ ⻑浜市大戌亥町288-5
1271 ﾌｧｰｽﾄｷｯﾁﾝ ⻑浜楽市⻄友店 ⻑浜市八幡東町9-1
1272 ﾌｧｰｽﾄ薬局(薬局共創未来) 蒲⽣郡⻯王町⼸削1825-2
1273 ﾌｧｰﾏｰｽﾞ･ﾏｰｹｯﾄ おうみんち 守山市洲本町2785
1274 ﾌｧｰﾏｰｽﾞ･ﾏｰｹｯﾄ おうみんち ﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝ 守山市洲本町2785



1275 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 堅田駅前 大津市真野1-1
1276 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ｴﾌ･ﾏｰｹｯﾄ大津南 大津市南郷2丁目1-1 南郷ﾌﾟﾗｻﾞ1階
1277 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ おごと温泉 大津市雄琴一丁目16-27
1278 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ｷﾝｸﾞ観光彦根 彦根市野口町字綾⼾288番地1
1279 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ｻﾝﾐｭｰｼﾞｯｸ彦根 彦根市⼾賀町137番1
1280 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ びわ湖浜大津駅前 大津市浜大津2-1-28
1281 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 愛知川東円堂 愛知郡愛荘町東円堂2577
1282 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 安曇川⻄万⽊ 高島市安曇川町⻄万⽊
1283 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 貴⽣川駅前 甲賀市水口町貴⽣川2丁目1番
1284 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 近江八幡駅前 近江八幡市鷹飼町1495
1285 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 近江八幡金剛寺 近江八幡市金剛寺町346-8
1286 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 近江八幡鷹飼町 近江八幡市鷹飼町530番地
1287 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 近江八幡中小森町 近江八幡市中小森町269-1
1288 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 近江八幡六枚橋 近江八幡市上田町144番1
1289 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東安養寺一丁目 栗東市安養寺1丁目6-19
1290 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東下鈎 栗東市下鈎37番地1
1291 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東御園 栗東市御園1816
1292 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東手原 栗東市手原三丁目7番17号
1293 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東出庭 栗東市出庭1056-2
1294 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東小柿 栗東市小柿3丁目4-18
1295 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東小柿十丁目 栗東市小柿十丁目1-10
1296 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東小平井 栗東市小平井1-16-20
1297 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東小野 栗東市小野610番
1298 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 栗東霊仙寺 栗東市霊仙寺五丁目5番20号
1299 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 県道豊郷 犬上郡豊郷町大字雨降野331番1他5筆
1300 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 湖南下田 湖南市下田58番1
1301 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 湖南下田口 湖南市下田3954-2
1302 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 湖南夏見 湖南市夏見418番地2
1303 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 湖南岩根 湖南市岩根中央2丁目10
1304 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 湖南石部南 湖南市石部南8丁目5番26号
1305 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 湖南菩提寺 湖南市菩提寺1491-102
1306 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 甲賀水口台 甲賀市水口町山3350-2
1307 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 甲⻄日枝 湖南市下田2857番地の2
1308 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 甲⻄梅影町 湖南市梅影町3-25
1309 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 甲良町在士 犬上郡 甲良町在士682-2
1310 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 皇子が丘公園前 大津市山上町6-36
1311 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 高⽊浜一丁目 高島市ﾏｷﾉ町高⽊浜1丁目9番3
1312 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 国道五個荘 東近江市五個荘北町屋町155番
1313 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 国道小柿 栗東市小柿3丁目1番10号
1314 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 市立大津市⺠病院 大津市本宮二丁目9番9号
1315 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 守山阿村町 守山市阿村町字上番田143番地6
1316 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 守山金森町 守山市金森町字赤塚973番地
1317 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 守山小島町 守山市小島町1355-4
1318 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 守山播磨田町 守山市播磨田町字下半上寺185番地5
1319 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 守山梅田町 守山市梅田町10-3
1320 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 信楽牧東 甲賀市信楽町牧977番1
1321 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 秦荘上蚊野 愛知郡愛荘町上蚊野540-1
1322 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 水口牛飼 甲賀市水口町牛飼2484番1
1323 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 水口北山 甲賀市水口町伴中山3907-3
1324 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津かがやき通り 草津市追分南3-22-4
1325 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津駅東口 草津市大路1丁目2-9
1326 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津帰帆島前 草津市矢橋町1842-1
1327 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津橋岡町 草津市橋岡町42番13
1328 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津渋川 草津市渋川一丁目2番26号
1329 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津⻄大路 草津市⻄大路町2番29号
1330 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津大路一丁目 草津市大路一丁目10番3号
1331 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津団地前 草津市草津町1903番1
1332 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津追分 草津市追分四丁目8番15号
1333 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津南笠東 草津市南笠東四丁目3番5号
1334 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津野村 草津市野村8丁目5番17号
1335 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 草津野路 草津市野路東4丁目17番9号



1336 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 多賀大社駅前 犬上郡多賀町大字多賀字神田1319番地
1337 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大将軍一丁目 大津市大将軍一丁目3番6号
1338 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津におの浜 大津市におの浜二丁目1番17号
1339 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津におの浜三丁目 大津市におの浜3丁目4番61号
1340 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津ひえい平 大津市比叡平3丁目45番地25
1341 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津稲津一丁目 大津市稲津一丁目5番39号
1342 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津月輪三丁目 大津市月輪3丁目11番27号
1343 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津高砂 大津市高砂町1番1号
