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Soi 愛知郡 愛荘町愛知川４０　Ｊプラザ１－１　 サービス SL-2000-5783

近江牛焼肉専門店 万葉 日野店 蒲生郡 日野町松尾５－３４ 飲食店 JS-0003-0124

［HC］レッツ日野 蒲生郡 日野町松尾１５６５ ショッピング JS-0001-8137

有限会社特産品館伊勢藤 蒲生郡 日野町松尾５－３４－３　 ショッピング SL-2000-7563

株式会社マルミヤ 蒲生郡 日野町大窪５７５ ショッピング JS-0005-9665

OSAYA abei 蒲生郡 日野町小井口６４－３８ サービス AD-0000-0351

Puppies House MISAKI 蒲生郡 竜王町山之上６６５ その他 JS-0003-9294

SLAB 近江八幡市 桜宮町２１３－１１ 飲食店 JS-0001-5276

味処てまり 近江八幡市 桜宮町２１５－１　馬場ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9950

カメチク 近江八幡市 桜宮町２９８－４　ヤマカツビル 飲食店 JS-0002-5779

炙り焼肉 霜月 近江八幡市 出町３１４－２ 飲食店 JS-0004-4679

近江牛処焼肉ますざき 近江八幡市 出町４１７－８ 飲食店 JS-0002-3662

八幡ロック 近江八幡市 鷹飼町１５４６ 飲食店 JS-0005-8867

居酒屋 まるかわ 近江八幡市 鷹飼町５２６－１ 飲食店 JS-0003-1072

刺身と魚飯 FUNEYA 近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町５２６－２　ＣＬＵＢ近江八幡２Ｆ 飲食店 SL-2001-1876

炭焼にわ・とりのすけ近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町５３４　ＡＣＴ－ＯＨ１－４　 飲食店 ZN-0001-9981

かこいめし酒場 くじら本店 近江八幡市 鷹飼町５３４　ＡＣＴＯＨ１Ｆ－３ 飲食店 JS-0002-7476

とり武者 近江八幡市 鷹飼町５７２　エミール近江八幡一番館 飲食店 JS-0005-2606

陽と月 近江八幡市 鷹飼町北４－４－１０－Ａ－１０４ 飲食店 JS-0002-3780

串カツダイニング楽珍 近江八幡市 中村町３３－１４ 飲食店 JS-0005-7668

た藁や 近江八幡店 近江八幡市 土田町１３２５－１　　 飲食店 ZN-0002-1917

近江八幡レストランビアンモール 近江八幡市 土田町１３７９ 飲食店 JS-0005-4477

京いぶき近江八幡店 近江八幡市 東川町１３７－１　　 飲食店 ZN-0001-9919

日本料理 魚庄 近江八幡市 馬淵町１６４７－１　 飲食店 SL-2000-4397

新鮮組 近江八幡市 堀上町１５９－８　　 飲食店 ZN-0001-9944

参代芽 近江八幡市 堀上町１７２－１ 飲食店 JS-0003-8598

ダイニング霜月 サンロ－ド店 近江八幡市 堀上町１８７－５ 飲食店 JS-0004-5948

ジュネス・メイジヤ 近江八幡市 出町４１６－１１　 ショッピング SL-2001-0557

トレジャーハンター近江八幡店 近江八幡市 上田町１２７８－３　　 ショッピング ZN-2000-6111

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２１　１Ｆ ショッピング JS-0005-6443

タカモリ 駅前本店 近江八幡市 鷹飼町４５４－５　 ショッピング SL-2000-9435

いづつ薬局 近江八幡市 鷹飼町南３－４－１　　 ショッピング PK-0000-8197

SEIYOSHA 江頭 近江八幡市 江頭町４１７－２ サービス JS-0003-6982

まいれ整体院 近江八幡院 近江八幡市 桜宮町２９４　ＹＰ１　１Ｆ サービス JS-0005-2330

ヘア－アンドメ－ク　アラ－テジャポ 近江八幡市 鷹飼町５２１　　 サービス PK-0000-7834

むげん整骨院 近江八幡 近江八幡市 鷹飼町５７２ サービス JS-0004-6176

HairStudio Giggle 近江八幡市 池田本町８６９－３４ サービス JS-0001-7717

EVE 近江八幡市 中村町２１－１９ サービス JS-0002-1821

サロンドクラブ DJ 近江八幡店 近江八幡市 堀上町１３０－１　カンキビル２Ｆ サービス JS-0004-2289

日やけサロン ワイハ 近江八幡市 堀上町１３０－１　カンキビル２Ｆ サービス JS-0004-2363
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フィッツミーアルプラザ近江八幡店 近江八幡市 桜宮町２０２－１　アルプラザ近江八幡２Ｆ その他 JS-0003-9632

ふらんす料理 ラ・リベリュール 栗東市 安養寺１－２－７ 飲食店 JS-0005-1990

近江牛もつ鍋 しぶや 栗東市 安養寺２－５－４ 飲食店 JS-0002-9774

鶏笑栗東店 栗東市 安養寺７－１－２７－２　　 飲食店 PK-0000-5430

えびす吉よし 栗東市 下鈎８３２　第二日吉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0164

焼肉ろざん 栗東市 御園１０２０－１　　 飲食店 ZN-0001-9926

自然薯料理 とろりん 栗東市 御園２６４ 飲食店 JS-0004-8147

喃風 栗東店 栗東市 小柿８－７－１０ 飲食店 JS-0003-3551

五感工房 あんず 栗東市 綣３－１０－２２　グレーシイ栗東ビステージ１０２ 飲食店 JS-0000-9163

笑って屋 栗東市 綣３－９－１８　グレーシィ栗東オーブ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0066

クリ－ンハウス　栗東店 栗東市 苅原１４６　　 ショッピング PK-0000-8069

栗東シンザン像前調剤薬局 栗東市 御園８４６－１　　 ショッピング PK-0000-8405

LAID － BACK 栗東市 上鈎１８０ ショッピング JS-0002-7577

株式会社三輪タイヤ 栗東営業所 栗東市 林４３０－１ ショッピング JS-0003-5023

ミント薬局 栗東店 栗東市 綣３－５－２ ショッピング JS-0005-3295

BLUEWORKS 栗東市 下鈎２０５－１ サービス JS-0005-0037

手もみ総本店 栗東店 栗東市 小柿７－１－２８ サービス JS-0004-9653

J ネットレンタカ－栗東インタ－店 栗東市 小野１８５－１３ サービス JS-0000-6893

ジャガー滋賀株式会社 栗東市 上鈎１６２－１ サービス JS-0003-3970

tihi 栗東市 中沢２－１１－１０　メゾン中沢３ サービス JS-0002-4113

DS STORE 滋賀 栗東市 坊袋２１８－１ サービス JS-0002-0477

マロン薬局 栗東市 綣１－１０－１２ サービス JS-0002-1027

美色館 plus 栗東店 栗東市 綣２－４－５　ウィングプラザ１Ｆ サービス JS-0002-9440

vif － Nail 栗東市 綣２－４－５　ウィングプラザ１Ｆ　 サービス SL-2000-8482

楽楽 栗東市 綣４－９－３０ サービス JS-0002-5924

 a：r 栗東市 綣６－９－１０　 サービス SL-2000-6795

近江ホルモン 湖南市 岩根中央２－２　アーバンライト１Ｆ 飲食店 JS-0002-2917

遊人里 湖南市 平松北２－５４　ブルージュ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0349

木田金物店 湖南市 下田１４９２　　 ショッピング PK-0000-8844

谷修金物店 湖南市 下田４１７３－９　　 ショッピング PK-0000-8328

株）菅沼ハッピ電化 湖南市 夏見１６２０－２ ショッピング JS-0004-8064

マイスターメガネ 湖南市 岩根中央３－５３　芦田ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-9739

drop 甲西店 湖南市 針２２７ ショッピング JS-0000-7659

シュガー 湖南市 菩提寺西４－４－１ ショッピング JS-0002-5826

美容室　オブラン 湖南市 岩根８６６－１　マルエスアネックスビル２Ｆ　 サービス PK-0000-8043

AKG auto 湖南市 針１３４８ サービス JS-0003-0879

ティエス調剤薬局 甲西店 湖南市 正福寺１３１６－１ サービス JS-0001-6136

有限会社エムズ 湖南市 菩提寺東１－２－３ サービス JS-0005-2417

立入ふとん店 湖南市 柑子袋７９５－１　 その他 SL-2001-0166

炭火焼肉 曼陀 甲賀市 信楽町牧１４０４－５ 飲食店 JS-0003-7794

帆ほ 甲賀市 水口町城東４－３２　ハイツ杉本１０２ 飲食店 JS-0002-5825

たまりバー 甲賀市 水口町北泉１－５０－３　カーペンターハウス２－１０７ 飲食店 JS-0003-7883

HOT STAFF 甲賀市 土山町大野５２７－２　 飲食店 SL-2000-8913

大器の器 甲賀市 信楽町長野１３３０－２ ショッピング JS-0004-5790
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CLAY STUDIO くり 甲賀市 信楽町長野４６３ ショッピング JS-0000-8115

