
※12月1日時点のデータとなります。

店舗名 店舗郵便番号 店舗住所

株式会社ウカイモータース 5203242 滋賀県湖南市市菩提寺３６８

グラススタジオ ステラーG. 5220073 滋賀県彦根市旭町２－３

江湖庵 5230864 滋賀県近江八幡市為心町元７

有限会社 源 5220024 滋賀県彦根市正法寺町６８９－８

a table 5200248 滋賀県大津市仰木の里東６－３－４

(有)今津食肉 5201621 滋賀県高島市今津町今津２３１－１

Quickplus株式会社ヤマモト 5201501 滋賀県高島市新旭町旭１０３４

立入ふとん店 5203233 滋賀県湖南市柑子袋７９５ー１

株式会社ノア・コーポレーション 5240065 滋賀県守山市山賀町７２－２

atelier fine彫金教室 5250052 滋賀県草津市西矢倉三丁目６－１２－１３

有限会社 三矢デンキ 5201121 滋賀県高島市勝野１３２２－３

有限会社西野電化ストアー 5200855 滋賀県大津市栄町２３－１９

株式会社エイカー 5250044 滋賀県草津市岡本町２２８－１

株式会社ジェームス 5200044 滋賀県大津市京町１－１－２２

株式会社福谷電器 5202352 滋賀県野洲市冨波乙７２０番地４１

有限会社 的場たたみ店 5210314 滋賀県米原市春照８５３－２

敷島住宅株式会社 5200821 滋賀県大津市湖城が丘６－１５

(株)藤原陶芸用品店 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１３３２－３

有限会社 清寿家 5230892 滋賀県近江八幡市出町２１２－３

Mステージ 5202416 滋賀県野洲市堤１５６３－１

有限会社ムッシュリュウマ 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１７６－６

DSJ滋賀草津校 5250034 滋賀県草津市草津４－８－２４

tomarigi 5203013 滋賀県栗東市目川８９３－５

株式会社ケイファイブ 5240052 滋賀県守山市大門町１０８－３

カネマン陶器株式会社 5291804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨１６１２

ろーぐす水口店 5280058 滋賀県甲賀市水口町北泉１丁目４１番地

株式会社上原フォートスタジオ 5240022 滋賀県守山市守山３－１２－２

A la maison 5203105 滋賀県湖南市石部西１丁目８－３７

株式会社小西自動車 5203113 滋賀県湖南市石部北１－１－１７

伊藤製畳株式会社 5201112 滋賀県高島市永田４３２－１

株式会社ウエダ 5291841 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮７７３－４

コタニ陶器株式会社 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１２４８－１

弘中美容有限会社 5250028 滋賀県草津市上笠４丁目３２－８－１

ソーシャルサービス 5200106 滋賀県大津市唐崎一丁目１９－７

株式会社ヤススポーツ 5202331 滋賀県野洲市小篠原１１６１番地１

有限会社山田電気 5202341 滋賀県野洲市行畑１丁目１番１１号

有限会社ティーズコンタクトレンズ 5280035 滋賀県甲賀市水口町名坂７８１－１佐藤眼科

有限会社こだわり卵 5203201 滋賀県湖南市下田４１７３－１１

jack beans 石山店 5200832 滋賀県大津市粟津町２－４９オプト石山１Ｆ

株式会社 常喜家 5210242 滋賀県米原市長岡１１８０－３

Relite 5250050 滋賀県草津市南草津２－１－７ラクーンビル１Ｆ

有限会社茶城藤田園 5291841 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮５４０－１

守山ガス株式会社 5240021 滋賀県守山市吉身４－７－９

株式会社ゼニス 5240016 滋賀県守山市荒見町３４２－３

有限会社木戸脇輪工商会 5240022 滋賀県守山市守山６－１１－３１

有限会社 写真・おおの 5210016 滋賀県米原市下多良二丁目１０１番地

水口製餡株式会社 5280014 滋賀県甲賀市水口町鹿深１－１５

園田商事株式会社 5203251 滋賀県湖南市朝国２０５番地

ソーシャルサービス販売用 5200106 滋賀県大津市唐崎一丁目１９番７号

株式会社タイヤ館草津 5250059 滋賀県草津市野路六丁目１７－５

有限会社二ツ屋 5200514 滋賀県大津市木戸１７５ー４

うさぎ調剤薬局 5200832 滋賀県大津市粟津町１７－２１－２

うさぎ調剤薬局浜大津店 5200047 滋賀県大津市浜大津３丁目２－１

うさぎ調剤薬局南草津店 5250050 滋賀県草津市南草津２丁目４－３

株式会社ケイセイ社 5200043 滋賀県大津市中央４－３－１８

株式会社マイカー近江 5240012 滋賀県守山市播磨田町７５０－２

株式会社山中建設 5202276 滋賀県大津市里１－３－１５

株式会社ヤスオカ 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野４５９番地６

有限会社藤戸工務店 5201621 滋賀県高島市今津町今津６６６－１

有限会社タナカトレーディング 5240201 滋賀県野洲市吉川３３０１－３９

滋賀エムケイ株式会社 5200861 滋賀県大津市石山寺４丁目２－２７

遊心亭てもや 5200242 滋賀県大津市本堅田４丁目１５－９　フレンデ・リーオ１Ｆ

神田 PA 上り gengedou 5260825 滋賀県長浜市布勢町字上内三行１１５０　神田パーキングエリア（上り線）　神田パーキングエリア（上り線）

有限会社梅田電器 5240022 滋賀県守山市守山６丁目１７－２７

朝日自動車鈑金工業所 5210226 滋賀県米原市朝日１６３６

ゼニス 5210035 滋賀県米原市醒井６６６－２

ゼニス お墓の引っ越し 5210035 滋賀県米原市醒井６６６－２

丁子屋製菓 5210035 滋賀県米原市醒井３９２

AVA Beauty Space 彦根店 5220007 滋賀県彦根市古沢町２５５－１　イオンタウン彦根店　本体棟１Ｆ　イオンタウン彦根店　本体棟１Ｆ

Kapua 長浜店 5260015 滋賀県長浜市神照町４００－７　ＴＨＲＥＥ　ＳＩＤＥ２１　ＫＡＭＩＴＥＲＵ　ＰＡＲＫ　Ａ号棟　ＴＨＲＥＥ　ＳＩＤＥ２１　ＫＡＭＩＴＥＲＵ　ＰＡＲＫ　Ａ号棟

天衣無縫 5200043 滋賀県大津市中央３丁目１－３１

有限会社ヘアーサロンホラグチ 5250027 滋賀県草津市野村６－３－２２

有限会社大和自動車 5200102 滋賀県大津市苗鹿１丁目２－２３

有限会社若林自転車商会膳所店 5200802 滋賀県大津市馬場二丁目３－６

TCARS 5210004 滋賀県米原市磯２３３５－１

リコヘアー 5250059 滋賀県草津市野路９－１－２９　アフロディーテ２ー１０１

朧月運転代行社 5200804 滋賀県大津市本宮１丁目１番１号　三幸本宮ビル２階

有限会社宮川燃料 5240022 滋賀県守山市守山１丁目８番３号

淡海酢有限会社 5201121 滋賀県高島市勝野１４０３

RASK Gem 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１１－１７－１

有限会社奥村自動車工業所 5202343 滋賀県野洲市大畑１８番７号

株式会社紀乃安金物店 5240046 滋賀県守山市今宿１丁目９－９

たねや 美濠の舎 5220064 滋賀県彦根市本町１－２－３３

クラブハリエ 美濠の舎 5220064 滋賀県彦根市本町１－２－３３

株式会社スポーツショップキムラ本店 5211114 滋賀県彦根市彦富町９１３－１

有限会社安原エンジンサービス 5201217 滋賀県高島市安曇川町田中７６

愛知川新聞販売店 5291314 滋賀県愛知郡愛荘町中宿１０８

近江八幡東店 5230004 滋賀県近江八幡市西生来町１０７０

庵 5270134 滋賀県東近江市平松町４８９

STAHLSHOP 5200533 滋賀県大津市朝日１－１５－１５

塚本楽器 近江八幡店 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 愛知川店 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 調律・メンテナンス近江八幡店 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 調律・メンテナンス愛知川店 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 中古ピアノ愛知川店 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 中古ピアノ近江八幡店 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 スタジオレンタル愛知川店 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 イオン近江八幡教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 平和堂八幡アルプラ教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 安土老蘇教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 安土幼稚園前教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 平和堂アピア教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 長峰教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 百済寺教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 能登川丸善教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 愛知川センター教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 平和堂アモール教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 イオンタウン彦根教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 稲枝みづほ保育園教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 彦根本庄教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 イオンタウン湖南教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６



塚本楽器 日野教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 アルプラザ栗東教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 平和堂守山教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 祇王明照保育園教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 平和堂甲西中央教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 平和堂石部教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 平和堂水口教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 フレンドマート甲南教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 湖南下田教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 信楽教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

塚本楽器 山科ももの木学園教室 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１４５－６

辻新聞店 5291531 滋賀県東近江市市子川原町９９７－４

バイクモール草津 5250058 滋賀県草津市野路東５－１６－２７

有限会社リバーフィールド 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町０

山喜商店 5200046 滋賀県大津市長等２－７－３

想ofhair 5250059 滋賀県草津市野路１－１６－１３　アメニティ南草津Ｖ１０５－２

小川酒店 5200047 滋賀県大津市浜大津２丁目１番３１号

有限会社川瀬 彦根中央店 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１－２９

Raskgem 5220064 滋賀県彦根市本町一丁目１１－１７－１

ピザ・リトルパーティー守山店 5240021 滋賀県守山市吉身６丁目４－２

ピザ・リトルパーティー瀬田店 5202153 滋賀県大津市一里山４丁目２５－２５

ピザ・リトルパーティー彦根店 5220052 滋賀県彦根市長曽根南町４６８－２

ピザ・リトルパーティー長浜店 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町４７９

アトム電器彦根日夏店 5220047 滋賀県彦根市日夏町２７７０－４１

JField 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町２９５

dresshair 5220222 滋賀県彦根市南川瀬町１６５１－５

ドッピオヘアー 5220027 滋賀県彦根市東沼波町４５１－１

有限会社スミレ写真舘 5200832 滋賀県大津市粟津町５ー１０

お漬物処 たなか 長浜店 5260059 滋賀県長浜市元浜町９－１２

木之本新聞販売店 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本１０５９－１

植田タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

薫タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

花谷タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

醍醐タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

平田タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

西川タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

木村TAXI 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

脇TAXI 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

新井タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

いしやまタクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

松村タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

荒堀タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

大西タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

吉澤タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

伊藤タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

高尾タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

瀬田川タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

寺田タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

堀内タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

岡川タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

仲真タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

坂田タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

杉本タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

寺田(岩)タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

松本TAXI 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

木村タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

片岡タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

南郷タクシー 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

滋賀県個人タクシー協同組合 5200012 滋賀県大津市鏡が浜６番２８号

まいどおおきに食堂栗東小柿食堂 デリバリー 5203024 滋賀県栗東市小柿３－６４－２

Hair Haiyu SPA 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目１６－１　アパホテル２Ｆ