1344 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津国分 大津市国分一丁目33番5号
1345 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津⿊津 大津市⿊津二丁目20-12
1346 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津今堅田 大津市今堅田二丁目6番地の4
1347 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津真野 大津市真野六丁目5番31号
1348 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津⻄の庄 大津市⻄の庄12-8
1349 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津石山寺南 大津市石山寺三丁目17番11号
1350 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津膳所駅前 大津市馬場3丁目1-1
1351 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津大萱 大津市大萱4丁目4番20号
1352 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津大将軍 大津市大将軍1丁目8-10
1353 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津朝日が丘 大津市朝日が丘一丁目1番2号
1354 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津唐崎一丁目 大津市唐崎一丁目644番地
1355 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津平野 大津市平野2丁目900番10
1356 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 大津雄琴駅前 大津市雄琴北1丁目2番16号
1357 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ⻑浜八島 ⻑浜市八島町字宮ﾉ東497番1
1358 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ⻑浜柳町 ⻑浜市八幡中山町字柳町284番地4
1359 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 東近江沖野五丁目 東近江市沖野五丁目10番5-1号
1360 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 東近江五個荘 東近江市五個荘川並町648番地
1361 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 東近江今堀町 東近江市今堀町232-6
1362 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 東近江能登川 東近江市伊庭町198番2
1363 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 南草津駅⻄口 草津市南草津2丁目1番1号
1364 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 南草津二丁目 草津市南草津二丁目7番地2
1365 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 日野町河原 蒲⽣郡日野町河原二丁目60番
1366 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 日野町松尾 蒲⽣郡日野町松尾5丁目8番3
1367 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 八日市ひばり丘 東近江市ひばり丘町1-6
1368 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 八日市沖野 東近江市沖野一丁目5-20
1369 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 八日市東沖野 東近江市東沖野1丁目6番16号
1370 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 八日市東浜 東近江市八日市東浜町90-1
1371 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根ﾐｼｶﾞﾝ通り 彦根市松原町556番地1
1372 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根賀田山 彦根市賀田山町1405-4
1373 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根開出今 彦根市開出今町字上流1371-48
1374 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根金田町 彦根市金田町137番2
1375 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根高宮町 彦根市高宮町2151-3
1376 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根高宮東 彦根市高宮町90番地13
1377 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根小泉 彦根市小泉町380番地の1
1378 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根松原 彦根市松原町3642番地
1379 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根⻄今 彦根市⻄今町368番地の1
1380 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 彦根竹ヶ鼻 彦根市⻄今町18番地
1381 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 武佐北 近江八幡市武佐町470番1
1382 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 米原駅⻄ 米原市下多良一丁目43番地
1383 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 米原杉澤 米原市杉澤618番地1
1384 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 野洲川橋 野洲市野洲214番
1385 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 野洲大篠原 野洲市大篠原1861-1
1386 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 野洲入町 野洲市入町110-5
1387 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 野洲冨波 野洲市久野部84番地1
1388 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 立大学前 彦根市八坂町3208
1389 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ⻯王ｲﾝﾀｰ 蒲⽣郡⻯王町薬師1171-4
1390 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 龍谷大学 大津市瀬田大江町横谷1番5
1391 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 和邇南浜 大津市和邇南浜16-2
1392 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄEXPASA多賀下り 犬上郡多賀町敏満寺66-36
1393 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄいせき山東 米原市志賀谷915-1
1394 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄそがわ千町 大津市千町1-2-35
1395 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄとよさと沢 犬上郡豊郷町沢256-1
1396 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄまつい伊吹 米原市上野802-1



1397 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ蒲⽣鈴 東近江市鈴町1467-2
1398 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ玉野浦 大津市玉野浦6-14
1399 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ近江八幡中村町 近江八幡市中村町26-2
1400 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ近江八幡白王町 近江八幡市白王町1297
1401 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ栗東中学校前 栗東市安養寺6丁目6-5
1402 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ甲賀駅前 甲賀市甲賀町大原市場746
1403 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ甲⻄三雲 湖南市三雲1072
1404 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ市立⻑浜病院前 ⻑浜市大戌亥町高座1150
1405 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ守山洲本町 守山市洲本町1343番地1
1406 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ水口本綾野 甲賀市水口町本綾野2-2
1407 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ石山駅前 大津市粟津町9-2
1408 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ草津笠山 草津市笠山4-12-2
1409 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ草津駒井沢 草津市駒井沢町220-3
1410 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ草津⻘地 草津市⻘地町564
1411 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ大津京駅前 大津市皇子が丘2-10-27
1412 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ大津御殿浜 大津市御殿浜22-5
1413 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ大津神領二丁目 大津市神領2-684
1414 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ大津瀬田四丁目 大津市瀬田四丁目266-1
1415 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ大津唐崎 大津市あかね町272-2
1416 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ中主堤 野洲市堤214