さがら 甲賀市 信楽町長野５１３－３ ショッピング JS-0001-8794

ヤマ庄陶器株式会社 甲賀市 信楽町長野５６０－１　 ショッピング SL-2000-3647

クラフト＆ギャラリー きりん 甲賀市 信楽町勅旨１９９３ ショッピング JS-0003-8209

窯元うつわ 甲賀市 信楽町勅旨２０４８－１　 ショッピング SL-2000-7417

（株）里見車工房 甲賀市 水口町三大寺２９０－１ ショッピング JS-0002-3666

株式会社松田安太郎商店 甲賀市 水口町東名坂３０５ ショッピング JS-0004-7473

Homey 甲賀市 水口町北脇５０１－１ ショッピング JS-0003-5068

ビューティーケアつかもと 甲賀市 水口町本綾野５６６－１　アルプラザ水口１Ｆ ショッピング SL-2000-0638

シャンブレー 甲賀市 水口町本綾野５６６－１　アルプラザ水口２Ｆ ショッピング JS-0005-9227

寺庄整骨院 甲賀市 甲南町寺庄６７５－２　杉本ビル２Ｆ サービス JS-0005-0192

はな整体院貴生川店 甲賀市 水口町貴生川８９２－４　　 サービス PK-0000-0685

清晃自動車工業 本社営業所 甲賀市 水口町三大寺２５９－１ サービス JS-0000-0781

BLUE 甲賀市 水口町山２６３０－２ サービス JS-0004-2508

ジャム ヘアーサロン 甲賀市 水口町虫生野中央１０６　鹿深一番館２Ｆ サービス SL-2000-3158

Hair Salon Leaf 甲賀市 水口町東名坂１５７－２ サービス JS-0003-9405

名坂調剤薬局 甲賀市 水口町東名坂２４６－１ サービス JS-0002-5943

ヨシハラクリーニング水口店 甲賀市 水口町北泉１－３０　ＭＥＧＡドン・キホーテ甲賀水口店内 サービス JS-0005-1539

NOVO VISUAL 甲賀市 水口町名坂１１２９－３ サービス JS-0001-9285

ドットビーアール 甲賀市 水口町名坂１１２９－３ サービス JS-0003-5212

ANNES FASHIONSHOP 甲賀市 水口町名坂１１２９－３ サービス JS-0005-1219

器の店 蓮月 甲賀市 信楽町長野７２０　 その他 SL-2000-4553

碧水の湯 甲賀市 水口町北脇２３７－８ その他 JS-0003-1597

大野養真堂 甲賀市 水口町本綾野５６６－１　アルプラザ水口　１Ｆ その他 SL-2000-6391

酒縁処 一火 高島市 安曇川町西万木６４４－１９ 飲食店 JS-0001-9864

千駒 高島市 安曇川町西万木８３２－７ 飲食店 JS-0001-8719

焼肉 中中 高島市 今津町今津２２９　 飲食店 SL-2000-5663

大阪串かつ 高島市 今津町名小路２－７－１　アーバンス名小路ビル１０２ 飲食店 JS-0004-9631

フジトコウム店のカラダがよろこぶ大判焼店 高島市 今津町今津６６６－１　 ショッピング SL-2000-8311

Lascaux Quality Hair 高島市 新旭町旭３５６ー３　 サービス SL-2000-9653

還元陶板浴虎杖伝説の里ふじと 高島市 今津町今津６６６－１　 その他 SL-2000-8310

HIKARI 屋 守山市 吉身４－１－１２ 飲食店 JS-0003-6762

もんじろう 守山市 守山１－５－６ 飲食店 JS-0001-3846

滋賀総合病院ビアンモール 守山市 守山５－４－３０ 飲食店 JS-0005-4470

とろ函守山店 守山市 勝部１－１－１６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2021

笑い屋 守山市 勝部４－１０８８　Ｂｕ－Ｂｕ－Ｂｕ１０３　 飲食店 ZN-0001-9995

馳走屋 ぜんべさん 守山市 二町町２１６－６ 飲食店 JS-0003-7487

わえん 守山市 播磨田町３１２７　田中ビル２０３ 飲食店 JS-0003-3012

近江牛焼肉結 守山市 梅田町１４－４　 飲食店 SL-2001-0051

teto． 守山市 伊勢町６１５－１ ショッピング JS-0001-3041

teto． 守山市 伊勢町６１５－１　 ショッピング SL-2000-7025

オーダースーツ DAVID LAYER 守山市 焔魔堂町１２８－８ ショッピング SL-2000-0520

Belle 守山市 下之郷１－２－３２－１０２ ショッピング JS-0002-2125

バイシクル プロ ショップ スクアドラ　守山 守山市 今宿４－５－７ ショッピング AD-0001-0027
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株式会社 オートヴェローチェ 守山市 今浜町２６２０－８５　 ショッピング SL-2000-9305

滋賀県立小児保健医療センター病院売店 守山市 守山５－７－３０ ショッピング JS-0005-3968

MIYAGAWA 宮川時宝堂 守山市 勝部１－３－２２　 ショッピング SL-2000-3191

つりどうぐ一休 守山店 守山市 水保町１１３０－１ ショッピング JS-0003-5320

CURASUeffe 守山市 播磨田町３０７５ ショッピング AD-0000-0700

ロリーポップ 守山市 下之郷１－８－１０ サービス JS-0003-5331

Rimhair’sBEAUgroup 守山市 吉身２－８－１６　ソレイユルヴァン１０３　 サービス ZN-2000-6260

ハーモニー薬局 守山店 守山市 吉身３－１７－２９ サービス JS-0002-1869

soi － meme 守山市 吉身３－１９－８ サービス JS-0003-7723

VIARE 守山市 金森町４５８ サービス JS-0004-3786

nico 守山市 今宿２－１１－１９ サービス JS-0005-2335

SHINES NAIL 守山市 守山１－５－６　 サービス SL-2000-2861

gloire jouer 守山市 守山２－３－７　アスティ上芝野１０１ サービス JS-0001-8105

ヘアークラブアドゥマンツジ 守山市 守山３－２４－１５ サービス JS-0001-2599

loserlab 守山市 守山４－２－１３－１０１　　 サービス ZN-0003-0634

手もみ総本店 洲本店 守山市 洲本町１１６０ サービス JS-0004-9623

まいれ整骨院 守山院 守山市 勝部１－２－２６　アフロディア１ＦＤ サービス JS-0005-2327

LUDAN 守山市 勝部４－３－１１　　 サービス ZN-2000-3828

マルキュー整備株式会社 滋賀工場 守山市 大門町３２１－１ サービス JS-0005-2658

レンタルのニッケン 滋賀湖南営業所 守山市 大門町３５３ サービス JS-0003-2125

SEIYOSHA 播磨田 守山市 播磨田町３０６３ サービス JS-0003-6928

Wine Shop AZURE BLUE 守山市 守山２－１０－２７　 その他 SL-2000-2348

ロック ベイ ガーデンレストラン 草津市 下物町１４３１　 飲食店 SL-2000-2828

炭焼焼鳥 囲炉鳥鳥 草津市 若竹町９－４０ 飲食店 JS-0003-4789

STEAK ＆ WINE モダンミール草津店 草津市 渋川１－２－２６　草津タワー１Ｆ 飲食店 SL-2000-2039

炭火酒場 オオクラ 草津市 渋川１－３－３２　　 飲食店 ZN-0001-9922

蔵尾ポークしゃぶしゃぶ直営店 草津市 渋川１－７－６－１ 飲食店 JS-0005-7263

北海道ダイニング炭火屋エイスクエア店 草津市 西渋川１－２３－１　　 飲食店 ZN-0001-9984

たんとと和くら草津エイスクエア店 草津市 西渋川１－２３－２３　草津エイスクエア１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0020