有限会社クルマヤ 5211215 滋賀県東近江市佐生町１６０番地

W/OPERSONALTRAININGGYM 5200802 滋賀県大津市馬場１丁目７－１２　ＴＯＫＩＭＥＫＩビル２階

福祉タクシーあい瀬田 5202141 滋賀県大津市大江４丁目２２－１５

株式会社長命寺タクシー 5230804 滋賀県近江八幡市島町１５５５

雪月花 彦根 デリバリー 5220042 滋賀県彦根市戸賀町９３－１

近江牛乃老舗 藤井 5220063 滋賀県彦根市中央町２－２５

栗田スポーツ 5220063 滋賀県彦根市中央町２－１９

大洋厨房株式会社 5200812 滋賀県大津市木下町１８－８

有限会社カーテラスたつみ 5260015 滋賀県長浜市神照町８９８

有限会社ガレージライフ 5280007 滋賀県甲賀市水口町新城１１－４

バイクモール草津 二 5250058 滋賀県草津市野路東５丁目１６－２７

有限会社木村農芸 5203312 滋賀県甲賀市甲南町磯尾３４５

プラージュ近江八幡店 5230894 滋賀県近江八幡市中村町１番地　山添ビル１Ｆ

プラージュ水口店 5280033 滋賀県甲賀市水口町綾野３－５８

プラージュ今津店 5201621 滋賀県高島市今津町今津１６８８　今津ショッピングセンターリプル内

mimosa 5203252 滋賀県湖南市岩根３３５５－１１

hair Lucia 5250059 滋賀県草津市野路６丁目８－２８　ＭＮＫ２　２Ｆ

株式会社新月 5200861 滋賀県大津市石山寺１－３－３

ベイシア彦根店 5220069 滋賀県彦根市馬場２－１－１

鉄板串焼わえん野洲店 5202361 滋賀県野洲市北野１－１２－３１　ドリームビル１Ｆ

株式会社ベルオート 5201604 滋賀県高島市今津町浜分２７－１

料理茶屋杉 5203322 滋賀県甲賀市甲南町深川１６５５

ムックの店 5220038 滋賀県彦根市西沼波町１６８－２

居酒屋からし 5201631 滋賀県高島市今津町名小路２ー７ー１　アーバンス名小路ビル１０１

シェリー 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川５８

Relic 5240045 滋賀県守山市金森町５６－５

マルワ漢方 5250032 滋賀県草津市大路１丁目８－２５　エムビル１Ｆ

福将ランチタイム 5240102 滋賀県守山市水保町１１６９－２

河村サイクル 5200242 滋賀県大津市本堅田５－１９－１１

酒蔵ひのや 5291156 滋賀県彦根市清崎町２４１－１５

株式会社レイクビー 5210016 滋賀県米原市下多良２－１３７　文化産業交流会館４階

K-HOUSE 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１１番１７－３

カワサキオート商会 5291156 滋賀県彦根市清崎町１４８６－４

株式会社雄琴自工 5200101 滋賀県大津市雄琴２－８－６

有限会社ウィナー 5203042 滋賀県栗東市辻３０７ー２

中古農機具専門店トップ 5240201 滋賀県野洲市吉川２７４６ー２

長浜酒場 和来 5260058 滋賀県長浜市南呉服町９番３０号

セレクトショップリアルA 5250059 滋賀県草津市野路１－１０－１８　アメニティ南草津７１階

たうち衣料品店 5250047 滋賀県草津市追分１ー７ー１

株式会社鮮魚卸山本 5200046 滋賀県大津市長等２ー４ー１８

siesta 5220043 滋賀県彦根市小泉町６９１－１

有限会社モンレーブ 5240041 滋賀県守山市勝部１－４－１１

有限会社シブヤオートモビル 5250016 滋賀県草津市北大萱町５５１ー２

北田電器株式会社 5240037 滋賀県守山市梅田町９－５

彦根タクシー 5220086 滋賀県彦根市後三条町２５１

武田観光株式会社 5250028 滋賀県草津市上笠２丁目６番１６号

たらいち邸 5201831 滋賀県高島市マキノ町上開田１４５－１

文五郎窯 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１０８７番地

太田書店 5220088 滋賀県彦根市銀座町６－６

Otsukaauto 5291155 滋賀県彦根市賀田山町３８４

中古農機具専門店トップ 二 5240201 滋賀県野洲市吉川２７４６ー２　ハートフルエルフ

ムラカミ整骨院 5202153 滋賀県大津市一里山１－１１－１１　フローレンス



ファースト代行 5220045 滋賀県彦根市宇尾町６０１

Bar Francais 和 5250059 滋賀県草津市野路五丁目７番１５号２Ｆ

本格炭火焼き鳥 AGNI 5200832 滋賀県大津市粟津町９－２４

琵琶湖タクシー 5200801 滋賀県大津市におの浜４－６－２８

誠心堂整骨院 5240036 滋賀県守山市伊勢町４５１－１３４

誠心堂薬局 5240036 滋賀県守山市伊勢町４５１－１３４

ゴザイヤ 5220341 滋賀県犬上郡多賀町多賀７０７

NobudeN 株式会社ウエカワ 5211125 滋賀県彦根市稲枝町２７０－２

旭ネットワークス 5202141 滋賀県大津市大江５丁目２４－１６

ホテルボストンプラザ草津フロン 5250037 滋賀県草津市西大路町１－２８

nailscoco 5250048 滋賀県草津市追分南５丁目１５－３７

有限会社赤堀新聞舗 5210012 滋賀県米原市米原６１１

大継時計電気店 5203107 滋賀県湖南市石部東２丁目５番５０号

AUTOFACTORYHATTA自動車 5230083 滋賀県近江八幡市小船木町７６１－１

NAKAKI 5230015 滋賀県近江八幡市上田町２７７－１

株式会社カーショップオクムラ 5270047 滋賀県東近江市野村町５２０－１

居酒屋 庵 5270134 滋賀県東近江市平松町４９８

吉田農機株式会社 5280233 滋賀県甲賀市土山町市場４５３－４

LesVinsLibres 5200038 滋賀県大津市山上町２－５

コロナカメラ 5220088 滋賀県彦根市銀座町２－２９

アンジーヘアー 5200802 滋賀県大津市馬場

カットハウス KITAMURA 5260043 滋賀県長浜市大戌亥町７９０－１９

キノシタ薬局 5200832 滋賀県大津市粟津町１７ー１１

理容まつば 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町５－２５

旅館うをよし 5290364 滋賀県長浜市湖北町尾上２８７－１

山川電機株式会社栗東営業所 5203043 滋賀県栗東市林４１７－４

山川電機株式会社 長浜 5260803 滋賀県長浜市西上坂町２０４－１

山川電機株式会社 彦根 5220038 滋賀県彦根市西沼波町２５０

トレーディングクラブブ 5291804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨１４２７－１

株式会社リバティ彦根店 5220038 滋賀県彦根市西沼波町２９－２

文具のヤマモト株式会社 5220041 滋賀県彦根市平田町６７３－７

株式会社佐倉燃料 5200242 滋賀県大津市本堅田１－２４－１３

アガタ電子株式会社 5250034 滋賀県草津市草津４丁目８番２４号

有限会社シブヤオートモビル 5250016 滋賀県草津市北大萱町５５３－６

お好み焼はここやねん八日市店 5270021 滋賀県東近江市八日市東浜町４－１

高木新聞店 5270031 滋賀県東近江市幸町２－２６

ヘアーアンドビューティーギブリ 5220047 滋賀県彦根市日夏町１７７６－４０

アルティス株式会社 5220081 滋賀県彦根市京町１－３－１５

こじま花店 5270029 滋賀県東近江市八日市町１１－１９

辻定商店 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本　１１０６

サイクルショップイロハ 5203234 滋賀県湖南市中央二丁目２

hair attic 5203235 滋賀県湖南市平松北１－４６

長浜タクシー 5260033 滋賀県長浜市平方町３１８

焼き鳥 野球小僧 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町２－２

居酒屋楽ーらくー 5200802 滋賀県大津市馬場１－４－２０　ウッドハウスゼゼ２Ｆ

サンドラッグ東近江店 5270039 滋賀県東近江市青葉町３－１－２

キムチの玉朱 5200242 滋賀県大津市本堅田１－１８－５

安田理容 5270074 滋賀県東近江市市辺町２３８４－３

有限会社 橋本燃料 5201621 滋賀県高島市今津町今津２３０

村田米穀株式会社 5270014 滋賀県東近江市西中野町５－８

BIG BASS 5200105 滋賀県大津市下阪本６－２４－２４

ぷちショップ志賀店 5200514 滋賀県大津市木戸１７５－４

HOT STAFF 5280235 滋賀県甲賀市土山町大野５２７－２

有限会社中嶋商会 5270125 滋賀県東近江市小田苅町６８２－３

還元陶板浴虎杖伝説の里ふじと 5201621 滋賀県高島市今津町今津６６６－１

ビューティマスミ 5200043 滋賀県大津市中央一丁目４－１８

PublicHouseUluru 5250061 滋賀県草津市北山田町３２６７－４　ストロベリーファクトリー

調剤薬局ツルハドラッグ大津石山店 5200867 滋賀県大津市大平２－１－５

ZERO 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９　アクア２１ー３階

ZEROワン 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９　アクア２１ー３階

TWINKLE STAR 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９　アクア２１ー３階

ZERO草津エイスクエア店 5250025 滋賀県草津市西渋川１－２３－１　エイスクエアＳＡＲＡ東館２階

MORINOCOFFEE 5291601 滋賀県蒲生郡日野町松尾５－１３－２

伊とう 5200832 滋賀県大津市粟津町１７－２５－２階　サンまり也ビル

出前寿司にぎり忠次郎瀬田店 5202153 滋賀県大津市一里山２－１４－２１

株式会社KEEPER 5250066 滋賀県草津市矢橋町１５６０－３

有限会社スミレ写真館 5200832 滋賀県大津市粟津町５－１０

株式会社丸九製陶所 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野７７０

ぷるす調剤薬局 5220054 滋賀県彦根市西今町４１９－１

有限会社大浜モータークリニック 5220201 滋賀県彦根市高宮町１２０－４

中華上上 5240022 滋賀県守山市守山６－１２－１３

Les Vis Libres 5200038 滋賀県大津市山上町２ー５

彩華 5203234 滋賀県湖南市中央５－６７　ウエストビル１Ｆ

ブルーメの丘 5291628 滋賀県蒲生郡日野町西大路８４３

株式会社大津二橋商店 5200813 滋賀県大津市丸の内町８－３３

有限会社木村自動車 5291421 滋賀県東近江市五個荘竜田町４３５－２

日本ガス工業株式会社滋賀営業所 5230044 滋賀県近江八幡市篠原町１ー１１ー２

有限会社 西村設備 5291223 滋賀県愛知郡愛荘町島川１１０５番地

メガネのハヤミ平田店 5220041 滋賀県彦根市平田町５７８

竹村商事株式会社 5203045 滋賀県栗東市高野２００番地１

有限会社  千茂登 5260056 滋賀県長浜市朝日町３ー１

メガネのハヤミ八日市店 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町１６－１４

有限会社守山新聞センター 5240045 滋賀県守山市金森町５１２－２

鉄板焼やまと 5220041 滋賀県彦根市平田町４２１Ｎａｓｕビル別棟

アール 5203031 滋賀県栗東市綣６－９－１０コナンコーポ栗東

有限会社守山新聞センター本店 5240021 滋賀県守山市吉身二丁目４－１３

パーソナルジムGROW 5250050 滋賀県草津市南草津１丁目１－５アーバンホテル南草津テナント２号室１Ｆ

酒処   庵 5270134 滋賀県東近江市平松町４９８番地

とりあん瀬田店 5202145 滋賀県大津市大将軍１－２－１

R'sHAPPYBAKECAFE 5200861 滋賀県大津市石山寺１丁目３－１１

とりあん大津京店 5200024 滋賀県大津市松山町６－２７

とりあん栗東店 5203026 滋賀県栗東市下鈎９２７－１

池本モータース 5203041 滋賀県栗東市出庭４４１ー１

仕出し割烹忠真 5200104 滋賀県大津市比叡辻１－１３－６

ベストリテール株式会社 5211241 滋賀県東近江市乙女浜町１６７－１

Saneli 5200241 滋賀県大津市今堅田２丁目１３－２５

REBROTH 5202144 滋賀県大津市大萱１－１－９

株式会社オギキチ 5230075 滋賀県近江八幡市野村町２１５－２

西音商店 5220201 滋賀県彦根市高宮町２２０９

かくれがDiningいただき 5211221 滋賀県東近江市垣見町１５３９

ごはん屋南草津店 5250058 滋賀県草津市野路東３－９－３８

ごはん屋瀬田店 5202153 滋賀県大津市一里山１－８－３０

ベーカリーニコパン 5200046 滋賀県大津市長等２－３－４２平幸ビル１Ｆ

くいしん坊 5240037 滋賀県守山市梅田町１０－２

奥野農機 5280053 滋賀県甲賀市水口町宇田６－１１

布引焼窯元 5270042 滋賀県東近江市外町４６６

株式会社 花のオカダ 5202422 滋賀県野洲市比留田７０２

株式会社ヒコハン本店 5220068 滋賀県彦根市城町１－４－１２

株式会社 岡野自動車 5202301 滋賀県野洲市小南３６６８－１

株式会社ほり 5211111 滋賀県彦根市稲里町１６３２

有限会社 オフィスアズ 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川７７４－４

BoulangerieBECK 5240102 滋賀県守山市水保町１２５５－５７

Filum 5270034 滋賀県東近江市沖野５丁目１６４８－１



株式会社北井工務店 5200047 滋賀県大津市浜大津３丁目４－１５

タカツ酒店 5250027 滋賀県草津市野村１丁目１８－２

株式会社H&A 5203301 滋賀県甲賀市甲南町寺庄２６２ー４０

板原鍼灸整骨院 5200045 滋賀県大津市札の辻３－２４

株式会社  中 半 5250066 滋賀県草津市矢橋町１４１０

たぬき処忍にん 5280212 滋賀県甲賀市土山町南土山字尾巻甲１１２４－７４

琵琶湖汽船株式会社 5200047 滋賀県大津市浜大津５ー１ー１

ブーケ 5200046 滋賀県大津市長等２－９－３

ヘアーサロンやすむら 5211235 滋賀県東近江市伊庭町２３３１

あたか飯店 5200047 滋賀県大津市浜大津４－７－８

株式会社司興産 タイヤガーデン長浜 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町３６５番地

株式会社司興産 タイヤガーデン守山 5240042 滋賀県守山市焔魔堂町２３１－１

(株)三井寺力餅本家 5200047 滋賀県大津市浜大津２－１－３０

株式会社川地工務店 minto 5220052 滋賀県彦根市長曽根南町４６８－５

MIHO MUSEUM 5291814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷３００Ｂ

MIHO MUSEUM 5291814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷３００Ｃ

MIHO MUSEUM 5291814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷３００Ｅ

北近江リゾート 北近江食堂 5290205 滋賀県長浜市高月町唐川８９－Ｂ

北近江リゾート パン工房Tim 5290205 滋賀県長浜市高月町唐川８９－Ｃ

北近江リゾート ぺこぱ 5290205 滋賀県長浜市高月町唐川８９－Ｄ

北近江観光株式会社 5290205 滋賀県長浜市高月町唐川１０５－６

滋賀ヤサカ自動車株式会社 本社営業所 5200821 滋賀県大津市湖城が丘６－１１

滋賀ヤサカ自動車株式会社 草津営業所 5250071 滋賀県草津市南笠東１－１－５５

ジーユー草津店 5250051 滋賀県草津市木川町６５

ツルハドラッグ湖南岩根店 5203252 滋賀県湖南市岩根字徳行４５８０

JINS 彦根店 5220069 滋賀県彦根市馬場２－１－１

ジーユー　イオン近江八幡店 5230898 滋賀県近江八幡市鷹飼町１９０－９　イオン近江八幡　２Ｆ

ジーユー　イオンタウン彦根店 5220007 滋賀県彦根市古沢町字沢町２５５－１

ジーユー　ピエリ守山店 5240101 滋賀県守山市今浜町２６２０－２　ピエリ守山２Ｆ

セブン-イレブン滋賀今津駅前店 5201632 滋賀県高島郡今津町桜町２ー３ー５

セブン-イレブン近江草津バイパス店 5250055 滋賀県草津市野路町字仮又２０３８ー１

ジーユー　イオンモール草津店 5250067 滋賀県草津市新浜町３００イオンモール草津２階

甲賀水口食堂 5280057 甲賀市水口町北脇字中切１３８１－１

ユニクロ フォレオ大津一里山店 5202153 滋賀県大津市一里山７丁目１－１

ユニクロ イオンモール草津店 5250067 滋賀県草津市新浜町３００

トイザらス彦根店 5220043 滋賀県彦根市小泉町３１－１ビバシティ内

モダンミール草津店 5250026 滋賀県草津市渋川１－２－２６ザ・草津タワー１Ｆ

有限会社 信和オート 5291804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨１９８８－５

滋賀タクシー 5203301 滋賀県甲賀市甲南町寺庄３９５－２

竹本平四郎商店 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本１５９７

桜タクシー 5250066 滋賀県草津市矢橋町２１－５

帝産タクシー滋賀 5250042 滋賀県草津市山寺町１９２－１

ドラッグユタカ 安土店 5211311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦字十七４７０５－１

ドラッグユタカ 水口暁店 5280012 滋賀県甲賀市水口町暁５１３３番

ドラッグユタカ 甲西中央店 5203235 滋賀県湖南市平松北１丁目３番地

ドラッグユタカ 木之本店 5290426 滋賀県長浜市木之本町黒田１０７５－１

ドラッグユタカ 長浜八幡中山店 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町字上居屋町５０３番

ドラッグユタカ 西大津店 5200024 滋賀県大津市松山町９番１５号

ドラッグユタカ 彦根南店 5220055 滋賀県彦根市野瀬町字新海１５４番地１

ドラッグユタカ 西草津店 5250028 滋賀県草津市上笠２丁目３３番１２号

ドラッグユタカ 日野店 5291601 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾字畑ヶ田９４８番１０

ドラッグユタカ 近江八幡店 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２００－９

ドラッグユタカ 竜王店 5202552 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口１６６４番地１