1417 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ⻑浜三ﾂ矢元町 ⻑浜市三ﾂ矢元町27-7
1418 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ⻑浜豊公園前 ⻑浜市公園町8-57
1419 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ東近江小脇町 東近江市小脇町1738-3
1420 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ東近江川合町 東近江市川合町13-1
1421 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ南草津駅前 草津市南草津1-1-1
1422 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ日野北脇 蒲⽣郡日野町北脇1090
1423 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ八日市春日町 東近江市春日町3-1
1424 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ彦根原町 彦根市原町180-3
1425 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ彦根川瀬馬場町 彦根市川瀬馬場町1094-1
1426 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ妙法寺 東近江市札の辻2-14
1427 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ⽊之本千田 ⻑浜市⽊之本町千田255-1
1428 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ野路中央 草津市野路東6-1-15
1429 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ⻯王ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ 蒲⽣郡⻯王町大字薬師字砂山1178-694
1430 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ⻯王岡屋 蒲⽣郡⻯王町岡屋4707
1431 ﾌｧﾐﾘ-ﾏ-ﾄ草津岡本町 草津市岡本町226-1
1432 ﾌｰﾄﾞﾓﾘﾑﾗ 野洲店 野洲市小篠原2111-14
1433 ﾌｫｰｴﾙ 彦根店 彦根市⻄今町961
1434 ﾌｫｰｴﾙ草津店 草津市新浜町412
1435 ﾌｼﾞｲ薬局(薬局共創未来) 近江八幡市千僧供町263-4
1436 ﾌｼﾞﾃｯｸ 彦根市宮田町591-1ﾋﾞｯｸﾞｳｨﾝｸﾞ
1437 ﾌﾀﾊﾞﾔ近江店食品 米原市顔⼾1063-1
1438 ﾌﾀﾊﾞﾔ⻑浜店食品 ⻑浜市八幡中山町1141-1
1439 ﾌﾀﾊﾞﾔ彦根店食品 彦根市高宮町1686番地
1440 ふとんﾀﾅｶ 近江八幡 近江八幡市上田町1287
1441 ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ ⻑浜店 ⻑浜市小堀町400-1
1442 ﾌﾞﾗｳﾝﾗｲｽｱﾝﾄﾞｳｫ‐ﾀ‐ 甲賀市信楽町勅旨2188‐7立陶芸の森
1443 ﾌﾟﾗｽ ｽﾏｰﾄ ｶｲﾝｽﾞﾓｰﾙ甲賀店 甲賀市水口町泉1405ｶｲﾝｽﾞﾓｰﾙ内
1444 ぷらっとﾎｰﾑ 大津市真野1丁目1-70
1445 ﾌﾚｽｺZEZE店 大津市丸の内町8-24
1446 ﾌﾚｽｺみどり店 大津市緑町1-1
1447 ﾌﾚｽｺ仰⽊の里店 大津市仰⽊の里7丁目1-15
1448 ﾌﾚｽｺ堅田店 大津市今堅田2-19-4
1449 ﾌﾚｽｺ向陽店 大津市向陽町5-1
1450 ﾌﾚｽｺ国分店 大津市国分1丁目34-45
1451 ﾌﾚｽｺ四ﾉ宮店 大津市横⽊1丁目11-3
1452 ﾌﾚｽｺ神領店 大津市神領3丁目8-5
1453 ﾌﾚｽｺ膳所駅前店 大津市馬場2丁目6-10
1454 ﾌﾚｽｺ大津店 大津市中央1丁目8-3
1455 ﾌﾚｽｺ能登川店 東近江市林町137
1456 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 栗東店 栗東市安養寺8-1-12
1457 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 栗東店 専門店 栗東市安養寺8-1-12



1458 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 瀬田川専門店 大津市瀬田一丁目31番1号
1459 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 瀬田川店 大津市瀬田一丁目31番1号
1460 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 大津駅前店 大津市春日町1-5
1461 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ ⻑浜駅前専門店 ⻑浜市北船町1-15
1462 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ ⻑浜駅前店 ⻑浜市北船町1-15
1463 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 日野専門店 蒲⽣郡日野町大字松尾844番地10
1464 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 日野店 蒲⽣郡日野町大字松尾844番地10
1465 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 八幡鷹飼店 近江八幡市鷹飼町452-3
1466 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 八幡鷹飼店 専門店 近江八幡市鷹飼町452-3
1467 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ⻘山店 専門店 大津市⻘山5-13-35
1468 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ大津ﾃﾗｽ店 大津市打出浜14-30
1469 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ大津ﾅｶﾏﾁ店 大津市⻑等2-2-17
1470 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ⻑浜平方専門店 ⻑浜市平方町331
1471 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ⻑浜平方店 ⻑浜市平方町331
1472 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ彦根地蔵店 専門店 彦根市地蔵町180番地
1473 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏ-ﾄ大津⻄の庄店 大津市⻄の庄字⻄ﾉ庄280番地
1474 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 米原駅前店 米原市下多良二丁目45番地
1475 ﾌﾛｰﾘｽﾄﾏﾘｶ 近江八幡市鷹飼町179 ｲｵﾝ近江八幡2番街ｱｸｱ211F
1476 豊後高田どり酒場瀬田南口駅前店 大津市大萱1-18-34 中川ﾋﾞﾙ2階
1477 ﾍｱｰ･ﾒｲｸ･vif 彦根市上稲葉町207
1478 ﾍｱｽﾀｼﾞｵShin 大津市本堅田1丁目8‐9
1479 平和書店 TSUTAYA あどがわ店 高島市安曇川町⻄万⽊55
1480 平和書店 TSUTAYA ｱﾙ.ﾌﾟﾗｻﾞ瀬田店 大津市月輪1丁目3番8号ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ瀬田内
1481 平和書店 TSUTAYA 堅田店 大津市今堅田2-11-5
1482 平和書店 TSUTAYA 大津南郷店 大津市南郷1-5-1
1483 平和書店 TSUTAYA 能登川店 東近江市垣見町1515番地
1484 平和書店 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ栗東店栗東店 栗東市綣2-3-22 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ栗東2F
1485 平和書店 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ守山店 大津市月輪1-3-8 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ瀬田3F
1486 平和書店 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ守山店 守山市播磨田町185-1 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ守山2F
1487 平和書店 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ水口店 甲賀市水口町本綾野566-1
1488 平和書店 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ八日市店 東近江市八日市浜野町3-1 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ八日市3F
1489 平和書店 今津店 高島市今津町今津1688
1490 平和書店 坂本店 大津市坂本7-24-1 平和堂坂本店3F
1491 平和書店 石部店 湖南市石部中央6-1-31平和堂石部店2F
1492 平和書店 彦根店 彦根市大東町2-28 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ彦根3F
1493 平和書店TSUTAYAあどがわ店 高島市安曇川町⻄万⽊55
1494 平和書店ﾌﾚﾝﾄﾞﾀｳﾝ日野店 蒲⽣郡日野町大字松尾844-10
1495 平和堂 あどがわ 専門店 髙島市安曇川町⻄万⽊55番地
1496 平和堂 あどがわ店 髙島市安曇川町⻄万⽊55番地
1497 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ近江八幡 近江八幡市桜宮町202-1
1498 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ近江八幡 専門店 近江八幡市桜宮202-1
1499 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ栗東 栗東市綣2-3-22
1500 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ栗東 専門店 栗東市綣2-3-22
1501 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ堅田 大津市本堅田5-2-10
1502 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ堅田 専門店 大津市本堅田5-2-10
1503 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ守山 守山市播磨田町185-1
1504 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ守山 専門店 守山市播磨田町185-1
1505 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ水口 甲賀市水口町本綾野566-1
1506 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ水口 専門店 甲賀市水口町本綾野566-1
1507 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ瀬田 大津市月輪1-3-8
1508 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ瀬田 専門店 大津市月輪1-3-8