欧風レストラン 煉屋 草津市 西渋川１－２３－３　エイスクエアＳＡＲＡ東館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9988

ベビーフェイスプラネッツエイスクエア 草津市 西渋川１－２３－３　エイスクエア内Ｃ－３　 飲食店 ZN-0001-9987

老舗・寿司清 草津市 草津２－１０－２４　 飲食店 SL-2001-0149

トラットリア ピウ リッコ 草津市 草津３－１３－５６　辻ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9997

Cheers 草津市 大路１－１１－１　　 飲食店 ZN-0002-0072

焼鳥居酒屋 絆 草津市 大路１－１２－１９ 飲食店 JS-0001-7385

LEOLEO 草津市 大路１－１４－３　　 飲食店 ZN-0002-0059

ビストログー 草津市 大路１－１４－４　エースビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0452

串ごろう 草津市 大路１－１５－２６ 飲食店 JS-0005-0255

花たぬき草津駅前店 草津市 大路１－１５－３５　　 飲食店 ZN-0002-0073

KAKIMARU 草津駅前店 草津市 大路１－１５－３５　　 飲食店 ZN-0002-0074

美食屋かなで 草津店 草津市 大路１－１８－３２　メグミビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5298

にわ・とりのすけ草津駅前店 草津市 大路１－３－１８　　 飲食店 ZN-2000-5512

KOKINTEI 草津市 大路１－４－１４ 飲食店 JS-0001-7539

刺身と魚飯 FUNEYA 草津駅前店 草津市 大路１－７－１　 飲食店 SL-2001-1976
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Lo Splendore 草津市 追分南４－５－８ 飲食店 JS-0001-0409

韓食ダイニングビストログー 草津市 南草津２－１－７　ラクーンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9869

魚庄 草津市 北山田町８３６ 飲食店 JS-0004-6657

ウネリ 草津市 野路１－１４－３８　サンマール南草津２０２ 飲食店 JS-0000-2755

とりのすけ 南草津本店 草津市 野路１－１７－２７　朝陽草津ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9850

鉄板 Bistro TAKA 草津市 野路１－４－７　コミュニティ南草津ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7200

美食屋かなで別館 草津市 野路１－７－２１　１Ｆ 飲食店 JS-0001-3521

美食屋かなで 草津市 野路１－７－２１　２Ｆ 飲食店 JS-0001-3519

コンフォールト 草津市 野路１－８－１　Ｍ．Ｐｌａｚａ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9884

CANVAS 草津市 野路１－８－１２　Ｍプラザ４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1367

TakeFive 草津市 野路１－８－１２　Ｍプラザ５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2540

錦わらい南草津店 草津市 野路３－１－１４　　 飲食店 ZN-0001-9858

Bar French 和 草津市 野路５－７－１５ 飲食店 JS-0004-6943

お野菜バル EMISAI 草津市 野路６－５－３　ＴＯＭＯ－ＳＴＡＧＥ９８１０１ 飲食店 JS-0004-1122

イタリア料理グリーチネ 草津市 野路町４６９－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2907

名物焼肉あじから 草津市 野路町５－１２－９　　 飲食店 ZN-2000-5488

焼肉ろざん南草津店 草津市 野路町６５９－１　アベニール　　 飲食店 ZN-0002-0030

縁 草津市 矢橋町１０－３４　ベルヴィハイツ矢橋１０１ 飲食店 JS-0002-7270

焼肉 丹坐 草津市 矢橋町４５２－１ 飲食店 JS-0005-3824

絶好鳥ファミリーやきとり とりこのとりこ 草津市 矢橋町９７－１ 飲食店 JS-0005-7897

ガレージレーベン 草津市 下笠町１２８５－１ ショッピング JS-0003-3122

ア グランクール 草津店 草津市 新浜町３００　イオンモール草津１Ｆ ショッピング JS-0005-6988

パッセンジャー メッセージ 草津店 草津市 新浜町３００　イオンモール草津２Ｆ ショッピング JS-0005-6986

コモンタイム 草津市 新浜町３９４　 ショッピング SL-2000-9050

有限会社メディカルコンタクトレンズ草津 草津市 西渋川１－２－２２ ショッピング JS-0003-4979

パレットエイスクエア店 草津市 西渋川１－２３－２３　　 ショッピング ZN-0002-2650

モンロワール 草津店 草津市 西渋川１－２３－３　エイスクエアＳＡＲＡ東館１Ｆ ショッピング JS-0003-2492

SEVEN2LEATHERS 草津市 草津３－４－２０ ショッピング JS-0004-4164

あらきや 草津店 草津市 大路１－１－１ ショッピング JS-0003-2891

drop 草津市 追分町１１２８－１　Ｐｒｅｎｄｒｅかがやき ショッピング JS-0000-7041

COCO 草津市 追分南５－１５－３７ ショッピング JS-0001-2402

Field Golf 草津市 東矢倉３－９－７５　ミナミ草津ゴルフガーデン内 ショッピング JS-0000-5328

WON 南草津店 草津市 南草津４－５－１０　 ショッピング SL-2001-1511

太陽薬品滋賀営業所 3 草津市 平井１－１０－７　　 ショッピング PK-0000-2235

HLK 草津市 木川町８４５－７ ショッピング JS-0000-6584

tocotoco フェリエ南草津 草津市 野路１－１５－５　フェリエ南草津１Ｆ　 ショッピング PK-0000-3313

トレジャーハンター南草津店 草津市 野路６－３－１５　　 ショッピング ZN-2000-5990

有限会社バイク・イン 草津市 野路９－８－５ ショッピング JS-0004-5548

バイクモール草津 草津市 野路東５－１６－２７ ショッピング JS-0005-8225

湖南住設 草津市 矢倉２－５－３１ ショッピング JS-0004-8202

ドッグサロン レーヴ 草津市 下笠町７６－１ サービス JS-0000-5576

ティエス調剤薬局 草津駅前店 草津市 渋川１－２－２６　ザ・草津タワー２Ｆ サービス JS-0001-6137

ティアラ 上笠 草津市 上笠２－１２－１ サービス JS-0003-7035

SEPT ＋草津店 草津市 西渋川１－１－３　リバティーハウス４Ｆ－Ａ サービス JS-0001-6180



6 2020/9/1

［滋賀県］

加盟店名 所在地 ジャンル

aura 草津市 西大路町２－３３　ロンラピーヌビル１Ｆ サービス JS-0001-6726

まいれ整体院 草津院 草津市 西大路町２－５　Ｎビル１Ｆ サービス JS-0005-2328

ハーモニー薬局 草津店 草津市 西大路町４－３２ サービス JS-0002-1867

マリーンピア薬局 草津市 西大路町４－３２ サービス JS-0005-3316

ストレチックス 草津店 草津市 西大路町９－１３　西大路ビル２－Ｃ サービス JS-0004-3893

SEIYOSHA 草津 草津市 西大路町９－１９ サービス JS-0003-6992

ビューティラボ草津店 草津市 大路１－１１－８　ジュンビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0708