ドラッグユタカ 近江店 5210073 滋賀県米原市箕浦３６６番３

ドラッグユタカ 日夏店 5220047 滋賀県彦根市日夏町３６９６番

ドラッグユタカ 八日市店 5270013 滋賀県東近江市東中野町３１４

ドラッグユタカ 大津市民病院前店 5200803 滋賀県大津市竜が丘１－３

ドラッグユタカ ひえい辻店 5200105 滋賀県大津市下阪本６－１６－１６

ドラッグユタカ 長浜店 5260033 滋賀県長浜市平方町３７５－４

ドラッグユタカ 瀬田店 5202141 滋賀県大津市大江２丁目３４－１４

ドラッグユタカ 安曇川店 5201212 滋賀県高島市安曇川町西万木４２９

ドラッグユタカ 能登川店 5211224 滋賀県東近江市林町２３６番地

ユタカ調剤薬局 守山II 5240045 滋賀県守山市金森町字赤塚９６３番地

ユニクロ イオンタウン彦根店 5220022 滋賀県彦根市里根町２４

ファミリーマート大津膳所駅前 5200802 滋賀県大津市馬場３丁目１－１

セブン-イレブン大津阪本店 5200104 滋賀県大津市比叡辻１丁目１５－１１

セブン-イレブン滋賀新旭店 5201532 滋賀県高島市新旭町熊野本字上土立１４３番１

セブン-イレブン滋賀高月店 5290241 滋賀県長浜市高月町高月９１７番

ユニクロ イオン近江八幡店 5230898 滋賀県近江八幡市鷹飼町１９０－９

滋賀や 5240022 滋賀県守山市守山１丁目２－５

ユニクロ 大津真野店 5200232 滋賀県大津市真野５丁目３５番１６号

ファミリーマート大津大萱 5202144 滋賀県大津市大萱４丁目４番２０号

ファミリーマート貴生川駅前 5280049 滋賀県甲賀市水口町貴生川２丁目１番

ファミリーマート近江八幡駅前 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１４９５

ファミリーマート近江八幡六枚橋 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１４４番１

ファミリーマート南草津駅西口 5250050 滋賀県草津市南草津２丁目１番１号

ファミリーマート安曇川西万木 5201212 滋賀県高島市安曇川町西万木

豊丸水産 南草津駅前店 5250059 滋賀県草津市野路１－１４－４６　フクイビル　２Ｆ・３Ｆ

豊丸水産 石山駅前店 5200832 滋賀県大津市粟津町１０－２　クインビル　２・３Ｆ

ユニクロ 長浜風の街店 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町５２６

J.Field 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町２９５番地

ユニクロ 草津エイスクエア店 5250025 滋賀県草津市西渋川１丁目１８番５１号１０３号

COCHIYA 5200832 滋賀県大津市粟津町１２ー３６

つるやゴルフ 彦根店 5220006 滋賀県彦根市佐和山町１５０－１

株式会社キャムズ 5203223 滋賀県湖南市夏見１２３４

nailandrelaxationAn 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町２７５－１

有限会社滋賀自動車センター 5260831 滋賀県長浜市宮司町１１２１－５

らーめん世界 長浜店 5260015 滋賀県長浜市神照町四反田４７－４

日東電工株式会社滋賀事業所社員食堂 5250042 滋賀県草津市山寺町６１－７

有限会社ファンロック 5200807 滋賀県大津市松本１－４－１

合資会社魚和 5240022 滋賀県守山市守山１－１４－１１

ユニクロ 近江八幡店 5230896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北３－２－８

株式会社三峰環境サービス 5203221 滋賀県湖南市三雲３６－２

LUXE for hair 5250059 滋賀県草津市野路１－７－１３

HairMakeHASE守山店 5240022 滋賀県守山市守山１－４－１４

ichi整体院 5200026 滋賀県大津市桜野町１丁目１９－１１清心舎１号室

セレクトショップ リアル 5250059 滋賀県草津市野路１－１０－１８アメニティ南草津７－１Ｆ

株式会社いづみカメラ 5202153 滋賀県大津市一里山４－２５－２５イノマビル２Ｆ

株式会社KMC 滋賀店 5210022 滋賀県米原市樋口２０５－５

フジトコウム店のカラダがよろこぶ大判焼店 5201621 滋賀県高島市今津町今津６６６－１

株式会社井上博夫商店 5200046 滋賀県大津市長等２－９－５

山善寝具株式会社 5200855 滋賀県大津市栄町２０－１４

株式会社滋賀レンタ・リース彦根営業所 5220023 滋賀県彦根市原町１３６－１１

株式会社滋賀レンタ・リース大津営業所 5200052 滋賀県大津市朝日が丘１丁目２５－５

株式会社滋賀レンタ・リース本社 5203221 滋賀県湖南市三雲２７１－２

ろーぐす本店 5203234 滋賀県湖南市中央１丁目２番地

ビジネスホテルシェル 5230011 滋賀県近江八幡市友定町４９４－１

有限会社のーふ 5291812 滋賀県甲賀市信楽町神山２０７７

エクボスタジオ 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５５５－１

メガネのハヤミ ビバシティ店 5220044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－２　ＶＩＶＡＣＩＴＹ１Ｆ

StyleFree 5200004 滋賀県大津市見世２丁目２－４０

治療院癒香 5200813 滋賀県大津市丸の内町２－２３

メナードフェイシャルサロンAppreciate 5260041 滋賀県長浜市四ツ塚町１９６



洋菓子工房チィーフル 5250059 滋賀県草津市野路６丁目１１－１１　スチューデントＨＩＲＯＳＥ　Ａ－１

CHIT CHAT CIRCUS 5260803 滋賀県長浜市西上坂町３４７－１

株式会社湖南オートセンター 5203041 滋賀県栗東市出庭９４６番地

キタダレコード 5240022 滋賀県守山市守山１丁目６－５

有限会社 北川自動車工業 5260018 滋賀県長浜市森町３７０－１

あとり 5250032 滋賀県草津市大路２－３－１

ビューティークライム美容室 5260045 滋賀県長浜市寺田町２６３

ダンカン 5200021 滋賀県大津市二本松１－１

サンドラッグ愛知川店 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川５８

たねや 八日市の杜 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町３８－１５

守山玻璃絵館 5240021 滋賀県守山市吉身３－１９－１５

たねや 近江八幡店 5230894 滋賀県近江八幡市中村町２２－１３

クラブハリエ 日牟禮館 5230828 滋賀県近江八幡市宮内町２４６

ジュブリルタン パンショップ 5220002 滋賀県彦根市松原町１４３５－８３

タジマヤ 5260059 滋賀県長浜市元浜町７－３４

株式会社ビジネスセンター太陽堂 5240022 滋賀県守山市守山１丁目２－２－１０１

RiLOU 5260059 滋賀県長浜市元浜町１９－１８

株式会社小山仁商店 5260059 滋賀県長浜市元浜町１３－３７

カーサポートミヤゲン株式会社 5290112 滋賀県長浜市宮部町１２６４－７

株式会社スポーツショップキムラ草津店 5250032 滋賀県草津市大路２丁目８－１４　ジョイ６番館

tetra 5260053 滋賀県長浜市宮前町１０－５

株式会社オオハシテント 5260831 滋賀県長浜市宮司町弁才天９０２－１

近江懐石清元 5200101 滋賀県大津市雄琴６－１－３５

サンドラッグ雄琴店 5200101 滋賀県大津市雄琴４－５－６

株式会社カーメンテナンス小林 5230033 滋賀県近江八幡市日吉野町４２４

苔生宿 5200812 滋賀県大津市木下町１７－１９

株式会社カークリニック長谷 5210321 滋賀県米原市高番９４０－１

松新家具仏壇店 5200242 滋賀県大津市本堅田５－９－１５

楽楽 5203031 滋賀県栗東市綣４－９－３０

株式会社さいとう 5200242 滋賀県大津市本堅田２－７－４３

学生衣料おくむら 5250034 滋賀県草津市草津３－７－１５

サンドラッグ大津美崎店 5200841 滋賀県大津市美崎町２－２５

ユニクロ BRANCH 大津京店 5200021 滋賀県大津市二本松１番１号

和布工房 古布恋 5200106 滋賀県大津市唐崎１－２０－３４

有限会社 石本時計店 5200046 滋賀県大津市長等２－１－２０

東洋整体療術院 5200043 滋賀県大津市中央１－８－９

サンドラッグ茶が崎店 5200023 滋賀県大津市茶が崎４－３

家庭料理こころ 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町１１８９－１Ｆ

アミティ京町本店 5200044 滋賀県大津市京町１－２－２１

ミルコ 5200105 滋賀県大津市下阪本３－１２－１８

花音とうじつ 5200855 滋賀県大津市栄町１－１４

東実グリーン株式会社 5200855 滋賀県大津市栄町１－１４

はなまるうどん 5202141 滋賀県大津市一里山７－１－１

有限会社くるまや工場 5202153 滋賀県大津市一里山２－１６－２

でんや石山駅前店 5200832 滋賀県大津市粟津町４－１１

サンドラッグ大津店 5200801 滋賀県大津市におの浜４－７－６

AUTO BODY YOSHI 5250066 滋賀県草津市矢橋町１８１８－３

有限会社オートショップモリ 5250066 滋賀県草津市矢橋町１６２－１

眼鏡十屋 5250055 滋賀県草津市野路町６５９－１

ドラッグユタカ 南草津2店 5250055 滋賀県草津市野路町６５９－１

蔵門 デリバリー 5250059 滋賀県草津市野路１－１５－５

占い処セラピ 5250059 滋賀県草津市野路１－１５－５

ヨシダ書店 5220081 滋賀県彦根市京町３丁目３番２１号

お好み焼はここやねん草津店 5250033 滋賀県草津市東草津１－１－５５

ファミリーマート高木浜一丁目 5201813 滋賀県高島市マキノ町高木浜１－９－２

トイザらス・ベビーザらス草津店 5250067 滋賀県草津市新浜町３００　イオンモール草津２Ｆ

有限会社今村商店 5250004 滋賀県草津市上寺町３２７－１

ホテル21 5250031 滋賀県草津市若竹町７－１０

カットハウスムラキ 5250014 滋賀県草津市駒井沢町７０－４

マルサ呉服店 5240037 滋賀県守山市梅田町３－６

ファミリーマート守山梅田町 5240037 滋賀県守山市梅田町１０－３

はやしサイクル 5250034 滋賀県草津市草津二丁目６－１２

お好み焼きくいしん坊 5240037 滋賀県守山市梅田町１０－２－１０１

イマイラジオ 5240103 滋賀県守山市洲本町１３５１－３

CARSHOP HRK 5240103 滋賀県守山市洲本町１３４０－３

ナギサクラブ 5200802 滋賀県大津市馬場１－４－３０スペースＶＡＮＶＡ１－１０５

ナギサクラブ 5200046 滋賀県大津市長等２－１０－５

ナカジマメガネ宝飾時計店 5200026 滋賀県大津市桜野町２丁目５－１８

トータルファッションモリヤス 5291213 滋賀県愛知郡愛荘町沖２２２-６

つるやゴルフ 栗東店 5203024 栗東市小柿３－４－４５

トータルビューティパーチェ 5240044 滋賀県守山市古高町３９１－３

teto 5240036 滋賀県守山市伊勢町６１５－１

ウメノコヤ 5201203 滋賀県高島市安曇川町南古賀８４３－１２

タイヤセレクト土山 5280231 滋賀県甲賀市土山町頓宮２７６－３

花屋かずろう王国 5280027 滋賀県甲賀市水口町城内８－１５

お好み焼はここやねん水口店 5280033 滋賀県甲賀市水口町綾野３－５３

信楽いまい 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野８９７

共栄サービス株式会社 5291812 滋賀県甲賀市信楽町神山２３３３－３

有限会社タマオキ 5203433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場４２５－１

有限会社エムズ 5203247 滋賀県湖南市菩提寺東１丁目２番３号

谷忠スポーツ 5203105 滋賀県湖南市石部西１丁目３－２３

株式会社あいプロ 滋賀・湖南店 5203252 滋賀県湖南市岩根４５８０

ユニクロ イオンタウン湖南店 5203252 滋賀県湖南市岩根４５８０

西谷書店 5203201 滋賀県湖南市下田１５１７－１

Rs STORE 5203025 滋賀県栗東市中沢２－４－６

リットーメガネ 5203024 滋賀県栗東市小柿７－１－７

カーテックオクムラ 5291661 滋賀県蒲生郡日野町安部居２－３

加納モータース 5203011 滋賀県栗東市下戸山９５４

おかしの三口屋 5220201 滋賀県彦根市高宮町１３２０－８

オートパートナー山本 5270143 滋賀県東近江市百済寺本町１４２０

エブリィー整骨院 5240013 滋賀県守山市下之郷１－３－５０

ガレージコリンズ 5203011 滋賀県栗東市下戸山１０９４－４

RICO HAIR 5250059 滋賀県草津市野路９－１－２９　アフロディーテ２　１０１

Osteria Blanca 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目１６－１６　ヤマヤプラザ１－Ａ

Hair Make SKUNK 5230894 滋賀県近江八幡市中村町３－７

GARAGEARCS 5230084 滋賀県近江八幡市船木町１７３２－１

長門産業有限会社 5230016 滋賀県近江八幡市千僧供町１８６

たにぐち米穀 5230887 滋賀県近江八幡市西元町６６

NecoLife 5230083 滋賀県近江八幡市小船木町１０９

hito+ 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２０１－４

日牟禮乃舎 5230828 滋賀県近江八幡市宮内町３

日牟禮茶屋 5230828 滋賀県近江八幡市宮内町３

hair dr TSURUSAKI 5230856 滋賀県近江八幡市音羽町１２３－８

富士家パン 5291603 滋賀県蒲生郡日野町大窪７３６

Bigあーちゃん 5250054 滋賀県草津市東矢倉３－３５－５９

ヘアーサロンノムラ 5202342 滋賀県野洲市野洲９４１－３

有限会社レッツ野洲 5202342 滋賀県野洲市野洲９４１－３

ＣＡＫＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ｍａｍａｇｏｃｏｒｏ 5202332 滋賀県野洲市妙光寺２９０