1509 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ草津 草津市⻄渋川1-23-30
1510 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ草津 専門店 草津市⻄渋川1-23-30
1511 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ⻑浜 ⻑浜市小堀町450
1512 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ⻑浜 専門店 ⻑浜市小堀町450
1513 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ八日市 東近江市八日市浜野町3-1
1514 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ八日市 専門店 東近江市八日市浜野町3-1
1515 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ彦根 彦根市大東町2-28
1516 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ彦根 専門店 彦根市大東町2-28
1517 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ野洲 野洲市小篠原1000
1518 平和堂 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ野洲 専門店 野洲市小篠原1000



1519 平和堂 石山店 大津市松原町13番地15号
1520 平和堂 石山店 専門店 大津市松原町13番地15号
1521 平和堂 くさつ平和堂 草津市大路1-10-27
1522 平和堂 くさつ平和堂 専門店 草津市大路1-10-27
1523 平和堂 ｽｰﾊﾟｰﾌﾚﾝﾄﾞ大石店 大津市大石東4-4-12
1524 平和堂 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ平和堂 専門店 彦根市竹ｹ鼻町43-1
1525 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ⻘山店 大津市⻘山5-13-35
1526 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ安土店 近江八幡市安土町下豊浦2780-1
1527 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ安土店 専門店 蒲⽣郡安土町下豊浦2780-1
1528 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ稲枝店 彦根市野良田町300-1
1529 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ河⻄店 守山市播磨田町739
1530 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ河⻄店 専門店 守山市播磨田町739
1531 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ栗東御園店 栗東市御園810
1532 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ栗東御園店 専門店 栗東市御園810
1533 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ湖北店 東浅井郡湖北町八日市1011
1534 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ湖北店 専門店 東浅井郡湖北町八日市1011
1535 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ五個荘店 東近江市五個荘石塚町24
1536 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ五個荘店 専門店 東近江市五個荘石塚町24
1537 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ甲南店 甲賀市甲南町⻯法師338-3
1538 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ甲南店 専門店 甲賀市甲南町⻯法師338-3
1539 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ山東店 米原市間田字東柏⼾413
1540 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ山東店 専門店 米原市間田字東柏⼾413
1541 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ志津東草津店 草津市追分町5
1542 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ志津東草津店 専門店 草津市追分町5
1543 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ守山水保店 守山市水保町字北川1267
1544 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ守山水保店 専門店 守山市水保町字北川1267
1545 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ小柿店 栗東市小柿9-11-13
1546 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ小柿店 専門店 栗東市小柿9-11-13
1547 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ秦荘店 愛知郡愛荘町東出490-2
1548 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ秦荘店 専門店 愛知郡愛荘町東出490-2
1549 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ浅井店 ⻑浜市三田町1322
1550 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ浅井店 専門店 ⻑浜市三田町1322
1551 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ膳所店 大津市中庄2-1-85
1552 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ膳所店 専門店 大津市中庄2-1-85
1553 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ中主店 野洲市⻄河原2-2372
1554 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ⻑浜祇園店 ⻑浜市祇園町298-1
1555 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ⻑浜祇園店 専門店 ⻑浜市祇園町298-1
1556 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ追分店 草津市追分町水田1236
1557 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ追分店 専門店 草津市追分町水田1236
1558 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ土山店 甲賀市土山町頓宮175
1559 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ南郷店 大津市南郷1-9-12
1560 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ南草津店 草津市野路町野路⻄部土地区画整理事業地内41-2
1561 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ南草津店 専門店 草津市野路町野路⻄部土地区画整理事業地内41-2
1562 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ能登川店 東近江市垣見町1515
1563 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ能登川店 専門店 東近江市垣見町1515
1564 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ八幡上田店 近江八幡市上田町1285-1
1565 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ八幡上田店 専門店 近江八幡市上田町1285-1
1566 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ彦根地蔵店 彦根市地蔵町180-3
1567 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ武佐店 近江八幡市武佐町字鳥居前518-1
1568 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ菩提寺店 湖南市菩提寺新町3-65
1569 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ雄琴駅前店 大津市雄琴北2-2-10
1570 平和堂 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ雄琴駅前店 専門店 大津市雄琴北2-2-10
1571 平和堂 愛知川店 愛知郡愛荘町愛知川58
1572 平和堂 愛知川店 専門店 愛知郡愛荘町愛知川58
1573 平和堂 蒲⽣店 東近江市市子殿町1386
1574 平和堂 蒲⽣店 専門店 東近江市市子殿町1386
1575 平和堂 湖東店 東近江市下岸本町77
1576 平和堂 江頭店 近江八幡市江頭町418-2
1577 平和堂 甲⻄中央店 湖南市中央1-38
1578 平和堂 甲⻄中央店 専門店 湖南市中央1-38
1579 平和堂 甲⻄店 湖南市岩根867-5



1580 平和堂 甲⻄店 専門店 湖南市岩根867-5
1581 平和堂 今津店 高島市今津町今津1688
1582 平和堂 今津店 専門店 高島市今津町今津1688
1583 平和堂 坂本店 大津市坂本7-24-1
1584 平和堂 坂本店 専門店 大津市坂本7-24-1
1585 平和堂 篠原店 近江八幡市上野町1-1
1586 平和堂 守山店 守山市梅田町5-6
1587 平和堂 守山店 専門店 守山市梅田町5-6
1588 平和堂 上笠店 草津市上笠4-4-18
1589 平和堂 上笠店 専門店 草津市上笠4-4-18
1590 平和堂 信楽店 甲賀市信楽町⻑野623-3
1591 平和堂 信楽店 専門店 甲賀市信楽町⻑野623-3
1592 平和堂 石山寺辺店 大津市石山寺4-14-1
1593 平和堂 石山寺辺店 専門店 大津市石山寺4-14-1
1594 平和堂 石山店 大津市松原町9-15
1595 平和堂 石部店 湖南市石部中央6-1-31
1596 平和堂 石部店 専門店 湖南市石部中央6-1-31
1597 平和堂 大藪店 彦根市⻑曽根南町428
1598 平和堂 大藪店 専門店 彦根市⻑曽根南町428
1599 平和堂 唐崎店 大津市見世2-11-35
1600 平和堂 日夏店 彦根市日夏町字堀溝3703-1
1601 平和堂 日夏店 専門店 彦根市日夏町字堀溝3703-1
1602 平和堂 彦根銀座店 彦根市銀座町6-10
1603 平和堂 ⽊之本店 伊香郡⽊之本町大字⽊之本字五位1570-4
1604 平和堂 和迩店 大津市和迩中浜432
1605 平和堂 和迩店 専門店 大津市和迩中浜432
1606 平和堂ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ 大津京店 大津市柳川二丁目6番2号