JURAKU 草津市 大路１－１２－１　星空館２Ｆ サービス JS-0004-0376

ACCOLEqualite 草津市 大路１－１４－１　伽羅コート壱番館　 サービス ZN-0003-0675

MORE ぐれいす美容室 草津市 大路１－１６－６　サクラビル２Ｆ サービス SL-2000-4761

むげん整骨院 草津 草津市 大路１－７－１ サービス JS-0004-6177

Arc － en － Ciel ～アルカンシェル 草津市 大路２－１－２７　伽羅ガーデンスクエア８１１ サービス SL-2000-0377

ハーモニー薬局 かがやき店 草津市 追分南２－１１－７ サービス JS-0002-1865

Emma 草津市 東矢倉１－３－１９ サービス JS-0001-9633

freakGRAND 草津市 南草津２－２－４　　 サービス ZN-0003-0685

SEIYOSHA 平井 草津市 平井１－１１－１ サービス JS-0003-6927

アメリカンヘアスタジオ ヒロズクラブ 草津市 片岡町２９２－２ サービス JS-0004-6120

立岡写真館 のむら店 草津市 野村２－６－３ サービス JS-0003-4270

KON’SCYCLE 草津店 草津市 野村６－３－１９　　 サービス ZN-0002-6484

hair’s Tiamo 草津市 野路１－１６－１－１０５ サービス JS-0000-1487

LUXE for hair 草津市 野路１－７－１３ サービス JS-0003-9557

Dears 南草津店 草津市 野路町４６８－１　パビヨン南草津１Ｆ　 サービス ZN-0003-0652

SEIYOSHA 南草津 草津市 野路町６８９－３ サービス JS-0003-6981

Hair Atelier Asterea 草津市 野路東５－２５－１９　ルーツ２　２Ｆ サービス JS-0001-6761

癒し処ゆるり 南草津店 草津市 矢橋町１０５－１　カーサ・ソラッツォ弐番館 サービス JS-0003-0572

if 草津市 矢橋町１１５－７　森田ビル１Ｆ サービス SL-2000-6629

ティエス調剤薬局矢橋店 草津市 矢橋町１５６５－１ サービス JS-0001-3495

有限会社 今村商店 草津市 上寺町３２７ー１　 その他 SL-2000-4996

コンタクトレンズギャラリー草津店 草津市 大路１－１２－１　星空館２Ｆ その他 SL-2001-1905

iPhone 修理＋ DotFix 草津市 野路町６８６　ＬＡＦＬＡ１Ｆ その他 SL-2000-1244

ゆずの小町石山店 大津市 粟津町１０－２　クインビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1908

頂 大津市 粟津町１０－２　クインビル６Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1926

ももじろう JR 石山駅前店 大津市 粟津町１１１４－２１　　 飲食店 ZN-0001-9900

炉ばた焼大蔵屋 大津市 粟津町１１－２　　 飲食店 ZN-0001-9921

COCHIYA 大津市 粟津町１２－３６ 飲食店 JS-0000-1481

SOLA 大津市 粟津町１７－１４　ホワイトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9928

大蔵家 総本店 大津市 粟津町１７－１６　　 飲食店 ZN-0001-9920

カメチク 石山店 大津市 粟津町１７－１８－１ 飲食店 JS-0003-5153

モツ鍋 きりん屋 石山店 大津市 粟津町１７－１９ 飲食店 JS-0004-9884

伊とう 大津市 粟津町１７－２５　サン・まりやビル２Ｆ－２ 飲食店 JS-0004-1867

じとっこ組合石山店 大津市 粟津町３－２　Ｊｒ石山駅ｎｋビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9992

Rindu BALI 大津市 粟津町５－９ 飲食店 JS-0002-1870

幸盛丸 大津市 粟津町９－１４ 飲食店 JS-0004-9929

地鶏炭焼 ばんさん 大津市 一里山３－１－１　ガーデンスクエア瀬田１Ｆ 飲食店 JS-0000-5661
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寿司 みず田 大津市 栄町１８－１８－２ 飲食店 JS-0003-8556

La Pietra 大津市 栄町２３－１　フレンドリーハウス匠石山１Ｆ 飲食店 JS-0005-4830

月影うさぎ 大津市 栄町９－２０　　 飲食店 ZN-2000-1623

Maatanto 大津市 横木１－１２－２８ 飲食店 JS-0004-6290

旬彩 和さび 大津市 月輪１－１３－１２ 飲食店 JS-0001-1726

炭火焼肉千なり 大津市 堅田１－２－３３　 飲食店 SL-2001-0083

焼肉かのや 大津市 皇子が丘２－１０－１３　西大津ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-4536

炉ばた焼大蔵屋大津京店 大津市 皇子が丘２－８－７　　 飲食店 ZN-0002-0007

馳走らくざ 大津市 皇子が丘２－８－７　　 飲食店 ZN-0002-0008

オステリアソニドーロ 大津市 皇子が丘３－３－２３　　 飲食店 ZN-0001-9975

すし 樹奈里 大津市 国分１－１６－１８ 飲食店 JS-0005-7413

Cafe Dining SYNC 大津市 今堅田２－１２－１７　ピアファイブビル１Ｆ－Ｂ 飲食店 SL-2000-6679

LUCK 大津市 今堅田２－１－５ 飲食店 JS-0001-0133

さち 大津市 今堅田２－２２－１２ 飲食店 JS-0001-4763

Banzai 大津市 今堅田２－２６－１ 飲食店 JS-0003-5953

肉のまるとみコロッケ工房 大津市 坂本３－３１－４４　　 飲食店 PK-0000-5125

酔い処 ボンタ 大津市 坂本７－１９－２ 飲食店 JS-0005-7773

トラットリア ラマンテ 大津市 桜野町１－１－６　西大津ＩＳ－２　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6531

酒菜わをん 大津市 桜野町２－５－８　ボナ－ル由建　 飲食店 PK-0000-3445

ハレルヤ 大津市 松原町１３－３９　　 飲食店 ZN-0001-9929

あじ処 乃味芳 大津市 松原町１４－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0003-3720

鯛の鯛 大津市 松原町７－１５ 飲食店 JS-0001-1201

鶏焼 わびすけ 石山駅前店 大津市 松原町７－１７　ヨドヤビルヂング１－１０１　 飲食店 ZN-2000-6017

炭火焼き鳥 祥 大津市 松原町７－１７－１ 飲食店 JS-0004-1849

串串 大津市 松原町８－３　田中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0252

大衆割烹じん 大津市 真野２－７－５０　　 飲食店 ZN-2000-4538

うなぎ料亭 山重 大津市 瀬田１－１６－１５　 飲食店 SL-2000-4355

華韓倭西 安寿 大津市 晴嵐１－１－１０ 飲食店 JS-0004-9202

SPUTNIC 大津市 晴嵐１－８－１　晴嵐ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8801

カフェ　オペラ 1 大津市 打出浜１５－１　びわ湖ホ－ル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6436

ほっとけや瀬田店 大津市 大萱１－１１－１１　萱野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9808

炭匠 とりんちゅ 大津市 大萱１－１４－１６　レンスタービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8091

チング瀬田店 大津市 大萱１－１４－５　ファーストポケットビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9956

ORION 大津市 大萱１－１４－５　ファーストポケットビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2476

Osteria Blanca 大津市 大萱１－１６－１６　ヤマヤプラザ１－Ａ 飲食店 JS-0003-6870

Zushism 大津市 大萱１－１６－２５　グランドヒル瀬田　 飲食店 ZN-0002-0001

海鮮七輪 灯 大津市 大萱１－１６－６　１Ｆ－Ｄ 飲食店 JS-0000-9116

居酒屋 きこ 大津市 大萱１－１７－２４　フロンティー松伝２　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5919

韓 DINING 瀬田駅前 らんぷ亭 大津市 大萱１－１８－３４　中川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5551

三本松 大津市 大萱１－１８－７　　 飲食店 ZN-0002-0044

焼肉ろざん瀬田店 大津市 大萱１－１９－１９　シルバーハイツ１０２　 飲食店 ZN-0001-9923

HARE BARE 大津市 大萱１－１９－１９　シルバーハイツ１０６ 飲食店 JS-0003-1463

オステリア エ バール R 大津市 大萱１－１９－１９　シルバーハイツ２０５ 飲食店 JS-0002-9981

たま屋 大津市 大萱１－１９－１９　シルバーハイツ２Ｆ 飲食店 JS-0004-2512
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えん 大津市 大萱１－３－１　　 飲食店 ZN-0001-9796