来来亭野洲店 5202332 滋賀県野洲市妙光寺２９０

滋賀県希望が丘文化公園　ＦＡ・ＧＧ受付 5202321 滋賀県野洲市北桜９７８　滋賀県希望が丘文化公園スポーツ会館

滋賀県希望が丘文化公園　スポーツ会館 5202321 滋賀県野洲市北桜９７８　滋賀県希望が丘文化公園スポーツ会館

ササ薬局　野洲店 5202331 滋賀県野洲市小篠原１２６６

遊心亭てもや 5200242 滋賀県大津市本堅田４－１５－１１



衣料の店　ナカムラ 5211123 滋賀県彦根市肥田町９９６－２

有限会社リバーフィールド 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町６１７　ＪＲ近江八幡駅南口

ＴＯＹＳ　ＳＰＯＴ　ＰＡＬＯベイシア彦根 5220069 滋賀県彦根市馬場２－１－１ベイシア１Ｆ

モーリーファンタジーベイシア彦根店 5220069 滋賀県彦根市馬場２－１－１ベイシア１Ｆ

ピザ・リトルパーティー　彦根店 5220052 滋賀県彦根市長曽根南町笹塚４６８－２

ビバシティ彦根店 5220044 滋賀県彦根市竹ケ鼻町４３－１

ヨシハラクリーニングビバシティ店 5220044 滋賀県彦根市竹ケ鼻町４３－１

有限会社　清寿家 5230892 滋賀県近江八幡市出町２１２－３

株式会社丸善　彦根店 5220043 滋賀県彦根市小泉町７０１

ヨシハラクリーニングマルゼン彦根店 5220043 滋賀県彦根市小泉町７０１

１３ＧＲＩＮＤ 5220043 滋賀県彦根市小泉町６９１－１

昭和食堂　彦根店 5220201 滋賀県彦根市高宮町１３２０－６

雄飛左官店 5220201 滋賀県彦根市高宮町１３２０－６

ＢＡＲ　Ｌｏｕｎｇｅ　莉音 5220073 滋賀県彦根市旭町９－６

あまからや将月 5220064 滋賀県彦根市旭町９－６

佐乃屋精肉店 5270012 滋賀県東近江市八日市本町７－８

パンカフェＫＯＫＯＮ江近 5270012 滋賀県東近江市八日市本町７－８

八幡靴　大津堅田店 5200232 滋賀県大津市真野２ー１ー２４ビスポークテーラーＧＵＹ

浜の家 5270012 滋賀県東近江市八日市本町４－８

ここやねん八日市店 5270021 滋賀県東近江市八日市東浜町４－１

麦笑ぼうし 5240041 滋賀県守山市勝部１丁目１５－２３　シャリエ守山勝部　１０１

株式会社こじま花店 5270029 滋賀県東近江市八日市町１１－１９

カラオケ多喜恩 5211223 滋賀県東近江市猪子町２９１

イシス 5211223 滋賀県東近江市猪子町２９１

辻定商店 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本１１２６

有限会社速水商会 5270063 滋賀県東近江市大森町１９８４－１

八代自動車工場 5270031 滋賀県東近江市幸町１－１６

河長部品商会 5270031 滋賀県東近江市幸町１－１６

五個荘整骨院 5291431 滋賀県東近江市五個荘山本町５２２－２

ｎｏ　ｗｉｓｅ 5291551 滋賀県東近江市宮川町６６７－９７

ｅｍｍｙｓ 5291551 滋賀県東近江市宮川町６６７－９７

是的菜館 5230894 滋賀県近江八幡市中村町２１－６

山路酒店 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本９９０

瀬田アニマルクリニック 5202141 滋賀県大津市大江４－７－４

（株）かすたねっと　湖北営業所 5260063 滋賀県長浜市末広町２４０－１７

ＴＫＭ　ｄｅｓｉｇｎ 5260063 滋賀県長浜市末広町２４０－１７

喜久屋書店　草津店 5250067 滋賀県草津市新浜町３００　イオンモール草津２Ｆ

ｎｉｃｏｔｔｏ 5260032 滋賀県長浜市南高田町９－２１

パン工房ポムドテール 5260036 滋賀県長浜市地福寺町１１－１２

アイズ 5260054 滋賀県長浜市大宮町３－３

株式会社中山スポーツ 5200863 滋賀県大津市千町１－２５－２５

Ｈｉ　Ｌｉｆｅ 5290702 滋賀県長浜市西浅井町祝山６４２

株式会社Ｂａｒｒａｎｃａ 5290702 滋賀県長浜市西浅井町祝山６４２

チットチャットサーカス 5260803 滋賀県長浜市西上坂町３４７－１

ヨシハラクリーニングイオン長浜店 5260847 滋賀県長浜市山階町２７１－１

イオン長浜 5260847 滋賀県長浜市山階町２７１－１

焼肉だいにんぐ　和ＳＡＢＩ 5260847 滋賀県長浜市山階町２６２－１

しゃぶしゃぶＤｉｎｉｎｇ梅ごこち 5260847 滋賀県長浜市山階町２６２－１

北近江の湯 5290205 滋賀県長浜市高月町唐川８９

ｆｏｒｅｔ 5290205 滋賀県長浜市高月町唐川８９

まつだや 5290241 滋賀県長浜市高月町高月１１７４

フレンドマートグリーンヒル青山店 5202101 滋賀県大津市青山５丁目１３－３５

ベアーズサイクル 5200003 滋賀県大津市あかね町１３－５０

はまだ整骨院 5200003 滋賀県大津市あかね町１３－１２

シカゴデリータ大津店　 5200822 滋賀県大津市秋葉台９－３

未来珈琲 5200533 滋賀県大津市朝日１－１５－９

ＪＱＶｉｌｌａ大津 5200052 滋賀県大津市朝日が丘１－９－３８

工房ＩＭＵＲＡ 5200114 滋賀県大津市穴太２－１６－２１

高山商会 5290341 滋賀県長浜市湖北町速水１８－１

アトリエ喫茶ボンジュール 5200832 滋賀県大津市粟津町５－８　２Ｆ

リバーウエスト 5200832 滋賀県大津市６－６　ＹＫビル２Ｆ

シバヤマタイヤ 5200832 滋賀県大津市粟津町１３－６３

ｊａｃｋ　ｂｅａｎｓ　石山店 5200832 滋賀県大津市粟津町２－４９　オプト石山１Ｆ

旬菜　華いち 5200832 滋賀県大津市粟津町２－５５　３Ｆ

とり駒　石山駅前店 5200832 滋賀県大津市粟津町５－８　堀内ビル１階

幸盛丸 5200832 滋賀県大津市粟津町９－１４

安田音楽制作事務所　アンネの音楽教室 5200832 滋賀県大津市粟津町１３－１８　平野ビル４階

ｃｒｏｉｓｅｒ 5200832 滋賀県大津市粟津町７－１４　２Ｆ

ＩＺＵＭＩＡＵＴＯ 5200361 滋賀県大津市伊香立途中町５１０－３

吉富豆腐（大津店） 5200827 滋賀県大津市池の里６－１

カーリーハート　メナード　フェイシャルサロン 5200827 滋賀県大津市池の里２５－２４

古書クロックワーク 5200805 滋賀県大津市石場８－６

（有）サンシャイン住設社 5200861 滋賀県大津市石山寺２丁目２３－１５

山由依子 5200861 滋賀県大津市石山寺３－１０－２０

アイビー化粧品 5202153 滋賀県大津市一里山４－１５－１５　阪源ビル１Ｆ

ＨＯＮＤＡ　Ｂ-ＳＨＯＰ滋賀 5202153 滋賀県大津市一里山１丁目８－３４

ＴｈｅＧｒｅｅｎＴａｒａフォレオ大津一里山店 5202153 滋賀県大津市一里山７丁目１番１号　フォレオ大津一里山１Ｆ

ペッツケンゾー本店 5202153 滋賀県大津市一里山２－２－１

サロンＲＩＣＯ 5202153 滋賀県大津市一里山３－１－１　ガ－デンスクエア瀬田２０６

ヘアーサロンラブ 5202153 滋賀県大津市一里山１丁目１８－１４

株式会社大垣書店　フォレオ大津一里山店＆ｃａｆｅ 5202153 滋賀県大津市一里山７－１－１　フォレオ大津一里山　１Ｆ

　パソコン工房　大津店 5202153 滋賀県大津市一里山７－１－１　フォレオ大津一里山内１１４０

総合造園北川 5202153 滋賀県大津市一里山３丁目２５－１４

Ｃｅｎｏｔｅ 5200241 滋賀県大津市今堅田２丁目２６－１　ジュネス堅田

Ｒ　ｃａｆｅ　ａｔ　Ｍａｒｉｎａ 5200241 滋賀県大津市今堅田１－２－２０　レ－クウエストヨットクラブ２Ｆ

近江鳥真　堅田店 5200241 滋賀県大津市今堅田二丁目１５－１８　ＤＡＩＮＡＫ　Ｖ　１Ｆ

ＣＯＺＡＲＡ 5200241 滋賀県大津市今堅田２－２６－１　ジュネス堅田１Ｆ

ｈａｉｒ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 5200241 滋賀県大津市今堅田１－７－７５

ＢＡＲ　ＲＩＧ 5200241 滋賀県大津市今堅田２丁目２６－１　ジュネス堅田１Ｆ

ゲームプラザ元気３０２ 5200241 滋賀県大津市今堅田２丁目４０－２５

有限会社カーショップソーユー 5200241 滋賀県大津市今堅田２－１９－１

酒処鉄板　花ゆき 5200241 滋賀県大津市今堅田２丁目２４－１７　１Ｆ

沖縄三線　和於屋 5200241 滋賀県大津市今堅田２－２４－６

ｅ-デンキサービス 5200241 滋賀県大津市今堅田２丁目３６－２０

司法書士青木脩平事務所 5200241 滋賀県大津市今堅田２丁目３６－２　今堅田ビル２階

コーヒーハウスショコラ 5200806 滋賀県大津市打出浜１５－４

昌栄建築事務所 5200806 滋賀県大津市打出浜６－１１

Ｌｅａｔｈｅｒｗｏｒｋｓ　Ｌｅｘ 5260059 滋賀県長浜市元浜町２２－３２

蔵志　ＫＵＲＡＳＨＩ 5200051 滋賀県大津市梅林１－３－４

Ｔｉｏｌｌ 5200025 滋賀県大津市皇子が丘２－８－１

カットスペースさち 5200025 滋賀県大津市皇子が丘１－１４－３５

喫茶・お食事きべ 5200025 滋賀県大津市皇子が丘２丁目９－１９

ＪＥＵＧＩＡミュージックセンター大津京（大津店） 5200025 滋賀県大津市皇子が丘３－１１－１　イオンスタイル大津京４Ｆ

ｙｏｇａ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｋｏｉｋｉ 5200025 滋賀県大津市皇子が丘３丁目１２－３２中川ビル３階

ｇｒａｔｅｓ 5200025 滋賀県大津市皇子が丘２丁目３－１

そば処　めんぼう 5200025 滋賀県大津市皇子が丘２－１０－１３　大津ビル１０２

株式会社ローズライフ 5200025 滋賀県大津市皇子が丘１丁目１－３０

ドラゴンマーズ 5202264 滋賀県大津市大石東３－１０－１８

大東燃料店 5202264 滋賀県大津市大石東２－２－３

渡辺モータース 5202264 滋賀県大津市大石東６－８－１

ホワイト急便瀬田店 5202141 滋賀県大津市大江１丁目２－１

ＭＡＲＩＫＵ 5202141 滋賀県大津市大江３丁目３番１２号

手もみ総本店　瀬田店 5202141 滋賀県大津市大江３丁目３－１４



ｍｅｌｉｓｓａ 5202141 滋賀県大津市大江１丁目３－４７

Ｔｉｐｏｆｆ 5202141 滋賀県大津市大江１丁目３－４６

はな薬局 5202141 滋賀県大津市大江３丁目５番２５号

ＴＡＧＵＣＨＩ　美　ＳＡＬＯＮ　ＧＬＯＵＰ　瀬田店 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目１５－３５

ｋｉｃｈｅｎ　ｋｏｋｏｒｏ 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目９－１０　松一ビル１Ｆ

居酒屋呑んき 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目１４－５　ファ－ストポケットビル１Ｆ

スマイルホテル大津瀬田 5202144 滋賀県大津市大萱１－１３－１１

ビューティクエスト 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目５－６

ｈａｉｒ　ａｒｔ　ＥＡＺＥ 5202144 滋賀県大津市大萱１２－５

吉村牛乳店 5202144 滋賀県大津市大萱３丁目２－１６

山元自動車鈑金塗装 5202144 滋賀県大津市大萱５丁目９－１５

有限会社小林自動車商会 5202144 滋賀県大津市大萱七丁目１２番１３号

松伝サイクル 5202144 滋賀県大津市大萱１－１７－２４

肉料理凡楽 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目１６－６　１０５

浜亭 5202144 滋賀県大津市大萱七丁目８番２０号

居酒屋きこ 5202144 滋賀県大津市大萱１－１７－２７

カーヴィング美容室 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目１７－２０

炭火焼肉界家 5202144 滋賀県大津市大萱６－１－１１

Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｂｌａｎｃａ 5202144 滋賀県大津市大萱１－１６－１６　ヤマヤプラザ１－Ａ