1607 平和堂ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ ⻯王店 蒲⽣郡⻯王町小口1664番地1
1608 平和堂ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ ⻯王店 専門店 蒲⽣郡⻯王町小口1664番地1
1609 碧水の湯 甲賀市水口町北脇237-8
1610 ﾍﾞｯｾﾙｲﾝ滋賀守山駅前 守山市勝部1丁目1-17
1611 ﾍﾟｯﾄｻﾛﾝﾊﾟｰﾑﾄﾞｯｸﾞ 東近江市八日市本町2‐2
1612 ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟHUG 彦根市高宮町1333‐2
1613 ﾍﾟｯﾄﾗﾝﾄﾞﾐｸﾆ ﾋﾟｴﾘ守山店 守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山 1F1101-5
1614 ﾍﾞﾋﾞｰﾌｪｲｽﾌﾟﾗﾈｯﾂ湖南店 湖南市夏美一本⽊1312-4
1615 ﾍﾞﾋﾞｰﾌｪｲｽﾌﾟﾗﾈｯﾂ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町460
1616 ﾍﾞﾋﾞｰﾌｪｲｽﾌﾟﾗﾈｯﾂ彦根店 彦根市⻑曽根南町478-1
1617 ﾍﾞﾙﾏｰﾄｷﾖｽｸ米原 米原市米原JR米原駅構内
1618 風風ﾗｰﾒﾝ ｱｸｱ21店 近江八幡市鷹飼町179
1619 ﾎﾞｴｺｽ あいば野売店 高島市高島市今津町今津奈良坂1981番 饗庭野演習場 今津廠舎内今津売店
1620 北陸道 神田PA下り ⻑浜市加田今町字松岡山1-5 北陸自動車道神田ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ下り線
1621 北陸道 神田PA上り ⻑浜市布勢町字上内三行1150 神田ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ(上り線)
1622 北陸道 賤ヶ岳SA下り ⻑浜市余呉町坂口字森の前267-1
1623 北陸道 賤ヶ岳SA上り ⻑浜市余呉町坂口94
1624 ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞﾅﾌｺ 彦根店 彦根市高宮町1525-1
1625 ほっかほっか亭JR大津京店 大津市皇子が丘3丁目12-29
1626 ほっかほっか亭⻑浜病院前店 ⻑浜市大戌亥町1141
1627 ほっかほっか亭⻑浜風の街店 ⻑浜市八幡中山町535-2 ｷｬﾝｽ風の街内
1628 ほっかほっか亭能登川駅前店 東近江市垣見町1018-1
1629 ほっかほっか亭彦根ﾍﾞﾙﾛｰﾄﾞ店 彦根市平田町523
1630 ほっかほっか亭米原店 米原市下多良1丁目51-1
1631 ほっともっと 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町北2丁目4-4
1632 ほっともっと 栗東中学校前店 栗東市川辺115-1
1633 ほっともっと 栗東霊仙寺店 栗東市霊仙寺6丁目7-27
1634 ほっともっと 甲賀水口町店 甲賀市水口町城内8-3
1635 ほっともっと 守山くすの⽊通り店 守山市金森町952
1636 ほっともっと 石部店 湖南市石部東2丁目6-38
1637 ほっともっと 川瀬馬場町店 彦根市川瀬馬場町1088-3
1638 ほっともっと 大津勧学店 大津市勧学2丁目4-25
1639 ほっともっと 大津今堅田店 大津市今堅田2丁目26-10
1640 ほっともっと ⻑浜大戌亥町店 ⻑浜市大戌亥町710



1641 ほっともっと 南草津店 草津市野路町652
1642 ほっともっと 八日市札の辻店 東近江市札の辻2丁目1-14
1643 ほっともっと 彦根野瀬町店 彦根市野瀬町字新海156-1
1644 ほっともっと 野洲栄店 野洲市栄6-2
1645 ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ彦根 彦根市旭町9-14
1646 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｳﾐ 近江八幡市鷹飼町1481
1647 ﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ草津 草津市⻄大路町1-27
1648 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ栗東ｲﾝﾀｰ 栗東市大橋6-6-40
1649 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ 甲賀水口 甲賀市水口町北脇254
1650 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ ⻑浜ｲﾝﾀｰ ⻑浜市加納町字上角田884-1
1651 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ 東近江八日市駅前 東近江市八日市本町1-11
1652 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ 彦根 彦根市東沼波町111ｰ3
1653 ﾎﾙﾓﾝ･焼肉 一休亭元彦根駅前店 彦根市旭町9-6 彦根ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ1F
1654 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ甲賀⻄ 水口⻄店 甲賀市水口町北脇1830-1
1655 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ高月 高月店 ⻑浜市高月町柏原388-1
1656 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀湖東 八幡東店 近江八幡市⻄庄町971-1
1657 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀湖東 彦根東店 彦根市後三条町475-4
1658 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀東 大津東店 大津市⻄の庄20-19
1659 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀東 栗東東店 栗東市出庭519-1
1660 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀東 三雲店 湖南市三雲136-2
1661 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀南 湖城が丘店 大津市湖城が丘6-16
1662 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀南 守山南店 守山市下之郷1-9-5
1663 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀南 草津北店 草津市駒井沢町1-1
1664 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀北 愛知店 愛知郡愛知川町⻑野224-1
1665 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀北 彦根中央店 彦根市⻄沼波町24-1
1666 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ滋賀北 八幡⻄店 近江八幡市千僧供町622
1667 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ⻑浜 ⻑浜ｲﾝﾀｰ店 ⻑浜市山階町281-1
1668 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ東近江 八日市店 八日市市芝原町字芦田885-1
1669 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ東近江 八幡南店 近江八幡市東川町158
1670 ﾎﾝﾀﾞﾍﾞﾙﾉ滋賀 ⻑浜店 ⻑浜市大⾠⺒町15番地
1671 ﾎﾝﾀﾞﾍﾞﾙﾉ滋賀 水口店 甲賀郡水口町泉1147-1
1672 ﾎﾝﾀﾞﾍﾞﾙﾉ滋賀 大津店 大津市におの浜4-6-28
1673 本のがんこ堂 近江八幡市鷹飼町179
1674 本のがんこ堂 守山店 守山市古高町字福田393-19
1675 本のがんこ堂 石山駅前店 大津市粟津町3-2 JR石山駅前ﾋﾞﾙ2F
1676 本のがんこ堂守山駅前店 守山市勝部1-1-21小島ﾋﾞﾙ1F
1677 ﾏｲｱﾝｼﾞｪﾘｰｸ滋賀大津店 大津市におの浜2‐1‐48森田ﾋﾞﾙ7F
1678 ﾏｲｽﾀｰﾒｶﾞﾈ 湖南市岩根中央3‐53芦田ﾋﾞﾙ1F
1679 前谷酒店 酒舗まえたに 彦根市船町5-10
1680 ﾏｷﾉのええお店さいがわ 高島市ﾏｷﾉ町沢1350ｰ1
1681 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 1号線甲⻄店 湖南市夏見578‐1
1682 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 1号線南草津店 草津市野路5‐3‐34
1683 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 8号線近江八幡店 近江八幡市東川町143‐1
1684 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 8号線五個荘店 東近江市五個荘簗瀬町4‐4
1685 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 8号線高月店 ⻑浜市高月町井口1369‐1
1686 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 8号線彦根店 彦根市⻄沼波町178‐1
1687 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 8号線豊郷店 犬上郡豊郷町高野瀬701
1688 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 8号線野洲店 野洲市小篠原811‐1
1689 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｲｵﾝｽﾀｲﾙ大津京店 大津市皇子が丘3‐11‐1ｲｵﾝｽﾀｲﾙ大津京4Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
1690 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｲｵﾝﾓｰﾙ草津店 草津市新浜町300
1691 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｲｵﾝ近江八幡店 近江八幡市鷹飼町南3‐7
1692 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｲｵﾝ⻑浜店 ⻑浜市山階町271‐1
1693 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ びわ湖阪本店 大津市下阪本3‐3‐15
1694 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ びわ湖大橋店 大津市今堅田2‐38‐9
1695 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 安曇川平和堂店 高島市安曇川町⻄万⽊55
1696 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 近江今津店 高島市今津町今津2446‐6
1697 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 近江大橋店 大津市丸の内町11‐3
1698 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町1507‐1
1699 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 栗東ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ店 栗東市綣2‐3‐22