セルポワ 大津市 大萱１－４－１６ 飲食店 SL-2000-6142

肉酒場 晴覇 大津市 大萱１－４－９ 飲食店 JS-0004-4616

居酒屋 友 大津市 大萱１－６－２２　ヤマブハイツ１０７ 飲食店 JS-0003-2318

ウグイスヤ 1 大津市 大萱１－９－１０　エルミナ瀬田１０１　 飲食店 PK-0000-0705

ゴリラ DINING 大津市 大萱１－９－１０　エルミナ瀬田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9970

鉄心 大津市 大萱１－９－１０－１０２　　 飲食店 ZN-0001-9938

焼肉界家 大津市 大萱６－１－１１ 飲食店 JS-0002-0764

焼肉あきすえ 大津市 大江２－１２－１３　　 飲食店 ZN-0002-0065

ビストロ Boon 大津市 大江３－８－１２　ファンタジー瀬田１Ｆ 飲食店 JS-0003-3544

和らく屋 誠 大津市 大将軍１－１－２０　ヴィラ殿田１０３ 飲食店 JS-0000-3166

平城園 瀬田店 大津市 大将軍１－１－９ 飲食店 JS-0002-3431

ととや一 大津市 長等３－１－１４ 飲食店 JS-0000-7821

から咲 大津市 唐崎３－１９－１９ 飲食店 JS-0005-5408

trasparente 大津市 馬場１－１１－２　膳所駅前通り第１３森田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3428

中国料理 旦 大津市 馬場１－１４－１８　ア－クスビル１ＦＢ号 飲食店 SL-2000-6945

しちふく 大津市 馬場１－４－２０　ウッドハウス　１ＦＡ室　 飲食店 SL-2000-9626

串かつ居酒屋 楽 大津市 馬場１－４－２０　ウッドハウスゼゼ２Ｆ 飲食店 JS-0004-0501

GMT 紅茶専門店 大津ブティック 大津市 馬場１－４－３０ 飲食店 JS-0001-6972

花ちょうちん 大津市 馬場２－６－８ 飲食店 JS-0002-0865

とろ函膳所店 大津市 馬場２－７－８　　 飲食店 ZN-0002-2009

うなぎ串焼 たけ 大津市 梅林１－２－２３ 飲食店 JS-0004-9179

ニューくろ万 大津市 梅林１－２－２５　　 飲食店 ZN-0001-9888

Nico 大津市 梅林１－３－２５　大津駅前第１森田ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6814

石窯 RossaShioriya 大津市 梅林１－３－４　京都屋大津駅前ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0023

南山比叡平店 大津市 比叡平３－３６－１　　 飲食店 ZN-0001-9857

肉居酒屋 焼金太郎 大津市 苗鹿３－６－８ 飲食店 JS-0001-7387

金太郎 大津市 苗鹿３－６－８ 飲食店 JS-0002-0959

CREDYA 大津市 浜大津２－１－１２　プラザロイヤルビル４０３ 飲食店 JS-0004-6654

和酒ダイニングりぃぼーん 大津市 浜大津２－１－１７　一番街ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4009

鉄板 たまや 大津市 浜大津２－２－２６ 飲食店 JS-0002-9921

串揚げ蕎麦処 たむらや 大津市 浜大津２－５－８ 飲食店 JS-0000-6919

洋食リオネグロ 大津市 別保２－１－１４ 飲食店 JS-0004-2420

ももたろう石山店 大津市 別保３－２－５６　　 飲食店 ZN-2000-7409

遊心亭 てもや 大津市 本堅田４－１５－９ 飲食店 JS-0000-1161

にぎり屋本舗　和の職人 大津市 本堅田４－１８－３８　レ－クサイド佐倉１０３　 飲食店 PK-0000-6896

でらほや 大津市 本堅田５－２－１０ 飲食店 JS-0004-7665

とろ函堅田店 大津市 本堅田５－２１－４　１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1936

御肴かわせみ 大津市 末広町２－２３　　 飲食店 ZN-0002-0024

butcherbar 十八 大津市 末広町２－２５　　 飲食店 ZN-0001-9961

株式会社 Feel Auto 大津市 衣川１－１８－３０ ショッピング JS-0003-2994

今井佛壇 大津市 衣川１－３７－１３　　 ショッピング PK-0000-8396

モードマダム 大津市 一里山７－１－１　フォレオ大津一里山１Ｆ ショッピング JS-0005-8130

かたおかクリ－ニング　石山店 大津市 栄町８－２７　　 ショッピング PK-0000-7971



9 2020/9/1

［滋賀県］

加盟店名 所在地 ジャンル

東レ滋賀事業場売店 大津市 園山１－１－１　東レ内 ショッピング JS-0004-3783

ツイストモーターサービス 大津市 下阪本５－４－１５ ショッピング JS-0005-6177

BIG BASS 大津市 下阪本６－２４－２４ ショッピング JS-0003-0053

メゾンローズ 大津市 仰木の里東１－１５－１２ ショッピング JS-0003-8262

ショコラ調剤薬局 大津市 見世２－１９－２２　コ－ポイ－ボス１０１　 ショッピング PK-0000-8556

はぴねす調剤薬局 大津市 御幸町１－２８　　 ショッピング PK-0000-8943

ミント薬局 桜野町店 大津市 桜野町２－４－７　パデシオン西大津１Ｆ ショッピング JS-0005-3315

メガネのイマホリ 1 大津市 松原町１５－２０　　 ショッピング PK-0000-8231

ハーモニーライフ薬店 大津市 松原町１５－２０　１Ｆ ショッピング JS-0002-1868

小野ドライ　大津京店 大津市 松山町１－３４　　 ショッピング PK-0000-7989

ハンコ卸売センター大津店 大津市 松本２－１－７　Ｊ－ＣＵＢＥビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2552

仁々木 堅田駅店 大津市 真野１－１－７０ ショッピング JS-0003-5358

クリ－ンハウス本店 大津市 神領３－２１－６　　 ショッピング PK-0000-3377

クリ－ンハウス神領店 大津市 神領３－８－５　　 ショッピング PK-0000-3565

クリ－ンハウス　石山寺店 大津市 石山寺３－１８－１　　 ショッピング PK-0000-8062

Tip off 大津市 大江１－３－４６　 ショッピング SL-2000-2933

大津赤十字（衛材）病院売店 大津市 長等１－１－３５ ショッピング JS-0005-4141

琵琶湖サニ－薬局 大津市 鳥居川町４－１８　　 ショッピング PK-0000-8925

エスエスピ－薬局 大津市 唐崎２－１１－３　　 ショッピング PK-0000-8929

ARCDEUX 大津市 馬場１－３－８　小川ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1808

［HC］レッツ南郷株式会社井之商 大津市 平津１－２２－１４　ソシアルハイツ片岡１Ｆ ショッピング JS-0001-8553

gallery サラ 大津市 北比良１０４３－４０ ショッピング JS-0004-9651

カーメルビーチクラブ 大津市 北比良２４３ ショッピング AD-0000-0927

クリ－ンハウス膳所店 大津市 本宮２－１０－２０　　 ショッピング PK-0000-4216

キムチの玉朱 大津市 本堅田１－１８－５ ショッピング JS-0005-9023

鶏笑 大津店 大津市 木下町１８－２３　ＶＩＥＷＰＬＡＺＡ１－Ａ号 ショッピング JS-0004-6648

かすが調剤薬局 大津市 和迩中３１６－１　　 ショッピング PK-0000-8459

大津赤十字志賀病院売店 大津市 和邇中２９８ ショッピング JS-0005-4121

genie 大津市 におの浜２－１－４８　森田ビル１Ｆ サービス JS-0001-3738

jackbeans 石山店 大津市 粟津町２－４９　オプト石山１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0065