マウンテン瀬田 5202144 滋賀県大津市大萱１－１４－１５

ウグイスヤ 5202144 滋賀県大津市大萱一丁目９－１０　エルミナ瀬田ビル１０１

ＲＥＢＲＯＴＨ 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目１－９

ＢＡＲ　ＳＴＯＮＥ’Ｓ 5202144 滋賀県大津市大萱１－６－２２－１０８

居酒屋友 5202144 滋賀県大津市大萱１－６－２２

ＣａｎＢｕｌｌ 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目１４－１８－ダックスビル－２Ｆ

Ｔａｃｔｏ 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目２－５－１Ｆ

酒肴のぼきよ 5202144 滋賀県大津市大萱１丁目１６－１６　ヤマヤプラザ５階

スカイオート 5200247 滋賀県大津市仰木４－１２－４７

村松石材 5200062 滋賀県大津市大谷町２７－７

サロンド・シャイン 5200867 滋賀県大津市大平１丁目３－１４

大津建材センター 5200867 滋賀県大津市大平１丁目３－２０

ｐｕｓｈｋａｒ 5200101 滋賀県大津市雄琴５丁目１５－２６

ＰＬＵＳ　ＣＹＣＬＥＳ 5200101 滋賀県大津市雄琴６丁目３－２３

ＢＡＨＯ 5200101 滋賀県大津市雄琴１－１６－１８

びわこ緑水亭 5200101 滋賀県大津市雄琴６丁目１番６号

どんぐり 5200101 滋賀県大津市雄琴一丁目２－７

日欧貿易サービス 5200101 滋賀県大津市雄琴４－６－７

株式会社バスボートジャパン 5200101 滋賀県大津市雄琴４丁目１－５

キャッツボートクラブ 5200101 滋賀県大津市雄琴五丁目１６７０番地の１

株式カイシャフルカワガス 5200101 滋賀県大津市雄琴１－１５－２４

スギムラガイドサービス 5200525 滋賀県大津市小野３１２－１２　ウエストマリ－ナオリ－ブ内

Ｗｉｌｌ＿Ｇケーズデンキ西大津 5200012 滋賀県大津市鏡が浜１１番１号　ケ－ズデンキ西大津店　１Ｆ

ｔｉｒｏｉｒ 5202143 滋賀県大津市萱野浦１４－１

鳥のとりまき 5202143 滋賀県大津市萱野浦２４－５０　ティアラ大津１Ｆ

クッキー専門店Ｎｏｃｅｌｌｏ 5202143 滋賀県大津市萱野浦１７－２

ヘアーサロンＬＵＣＥ 5200106 滋賀県大津市唐崎１丁目３０－４

三浦ペットショップ 5200106 滋賀県大津市唐崎３丁目２番１０号

アゲイン 5200106 滋賀県大津市唐崎３－１－１０

居酒屋さく 5200106 滋賀県大津市唐崎３－１－３４

馳走　柚子 5200106 滋賀県大津市唐崎３丁目１－１６

Ｆｉｆｉ＆Ｖｉｄａｌ 5200106 滋賀県大津市唐崎１－１－７０

金沢屋　大津店 5200851 滋賀県大津市唐橋町１８－８

山喜食品有限会社 5200501 滋賀県大津市北小松１２８３

松水 5200501 滋賀県大津市北小松９９６－２

オーベルジュメゾン 5200503 滋賀県大津市北比良１０３９番地の４５

理容ワタナベ 5200514 滋賀県大津市木戸７８７

ハートフルギフト 5200244 滋賀県大津市衣川１－２０－３０

株式会社Ｆｅｅｌ　Ａｕｔｏ 5200244 滋賀県大津市衣川１丁目１８番３０号

ラクーン堅田店 5200244 滋賀県大津市衣川１丁目１２－１６

デントビワレーク 5200244 滋賀県大津市衣川１－３８－２１

ＧＡＲＡＧＥ　ＳＴＭ 5200244 滋賀県大津市衣川１丁目２０－７

ペッツケンゾー膳所店 5200812 滋賀県大津市木下町５－２５　アメニティ膳所１Ｆ

鶏笑大津店 5200812 滋賀県大津市木下町１８－２３

黒壁オルゴール館 5260059 滋賀県長浜市元浜町１２－３８

株式会社　近畿ブラザー 5200044 滋賀県大津市京町１丁目２番１４号

初音屋楽器株式会社 5200044 滋賀県大津市京町２丁目３－９

エルミナゲイト京町 5200044 滋賀県大津市京町２丁目３－１４　エルミナゲイト京町

黒壁ガラス館 5260059 滋賀県長浜市元浜町１２－３８

竹村設備工業所 5202279 滋賀県大津市黒津２丁目２０番３号

車体工房 5202279 滋賀県大津市黒津５丁目１－４

龍泉庵 5200224 滋賀県大津市向陽町１４－８

滋賀日産自動車株式会社大津店 5200821 滋賀県大津市湖城が丘６－１

湖青鍼灸整骨院 5200532 滋賀県大津市湖青１－７－４

Ｓｉｅｍｐｒｅ 5200834 滋賀県大津市粟津町１５－２７

うまいもん処花実 5200002 滋賀県大津市際川三丁目１－１

シガヨーキ（滋賀容器工業） 5200002 滋賀県大津市際川２丁目１９番１３号

株式会社ランカーハウス 5200002 滋賀県大津市際川３丁目３０番１６号

鉄板屋Ｒａｍｐ 5200002 滋賀県大津市際川２－１－１８

豚骨ラーメン壱々零参 5200855 滋賀県大津市栄町１６－１０

ｔａｎｅ 5200855 滋賀県大津市栄町３－２４

トミヤ 5200855 滋賀県大津市栄町１番１４号

姜ＣＨＡＮ 5200855 滋賀県大津市栄町３－１７

呑み処みゆき 5200855 滋賀県大津市栄町９－１９

学生服専門店　　ＬＯＮＧ　石山店 5200855 滋賀県大津市栄町５－９

古民家個室　肉　和食　石山ＮＩＫＵＫＡＰＰＯＵ 5200855 滋賀県大津市栄町３－４

コミュニティＢＡＲ美豚 5200855 滋賀県大津市栄町９－２０

石山ホースマン 5200855 滋賀県大津市粟津町１１－１２－ユ－ストンビル－２階

お食事処ななみお好み焼 5200113 滋賀県大津市坂本３丁目１８－７１　ルネ叡山１０２

風の門　大津店 5200113 滋賀県大津市坂本７丁目２４－１　平和堂坂本店３Ｆ

株式会社ゼスト 5200113 滋賀県大津市坂本７丁目３０－７７

スーパーサンライズ坂本店 5200113 滋賀県大津市坂本７－３３－５９

ｇａｌｌｅｒｙＡＭＩＳＵ 5260059 滋賀県長浜市元浜町１１－２３

肉のまるとみコロッケ工房 5200113 滋賀県大津市坂本３丁目３１－４４

ホワイト急便坂本店 5200113 滋賀県大津市比叡辻２丁目８－３

お昼ごはん喫茶ついんくる 5200026 滋賀県大津市桜野町２丁目５－１２

ＨＡＩＲ　ＴＲＡＮ-ＣＥ 5200026 滋賀県大津市桜野町２丁目５番２８号

黒壁体験教室 5260059 滋賀県長浜市元浜町１１－２３

ｉｃｈｉ整体院 5200026 滋賀県大津市桜野町１丁目１９－１１

三大寺リハビリクリニック 5202131 滋賀県大津市三大寺６－９

前田家具 5200006 滋賀県大津市滋賀里四丁目８番２５号

端材工房 5200006 滋賀県大津市滋賀里４－１１－３

ＢＩＧ　ＢＡＳＳ 5200105 滋賀県大津市下阪本６丁目２４－２４

京もつ鍋ホルモン朱々びわこ阪本店 5200105 滋賀県大津市下阪本５丁目３－１０

山本石油株式会社 5200105 滋賀県大津市下阪本３－３－１

宮源輪店 5290112 滋賀県長浜市宮部町１２６４－７

ツイストモーターサービス 5200105 滋賀県大津市下阪本５－４－１５

柴田自動車工業株式会社 5200105 滋賀県大津市下阪本１丁目３７番１号

有限会社　タイルド工房 5200105 滋賀県大津市下阪本１丁目１６－５

Ｃｏｖｅｒ 5200105 滋賀県大津市下阪本５－２－２　ヤマハマリ－ナ琵琶湖内

昭和カフェ４５ 5200817 滋賀県大津市昭和町３－２９

オートコレクションエイティーン 5202132 滋賀県大津市神領２丁目３８－１

日本料理　一心 5202132 滋賀県大津市神領３丁目５－２３

そば處　やま喜 5200056 滋賀県大津市末広町２－３



有限会社清水眼鏡店 5260053 滋賀県長浜市宮前町９－２３

Ｂａｒ　ｉｃｏｃａ 5200056 滋賀県大津市末広町２－２５

ＳＨＹ美容室 5200056 滋賀県大津市末広町２－２４　２Ｆ

利やん 5200056 滋賀県大津市末広町２－３　大登ビル１Ｆ

（株）アーバンライフ根来 5202277 滋賀県大津市関津一丁目１１番１１号

株式会社　冨士薬局 5200815 滋賀県大津市膳所２丁目９－１５

自家焙煎珈琲ｈｏｋｋｏｒｉｃａｆｅ 5200815 滋賀県大津市膳所１－１０－３０

ＳＥＴＡ・Ｔｅｒｒａｃｅ 5202134 滋賀県大津市瀬田２－１－３１　ＳＥＴＡ・Ｔｅｒｒａｃｅ

メゾンドフルール 5202134 滋賀県大津市瀬田３丁目１４－７

大橋屋 5202134 滋賀県大津市瀬田１丁目１７－１３

Ｒｉｖｅｒ　ｈｏｍｅ 5202134 滋賀県大津市瀬田５丁目２２番２６号

吾嬬 5202134 滋賀県大津市瀬田１－１９－３１

西村食品 5202123 滋賀県大津市瀬田大江町５９－１

ガレージエムツー 5202123 滋賀県大津市瀬田大江町１３－１６

寿司割烹　玉純 5200863 滋賀県大津市千町１－２５－１０

ステックオン 5202278 滋賀県大津市太子１丁目７－１８

ｃｈｏｕ．ｃｈｏｕ 5202142 滋賀県大津市玉野浦６番２１号（９０３）

平城園　瀬田店 5202145 滋賀県大津市大将軍１－１－９

ルポゼマキノ 5200043 滋賀県大津市中央４丁目６番５７号

富士通ソフトウェア２Ｆ-２００３８１ 5200043 滋賀県大津市中央２－２－６　朝日生命ビル

吉原甫 5200043 滋賀県大津市中央２－５－１８　３０２

シークレットローズガーデン 5200043 滋賀県大津市中央１丁目２－１８

Ｈａｉｒ　Ｗｏｒｋｓ　Ｋｉｒｉ 5200043 滋賀県大津市中央１丁目８－１

平井商店浅茅生 5200043 滋賀県大津市中央１丁目２番３３号

メガネのキタダ 5200043 滋賀県大津市中央２丁目１－１０

麺せい 5200043 滋賀県大津市中央１－６－１５　垣見ビル１Ｆ

陶の里おく村 5200043 滋賀県大津市中央２丁目２－３６

ｃａｆｅ　ＢＯＮＢＯＮ 5200043 滋賀県大津市中央３－８－９

Ｂｅａｕｔｙ　ＭＡＳＵＭＩ　 5200043 滋賀県大津市中央１－４－１８

くし屋敷 5200043 滋賀県大津市中央２丁目２番９号

Ｂｅａｕ　Ｃｕｒｅ 5200043 滋賀県大津市中央６－２０

麺処　ゆう悠 5200043 滋賀県大津市中央２－５－１８

Ｄｅｌ　ｓｏｌｅ　ＰＥＣＡＮ 5200043 滋賀県大津市中央１丁目６－１１　ＦＥＣビルディング１Ｆ

有限会社レイホープ 5200043 滋賀県大津市中央４丁目１－１４

かめやクリーニング　アルプラザ瀬田店 5202152 滋賀県大津市月輪１－３－８

八田スポーツカイロプラクティック 5202152 滋賀県大津市月輪１丁目６－１

ダスキンプレイ月輪店 5202152 滋賀県大津市月輪１－１３－３

サラダ館瀬田東店 5202152 滋賀県大津市月輪二丁目３番２号

卓球専門店山本 5202152 滋賀県大津市月輪３－８－２

ホワイト急便マックスバリュ大津月輪店 5202152 滋賀県大津市月の輪３丁目３１－１

スマホ堂　大津石山店 5200854 滋賀県大津市鳥居川町８－７

貝谷商会 5200854 滋賀県大津市鳥居川町２－７

オーガニックスペースびわこ 5200854 滋賀県大津市鳥居川町６－３０　山善ビル１階

かめやクリーニング　フレンドマート膳所店 5200837 滋賀県大津市中庄２－１－８５

りらっくす　中ノ庄駅前店 5200837 滋賀県大津市中庄１丁目１４－６

刃物や三省堂 5200046 滋賀県大津市長等２丁目

こめ屋こめ吉 5200046 滋賀県大津市長等２－１０－８

からあげ専門店橘屋 5200046 滋賀県大津市長等２丁目９－７

エクセル・ディアマン 5200046 滋賀県大津市長等２－９－６

喫茶長江 5200046 滋賀県大津市長等２丁目２－２３

ＣＯＴＹ 5200046 滋賀県大津市長等１丁目５－１５

ヤマキ商店 5200046 滋賀県大津市長等２丁目７－３

光洋電気商会 5200046 滋賀県大津市長等２丁目９－１４

山形屋 5200046 滋賀県大津市長等２丁目８－６

イノウエ靴店 5200046 滋賀県大津市長等２丁目９番５号

ゑり栄呉服店 5200046 滋賀県大津市長等２丁目８－３

有限会社友定金物店 5200046 滋賀県大津市長等１丁目５番１９号

ｎｉｋｏｐａｎ０２ 5200046 滋賀県大津市長等２－３－４２　平幸ビル１Ｆ

ナギサクラブ本店 5200046 滋賀県大津市長等２丁目１０－５

オカモト水産 5200046 滋賀県大津市長等２丁目９番３２号

和ダイニング和 5200001 滋賀県大津市蓮池町１０－３２

有限会社丸二果実店 5200046 滋賀県大津市長等２丁目１０番７号

百町市場 5200046 滋賀県大津市長等１－２－２６

洋品店ＳＵＭＩＩ 5200046 滋賀県大津市長等２丁目１０－７

ブリッジライフ大津 5200046 滋賀県大津市長等３丁目６－１６

Ｉｎｔｅｒ　Ｓｈｏｏｔ 5200046 滋賀県大津市長等３丁目３－３６　ドエルポ－トレ－ト１階

輝良里 5200865 滋賀県大津市南郷１３０９－１０

かめやクリーニング　フレンドマート南郷店 5200865 滋賀県大津市南郷１－９－２５

割烹　鮨廣見屋 5200865 滋賀県大津市南郷１丁目８－１０

フラワー＆バルーンショップ　アミティびわ湖ホール店 5200801 滋賀県大津市におの浜１－１－３０

ふたば書房　大津西武店 5200801 滋賀県大津市におの浜２－３－１　　大津西武ＳＣ　６Ｆ

ｇｅｎｉｅ 5200801 滋賀県大津市におの浜２－１－４８－１Ｆ　森田ビル

イエロ 5200801 滋賀県大津市におの浜２－２－５

株式会社ＡＲＭＳ 5200801 滋賀県大津市におの浜４丁目３－１８

カフェタイム 5200801 滋賀県大津市におの浜３－３－３　ヨシノビル

メナードフェイシャルサロン　大津西の庄 5200818 滋賀県大津市西の庄２０－２７

雄琴たいやき 5200102 滋賀県大津市苗鹿３丁目８－４

コンディショニングジムＧＯＩＮＧ　大津店 5202133 滋賀県大津市野郷原２－１－２　ラスディ瀬田

木村製茶本店 5200001 滋賀県大津市蓮池町６番１３号

ＰｉｃａＰｉｃａ 5200001 滋賀県大津市蓮池町１０－３

Ｂｒａｚｏ 5200001 滋賀県大津市蓮池町８－１９

ファーストフラワー 5200001 滋賀県草津市下物町７４

ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 5200515 滋賀県大津市八屋戸２２５９

呑み処あっちゃん 5200047 滋賀県大津市浜大津２丁目３番１８号　国松ビル１階

駅前酒場御蔵 5200047 滋賀県大津市浜大津２－１－２６

株式会社モダン・ミール 5200047 滋賀県大津市浜大津１－４－１

和酒ダイニング　Ｒｅｂｏｒｎ　りぃぼーん 5200047 滋賀県大津市浜大津２丁目　１－１　１番街ビル１階

中原洋服店 5200047 滋賀県大津市浜大津３丁目２－５

うりずん 5200047 滋賀県大津市浜大津４丁目１－１

串揚げ蕎麦処たむらや 5200047 滋賀県大津市浜大津２丁目５－８

ショットバーＳ 5200047 滋賀県大津市浜大津　２－１－１７

デジタルガーデンシステム 5200047 滋賀県大津市浜大津１丁目２－４　生美屋ビル

鉄板たまや 5200047 滋賀県大津市浜大津２丁目２－２６

（株）翔流 5200047 滋賀県大津市浜大津３丁目９－２

スタジオ夢音 5200047 滋賀県大津市浜大津３－２－２９

美髪工房　あの日みた夕陽のオレンジ 5200047 滋賀県大津市浜大津２丁目１－２７　日守ビル２階

ＯＳＫ 5200047 滋賀県大津市浜大津２－３－９　大津ホワイトビル３－２

中国料理　旦 5200802 滋賀県大津市馬場１－１４－１８

ナギサクラブ膳所店 5200802 滋賀県大津市馬場１－４－３０　スペ－スＶＡＮＶＡＩ

ＴＨＥ　ＢＡＲＢＥＲグラッチェ 5200802 滋賀県大津市馬場１丁目３－８　小川ビル１Ｆ

麺バルＬａｆｅｓｔａ 5200802 滋賀県大津市馬場２丁目６－１７

サロンドコワフュール　シェトモ 5200802 滋賀県大津市馬場１－４－３５　Ｔ＆Ｔ第二ビル２階

前川フォート本店 5200802 滋賀県大津市馬場２丁目１０－２０

若林自転車商会膳所店 5200802 滋賀県大津市馬場２丁目３番６号

近江牛かね吉 5200802 滋賀県大津市馬場１－１０－１８

Ｒｈａｚｅｓ 5200802 滋賀県大津市馬場２－６－１６

ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｂｏｎＳＯＵＶＥＮＩＲＳ 5200802 滋賀県大津市馬場一丁目８－５

山野愛子どろんこ美容　クレスティサロン　膳所店 5200802 滋賀県大津市馬場３－１５－７

たこまる 5200802 滋賀県大津市馬場２丁目６－１８

サロンドファニー 5200802 滋賀県大津市馬場２－１０－１４

ミスパリ 5200802 滋賀県大津市馬場２丁目１１番１０号

Ｂｅｔｔｙ　Ｂｏｏｆ 5200802 滋賀県大津市馬場１－４－１８

ＦＩＶＥ　Ｈａｉｒ　Ｂｏｕｔｉｑｕｅ 5200802 滋賀県大津市馬場２－１１－１０　サングビル　２Ｆ



新風堂 5200802 滋賀県大津市馬場１－４－３０

フェイシャルサロン　アレーズ 5200802 滋賀県大津市馬場２丁目１１－１４

ねこのおうち 5200802 滋賀県大津市馬場２丁目１１－１５－２Ｆ

Ｆｌａｎｎｅｌ　Ｆｌｏｗｅｒ 5200802 滋賀県大津市馬場１－８－２４　古川ビル１Ｆ

炭火やきとり　とりちゃん膳所駅前店 5200802 滋賀県大津市馬場２丁目１１－１０

ナチュラルホームメイドケーキ風子　 5200016 滋賀県大津市比叡平３丁目５０－－３

Ｍｏｎｋｅｙ’ｓ　ＰＡＷ 5200104 滋賀県大津市比叡辻２－７－３２

米蔵人谷米穀 5200112 滋賀県大津市日吉台１－１－４

美容室ＣＡＭＩＬＬＥ 5200112 滋賀県大津市日吉台１－１９－１９

カフェ　ひよし 5200112 滋賀県大津市日吉台２－１２－１

ＢＥＡＵＴＹ　ＨＡＩＲ　ＤＥＰＯＴ-ＡＮＮ 5200846 滋賀県大津市富士見台５７－９

竹村モータース 5200846 滋賀県大津市富士見台２－１８

ａｔｅｌｉｅｒ　Ｃｕｌａｌａ 5200846 滋賀県大津市富士見台３２－２０

松本タクシー 5200835 滋賀県大津市別保３丁目５　Ａ－２０６号

リオネグロ 5200835 滋賀県大津市別保２丁目１－１４

ＣＲＡＦＴ　ＨＯＵＳＥ　ワラニモ 5200853 滋賀県大津市螢谷１－４１

ガレージＢＯＵＮＣＥ 5200242 滋賀県大津市本堅田６丁目３１－８

魚清楼 5200242 滋賀県大津市本堅田１丁目１７番３号

三興機械株式会社 5200242 滋賀県大津市本堅田５丁目４－３８

魚富商店 5200242 滋賀県大津市本堅田１－１６－１４

でらほや 5200242 滋賀県大津市本堅田５－２－１０

マミー化粧品店 5200242 滋賀県大津市本堅田５－１６－７

Ａｍｕ．ｅｎ　ｂｙ　Ｔｉｏｌｌ 5200242 滋賀県大津市本堅田本堅田５－１５－８　ベ－ネ堅田１Ｆ

ヘアーリゾート極 5200242 滋賀県大津市本堅田６丁目８－７

風の門　堅田店 5200242 滋賀県大津市本堅田５丁目２０－１０　アルプラザ堅田２Ｆ

ファッションリフォーム　リフォームブティック　アル・プラザ堅田店 5200242 滋賀県大津市本堅田５丁目２０－１０　アル・プラザ堅田２Ｆ

やきとり・鍋料理　大海 5200242 滋賀県大津市本堅田五丁目１７－１９

オートリ薬品 5200242 滋賀県大津市本堅田４丁目１６－７

ｈａｉｒ’ｓ　ＳＯＣＯ 5200242 滋賀県大津市本堅田５－１８－６

松浦電気商会 5200056 滋賀県大津市末広町２－７

ＩＮＯＨ 5200242 滋賀県大津市本堅田４－１６－６

はりま整骨院マタニティ鍼灸院 5200831 滋賀県大津市松原町１０－１　ウォ－タ－マ－ク１０１

誠ロックサービス 5200831 滋賀県大津市松原町２０－２

Ｃｒｅｓｃｅｎｔ 5200831 滋賀県大津市松原町１５－２０

Ｒｅｓｔｅｒｉａ　Ｈａｉｒ 5200831 滋賀県大津市松原町８－３　ドミノレイクビワ１Ｆ　

ＢＥＮＩＹＡ 5200831 滋賀県大津市松原町７－１６

しゅう整体院 5200831 滋賀県大津市松原町２－１２－２Ｆ

つぼ押し太蔵 5200831 滋賀県大津市松原町１４－１７

やきとり大吉石山駅前店 5200831 滋賀県大津市松原町７－１５

株式会社　ＥＰＩＣ-ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ 5200831 滋賀県大津市松原町１２－１３－キッパ－ズビル－６Ｆ