1700 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 栗東店 栗東市坊袋268
1701 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 甲南ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ店 甲賀市甲南町⻯法師413‐1



1702 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 守山播磨田店 守山市播磨田町1061
1703 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 守山平和堂店 守山市梅田町5‐6
1704 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 水口ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ店 甲賀市水口町本綾野566‐1
1705 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 水口店 甲賀市水口町名坂690‐2
1706 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 瀬田店 大津市月輪1‐3‐8ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ1F
1707 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 石山駅前店 大津市粟津町9‐1
1708 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 草津ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ店 草津市⻄渋川1‐23‐30
1709 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 草津近鉄店 草津市渋川1‐1‐50
1710 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 草津野村店 草津市野村4‐1‐13
1711 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 大津ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ店 大津市朝日が丘2‐8‐1
1712 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 大津玉野浦店 大津市玉野浦4‐56
1713 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町108‐1
1714 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 追分ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ店 草津市追分南1‐2‐34
1715 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 八日市店 東近江市幸町1‐23
1716 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 彦根ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ店 彦根市馬場2丁目字松原馬場104
1717 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 彦根ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ店 彦根市竹ｹ鼻町43‐1
1718 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 彦根ﾍﾞﾙﾛｰﾄﾞ大藪店 彦根市平田町1103‐1
1719 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ﾌｫﾚｵ大津一里山店 大津市一里山7‐1‐1 1Fﾚｽﾄﾗﾝ街
1720 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 柳が崎店 大津市松山町9‐35
1721 ﾏｯｸﾊｳｽ 大津市一里山7-1-1
1722 松新家具仏壇店 大津市本堅田5‐9‐15
1723 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ OUTLET三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ滋賀⻯王店 蒲⽣郡⻯王町大字薬師字砂山1178-694
1724 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ ﾌｫﾚｵ大津一里山店 大津市一里山7-1-1
1725 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ大津ﾃﾗｽ店 大津市打出浜14-30
1726 松屋 R五個荘店 東近江市五個荘簗瀬町上川原5-2
1727 松屋 R彦根店 彦根市東沼波町125-1
1728 ﾏﾅﾍﾞｲﾝﾃﾘｱﾊｰﾂ草津店 草津市駒井沢町15番
1729 ⾖吉本舗 ⻑浜店 ⻑浜市元浜町6番17号
1730 ﾏﾐｰ薬局(薬局共創未来) 野洲市小篠原1109-4
1731 ﾏﾘｰﾝﾋﾟｱ薬局 草津市⻄大路町4-32
1732 丸⻲製麺 近江八幡 近江八幡市音羽町13-2
1733 丸⻲製麺 大津坂本 大津市下阪本4丁目3-21
1734 丸⻲製麺 大津瀬田 大津市月輪2丁目190-1
1735 丸⻲製麺 大津膳所 大津市丸の内町11-6
1736 丸⻲製麺 五個荘 東近江市五個荘五位田町33-2
1737 丸⻲製麺 ⻑浜 ⻑浜市八幡中山町80
1738 丸⻲製麺 彦根 彦根市⻄葛籠町字⻄浦346-1
1739 丸⻲製麺 彦根松原 彦根市松原町1836
1740 丸⻲製麺 野洲 野洲市三上718
1741 丸⻲製麺 水口 甲賀市水口町北泉1丁目5
1742 丸⻲製麺 八日市 東近江市札の辻2丁目13-36
1743 丸茂旅館 高島市今津町住吉2丁目2-4
1744 ﾐｰﾂ 近江店 米原市箕浦字桑ヶ田366番
1745 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ守山店 守山市播磨田町185-1
1746 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ水口店 甲賀市水口町本綾野566番地の1
1747 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ草津店 草津市⻄渋川1丁目23-30
1748 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ能登川店 東近江市垣見町1515番地
1749 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ⻄友南草津店 草津市野路1丁目13-36
1750 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町465-2
1751 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ 南彦根店 彦根市竹ｹ鼻町43-1
1752 ﾐｿﾗﾃﾗｽｲﾀﾘｰ 草津市渋川1‐1‐60
1753 ﾐｰﾂ 安土ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ店 近江八幡市安土町下豊浦2780-1ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ安土店内
1754 ﾐｰﾂ ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ能登川店 東近江市垣見町1515ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ能登川店内
1755 三菱UFJ銀行 草津 食堂 草津市大路1-14-6
1756 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ ｲｵﾝﾓｰﾙ草津店 草津市新浜町300
1757 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 大津石山寺3丁目店 大津市石山寺3丁目字寺津121-1
1758 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 大津大萱店 大津市大萱6丁目字南川尻3033-1
1759 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 大津大門通店 大津市大門通16番52号
1760 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 大津唐崎店 大津市唐崎一丁目2番25号
1761 道の駅 浅井三姉妹の郷 ⻑浜市内保町212番地
1762 ﾐﾉﾙ 近江八幡市鷹飼町179



1763 ﾐﾉﾙ 草津店 草津市⻄渋川1‐23‐30･ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ草津1階
1764 ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ 守山市水保町北川2891
1765 ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟおいでや 草津市下物町1091
1766 ﾐﾗｲｻﾞｶ 南草津駅前店 草津市野路 1丁目 14ｰ47 南草津NTﾋﾞﾙ 2F
1767 未来書房彦根店 彦根市大堀町965‐18
1768 丸善ｱｽﾄ店 犬上郡豊郷町沢
1769 丸善近江八幡店 近江八幡市堀上町127-1
1770 丸善守山店 守山市古高町388
1771 丸善石部店 湖南市石部東6-1-7
1772 丸善能登川店 東近江市佐野町609-1
1773 丸善彦根店 彦根市小泉町701
1774 丸善野洲店 野洲市栄5-3
1775 ﾐﾓｻﾞｷｯﾁﾝ 東近江市小池町543‐1
1776 ﾐﾝﾂｽﾄｱ精機品工場売店 栗東市六地蔵130
1777 ﾐﾝﾂｽﾄｱ第二工場売店 栗東市六地蔵130
1778 ﾐﾝﾂ栗東2 栗東市六地蔵130三菱重工工作機械㈱
1779 ﾐﾝﾄ薬局 栗東店 栗東市綣3-5-2
1780 ﾐﾝﾄ薬局 桜野町店 大津市桜野町2-4-7 ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ⻄大津1F
1781 みんなの薬局 甲賀市水口町新城689
1782 むげん整骨院 近江八幡 近江八幡市鷹飼町572
1783 むげん整骨院 石山駅前 大津市粟津町4-9
1784 むげん整骨院 草津 草津市大路1丁目7-1
1785 むげん整骨院 大津膳所 大津市馬場1丁目7-12
1786 むらかみ耳鼻咽喉科ｸﾘﾆｯｸ 近江八幡市中小森町339‐1
1787 名神 えびせんべいの里 ｴｸｽﾊﾟｰｻ多賀店 犬上郡多賀町敏満寺⻄谷66-36
1788 名神 多賀SA下り 犬上郡多賀町敏満寺62-36 多賀SA下り線 EXPASA多賀内
1789 名神 多賀SA上り 犬上郡多賀町敏満寺59-2 名神高速道路多賀ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ上り線
1790 名神高速 EXPASA多賀下り 犬上郡多賀町敏満寺62-36
1791 名神高速 EXPASA多賀上り 犬上郡多賀町敏満寺⻄谷66-36
1792 名神高速 伊吹PA上り 米原市柏原3231
1793 名神⿊丸PA上り 東近江市蛇溝町⻑谷野1251
1794 名神大津SA上り 大津市朝日が丘2-8-1
1795 名神道⿊丸PA下り 八日市市蛇溝町谷野1251
1796 名神道草津PA下り 草津市笠山5-2-60
1797 名神道草津PA上り 大津市月輪5字丸坊8-9
1798 名神道大津SA下り 大津市朝日が丘2-8-1
1799 名神道菩提寺PA下り 湖南市菩提寺字⻯王山329-4
1800 名神道菩提寺PA上り 湖南市菩提寺⻯王山329-5