もくれん薬局 大津市 粟津町２－６５　第二久下ビル１Ｆ サービス JS-0004-1099

むげん整骨院 石山駅前 大津市 粟津町４－９ サービス JS-0004-6140

Art Hair RIDE 大津市 粟津町９－２　齋藤ビル２Ｆ サービス JS-0002-9012

コープかたた店〔エルゼ〕 大津市 衣川１－１７－１ サービス JS-0003-3756

Chou chou 大津市 一里山１－６－２９　ハイブリッジ一里山１０２ サービス JS-0001-5873

SEIYOSHA フォレオ一里山 大津市 一里山７－１－１ サービス JS-0003-6941

長谷美容室 石山店 大津市 栄町３－２ サービス JS-0004-2365

株式会社ガレージ Shine 大津市 下阪本３－７－１８ サービス JS-0004-1446

cocoon hair makeu 大津市 萱野浦２４－５０　ティアラ大津１Ｆ サービス JS-0005-6743

SEIYOSHA ZEZE 大津市 丸の内町８－２４ サービス JS-0003-6936

grates 大津市 皇子が丘２－３－１　アベニール１Ｆ サービス JS-0001-8923

SEIYOSHA 堅田 大津市 今堅田２－１９－４ サービス JS-0003-7029

HairShiny 大津市 今堅田２－２４－１　ハイツ千栄ⅡＡ－２　 サービス SL-2000-1752

Cenote 大津市 今堅田２－２６－１　ジュネス堅田Ｆ サービス JS-0002-0635
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TOCCA hair 大津市 今堅田２－４０－２５ サービス JS-0003-4075

J ネットレンタカ－ 堅田駅前店 大津市 今堅田２－４０－３６ サービス JS-0004-6551

有限会社オレンジオートサービス 大津市 際川３－３３－２５ サービス JS-0003-3545

Hair Doctor ALMA 大津市 際川４－１４－２０Ｂ サービス JS-0001-7538

ダフネ 大津市 坂本７－２８－１２ サービス JS-0001-9198

HAIR TRAN ～ CE 大津市 桜野町２－５－２８ サービス JS-0001-7543

HAIR － DEEP 大津市 山上町５－３７　シャルム皇子山１Ｆ サービス JS-0003-8448

すみれ薬局 大津市 滋賀里１－８－２９ サービス JS-0000-1216

まいれ整骨院 石山院 大津市 松原町１３－３９ サービス JS-0005-2324

ハーモニー薬局 石山店 大津市 松原町１４－１６ サービス JS-0002-1866

誠ロックサービス 大津市 松原町２０－２ サービス JS-0002-9943

しゅう整体院 大津市 松原町２－１２　　 サービス PK-0000-0934

癒し処 ほぐする 大津市 真野５－１６－２９　ジョイフル岡本 サービス JS-0003-5301

jackbeans 青山店 大津市 青山５－１３－１　プロムナード青山内　 サービス ZN-0003-0066

Relaxation Esthetic 彩 大津市 千石台７－７ サービス SL-2000-1286

SEIYOSHA Oh ！ Me 大津テラス 大津市 打出浜１４－３０ サービス JS-0004-8612

hair art EAZE 大津市 大萱１－１２－５ サービス JS-0005-7770

クリーンネット瀬田駅前 大津市 大萱１－１３－１３　深田ビル１Ｆ サービス JS-0003-3962

TAGUCHI 美 SALONGROUP 瀬田 大津市 大萱１－１５－３５　　 サービス ZN-0002-7288

アイノ－ト美容室 大津市 大萱１－１９－１９　シルバ－ハイツ２０６　 サービス SL-2000-0189

ランド瀬田 大津市 大萱１－２０－１８ サービス JS-0003-3960

SEIYOSHA 大萱 大津市 大萱６－８－８ サービス JS-0003-7037

ゆかい骨盤整骨院 大津市 大江２－１２－１１ サービス JS-0003-7103

BAMBOO ＋ 大津市 大江２－１６－９　昭栄産業ビル１Ｆ サービス JS-0001-5669

手もみ総本店 瀬田店 大津市 大江３－３－１４ サービス JS-0004-9624

Li’a 大津市 大将軍１－１－２０　ヴィラ殿田１Ｆ　 サービス ZN-0003-0676

Ami 大津市 大将軍１－１－５　　 サービス ZN-0003-0710

有限会社カヤノ自工 大津市 大将軍２－３３－１７ サービス JS-0004-1807

SEIYOSHA バロー茶が崎 大津市 茶が崎４－３ サービス JS-0003-6990

脱毛＆ネイル Pure ＠ 大津市 中央２－４－１１　２Ｆ　 サービス SL-2000-5617

wiLRew 大津市 唐崎３－１－１６　唐崎シキシマビル１－Ｂ サービス JS-0003-7532

まいれ整骨院 膳所院 大津市 馬場１－３－５ サービス JS-0005-2346

むげん整骨院 大津膳所 大津市 馬場１－７－１２ サービス JS-0004-6139

Rishell 大津市 馬場１－７－１６ サービス JS-0000-6575

＆ G hair 大津市 馬場２－６－１５　Ｔ＆Ｔ第三ビル１Ｆ サービス JS-0002-1850

膳所〔エルゼ〕 大津市 馬場２－９－３ サービス JS-0003-3961

Salondeetoile 大津市 梅林１－２－４　三上ビル２Ｆ　　 サービス ZN-0002-7283

クリーンショップおくむら 大津美崎店 大津市 美崎町５ サービス JS-0005-3342

カーズショップ サーティーズクラブ 大津市 苗鹿１－２－３１ サービス JS-0003-0431

美髪工房「あの日みた夕陽のオレンジ」 大津市 浜大津２－１－２７　日守ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-3807

クリーンマジック石山 大津市 別保３－７３６－１ サービス JS-0003-3953

lacour 大津市 北大路１－８－２７　　 サービス ZN-0003-0671

株式会社カワカツ 大津市 本宮２－８－２ サービス JS-0002-9822

ヘアスタジオ shin 大津市 本堅田１ー８ー９ サービス SL-2000-4285
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Jyo Jyo Hair 大津市 雄琴北２－３－１９　ＴＯＨＮＯマンション１０３ サービス JS-0000-2858

炭火焼肉ダイニングりょう花 大津市 粟津町１１－１２　Ｕ－ＳＴＯＮＥ２Ｆ その他 SL-2000-5871

ハートフルギフト 大津市 衣川１－２０－３０　 その他 SL-2001-0432

鷹宰心理療法所 大津市 衣川２－１９－６　 その他 SL-2000-0340

STUDIO DAIGO 大津店 大津市 御陵町５－１０　 その他 SL-2000-8711

ちとせデンキ 大津市 本堅田３－１２－３６　 その他 SL-2000-9037

焼肉ぎおん 長浜市 祇園町２１５ 飲食店 JS-0002-2961

忠太郎 長浜市 元浜町８－１２ 飲食店 JS-0001-3439

かつ源湖北庵 長浜市 湖北町八日市１０１１　 飲食店 ZN-2000-5205

黒毛和牛すきやき 梅ごこち 長浜市 山階町２６２－１ 飲食店 JS-0002-3661

石アミ焼 こうえん 長浜市 神照町１９４－３１ 飲食店 JS-0002-3655

CURRYHOUSENAGAHAMA 長浜市 曽根町１２７１－２　　 飲食店 ZN-2000-3446

湘南茅ヶ崎道長浜店 長浜市 大宮町２－２　ラピータビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4792

魚菜食房 吉太郎 長浜市 大宮町５－２０ 飲食店 JS-0000-7020

炭火焼肉 長洛 長浜市 大辰巳町３１　第１９森野ビル 飲食店 JS-0002-1999

IZAKAYA 天 長浜市 朝日町８－４ 飲食店 JS-0000-8230

長浜酒場 和来 長浜市 南呉服町９－３０　ホテルＹｅｓ長浜一番館１Ｆ 飲食店 JS-0003-7829

た藁や長浜 長浜市 南呉服町９－３０　ホテルＹｅｓ長浜一番館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6257