ｎｏｒｉｙａ　ｕｃｈｉｄａ 5200831 滋賀県大津市松原町１３－１１

リバーサイド石山 5200831 滋賀県大津市松原町４－４

ハンコ卸売センター　大津店 5200807 滋賀県大津市松本２－１－７　Ｊ－ＣＵＢＥビル１Ｆ

パティスリー　ラ　ポッシュ 5200807 滋賀県大津市松本１－１－１　第５林ビル１階

ＴＷＯＰＥＲＣＥＮＴＥＲ 5200024 滋賀県大津市松山町６－３

オートボディー土井 5200024 滋賀県大津市守山市大門町３１２－４

ひなはる 5200232 滋賀県大津市真野２丁目２７－３

トゥエルブスポーツ 5200232 滋賀県大津市真野２丁目１２－２１

Ｗｉｌｌ＿Ｇ堅田プライスプラザ 5200232 滋賀県大津市真野２丁目２９－１　堅田プライスプラザ　１Ｆ

大衆割烹じん 5200232 滋賀県大津市真野２丁目７－５０

カーランド　シガ 5200232 滋賀県大津市真野５丁目２６－１２

オートプロスギモト 5200231 滋賀県大津市真野普門１丁目１４－１２

貴宝堂よこの 5200813 滋賀県大津市丸の内町４－３８

金波 5200813 滋賀県大津市丸の内町９－３０

滋賀のええもんや 5200813 滋賀県大津市丸の内町４－４６

奥本豊和公認会計士事務所 5200841 滋賀県大津市美崎町１３－１７－大久保ビル

はるか整骨院 5200004 滋賀県大津市見世二丁目１０－１０

株式会社隈元建設 5200502 滋賀県大津市南小松９２０

きまま亭しま 5200502 滋賀県大津市南小松１５９３－６

ビルド・アップ 5200011 滋賀県大津市南志賀１－１７－１８

宇治川餅　大津店 5200011 滋賀県大津市南志賀１－５－３４

ＰＡＲＡＤＩＳＥ　ＣＡＦＥ　蓬莱店 5200516 滋賀県大津市南船路７０　蓬莱店

菓匠将満 5200516 滋賀県大津市南船路１８３－１

ＢＳＣ 5200516 滋賀県大津市南船路４－１

ＢＯＡＴ　ＨＯＵＳＥ　ＢｉｇＢａｎｇ 5200516 滋賀県大津市南船路７０

ＭＯＶ’Ｓ 5200057 滋賀県大津市御幸町１－５６　大津百町スタジオ

みかづきｃａｆｅ 5200804 滋賀県大津市本宮２－１０－１３　本宮ハイツ１０２号室

Ｎ’ｓ　ＰＡＩＮＴ 5200804 滋賀県大津市本宮２丁目６２０－１

有限会社ウィザード 5200804 滋賀県大津市本宮２－２７－５

焼肉でん　西大津店 5200022 滋賀県大津市柳が崎３－１１２９

ジーンズショップ　ジェームス 5200022 滋賀県大津市京町１丁目１－２２

一品料理割烹　正恵 5200014 滋賀県大津市柳川１－６－７

かめやクリーニング　フレンドマート大津京店 5200014 滋賀県大津市柳川２丁目６－２

桑野造船株式会社 5200357 滋賀県大津市山百合の丘１０－１

カットハウススバル 5200524 滋賀県大津市和邇今宿７９７－１

はっしいの家 5200528 滋賀県大津市和邇高城２８１－２９

ブティック　サブ 5200522 滋賀県大津市和邇中浜４２４－１

メンズショップオオシマ 5200522 滋賀県大津市和邇中浜４２４－１　平和堂和邇店２Ｆ

セーリングスポットワニ 5200523 滋賀県大津市和邇南浜３６４

ズイホウジュニアカフェ 5220073 滋賀県彦根市旭町７－２３

Ｓａｌｏｎ　Ｂａｒ　Ｔｈｉｓｔｌｅ 5220073 滋賀県彦根市旭町９－１４　ホテルサンル－ト彦根１Ｆ

グラススタジオ　ステラーＧ． 5220073 滋賀県彦根市旭町２－３　グラススタジオ　ステラ－Ｇ．

株式会社オーミ青果 5291152 滋賀県彦根市安食中町３２７

スイーツショップトレフル 5220065 滋賀県彦根市池州町１－３

ｉｌａ 5220065 滋賀県彦根市池州町　４－１５

若林税理士事務所 5220236 滋賀県彦根市犬方町７２５－２

金森電気商会 5220045 滋賀県彦根市宇尾町４００－１２

木の童具村 5220010 滋賀県彦根市駅東町９－１４

有限会社江州造園 5220010 滋賀県彦根市駅東町８－１６

きたや 5220010 滋賀県彦根市駅東町２０－１１

焼肉さつま 5220010 滋賀県彦根市駅東町８－１０

金澤製作所 5220026 滋賀県彦根市大堀町４２９－５

未来書房彦根店 5220026 滋賀県彦根市大堀町９６５－１８

ヨシハラクリーニングメガドンキ水口店 5220026 滋賀県甲賀市水口町北泉１－３０

ＣＯＣＯＺＡ 5220053 滋賀県彦根市大藪町２４２４

大衆鉄板焼　八味 5220053 滋賀県彦根市大藪町２５１０

グランデ久 5220053 滋賀県彦根市大薮町１４９８番地

アイテック有限会社 5220053 滋賀県彦根市大藪町１６０９－２

ＤＤセルフ彦根ＳＳ 5220053 滋賀県彦根市大藪町２４０４－１

ちゃんこ蔵間 5220037 滋賀県彦根市岡町１０３－２

彦根観光センター 5220001 滋賀県彦根市尾末町１－５１

有限会社森田自動車鈑金 5220056 滋賀県彦根市開出今町７９３

ステラ整骨院 5220056 滋賀県彦根市開出今町１７３３

若林自動車工業 5291155 滋賀県彦根市賀田山町５４４

ヘアー・メイク・ｖｉｆ 5211131 滋賀県彦根市上稲葉町２０７

スポットノグチ株式会社 5220223 滋賀県彦根市川瀬馬場町５０５

株式会社若松工務店 5220223 滋賀県彦根市川瀬馬場町３３３

グリーンルーム 5220223 滋賀県彦根市川瀬馬場町２００

有限会社小林設備工業 5220223 滋賀県彦根市川瀬馬場町８８３－５

清瀧旅館 5220083 静岡県静岡市駿河区向敷地１１９８番地ノ１

近江牛肉専門店こにし本店 5220083 滋賀県彦根市河原２－３－５

中国料理招禄 5220083 滋賀県彦根市河原２丁目２－６

エコスタイル自転車店 5220083 滋賀県彦根市河原２－４－６



味海舟 5220083 滋賀県彦根市河原２丁目７－２８

居酒屋風竜 5220083 滋賀県彦根市河原２丁目５－６

ｓｎａｃｋ＆ｗｉｎｅｂａｒ　ＲＯＯＭ 5220083 滋賀県彦根市河原２丁目６－１１

鳥羽や旅館 5220083 滋賀県彦根市河原３丁目１－２３

真　戦国丸 5220083 滋賀県彦根市河原３丁目４－３６

口福いど屋 5220083 滋賀県彦根市河原３丁目１－２８

株式会社北田自動車 5220046 滋賀県彦根市甘呂町３６５

辻瓦店 5220046 滋賀県彦根市甘呂町１０９１－１

みやおえん 5220081 滋賀県彦根市京町３丁目３－２０

みやけ 5220081 滋賀県彦根市京町２丁目２－５

片山道具店 5220081 滋賀県彦根市京町２丁目２－２２

アケボノ 5220081 滋賀県彦根市京町３丁目５－５１

フルーツショップフルカワ 5220081 滋賀県彦根市京町三丁目２－１９

ブブ＆プライベートジャス（通称　ＢＵＢＵ） 5220081 滋賀県彦根市京町３丁目５－３７

アルティス 5220081 滋賀県彦根市京町１丁目３－１５　ＳａｎＶａｌｌｅｙ彦根１Ｆ

近江麦酒 5200242 滋賀県大津市本堅田３－２４－３７

福岡鈑金 5291156 滋賀県彦根市清崎町１６７５

ミツワ食堂 5220088 滋賀県彦根市銀座町６－１

トラヤ 5220088 滋賀県彦根市銀座町５－４

旬菜ＵＥＫＩ 5220088 滋賀県彦根市銀座町５－２

アズーロ 5220088 滋賀県彦根市銀座町４－２７

ヨシハラクリーニング銀座店 5220088 滋賀県彦根市銀座町６－１０

ガネーシャ 5220088 滋賀県彦根市銀座町６－８

ｊａｍマルイケ 5220088 滋賀県彦根市銀座町４－２０

安澤種苗店 5220088 滋賀県彦根市銀座町６－１２

Ｃａｒ　Ｈｏｕｓｅ　ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 5220043 滋賀県彦根市小泉町６８８－３

かい鍼灸整骨院 5220043 滋賀県彦根市小泉町６７６－５　ア－バンビル１－Ａ

北村モータース 5220043 滋賀県彦根市小泉町７８－１１

有限会社ホーミング・モア 5220043 滋賀県彦根市小泉町２７－１５

一圓テクノス株式会社 5220043 滋賀県彦根市小泉町７８－１０

彦根サッシセンター 5220043 滋賀県彦根市小泉町１８－２

酒韓菜　金太郎 5200102 滋賀県大津市苗鹿３丁目６－８

フラワーショップアカシヤ 5220043 滋賀県彦根市小泉町３００－３

神楽坂グリル 5220043 滋賀県彦根市小泉町９２６－１

シェスタ 5220043 滋賀県彦根市小泉町６９１－１　北川ビル１０２

グッぼる　ボルダリングＣａｆｅ 5220043 滋賀県彦根市小泉町３４－８

阿吽 5220043 滋賀県彦根市小泉町３００－１４

株式会社Ｍｉｙａｇａｗａ 5220043 滋賀県彦根市小泉町７８－４

マコトホーム彦根店 5220043 滋賀県彦根市小泉町５５９－１

博多串焼　くしまろ 5220043 滋賀県彦根市小泉町１０６－９

餃子省 5220086 滋賀県彦根市後三条町５７３－８

カーズショップサーティーズクラブ 5200102 滋賀県大津市苗鹿１丁目２－３１

川北精肉店 5220086 滋賀県彦根市後三条町４９１－３

有限会社園サッシ店 5220086 滋賀県彦根市後三条町５８４－５

スリールパティシエオガワ 5220086 滋賀県彦根市後三条町２６５－１

花好ｍｏｋｕｍｅ店 5220086 滋賀県彦根市後三条町１３６番地

ゑびす治療院 5220086 滋賀県彦根市後三条町６３１－２

アップ・Ｕ彦根 5220086 滋賀県彦根市後三条町６３６－７

近江食堂 5220086 滋賀県彦根市後三条町１２６－１５

いろどり　こぼ里 5220086 滋賀県彦根市後三条町６０８－１２

有限会社ワイ・ケー・エム設備 5220086 滋賀県彦根市後三条町２６３

彦根城屋形船 5220061 滋賀県彦根市金亀町３－玄宮園　お堀めぐり船着場

有限会社杉本塗装 5220235 滋賀県彦根市金剛寺町６８－３

株式会社トラストエージェント 5220066 滋賀県彦根市栄町２丁目６番６５号

有限会社布施技術社 5220022 滋賀県彦根市里根町２５７

デイリー・クリーナー株式会社 5220022 滋賀県彦根市里根町１６６

彦根みやげ本陣 5220075 滋賀県彦根市佐和町１－８　彦根キャッスルリゾ－ト＆スパ

株式会社寺村電機商会 5220075 滋賀県彦根市佐和町１０－９

ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎＣｕｒｅａ 5220029 滋賀県彦根市地蔵町９０－５

Ｇａｒｄｅｎ 5220024 滋賀県彦根市平田町９０１

古民家再生工房すずき 5220024 滋賀県彦根市正法寺町２４７

ホンダランド小林 5220024 滋賀県彦根市正法寺町３６７－１

タラコハウス 5220024 滋賀県彦根市正法寺町６７０－５

ＳＴＩＬＬＥＲ　ＤＯＣＫ 5211135 滋賀県彦根市新海町１９３６

有限会社吉田松蔵商店 5220085 滋賀県彦根市新町３９

有限会社疋田燃料 5220058 滋賀県彦根市須越町９９８－１

株式会社　伊藤仏壇　本店 5220033 滋賀県彦根市芹川町１４３５

Ｎｉｔａｌｙ 5220033 滋賀県彦根市芹川町４８８－１

カーワールド織田 5220033 滋賀県彦根市芹川町８０７－６

井上仏壇 5220031 滋賀県彦根市芹中町５０

青楓堂薬局 5220087 滋賀県彦根市芹橋１－１－３４

ゲストハウス無我 5220087 滋賀県彦根市芹橋一丁目　４－４３

ラーメン三幸 5220032 滋賀県彦根市芹町８－３０

和文館 5220074 滋賀県彦根市大東町２－２８　アル・プラザ彦根６階

ＪＥＵＧＩＡミュージックセンター彦根（彦根店） 5220074 滋賀県彦根市大東町２－２８　アル・プラザ彦根５Ｆ

お花屋さん　Ｌｅａｆ 5220074 滋賀県彦根市大東町２－２８　平和堂アル・プラザ彦根店１Ｆ

風の門　彦根店 5220074 滋賀県彦根市大東町２－２８　アルプラザ彦根３Ｆ

松本酒店 5220201 滋賀県彦根市高宮町１８９９

かつらだ 5220201 滋賀県彦根市高宮町８７８

北川書店 5220201 滋賀県彦根市高宮町１８９３

大津屋雑貨店 5220201 滋賀県彦根市高宮町２２９９

馬場銘木 5220201 滋賀県彦根市高宮町２０４３

わたつね 5220201 滋賀県彦根市高宮町２４０７

ウッドワーク堤木工所 5220201 滋賀県彦根市高宮町２２７１

（株）田中家石材 5220201 滋賀県彦根市高宮町１０８－１

からだの修理屋さん 5220201 滋賀県彦根市高宮町１３９３－５

株式会社　ハヤシ　彦根営業所 5220201 滋賀県彦根市高宮町１６６６－３

みのや精肉店 5220201 滋賀県彦根市高宮町２２３７

馬庭仏壇 5220201 滋賀県彦根市高宮町１４０６－９　馬庭仏壇

ファッションリフォーム　リフォームブティック　ビバシティ平和堂店 5220201 滋賀県彦根市竹ケ鼻町４３－１　ビバシティ平和堂２Ｆ

ｓｕｓｈｉ　ｄｉｎｉｎｇ　紀多川 5220201 滋賀県彦根市高宮町１３６６－８

彦根アートホテル 5220201 滋賀県彦根市高宮町１７０７－１

喫茶軽食　理 5220201 滋賀県彦根市高宮町１４２－１

ヘアーロマンドＫ 5220201 滋賀県彦根市高宮町１４８９

かがりの整骨院 5220201 滋賀県彦根市高宮町２１３２－１０

ご飯やさん　十五や 5220201 滋賀県彦根市高宮町１１７

カフェコルビー 5220201 滋賀県彦根市高宮町２８３７－３

山本製畳所 5220201 滋賀県彦根市高宮町１１８５

ポースウプル 5220201 滋賀県彦根市高宮町１５５５－１

ママイクコ・ビバシティ彦根 5220044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－１　ビバシティ彦根２Ｆ