1801 明徳調剤薬局彦根店(薬局共創未来) 彦根市旭町5-2
1802 ﾒｶﾞﾈ21 能登川店 東近江市垣見町1524
1803 ﾒｶﾞﾈ21彦根店 彦根市松原町1849‐12
1804 目利きの銀次 栗東東口駅前店 栗東市綣2-2-34 ｳｲﾝｸﾞﾋﾞｭｰ 1F
1805 目利きの銀次みつえちゃん 彦根⻄口駅前店 彦根市旭町9-11石原ﾋﾞﾙ1階
1806 目利きの銀次栗東東口駅前店 栗東市綣2-2-34 ｳｲﾝｸﾞﾋﾞｭｰ1階
1807 ﾒｿﾞﾝ上笠 草津市上笠2丁目28-10
1808 ﾒｿﾞﾝﾛｰｽﾞ 大津市仰⽊の里東1丁目15-12
1809 ﾒﾃﾞｲｶﾙﾌｲﾂﾄﾈｽﾊｲﾌﾞﾘﾂﾄﾞ ⻑浜市八幡中山町393-1
1810 ﾒﾝｽﾞｼｮｯﾌﾟﾂｼﾞﾖ 高島市今津町今津1688ﾘﾌﾟﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
1811 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ⻑浜店 ⻑浜市小堀町450ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ⻑浜1
1812 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ野洲店 野洲市小篠原1000
1813 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ ﾋﾟｴﾘ守山店 守山市今浜町2620-5
1814 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ ﾌﾚﾝﾄﾞﾀｳﾝ日野店 蒲⽣郡日野町大字松尾911
1815 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町北4-3-2
1816 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 草津中央店 草津市⽊川町394-1
1817 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 大津堅田店 大津市今堅田2-13-29
1818 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 大津美崎町店 大津市美崎町6-1
1819 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 東近江店 東近江市札の辻1-970-3
1820 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 彦根日夏店 彦根市日夏町3685-1
1821 ﾓﾘｽﾎﾟｱｽﾘｰﾄ 大津店 大津市一里山7丁目1-1 ﾌｫﾚｵ大津一里山 内
1822 ﾓﾘﾔﾏｽﾎﾟｰﾂ 守山市古高町13
1823 八百⻲ 東近江市山上町1271



1824 やきとりの扇屋甲賀水口店 甲賀市水口町東名坂283
1825 やきとりの扇屋⻑浜店 ⻑浜市八幡中山町671
1826 やきとり大吉 安曇川店 高島市安曇川町田中45-4
1827 焼肉 家蔵 大津市⻘山5-13-7 ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ内
1828 焼肉 丹坐 草津市矢橋町452-1
1829 焼肉まるじゅう 草津市野路2‐23‐9
1830 焼肉ﾚｽﾄﾗﾝ新羅 大津市今堅田2-17-5
1831 焼肉利八 守山市守山6丁目1‐1
1832 山内農場米原⻄口駅前店 米原市米原⻄23 日本ｿﾌﾄ開発本社ﾋﾞﾙ2
1833 山形屋重右衛門 大津市瀬田1‐16‐15
1834 ﾔﾏｻﾞｷｼｮｯﾌﾟ高島市⺠病院店 高島市勝野1667 高島市⺠病院内
1835 ﾔﾏｻﾞｷｼｮｯﾌﾟ⻑浜市役所 ⻑浜市八幡東町632番地
1836 やまむらや草津店 草津市草津町1966-1
1837 やまや⻄大津店 大津市松山町9-5
1838 ﾔﾏ庄陶器 甲賀市 信楽町⻑野560‐1
1839 やよい軒彦根店 彦根市⻄沼波町255-1
1840 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ｺｰﾅﾝ草津店舗 草津市⽊川町389
1841 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ｻﾞﾋﾞﾂｸﾞ高月店舗 ⻑浜市高月町東物部45-1
1842 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ﾀﾞｲｴｰ瀬田店 大津市一里山1丁目3-1
1843 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ﾊﾞﾛｰ近江店舗2 米原市飯15-1
1844 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ﾊﾞﾛｰ守山駅東店舗 守山市浮気町361
1845 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ﾊﾞﾛｰ⻑浜店舗 ⻑浜市神照町神田39
1846 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ﾊﾞﾛｰ南彦根店舗 彦根市野瀬町字八ﾉ坪168-11
1847 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ﾊﾞﾛｰ彦根店舗 彦根市⻄沼波町264-1
1848 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ﾍﾞﾙﾛｰﾄﾞ店舗 彦根市後三条町607-1
1849 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ ⻄友八日市店舗 東近江市八日市緑町9-30
1850 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ 石山駅前店舗 大津市粟津町4-13
1851 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ 草津店舗 草津市⻘地町692-18
1852 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ 彦根店舗 彦根市外町108
1853 ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ中町店舗 大津市中央1丁目9-1
1854 有限会社⿂清商店⻄店 高島市今津町今津218
1855 ﾕﾀｶ調剤薬局 守山Ⅱ 守山市金森町字赤塚963
1856 ﾕﾄﾘ珈琲店 彦根日夏店 彦根市日夏町堀溝3701-2
1857 吉野家161号線新堅田 大津市本堅田5丁目22-9
1858 吉野家1号線甲賀水口 甲賀市水口町名坂字⻄縄手818-1
1859 吉野家1号線甲⻄町 湖南市夏見425-1
1860 吉野家1号線草津 草津市南笠東1-2-23
1861 吉野家8号線栗東 栗東市出庭542
1862 吉野家8号線彦根 彦根市東沼波町138-1
1863 吉野家8号線野洲 野洲市小篠原481-1
1864 吉野家近江八幡 近江八幡市鷹飼町1478
1865 吉野家大津膳所 大津市におの浜3-1-57
1866 吉野家⻑浜 ⻑浜市八幡東町13-1
1867 吉野家八日市 東近江市妙法寺708
1868 よつば鍼灸接骨院 水口店 甲賀市水口町名坂88 けんしん水口ﾋﾞﾙ
1869 来来亭 栗東店 栗東市下鈎砂田1149-3
1870 来来亭 堅田店 大津市本堅田三丁目13番2号
1871 来来亭 湖南店 湖南市夏見字柳ﾉ内1052-5
1872 来来亭 五個荘店 東近江市五個荘中町129-1
1873 来来亭 守山店 守山市水保町1357-2
1874 来来亭 瀬田店 大津市月の輪2丁目12-31
1875 来来亭 ⻄大津店 大津市柳が崎4番7号
1876 来来亭 膳所店 大津市馬場2丁目433-4
1877 来来亭 草津店 草津市草津町字持⽣1878番
1878 来来亭 ⻑浜店 ⻑浜市八幡東町219-2
1879 来来亭 南彦根店 彦根市⼾賀町大字ｷｼﾞﾀ143-4ｷｬﾝｽ夢工場II1F
1880 来来亭 日野店 蒲⽣郡日野町松尾4丁目4番地ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙｿｼｱ1F
1881 来来亭 野洲本店 野洲市妙光寺290
1882 来来亭 ⻯王店 蒲⽣郡⻯王町大字薬師1172番1
1883 雷弩 米原市寺倉140
1884 ﾗ ｺﾘｰﾅ pink's 近江八幡市北之庄町615-1



1885 ﾗ ｺﾘｰﾅ ｷﾞﾌﾄｼｮｯﾌﾟ 近江八幡市北之庄町615-1
1886 ﾗ ｺﾘｰﾅ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ CHAYA 近江八幡市北之庄町615-1
1887 ﾗ ｺﾘｰﾅ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ ｱﾗﾝﾁｰﾉ 近江八幡市北之庄町615-1
1888 ﾗ ｺﾘｰﾅ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ ｶﾌｪ 近江八幡市北之庄町615-1
1889 ﾗ ｺﾘｰﾅ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ ﾊﾞｹﾞｯﾄ 近江八幡市北之庄町615-1
1890 ﾗ ｺﾘｰﾅ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ ﾊﾟﾝｼｮｯﾌﾟ 近江八幡市北之庄町615-1
1891 ﾗｲﾄｵﾝ ﾌｫﾚｵ大津一里山店 大津市一里山7-1-1
1892 ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ 浜大津ｱｰｶｽ店 大津市浜町2-1浜大津ｱｰｶｽ4F
1893 ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ浜大津ｱｰｶｽ店 大津市浜町2-1
1894 ﾗﾌﾞﾘｰ薬局(薬局共創未来) 守山市梅田町15-8
1895 ﾘｼｪ 彦根市肥田町980
1896 栗東桔梗屋ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店 栗東市小柿5丁目10-19
1897 理容ｻｰﾋﾞｽ 守山店 守山市播磨田町3093
1898 理容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 近江八幡店 近江八幡市中村町1番地山添ﾋﾞﾙ1F
1899 理容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 今津店 高島市今津町今津1688今津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾘﾌﾟﾙ内
1900 理容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 水口店 甲賀市水口町綾野3-58
1901 理容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ ⻄大津店 大津市皇子ヶ丘3-12-32中川ﾋﾞﾙ1F
1902 理容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 草津店 草津市大路1-11-8ｼﾞｭﾝﾋﾞﾙ1F
1903 理容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 日野店 蒲⽣郡日野町大字松尾字佃1190-3
1904 料亭旅館 やす井 彦根市安清町13-26
1905 ﾚｰｸさがわ 守山市水保町北川2891-41
1906 ﾚﾌﾟｼｨﾑ草津ｴｲｽｸｴｱ 草津市⻄渋川1-23-1ｴｲｽｸｴｱSARA専門棟1F
1907 ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ草津店 草津市野村2-20-21
1908 ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ浜大津店 大津市中央4-5-41
1909 ﾛｰｿﾝ S SCREENﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 彦根市高宮町480‐1
1910 ﾛｰｿﾝ Sﾀﾞｲﾊﾂびわこ13棟 蒲⽣郡⻯王町大字山之上字⻑谷2911‐15