肉バル ITTOKU 長浜市 八幡中山町４８１－１ 飲食店 JS-0002-2221

御馳創家 長浜市 八幡中山町４９０－１ 飲食店 JS-0001-9123

てっぱんや波平 長浜市 八幡東町１９３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0027

Ruisseau 長浜市 八幡東町６２６－４　２Ｆ 飲食店 JS-0002-4737

ピッコロボスコ長浜店 長浜市 平方町７２０－１７　 飲食店 SL-2000-5517

近江牛 焼肉 神祗院 長浜市 野瀬町８７４　ＪＩＮＧＩｉＮ　Ｇａｒｄｅｎ　ｎｏｓｅ 飲食店 SL-2000-3200

カンスイエン core 長浜市 祇園町３０６ ショッピング SL-2000-7046

長浜赤十字病院売店 長浜市 宮前町１４－７ ショッピング JS-0005-3755

菓匠禄兵衛 黒壁店 長浜市 元浜町１０－２７　 ショッピング SL-2000-8428

びわ湖の幸 魚三 長浜市 元浜町１２－７ ショッピング SL-2000-9131

アンジュプラス 長浜市 元浜町１３－３９　　 ショッピング ZN-0002-4587

kii 工房 長浜市 元浜町２１－３８ ショッピング SL-2000-3643

遊膳 長浜店 長浜市 元浜町５－１４－Ａ ショッピング JS-0004-8173

夢蔵人 長浜店 長浜市 元浜町５－１５ ショッピング JS-0004-8172

ポム・ド・テール 長浜市 地福寺町１１－１２　　 ショッピング ZN-0002-3410

くるみ調剤薬局 長浜市 田町６２－１　　 ショッピング ZN-2000-0642

ファミリーショップはんがい浅井店 長浜市 内保町２５８－１　　 ショッピング ZN-2000-4072

Choshiro 長浜市 八幡中山町４７７　風の街ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-6424

たんぽぽ TAJIMAYA 長浜市 八幡東町４３０－８ ショッピング JS-0005-2345

菓匠禄兵衛 長浜バイパス店 長浜市 八幡東町７０　 ショッピング SL-2000-8429

アイフレンズ長浜楽市コンタクト 長浜市 八幡東町９－１　長浜楽市内 ショッピング JS-0001-8452

ファミリーショップはんがい長浜店 長浜市 平方町３１７－１　　 ショッピング ZN-2000-4071

菓匠禄兵衛 本店 長浜市 木之本町木之本１０８７　 ショッピング SL-2000-3569

Coco charme 長浜市 高橋町５４１－６　２Ｆ サービス JS-0002-4245

なごみや plus 長浜市 高田町６－２４ サービス JS-0004-0389

ネイルサロン BIKKY 長浜市 勝町８６７ サービス JS-0005-0087
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HARE － VARE 長浜市 小堀町４１２－１－１０ サービス JS-0004-1417

有限会社武田自動車販売 長浜市 大戌亥町７０７ サービス JS-0002-1858

トゥード・ヘア 長浜市 朝日町５－３　 サービス SL-2000-2959

BE － CHICK R 長浜市 八幡東町１７－１　ＣＯＬＯＲＦＵＬＴＯＷＮＤ館２Ｆ サービス JS-0004-3338

LUCIDOSTYLEBARRETTA 長浜市 八幡東町１９３　　 サービス ZN-0003-0667

びわこ自工有限会社 長浜市 堀部町５１４ サービス JS-0003-5206

LINK 長浜市 弥高町１７９－２ サービス JS-0001-4634

旅館 紅鮎 長浜市 湖北町尾上３１２　 その他 SL-2000-7693

365 ゴルフクラブながはま 長浜市 常喜町７ その他 JS-0002-4913

割烹 三福 東近江市 建部堺町２５８－３ 飲食店 JS-0002-6899

焼肉屋すぎもと 東近江市 尻無町１６２４－２ 飲食店 JS-0000-6445

田舎料理 西の井 東近江市 中小路町５５１－１　アートＳＨＵＮ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0133

炭火焼肉 やまもと 東近江市 東沖野３－９－３１ 飲食店 JS-0003-8713

旬菜旬魚なか村 東近江市 東沖野３－９－３１　　 飲食店 ZN-0001-4605

サヤーム エラワン 東近江市 八日市町１１ー１６　 飲食店 SL-2000-6359

近江牛処 肉バル ますざき 東近江市 八日市本町１３－１４ 飲食店 JS-0004-8709

ラ・ココット 東近江市 八日市本町４－８ 飲食店 JS-0001-6338

焼肉 万葉 東近江市 妙法寺町６９４－６ 飲食店 JS-0000-5406

フランス料理 ぎんぎん 東近江市 妙法寺町８７５－１　アーバンリバティ１Ｆ 飲食店 SL-2000-1561

肉の松山 東近江市 木村町５０ 飲食店 JS-0004-5103

Ivrogne 越 東近江市 林町２７ 飲食店 JS-0002-8113

梅の里 東近江市 林町５４－８ 飲食店 JS-0004-3816

渡月 東近江市 林田町１２６４－１　　 飲食店 ZN-0001-9936

〔HC〕株式会社前田谿澗堂 東近江市 五個荘小幡町８０１ ショッピング JS-0005-4162

A・V ヒサダ 東近江市 高木町１１９ ショッピング JS-0005-0577

FIELDGOLF 東近江市 上平木町１９７７ ショッピング JS-0002-3779

リサイクルマートエコパーク八日市店 東近江市 八日市浜野町３－１　ショッピングプラザアピア１Ｆ ショッピング JS-0005-5836

［HC］S テックしんわ 東近江市 八日市本町２－９ ショッピング JS-0001-8849

めがね工房テラダ 東近江市 八日市本町３－１４ ショッピング SL-2001-0481

お肉処ちかえ 東近江市 八日市緑町９－２７　八日市ショッピングセンター協同組合内　 ショッピング ZN-0002-6663

カワシマ園芸 東近江市 林田町１４８０－１　 ショッピング SL-2000-2526

Gato 東近江市 垣見町１５４７　ドレメテナント２Ｆ　 サービス ZN-2000-2308

ハーモニー薬局 能登川店 東近江市 垣見町１５９８－２ サービス JS-0002-1864

FAMILYHAIRSALONMilk 東近江市 蒲生堂町５４３ サービス JS-0002-9502

OASYA tatebe 東近江市 建部日吉町４０８ サービス AD-0001-0019

（株）中原安全硝子 東近江市 建部日吉町６３６－１ サービス JS-0006-0041

ヤマモトモトレス 東近江市 五個荘石馬寺町２９９－１ サービス JS-0002-1801

OSAYA YOKAICHI 【オサヤ ヨウカイチ】 東近江市 芝原町７６６－４ サービス AD-0001-0017

ecco fleur 東近江市 昭和町１０４０－１　　 サービス ZN-0003-0635

カワバタオート 東近江市 上羽田町１１４０－２ サービス JS-0004-0616

CaRat 東近江市 東今崎町７－３３　　 サービス PK-0000-2294

TIRO 東近江市 八日市金屋１－２－１ サービス JS-0003-3476

HEARTYHAIRHEAVEN 東近江市 八日市上之町２－７　ウイング八日市１０４　 サービス ZN-0003-0688

CROSS hair × scalp 東近江市 八日市上之町８－３６ サービス JS-0005-5260
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よつば整体院 東近江市 八日市東本町５－１３　　 サービス PK-0000-0576

エコーヘアアンドデザイン 東近江市 妙法寺町８３３　　 サービス ZN-0002-7284

（株）オートショップくる松 東近江市 野口町９６１－１ サービス JS-0004-6779

SEIYOSHA フレスコ能登川 東近江市 林町１３７ サービス JS-0003-6942

居酒屋 ippeichan 彦根市 旭町６－２２　田中ビル１０１　　 飲食店 ZN-0001-9895

彦根酒場 半三 彦根市 旭町６－２２　田中ビル１０３ 飲食店 JS-0005-2780

焼肉 さつま 彦根市 駅東町８－１０ 飲食店 JS-0005-4588

沙斗羅 彦根市 河原２－２－３４　 飲食店 SL-2000-6178

中国料理 招禄 彦根市 河原２－２－６ 飲食店 JS-0001-1976

口福いど屋 彦根市 河原３－１－２８　　 飲食店 ZN-0001-9999

近江食堂 彦根市 後三条町１２６－１５　　 飲食店 ZN-0002-0058

博多串焼 くしまろ 彦根市 小泉町１０６－９ 飲食店 JS-0005-0125

もつ鍋 ひなた家 彦根市 長曽根南町４３５　ＡＣＴビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0392