リラクゼーションサロン　イヤシス＋　ビバシティ彦根店 5220044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－２　ビバシティ専門店街１Ｆ

メガネのハヤミ　ビバシティ店 5220044 滋賀県彦根市竹ケ鼻町４３－２　ＶＩＶＡＣＩＴＹ１Ｆ

ＦＩＲＳＴビバシティ彦根店 5220044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－２　ビバシティ彦根２Ｆ

Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ＨＡＮＡ　Ｐｅｃｈａ 5220044 滋賀県彦根市竹ケ鼻町３４６－４

株式会社木村商店 5211134 滋賀県彦根市田附町７００

株式会社　きものの京美 5220063 滋賀県彦根市中央町６－１２

古川日登堂 5220063 滋賀県彦根市中央町６－２２

時計宝石　藤塚 5220063 滋賀県彦根市中央町５－２７

リューズ 5220063 滋賀県彦根市中央町１－４

ムーヴクロージング 5220063 滋賀県彦根市中央町１－８

花・笑家 5220063 滋賀県彦根市中央町７－４７　Ｋビル１Ｆ

半月舎 5220063 滋賀県彦根市中央町２－２９

侍サイクル 5220063 滋賀県彦根市中央町４－４１



ヘアメイククール 5220063 滋賀県彦根市中央町７－４７－Ｋビル－１Ｆ

Ｔｉｅｄ　Ｍｕｓｉｃ 5220063 滋賀県彦根市中央町６－１１

Ｈａｉｒ　Ｓｐａｃｅ　Ｄａｕｃｕｓ-ダウクス- 5220212 滋賀県彦根市葛籠町９６８－３

株式会社共進自動車 5211104 滋賀県彦根市出路町１０４－３

焼肉でん　彦根店 5220042 滋賀県彦根市戸賀町１５４－１

メンズヘアーステム 5220042 滋賀県彦根市戸賀町９５－１７

焼肉壱番 5220042 滋賀県彦根市戸賀町１００－４７

美容室ＬＥＯ 5220042 滋賀県彦根市戸賀町１００－４６

Ｌｕｃｅ 5220042 滋賀県彦根市戸賀町２番地１Ｆ

龍鳳園彦根店 5220042 滋賀県彦根市戸賀町９５－２２

ラーメン　たかはし 5220042 滋賀県彦根市戸賀町１２０－２５

福から 5220042 滋賀県彦根市戸賀町２４０

ジェイジェイエフ・彦根 5220042 滋賀県彦根市戸賀町７３－１

株式会社ユニオン設備 5220009 滋賀県彦根市外町４７－１３

赤井オートガラス株式会社 5220009 滋賀県彦根市外町１８１－３

有川薬局 5220004 滋賀県彦根市鳥居本町４２５

有限会社餅川自動車部品商会 5220052 滋賀県彦根市長曽根南町４５９－３５

ヨシハラクリーニングパリヤ店 5220052 滋賀県彦根市長曽根町４７２－２

宮嶋獣医科病院 5220052 滋賀県彦根市長曽根南町４４８－３２

美容室ミューズ 5220052 滋賀県彦根市長曽根南町５１５－１０　ミュ－ズビル

金山クリーニング　彦根店 5220052 滋賀県彦根市長曽根南町４８５

ひなた家 5220052 滋賀県彦根市長曽根南町４３５　ＡＣＴ１Ｆ

ＤＥＳＰＥＲＡＤＯ 5220052 滋賀県彦根市長曽根南町５６２

Ｂｌｕｅ　Ｍａｘ 5220054 滋賀県彦根市西今町３６２－３　ブル－マックス

小菅酒店 5220054 滋賀県彦根市西今町３８３－１２

ちゃんこ至 5220054 滋賀県彦根市西今町８７－９

とり料理　はしもと 5220054 滋賀県彦根市西今町４０－１

魚忠・水幸亭 5220054 滋賀県彦根市西今町５６７

近江治療院東洋療法専門院 5220054 滋賀県彦根市西今町７２０－３２

たなか歯科クリニック 5220054 滋賀県彦根市西今町１１３１－１５

ホテルレイクランド彦根 5220054 滋賀県彦根市西今町６２－２

なかむら接骨院 5220054 滋賀県彦根市西今町９１９－４

Ｌｏｃｏｃｏ 5220054 滋賀県彦根市西今町３４２－１６

ｌａ　ｌｕｌｕｋｅａ 5220054 滋賀県彦根市西今町８６８－１４

御料理　伊勢幾 5220089 滋賀県彦根市錦町４－２３

中村松寿堂 5220089 滋賀県彦根市錦町６－２３

メンズヘアーフジツカ 5220089 滋賀県彦根市錦町５－２２

バスティアンクントラーリ 5220089 滋賀県彦根市錦町２－１４

赤ちゃんデパート水谷　彦根店 5220213 滋賀県彦根市西葛籠町字西浦３３８番１

山脇自動車 5220213 滋賀県彦根市西葛籠町３３８－３

有限会社名神彦根オート 5220038 滋賀県彦根市西沼波町１８９－１

Ｇａｒａｇｅ　Ｃ．Ｓ．Ｔ 5220038 滋賀県彦根市西沼波町１７３

アクトス彦根 5220038 滋賀県彦根市西沼波町１４８

株式会社青木自動車 5291151 滋賀県彦根市楡町１５４

風工房 5291151 滋賀県彦根市楡町６２７－１

モモフク 5220055 滋賀県彦根市野瀬町９２

ロア 5220055 滋賀県彦根市野瀬町１５１－１

株式会社エムランド 5220055 滋賀県彦根市野瀬町１７８－１

株式会社山久　彦根営業所 5220055 滋賀県彦根市野瀬町４８－３

髪工房 5220055 滋賀県彦根市野瀬町１５０－９

株式会社シー・ジー・エス 5220025 滋賀県彦根市野田山町９４０－４

フラット・ジーピー 5220025 滋賀県彦根市野田山町５７６－１

有限会社清水住宅設備 5220025 滋賀県彦根市野田山町３８２－１

キン建築工房 5220025 滋賀県彦根市野田山町１０４３－１

たかとり歯科医院 5211124 滋賀県彦根市野良田町４３６－１

フォトサロンかとう 5220084 滋賀県彦根市橋向町１

オーシーエルサービス 5220057 滋賀県彦根市八坂町１４８１

オートショップハクイ 5220057 滋賀県彦根市八坂町１８６０－４

ｅｉｇｈｔｈｉｌｌｓｄｅｌｉｃａｔｅｓｓｅｎ 5220057 滋賀県彦根市八坂町３１８１

ｂｒｏｏｋ　ｉｎｃ 5220057 滋賀県彦根市八坂町８９９－６

ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ｈｉｎａｎｏ 5220023 滋賀県彦根市原町１３６－３３