1911 ﾛｰｿﾝ S栗東大橋 栗東市大橋7‐2‐22
1912 ﾛｰｿﾝ おごと温泉 大津市苗鹿2‐35‐5
1913 ﾛｰｿﾝ ﾀﾞｲﾊﾂびわこ寮 蒲⽣郡⻯王町大字山之上字⻑谷2911
1914 ﾛｰｿﾝ ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ草津 草津市⻄大路町1‐27
1915 ﾛｰｿﾝ 愛知川市 愛知郡愛荘町大字市字大久保1634
1916 ﾛｰｿﾝ 安土下豊浦 近江八幡市安土町下豊浦字十七4740‐1
1917 ﾛｰｿﾝ 安土上豊浦 近江八幡市安土町上豊浦字⻄才行904‐1
1918 ﾛｰｿﾝ 安曇川 高島市安曇川町⻘柳1162‐1
1919 ﾛｰｿﾝ 蒲⽣桜川 東近江市桜川東町字堂⼾189‐5
1920 ﾛｰｿﾝ 貴⽣川駅前 甲賀市水口町虫⽣野中央20
1921 ﾛｰｿﾝ 朽⽊市場 高島市朽⽊市場886
1922 ﾛｰｿﾝ 近江宇賀野 米原市宇賀野字上菊楽207‐3
1923 ﾛｰｿﾝ 近江高島駅前 高島市勝野字大門2238‐6
1924 ﾛｰｿﾝ 近江八幡駅南 近江八幡市鷹飼町南4‐2‐2
1925 ﾛｰｿﾝ 近江八幡千僧供町 近江八幡市千僧供町字⽊ﾉ葉内249‐1
1926 ﾛｰｿﾝ 近江八幡多賀 近江八幡市多賀町402‐1
1927 ﾛｰｿﾝ 近江八幡島 近江八幡市島町2333‐3
1928 ﾛｰｿﾝ 近江八幡八⽊口 近江八幡市大房町1002‐2
1929 ﾛｰｿﾝ 栗東御園 栗東市御園字伝坊1893
1930 ﾛｰｿﾝ 栗東荒張 栗東市荒張字中美濃川2195
1931 ﾛｰｿﾝ 栗東市綣五丁目 栗東市綣5‐578‐1
1932 ﾛｰｿﾝ 栗東十里 栗東市十里66‐4
1933 ﾛｰｿﾝ 栗東小柿六丁目 栗東市小柿6‐1‐48
1934 ﾛｰｿﾝ 栗東辻東 栗東市辻643
1935 ﾛｰｿﾝ 湖南吉永 湖南市吉永365
1936 ﾛｰｿﾝ 五個荘簗瀬 東近江市五個荘簗瀬字上川原16‐1
1937 ﾛｰｿﾝ 甲⻄中央三丁目 湖南市中央3‐33
1938 ﾛｰｿﾝ 甲⻄菩提寺 湖南市菩提寺字広野330‐17
1939 ﾛｰｿﾝ 甲南市原 甲賀市甲南町市原11
1940 ﾛｰｿﾝ 甲南病院 甲賀市甲南町葛⽊957‐3
1941 ﾛｰｿﾝ 甲南野尻 甲賀市甲南町野尻字太田106‐1
1942 ﾛｰｿﾝ 甲南⻯法師 甲賀市甲南町⻯法師沢ﾉ尻433‐2
1943 ﾛｰｿﾝ 高島新旭 高島市新旭町新庄2‐1‐1
1944 ﾛｰｿﾝ 国道膳所 大津市馬場3‐16‐50
1945 ﾛｰｿﾝ 国道辻 栗東市辻字高谷571‐1



1946 ﾛｰｿﾝ 今津桜町 高島市今津町桜町1‐2‐2
1947 ﾛｰｿﾝ 今津上弘部 高島市今津町上弘部字北樫1156‐4
1948 ﾛｰｿﾝ 今津北浜 高島市今津町今津1677‐18
1949 ﾛｰｿﾝ 済⽣会病院 栗東市大橋2‐4‐1
1950 ﾛｰｿﾝ 山東柏原 米原市柏原字焼山102‐1
1951 ﾛｰｿﾝ 市立⻑浜病院 ⻑浜市大戌亥町字上八反田313
1952 ﾛｰｿﾝ 志賀荒川 大津市荒川1023
1953 ﾛｰｿﾝ 滋賀安曇川 高島市安曇川町⻄万⽊422‐5
1954 ﾛｰｿﾝ 滋賀医大病院 大津市瀬田月輪町滋賀医科大学医学部附属病院内
1955 ﾛｰｿﾝ 自衛隊大津駐屯地 大津市際川1‐1‐1
1956 ﾛｰｿﾝ 守山荒見町 守山市荒見町269‐3
1957 ﾛｰｿﾝ 守山今宿一丁目 守山市今宿1‐350‐5
1958 ﾛｰｿﾝ 守山山賀 守山市欲賀町字北下司391‐1
1959 ﾛｰｿﾝ 守山勝部五丁目 守山市勝部5‐2‐24
1960 ﾛｰｿﾝ 守山水保 守山市水保町字北川1218‐1
1961 ﾛｰｿﾝ 信楽町勅旨 甲賀市信楽町勅旨字⻄出1966‐1
1962 ﾛｰｿﾝ 真野ｲﾝﾀｰ 大津市真野大野1字北谷58‐2
1963 ﾛｰｿﾝ 秦荘上蚊野 愛知郡愛荘町大字上蚊野字下川原353‐3
1964 ﾛｰｿﾝ 水口今郷 甲賀市水口町今郷字尾畑1524‐1
1965 ﾛｰｿﾝ 水口松尾 甲賀市水口町松尾831‐2
1966 ﾛｰｿﾝ 水口城南 甲賀市水口町水口字樋下6005‐1
1967 ﾛｰｿﾝ 水口⻄名坂 甲賀市水口町名坂字⻄名坂2678
1968 ﾛｰｿﾝ 水口南林口 甲賀市水口町南林口37
1969 ﾛｰｿﾝ 水口伴中山 甲賀市水口町伴中山字村外3781‐1
1970 ﾛｰｿﾝ 水口北泉一丁目 甲賀市水口町北泉1‐1
1971 ﾛｰｿﾝ 水口名坂 甲賀市水口町名坂字⻄縄手818‐3
1972 ﾛｰｿﾝ 瀬田駅前 大津市大萱1‐18‐34
1973 ﾛｰｿﾝ ⻄浅井塩津浜 ⻑浜市⻄浅井町塩津浜字川東1783
1974 ﾛｰｿﾝ 石部中学校前 湖南市宝来坂1‐17‐7
1975 ﾛｰｿﾝ 石部郵便局前 湖南市石部東2‐1‐36
1976 ﾛｰｿﾝ 浅井町湯次 ⻑浜市湯次町湯ｶﾚ164
1977 ﾛｰｿﾝ 浅井町八島 ⻑浜市八島町小山1574‐6
1978 ﾛｰｿﾝ 膳所本町 大津市丸の内町3‐30
1979 ﾛｰｿﾝ 草津綾羽高校前 草津市⻄渋川1‐17‐15
1980 ﾛｰｿﾝ 草津岡本町 草津市岡本町字大谷785‐1
1981 ﾛｰｿﾝ 草津総合病院 草津市矢橋町1660
1982 ﾛｰｿﾝ 草津東矢倉三丁目 草津市東矢倉3‐35‐5
1983 ﾛｰｿﾝ 草津南笠東三丁目 草津市南笠東3‐15‐22
1984 ﾛｰｿﾝ 草津野路九丁目 草津市野路9‐8‐10
1985 ﾛｰｿﾝ 草津野路東 草津市野路6‐6‐1
1986 ﾛｰｿﾝ 草津矢橋町 草津市矢橋町139‐1
1987 ﾛｰｿﾝ 多賀敏満寺 犬上郡多賀町敏満寺803‐3
1988 ﾛｰｿﾝ 大萱一丁目 大津市大萱1‐7‐14
1989 ﾛｰｿﾝ 大津伊香立 大津市伊香立向在地町字川原171‐1
1990 ﾛｰｿﾝ 大津一里山 大津市一里山2‐14‐18
1991 ﾛｰｿﾝ 大津栄町 大津市栄町2‐1
1992 ﾛｰｿﾝ 大津駅前 大津市京町2‐60
1993 ﾛｰｿﾝ 大津仰⽊の里東 大津市仰⽊の里東5‐1‐11
1994 ﾛｰｿﾝ 大津堅田駅⻄ 大津市本堅田6字桜2141
1995 ﾛｰｿﾝ 大津際川三丁目 大津市際川3‐32‐1
1996 ﾛｰｿﾝ 大津坂本七丁目 大津市坂本7‐20‐1
1997 ﾛｰｿﾝ 大津市萱野浦 大津市萱野浦3304‐19
1998 ﾛｰｿﾝ 大津打出浜 大津市打出浜13‐45
1999 ﾛｰｿﾝ 大津大江二丁目 大津市大江2‐17‐25
2000 ﾛｰｿﾝ 大津大石東 大津市大石東6‐2‐2
2001 ﾛｰｿﾝ 大津大平一丁目 大津市大平1‐3‐4
2002 ﾛｰｿﾝ 大津中央二丁目 大津市中央2‐813‐1
2003 ﾛｰｿﾝ 大津島の関 大津市島の関11‐4
2004 ﾛｰｿﾝ 大津南郷一丁目 大津市南郷1‐10‐41
2005 ﾛｰｿﾝ 大津比叡辻二丁目 大津市比叡辻2‐382
2006 ﾛｰｿﾝ 大津富士見台 大津市富士見台1475‐4



2007 ﾛｰｿﾝ 大津平野二丁目 大津市平野2‐13‐7
2008 ﾛｰｿﾝ 大津本堅田四丁目 大津市本堅田4‐19‐1
2009 ﾛｰｿﾝ 中主⻄河原 野洲市⻄河原3‐2403
2010 ﾛｰｿﾝ ⻑浜ｲﾝﾀｰ ⻑浜市加納町340‐1
2011 ﾛｰｿﾝ ⻑浜下坂中町 ⻑浜市下坂中町字樋ﾉ内290‐3
2012 ﾛｰｿﾝ ⻑浜加田 ⻑浜市加田町468‐1
2013 ﾛｰｿﾝ ⻑浜⻁姫 ⻑浜市五村字⽠⽣229
2014 ﾛｰｿﾝ ⻑浜高月 ⻑浜市高月町高月1342‐1
2015 ﾛｰｿﾝ ⻑浜山階町 ⻑浜市山階町字神事町494‐1
2016 ﾛｰｿﾝ ⻑浜神照 ⻑浜市神照町469‐1
2017 ﾛｰｿﾝ ⻑浜⻄上坂 ⻑浜市⻄上坂町字牛櫃395
2018 ﾛｰｿﾝ ⻑浜曽根 ⻑浜市曽根町字亥ﾉ子1185‐1
2019 ﾛｰｿﾝ ⻑浜唐国町 ⻑浜市唐国町字興発丁232‐2
2020 ﾛｰｿﾝ ⻑浜東上坂 ⻑浜市東上坂町126
2021 ﾛｰｿﾝ ⻑浜八幡中山町 ⻑浜市八幡中山町字三ﾉ坪94‐5
2022 ﾛｰｿﾝ ⻑浜八幡東 ⻑浜市八幡東町100‐1
2023 ﾛｰｿﾝ ⻑浜平方 ⻑浜市平方町字下野田360‐6
2024 ﾛｰｿﾝ 土山垂水頓宮 甲賀市土山町頓宮上出151‐2
2025 ﾛｰｿﾝ 東近江宮荘町 東近江市宮荘町97‐3
2026 ﾛｰｿﾝ 東近江小脇 東近江市小脇町字福346
2027 ﾛｰｿﾝ 東近江川合 東近江市川合町字林口3459
2028 ﾛｰｿﾝ 東近江池之尻 東近江市池之尻町柳下860
2029 ﾛｰｿﾝ 東近江東沖野三丁目 東近江市東沖野3‐6‐3
2030 ﾛｰｿﾝ 藤尾小金塚 大津市藤尾奥町17‐1
2031 ﾛｰｿﾝ 南草津三丁目 草津市南草津3‐2‐34
2032 ﾛｰｿﾝ 日野河原 蒲⽣郡日野町河原1‐17
2033 ﾛｰｿﾝ 能登川今 東近江市今町字海老田470‐1
2034 ﾛｰｿﾝ 八日市国立滋賀病院前 東近江市中小路町字相⽣483‐2
2035 ﾛｰｿﾝ 八日市緑町 東近江市八日市緑町43
2036 ﾛｰｿﾝ 琵琶湖ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 大津市雄琴6‐5‐1
2037 ﾛｰｿﾝ 琵琶湖大橋東詰 守山市水保町字北川1367‐3
2038 ﾛｰｿﾝ 彦根ｲﾝﾀｰ 彦根市外町字浄土124‐1
2039 ﾛｰｿﾝ 彦根稲部町 彦根市稲部町字⻄五反田653
2040 ﾛｰｿﾝ 彦根外町 彦根市外町字備後172‐1
2041 ﾛｰｿﾝ 彦根甘呂町 彦根市甘呂町字十ﾉ坪270‐4
2042 ﾛｰｿﾝ 彦根後三条町 彦根市後三条町字⻄安方252
2043 ﾛｰｿﾝ 彦根高宮 彦根市高宮町701‐1
2044 ﾛｰｿﾝ 彦根松原東 彦根市松原町字石持1866‐1
2045 ﾛｰｿﾝ 彦根森堂 彦根市森堂町字塚越北上箱15
2046 ﾛｰｿﾝ 彦根大藪 彦根市大藪町字越地21‐37
2047 ﾛｰｿﾝ 彦根八坂 彦根市開出今町1716‐6
2048 ﾛｰｿﾝ 彦根野田山 彦根市野田山町字竹ｹ下945‐1
2049 ﾛｰｿﾝ 彦根郵便局前 彦根市立花町5‐13
2050 ﾛｰｿﾝ 浜大津四丁目 大津市浜大津4‐3‐41
2051 ﾛｰｿﾝ 米原ｲﾝﾀｰ 米原市寺倉字前田248‐6
2052 ﾛｰｿﾝ 米原河南 米原市河南字一本⽊365‐1
2053 ﾛｰｿﾝ 米原梅ヶ原 米原市梅ｹ原2404
2054 ﾛｰｿﾝ 豊郷安食⻄ 犬上郡豊郷町大字安食⻄字坂詰1467
2055 ﾛｰｿﾝ 北土山 甲賀市土山町北土山字北垣外2092‐2
2056 ﾛｰｿﾝ 野洲御上神社前 野洲市三上字寺田474‐1
2057 ﾛｰｿﾝ 野洲市三宅 野洲市大字市三宅字足堂2345
2058 ﾛｰｿﾝ 野洲菖蒲 野洲市菖蒲日之出14‐6
2059 ﾛｰｿﾝ 野洲六条 野洲市六条2117
2060 ﾛｰｿﾝ ⻯王ｲﾝﾀｰ北 蒲⽣郡⻯王町大字須恵1777
2061 ﾛｰｿﾝ ⻯王⻄横関 蒲⽣郡⻯王町大字⻄横関小田中39
2062 ﾛｰｿﾝ ⻯王町山之上 蒲⽣郡⻯王町大字山之上5230
2063 ﾛｰｿﾝ 和邇妹子の郷 大津市和邇中528‐2
2064 ﾛｰﾀﾘｰﾋﾟｱ88 大津市苗鹿3-12-1
2065 ﾛｺﾞｽｼｮｯﾌﾟ 大津市一里山7-1-1
2066 ﾛｯﾃﾘｱEXPASA多賀店 犬上郡多賀町敏満寺⻄谷66番地36
2067 ﾛｯﾃﾘｱ草津ｴﾙﾃｨ店 草津市大路1-1-1



2068 ﾛｯﾃﾘｱ浜大津ｱｰｶｽ店 大津市浜町2-1浜大津ｱｰｶｽ内
2069 ﾛﾝﾌｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞBRANCH大津京店 大津市二本松1-1
2070 (個)脇TAXI 大津市関津二丁目2番40号
2071 わくわく広場 ｴｲｽｸｴｱ店 草津市⻄渋川1-23-1
2072 ﾜｯﾂ野洲ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ店 野洲市市三宅1013ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ内
2073 和食さと 近江八幡店 近江八幡市東川町字明神川139-1
2074 和食さと 堅田南店 大津市今堅田2丁目18番1
2075 和食さと 三雲店 甲賀郡甲⻄町大字三雲字ﾅｶﾞﾚ13 3-1
2076 和食さと 瀬田店 大津市一里山1丁目14-8
2077 和食さと ⻄大津店 大津市柳が崎4番1
2078 和食さと ⻑浜店 ⻑浜市神照町58-3
2079 和食さと 南彦根店 彦根市東沼波町484-1
2080 和食さと 八日市店 東近江市札の辻1丁目4-16
2081 和食さと 北栗東店 栗東市辻字久保ﾉ⻄482-4
2082 和食さと 霊仙寺店 栗東市霊仙寺3丁目352-1
2083 綿庄食品店 高島市勝野581
2084 ﾜｯﾂ 八日市ｱﾋﾟｱ店 東近江市八日市浜野町3-1ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｱﾋﾟｱ3階
2085 笑笑 守山⻄口駅前店 守山市梅田町3-17岩崎ﾋﾞﾙ1階