くつろぎ DINING 風花 彦根市 肥田町１０１０－１ 飲食店 JS-0003-6917

le vacabon 彦根市 平田町２５６　Ｎａｓｕ２　１Ｆ 飲食店 SL-2000-8285

わいん食堂ぶどうや 彦根市 平田町５８－３　　 飲食店 ZN-2000-4685

清水屋 彦根市 平田町７１１－１ 飲食店 JS-0004-5937

海鮮まぐろ 彦根市 本町１－１１－１７－１　四番町スクエア内疋田ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-4507

千乃房 彦根市 本町１－１１－２５ 飲食店 JS-0001-8213

Girasole 彦根市 本町１－１２－４　横塚ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1580

ELSOL 彦根市 本町２－１－１５　 飲食店 SL-2000-1231

SUN － BURGER ＆ HIKONE 彦根市 立花町３－３　　 飲食店 PK-0000-5843

彦根かいえ薬局 彦根市 開出今町１５２４－４　　 ショッピング PK-0000-4291

せり薬局 彦根市 後三条町６４５　　 ショッピング PK-0000-4459

おかしの三口屋 彦根市 高宮町１３２０－８　 ショッピング SL-2000-9765

アイフレンズ彦根コンタクト 彦根市 佐和町１１－３０　アイシービル２Ｆ ショッピング JS-0001-8451

メガネ 21 彦根店 彦根市 松原町１８４９－１２ ショッピング JS-0004-0700

COLOR LABEL 彦根市 新海浜２－１１－４　 ショッピング SL-2000-2410

TEXAS CLOTHING 彦根市 西沼波町１６８－２ ショッピング JS-0004-4435

セプドール 彦根市 大藪町１３－６　エンゼルプラザビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2002

The Good Luck Store 彦根市 中央町２－３０ ショッピング JS-0000-9162

侍サイクル 彦根市 中央町４－４１　 ショッピング SL-2000-3204

のぞみ薬局東沼波店 彦根市 東沼波町１０１８　　 ショッピング PK-0000-6205

［HC］株式会社レッツ 彦根市 日夏町３７２９－４５ ショッピング JS-0001-8110

有限会社横畑電器 彦根市 平田町６７５－１３ ショッピング JS-0005-1033

Ashura Shop 彦根市 平田町８６３　清栄ビル１Ｆ－Ｂ ショッピング JS-0001-0781

RASK Gem 彦根市 本町１－１１－１７　１Ｆ ショッピング JS-0004-0897

三中井 彦根市 本町１－６－２８　　 ショッピング ZN-0003-1537

ブブ＆プライベ－トジャズ 彦根市 京町３－５－３７ サービス JS-0004-3784

ポジティブ・スーパースター 彦根市 犬方町８５５－９　 サービス SL-2001-0667

Ferreira 彦根市 戸賀町１３１－２ サービス JS-0003-2553

Amina 彦根市 戸賀町１３１－２　　 サービス ZN-2000-7023

BE － CHICK P 彦根市 後三条町３２６－６　プレジデンスＭＩ・ＧＵ・ＲＩ サービス JS-0004-3416

MaNa 彦根市 高宮町１２２１－１　グリ－ンメゾン１Ｆ　 サービス PK-0000-0577



14 2020/9/1

［滋賀県］

加盟店名 所在地 ジャンル

からだの修理屋さん 彦根市 高宮町１３９３－５ サービス JS-0005-0239

シャルム・コンフォート 彦根市 高宮町１５４３－２３ サービス JS-0002-0221

南彦根どうぶつ病院 彦根市 山之脇町５２－５ サービス JS-0003-0851

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ビル２Ｆ サービス JS-0002-9406

Keizo ＋ 彦根市 上稲葉町１６１－６ サービス JS-0001-0764

ila mokuren 彦根市 池州町４－１５ サービス SL-2000-8284

ヘアメイク アスク 彦根市 長曽根南町４３５　ＡＣＴビル２Ｆ サービス JS-0003-9403

l’Aube 彦根市 長曽根南町５１９－４ サービス JS-0001-8579

株式会社アイエーシーインターナショナル 彦根市 南川瀬町４０１－１ サービス JS-0001-4923

BE － CHICK H 彦根市 日夏町１８６０－４１ サービス JS-0004-3417

オルターイゴヘアテラス 彦根市 日夏町８２２ー７ サービス SL-2000-0278

HAIR SALON Vie Riche 彦根市 平田町６９１－２ サービス JS-0002-8670

SALON MAKO 彦根市 平田町９３６ サービス JS-0004-1452

アル・ピュール 彦根市 平田町９６７－５ サービス JS-0002-0222

Ranfwa ＊～ Tiara ～ 彦根市 本町１－９－２４　２Ｂ　　 サービス ZN-2000-4842

スマートクール カインズホーム彦根店 彦根市 馬場２－１－１　 その他 SL-2000-1184

伊吹ハム 米原市 上野８６－３　 ショッピング SL-2000-9357

GRANDIR surfstyle 米原市 朝妻筑摩１８７１－２ ショッピング JS-0005-5518

暮らしの衣料マツオカ 近江店 米原市 箕浦３６６ ショッピング JS-0002-6836

J ネットレンタカー滋賀米原店 米原市 下多良１－４５ サービス JS-0001-7834

aromatico 野洲市 市三宅七ノ井２５３６－１　 飲食店 SL-2000-6145

FUNEYA 野州駅前店 野洲市 小篠原２１１１ 飲食店 JS-0002-7269

すみあん 野洲市 北野１－１２－１７ 飲食店 JS-0003-8401

鳥男 野洲市 北野１－１２－１８ 飲食店 JS-0001-7233

わえん 野洲市 北野１－１２－３１　ドリームビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0847

居酒屋 こてつ 野洲市 北野１－９－２０　クリスタルビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5987

あなぼこ 野洲市 北野１－９－２０　クリスタルビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-1194

菓志工房 うすなが 野洲市 乙窪４７８－１３ ショッピング JS-0003-2081

カーバイキングイオンタウン野洲店 野洲市 乙窪長繰４８０－１　　 ショッピング ZN-2000-2606

トレジャーハンターイオンタウン野洲店 野洲市 乙窪長繰４８０－１　　 ショッピング ZN-2000-6112

糀屋　吉右衛門 野洲市 三上１０３９　　 ショッピング PK-0000-8575

ゴルフキッズデイスターモール 野洲店 野洲市 市三宅１０１３　デイスターモール内 ショッピング JS-0000-5112

DENDEN 野洲 野洲市 市三宅９４７－１ ショッピング JS-0004-8453

野洲病院売店 野洲市 小篠原１０９４ ショッピング JS-0005-4133

［HC］レッツ野洲 野洲市 野洲９４１－３ ショッピング JS-0001-8520

中主ス－パ－ 野洲市 六条３８９　　 ショッピング PK-0000-8383

PeaceNEWSTYLEC 野洲市 安治３７９－１　　 サービス PK-0000-6147

スタジオフジ 野洲市 久野部１３８－７　２Ｆ サービス JS-0002-4566

SEIYOSHA キリン堂野州 野洲市 久野部１４９－１ サービス JS-0003-7033

あき整体院 野洲市 行畑２－１－２５　　 サービス PK-0000-0246

ニコニコレンタカー 野洲小南店 野洲市 小南３６６８－１ サービス JS-0003-3443

株式会社岡野自動車 野洲市 小南３６６８－１ サービス JS-0003-3444

テクニカルサービス デント滋賀 野洲市 西河原２１９５－３ サービス JS-0005-8561