ヨシハラクリーニングＦＭ地蔵店 5220023 滋賀県彦根市地蔵町１８０

サンドラッグ彦根店 5220069 滋賀県彦根市馬場２－１－１

ヨシハラクリーニングベイシア彦根店 5220069 滋賀県彦根市馬場町２－１－１

久子の大福 5220027 滋賀県彦根市東沼波町１１５０－１　１０４号室

京鈑金 5220027 滋賀県彦根市東沼波町７８１－２

ホンダカーズ彦根南 5220027 滋賀県彦根市東沼波町７５０

ウエストジャパン 5220027 滋賀県彦根市東沼波町１１９８－１

豚人　彦根店 5220027 滋賀県彦根市東沼波町１８１－２

毎日新聞膳所 5200043 滋賀県大津市中央２丁目１－５

生田司法書士事務所 5211123 滋賀県彦根市肥田町９８１－１

毎日新聞大津 5200043 滋賀県大津市中央２丁目１－５

株式会社アルファフローリスト 5211123 滋賀県彦根市肥田町１００９－１　アルファヴィラ１ｆ

伊関商会 5211123 滋賀県彦根市肥田町４２８

ｒａｕｌｅａ 5211123 滋賀県彦根市肥田町１０１０－１　アルファヴィラ２Ｆ

ウイングフルカワ 5211123 滋賀県彦根市肥田町９９８－３

スクランブル音楽教室 5220047 滋賀県彦根市日夏町１７１１－７

ヘアーサロンツダ 5220047 滋賀県彦根市日夏町２６１９

中日新聞障子新聞舗 5220047 滋賀県彦根市日夏町１－５９

理髪屋Ｒａ．Ｃｏｏｎ 5220047 滋賀県彦根市日夏町１１２－６

ヨシハラクリーニング日夏店 5220047 滋賀県彦根市日夏町３７０３－１

ヘアールネサンス　モモ 5220047 滋賀県彦根市日夏町７１３－１９

レッツ　本店 5220047 滋賀県彦根市日夏町３７２９－４５

古川サービス 5220047 滋賀県彦根市日夏町２６８０－２５

山税理士事務所 5220047 滋賀県彦根市日夏町１６７５－１

樋口配管 5220047 滋賀県彦根市日夏町３６２４－１

有限会社タカハシ 5220047 滋賀県彦根市日夏町１７００－１２

湖東無線 5220047 滋賀県彦根市日夏町２８７３－２

ジュエリーコスモ 5220047 滋賀県彦根市日夏町９３１

ＪＰＩＣモバイルステーション彦根平田 5220041 滋賀県彦根市平田町３７６－３　ワンパ－ト１０２

アシュラショップ 5220041 滋賀県彦根市平田町８６３　清栄ビル１ＦＢ

関西建設コンサルタント株式会社 5220041 滋賀県彦根市平田町３８３－３－Ｎａｓｕ３５

株式会社平田電化センター 5220041 滋賀県彦根市平田町６８８－２

Ａｋａｎｅ美容室 5220041 滋賀県彦根市平田町７８２－４

中嶋庵 5220041 滋賀県彦根市平田町９６６－１

ＲＯＹＡＬ　ＶＩＰ 5220041 滋賀県彦根市平田町５１１

株式会社那須 5220041 滋賀県彦根市平田町４２１

文具のヤマモト 5220041 滋賀県彦根市平田町６７３－５

グリーン永井 5220041 滋賀県彦根市平田町３９０

有限会社　横畑電器 5220041 滋賀県彦根市平田町６７５－１３

仏壇卸センター 5220041 滋賀県彦根市平田町９５１－２９

中村接骨院 5220041 滋賀県彦根市平田町４２２－９

千成亭風土　催事 5220041 滋賀県彦根市平田町８０８

ヘアー　クープス 5220041 滋賀県彦根市平田町６９４－１３

ＵＮＢＵＴ 5220041 滋賀県彦根市平田町６９８－２

ラウンジＬ’Ａｔｅｌｉｅｒ 5220041 滋賀県彦根市平田町５１１番地　サザンビレッジテナント－１０１

ひなた鍼灸接骨院 5220041 滋賀県彦根市平田町９２４　ヴィラロンシャン１階

デジタルデザインエンジニアリング株式会社 5220041 滋賀県彦根市平田町６９６－２

ＲＩＴＯ 5220041 滋賀県彦根市平田町６７８

Ｋｅｉｚｏ 5220041 滋賀県彦根市平田町２０９－１

Ａｌｅｔｔａ 5220041 滋賀県彦根市平田町１３４－１　タウンビル１－Ｆ

彦根市観光案内所 5220007 滋賀県彦根市古沢町４０番７号　ＪＲ彦根駅構内

丸松木材株式会社 5220007 滋賀県彦根市古沢町６４６



彦根ステーションホテル 5220007 滋賀県彦根市古沢町６７７

ひこねスカイアドベンチャー 5220007 滋賀県彦根市古沢町２７８－９

ヨシハラクリーニングイオンタウンヒコネ 5220007 滋賀県彦根市古沢町２５５－１　　イオンタウン彦根　１Ｆ

有限会社城南自動車工業 5220237 滋賀県彦根市堀町３９１

ｌｅ．ｃａｌｚｅ 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目８－３３

ＥＬＳＯＬ 5220064 滋賀県彦根市本町２丁目１－１５

八百屋せんくろ 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１１－５

酒売処　林屋 5220064 滋賀県彦根市本町１－７－３７

オーダースーツショップ　ＮＥＯ-ＭＯＤＡ 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目６－２６

魚幸商店 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１２－１３

いと重菓舗本店 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目３－３７

政所園　夢京橋店 5220064 滋賀県彦根市本町

ｂａｒ　久遠 5220064 滋賀県彦根市本町１－１２－１２　ファ－ストハウス　１Ｆ

有限会社若林兄弟商会 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目６－１８

翠翔　彦根本店 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１－５

夢京橋あかり館 5220064 滋賀県彦根市本町２丁目１－３

株式会社Ｋ-ＨＯＵＳＥ 5220064 滋賀県彦根市本町１－１１－１７－３

Ｇｉｒａｓｏｌｅ 5220064 滋賀県彦根市本町１－１２－４　横塚ビル１Ｆ

滋賀地鶏ＡＢＵＲＩ 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１１－２２Ｆ　原ビル１Ｆ

ＣＯＭＭＵＮＥ 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１１－９

Ｍ’ｓ　ｃａｆｅ 5220064 滋賀県彦根市本町一丁目１１番１７－３号

焼き肉ダイニング　千乃房 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１１－２５

ハリサキ理容室 5220064 滋賀県彦根市本町二丁目１－２７

安池設備 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目６番１６号

一志郎窯 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目６－２２

しかの商店 5220064 滋賀県彦根市本町１－１２－７

滋賀飲料 5220064 滋賀県彦根市本町１丁目１２－２８

びわ湖畔味覚の宿双葉荘 5220002 滋賀県彦根市松原町１３７７

メガネ２１彦根店 5220002 滋賀県彦根市松原町１８４９－１２

タイヤボックス　エボルブ 5220002 滋賀県彦根市松原町３６６０－１４

ＣＡＦＥ　ｄｅ　ＮＩＫＥ 5220002 滋賀県彦根市松原町１８４９－１０

ＡＵＴＯ　ＳＥＬＥＣＴ　ＦＲＥＥＤＯＭ 5220002 滋賀県彦根市松原町１３８０－３

お食事処　つるつる 5220002 滋賀県彦根市松原町１２５０－５　お食事処　つるつる

中村開発工業 5220002 滋賀県彦根市松原町３６６３－４

彦根電化センター 5220002 滋賀県彦根市松原町１１９８－３

カー・ドクターＪｕｎ 5211122 滋賀県彦根市三津町１５２－６

株式会社近江屋 5220222 滋賀県彦根市南川瀬町８００

関西産業株式会社 5220222 滋賀県彦根市南川瀬町１６６６

ＰＥＵＧＥＯＴ彦根 5220222 滋賀県彦根市南川瀬町４０１－１

フラワースタジオミヤウチ 5220222 滋賀県彦根市南川瀬町１４９５

彦根北アートホテル 5220071 滋賀県彦根市元町１－２３

料亭旅館やす井 5220082 滋賀県彦根市安清町１３－２６

東建築企画 5220232 滋賀県彦根市蓮台寺町８９

株式会社中村タイル 5220232 滋賀県彦根市蓮台寺町５０－３６

森森の美容室 5220232 滋賀県彦根市蓮台寺町５０－４４

Ｐｉｚｚａ＆Ｃｏｃｋｔａｉｌ　Ｒｉｃｋｅｙ’ｓ 5260056 滋賀県長浜市朝日町８－７

居酒屋　天 5260056 滋賀県長浜市朝日町８－４

ＳＯＬＥＴＥＣＨ 5260056 滋賀県長浜市朝日町３２－２７

スナック　はな 5260056 滋賀県長浜市朝日町９－７

お酒菜処　季咲 5260056 滋賀県長浜市朝日町９－４プロムナ－ド１Ｆ

まるい食パン専門店 5260056 滋賀県長浜市朝日町１５－３１

トゥード・ヘアメイク　ルーフ店 5260056 滋賀県長浜市朝日町５－３

ＮＡＧＡＨＡＭＡ小僧 5260056 滋賀県長浜市朝日町１－８　ふじさわビル

有限会社杉江自動車 5260126 滋賀県長浜市安養寺町４９５番地

ローソクヤ 5260814 滋賀県長浜市石田町１２４８

（株）長浜住設 5260814 滋賀県長浜市石田町１６９

佃煮の伊吹 5260051 滋賀県長浜市一の宮町３－７

有限会社オートクリーンナガハマ 5260816 滋賀県長浜市今川町３６９－１

３６５ゴルフクラブあざい 5260244 滋賀県長浜市内保町８０

宮村接骨院 5260244 滋賀県長浜市内保町２３９０－１

Ｒｅｐａｉｒ　ｃｙｃｌｅ　リペアサイクル 5260244 滋賀県長浜市内保町２７３９－７

オートガレージニュースター 5260264 滋賀県長浜市上野町７１４－１

松井自工 5260833 滋賀県長浜市永久寺町４５２－３

スペイン料理　ＥＬ　ＯＣＨＯ 5260066 滋賀県長浜市大島町３－３－ビラ・レ－クサイド－１階

炭火焼肉長洛 5260834 滋賀県長浜市大辰巳町３１番地　第１９森野ビル

Ｓａｌｏｎ・ｄｅ・ＳＯＲＡ 5260834 滋賀県長浜市大辰巳町２２５－６

橋本整体院 5260115 滋賀県長浜市大浜町１０４

長浜ホースマン 5260054 滋賀県長浜市大宮町３－１１

名）長浜文泉堂 5260054 滋賀県長浜市大宮町５－１４

Ｓｗｅｅｔｓ　＆　Ｇｒｉｌｌ　Ｂａｒ　ＭＡＳＡＯ 5260054 滋賀県長浜市大宮町１０－８

エベーヌ駅前通り洋菓子本店 5260054 滋賀県長浜市大宮町５－３０

ブラン・クチュール 5260054 滋賀県長浜市大宮町７－１第１森野ビル１Ｆ

ＴｕＲｕ　Ｌｅｇｅｎｄ 5260054 滋賀県長浜市大宮町１０－３

台湾食味 5200806 滋賀県大津市打出浜１４－３０　Ｏｈ！Ｍｅ大津テラス６階

（株）吉太郎 5260054 滋賀県長浜市大宮町５－２０

株式会社落庄商店 5260102 滋賀県長浜市落合町７４０

清水モータース 5260243 滋賀県長浜市大路町２６０

リラの木どうぶつ病院 5260243 滋賀県長浜市大路町８７４－１２

なかや 5260828 滋賀県長浜市加田町２３２４

廣仙園 5260828 滋賀県長浜市加田町２３４０

ながはま矯正歯科 5260042 滋賀県長浜市勝町４５５

わ田作 5260042 滋賀県長浜市勝町４７４

焼肉輪 5260042 滋賀県長浜市勝町８３－２

割烹なとり勝町 5260042 滋賀県長浜市勝町８４８

タツミ自動車（有） 5260804 滋賀県長浜市加納町６７１－１

長浜セレモニー 5260804 滋賀県長浜市加納町３４１－５

加納町さわ歯科 5260804 滋賀県長浜市加納町９１８

Ｗｉｌｌ＿Ｇ長浜 5260015 滋賀県長浜市神照町四反田４７－１　バロ－長浜店　敷地内

ラッキーモータース 5260015 滋賀県長浜市神照町８９３

はしもとや 5260015 滋賀県長浜市神照町８４７

スバルショップ長浜 5260015 滋賀県長浜市神照町３２

三五化建有限会社 5260015 滋賀県長浜市神照町４８－１

ｃｏｓｍｅｓｈｏｐ　ｋｕｒｕｋｕｒｕ 5260015 滋賀県長浜市神照町４８９　１Ｆ

赤ちょうちん 5260015 滋賀県長浜市神照町４８８－６

かつ源長浜店 5260015 滋賀県長浜市神照町字六ノ坪５８

ヘア・ハウス・クレヨン 5260015 滋賀県長浜市神照町１６２－５

焼肉　鳥藤 5260015 滋賀県長浜市神照町８１４－５

タケダ 5260015 滋賀県長浜市神照町９７６－５

犬のとこやさん　もこもこ 5260015 滋賀県長浜市神照町７１９－３

（株）小商会 5290101 滋賀県長浜市唐国町７２８

寿農機株式会社 5260846 滋賀県長浜市川崎町３６８

スリープデパートメントＳＩＮＧＳＩＮＧ　ｂｙふとんのマツムラ 5260846 滋賀県長浜市川崎町３６５

手もみ総本店　長浜店 5260846 滋賀県長浜市川崎町２５６

ヨシイ・コーポレーション 5260846 滋賀県長浜市川崎町３３５

フレッシュマート中川 5260111 滋賀県長浜市川道町１０６－２

観翠園　ギオン　ｃｏｒｅ 5260061 滋賀県長浜市祇園町３０６

たわだ家具 5260061 滋賀県長浜市祇園町２９０－１

フィッシングハウス大郷屋 5260061 滋賀県長浜市祇園町２９２－７

ヨシハラクリーニングＦＭ祇園店 5260061 滋賀県長浜市祇園町２９８－１

やきとり重吉長浜祇園町店 5260061 滋賀県長浜市祇園町１３２－２０

ＳｕｎＳＡｎ　ーメンズ脱毛専門店ー 5260057 滋賀県長浜市北船町３－２４　えきまちテラス長浜１階

平塚鈑金塗装 5290431 滋賀県長浜市木之本町大音１３０

菓子乃蔵　角屋 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本１０７２



ファッションプラザしょうぶ池 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本１７８２－１

丸三ハシモト 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本１４２７

藤田機械店 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本１７３２－３

ぜろはち 5200806 滋賀県大津市打出浜１４－３０　Ｏｈ！Ｍｅ大津テラス６階

カープラザ　フジ 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本１５９１

医療法人　清悠会　横井歯科医院 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本１７１０－１

スバル　ショップ　木之本 5290423 滋賀県長浜市木之本町千田１１６－４

宗永堂 5260001 滋賀県長浜市国友町７８９番地

株式会社巧工務店 5260014 滋賀県長浜市口分田町５７０－２４

ハマゼン和装 5260014 滋賀県長浜市口分田町５２８－２１

雲爾窯 5260014 滋賀県長浜市口分田町７５０

くもでのとこや 5260014 滋賀県長浜市口分田町９８０

オートプール協和 5260014 滋賀県長浜市口分田町３７６－１

山近 5260014 滋賀県長浜市口分田町７６８

うどん馳走　山石土平 5260065 滋賀県長浜市公園町３－１９

ＢＥＫＯ　ＭＡＲＫＥＴ 5260065 滋賀県長浜市公園町８－５４

国民宿舎　豊公荘 5260065 滋賀県長浜市公園町１０－１

株式会社浜湖月 5260065 滋賀県長浜市公園町４－２５

ｉｒｏｈａ-ｃｏｕｐｅ 5260065 滋賀県長浜市公園町２－５５　ｉｒｏｈａ＿ｃｏｕｐｅ

川村電装 5290342 滋賀県長浜市湖北高田町１８－３

ｍａｃｈｏ　ｈａｉｒ 5290341 滋賀県長浜市湖北町速水２８６２－１

化城ペガサス 5290341 滋賀県長浜市湖北町速水１１１６

長生堂薬局速水店 5290341 滋賀県長浜市湖北町速水２８１６

ヨシハラクリーニングＦＭ湖北店 5290331 滋賀県長浜市湖北町八日市１０１１

ＬｉｎｋＣａｆｅ 5260845 滋賀県長浜市小堀町４１２－１　キャトルセゾン１０１

ワンシーエムパートナー 5220324 滋賀県犬上郡多賀町川相１６１－１

仏壇　内藤 5260845 滋賀県長浜市小堀町３９８－１

ヨシハラクリーニングＡＰ長浜店 5260845 滋賀県長浜市小堀町４５０

メガネのフランクリン 5260845 滋賀県長浜市小堀町４５０　アルプラザ長浜店１Ｆ

ファッションリフォーム　リフォームブティック　アル・プラザ長浜店 5260845 滋賀県長浜市小堀町４５０　アル・プラザ長浜２Ｆ

リカーマウンテン虎姫本店 5290141 滋賀県長浜市五村１９３番地

美容室髪ゆう 5260055 滋賀県長浜市三和町６４－４　ＨＯＵＳＥ　Ｉ　ＧＯ　ＢＡＢＫＡＮ　１Ｆ北

オアシス湖北 5260817 滋賀県長浜市七条町６４２－１

長浜車輌（株） 5260817 滋賀県長浜市七条町１２２０

（有）西側屋 5260817 滋賀県長浜市七条町１７２－２

エイチサンジュウドシー 5260036 滋賀県長浜市地福寺町５－２８

ヘンリーイン 5260036 滋賀県長浜市地福寺町１６６

ＷＡＣＣＡ 5260044 滋賀県長浜市下坂中町２８８

マキュアージュ・ド・ルトゥール 5260047 滋賀県長浜市下坂浜町８８－６

ＢＴオガワ 5260823 滋賀県長浜市常喜町５４７

あおば 5260013 滋賀県長浜市新庄寺町１３６

車検のコバック長浜店 5260012 滋賀県長浜市新庄中町３１５－３

Ｍ　ｆａｃｔｏｒｙ 5260012 滋賀県長浜市新庄中町２９４

長和産業 5260012 滋賀県長浜市新庄中町１５８

オートリリーフ　白井 5260012 滋賀県長浜市新庄中町４６０－６

川上建設（有） 5260011 滋賀県長浜市新庄馬場町１２１

眠りのプロショップＳａｗａｄａ 5260052 滋賀県長浜市神前町９－１１

魚重 5260052 滋賀県長浜市神前町３－１１

株式会社山玉　山本薬局 5200113 滋賀県大津市坂本３丁目３２番２９号

株式会社湖南鈑金　瀬田店 5202152 滋賀県大津市月輪１－９１－１

あふみ舎 5260234 滋賀県長浜市相撲庭町１１８５－１

手打ちそば　挙山 5260234 滋賀県長浜市相撲庭町７１５

奥村自動車工業有限会社 5260103 滋賀県長浜市曽根町１３２４－１

有限会社昭和モータース 5260103 滋賀県長浜市曽根町１３２３－２

ピアレキタガワ 5260103 滋賀県長浜市曽根町３５０

金山クリーニング　びわ店 5260103 滋賀県長浜市曽根町１２９６

デント　デライト 5290351 滋賀県長浜市大光寺町６３

イタリアンダイニングカフェＣｉｂｏ 5290144 滋賀県長浜市大寺町１０２９－１

時宝堂 5260037 滋賀県長浜市高田町１４－３１

楽庵 5260037 滋賀県長浜市高田町５－３

居川屋　長浜店 5260037 滋賀県長浜市高田町１５－３

なごみやｐｌｕｓ 5260037 滋賀県長浜市高田町６－２４

手づくり工房みゆう 5290232 滋賀県長浜市高月町落川１８－１

（有）山下自動車 5290232 滋賀県長浜市高月町落川１８４－３

ＫＹＯＩＷＡ　ＤＩＮＩＮＧ 5290234 滋賀県長浜市高月町柏原３９３

なか卯大津瀬田店 5202152 滋賀県大津市月輪１－９１－１

フラワー＆バルーンショップ　アミティ　本店 5200044 滋賀県大津市京町１－２－２１

Ａ番館ＫＯＤＥＲＡ 5290241 滋賀県長浜市高月町高月２９７

片桐均整院 5290241 滋賀県長浜市高月町高月１６２

ぎんしゃり亭ヤマモト米穀 5290241 滋賀県長浜市高月町高月１７０番地

割烹なとり　　松井 5290241 滋賀県長浜市高月町高月１１９２－１

カーハンター 5290241 滋賀県長浜市高月町高月９１１－１

金山クリーニング　高月店 5290241 滋賀県長浜市高月町高月１５８９－１

有限会社わきざか酒店 5290233 滋賀県長浜市高月町渡岸寺１０８－７

山岡自工 5290233 滋賀県長浜市高月町渡岸寺１０３－３

ヨシハラクリーニングパワーズ店 5290261 滋賀県長浜市高月町東物部１２４－１

ＹＳ・ＣＲＯＷＮ 5290263 滋賀県長浜市高月町東柳野４３３

ヨコタ農園 5290223 滋賀県長浜市高月町馬上２２９１－４

まるさ 5290231 滋賀県長浜市高月町森本１５

テーラーズガレージ 5290201 滋賀県長浜市高月町横山１７－３

ＴＥＡＭ　ＴＷＥＮＴＹ　ＯＮＥ 5260046 滋賀県長浜市高橋町２５５－２

薪ストーブのたかやま 5260201 滋賀県長浜市高山町７５－１

ｈａｉｒ’ｓ　ｃｒｅａｔｉｏｎ　ｓｈｏｐ　ＯＷＬ 5260829 滋賀県長浜市田村町１５８３番地１６

しゅうぼう 5202143 滋賀県大津市萱野浦１８－４

長浜観光 5260022 滋賀県長浜市中山町６番１号

株式会社新栄自動車 5260841 滋賀県長浜市新栄町４８４

ＫＧモータース 5260841 滋賀県長浜市新栄町５５３－１

（株）Ｗｉ’ｓ 5260841 滋賀県長浜市新栄町４４４

Ｋ＆Ｋ代行　Ｋ＆Ｋ介護タクシー 5260841 滋賀県長浜市新栄町４８５

松本理容院 5290721 滋賀県長浜市西浅井町大浦１３６１－２

ヘアーサロンベスト 5290721 滋賀県長浜市西浅井町大浦６９－１

ロテル・デュ・ラク 5290721 滋賀県長浜市西浅井町大浦２０６４

Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｖｅ 5290721 滋賀県長浜市西浅井町大浦８７５－２

ライダーハウス　日本何周 5290721 滋賀県長浜市西浅井町大浦８８１

マコト車輌 5260803 滋賀県長浜市西上坂町１２４

Ｆｒｏｇ　Ｇａｒａｇｅ 5200105 滋賀県大津市下阪本６丁目２４－２７

ほたるの薬局 5260203 滋賀県長浜市野瀬町８２８　健康パ－クあざい２Ｆ

ハ兆 5260203 滋賀県長浜市野瀬町８２８

雅自動車工業 5260842 滋賀県長浜市春近町１７２－４

ほたるの薬局上坂 5260802 滋賀県長浜市東上坂町１０１０－２

焼肉　ほくと 5260033 滋賀県長浜市平方町２５２－２

馨和整体院長浜院 5260033 滋賀県長浜市平方町３６０－１０

ＮＡＯＥ治療院 5260033 滋賀県長浜市平方町１１５２－９

ピッコロボスコ長浜店 5260033 滋賀県長浜市平方町７２０－１７

ヨシハラクリーニング長浜平方店 5260033 滋賀県長浜市平方町３３１番地

はんがい長浜店 5260033 滋賀県長浜市平方町３１７－１

信広苑 5260033 滋賀県長浜市平方町８３０－６

ポリスライダー 5260033 滋賀県長浜市平方町８２８番地

大谷電化サービス店 5260002 滋賀県長浜市保田町２５７

（有）たわだ商店 5260105 滋賀県長浜市細江町１０－５

びわこ自工（有） 5260813 滋賀県長浜市堀部町５１４

萬徳堂 5260821 滋賀県長浜市本庄町７６１

益田屋 5260125 滋賀県長浜市益田町４３９－２



ヨシハラクリーニングＦＭ浅井店 5260242 滋賀県長浜市三田町１３２２

長生堂薬局 5260024 滋賀県長浜市三ツ矢元町４－２８

一湖房 5260024 滋賀県長浜市三ツ矢元町１１－２０

渡邊美術工藝 5260024 滋賀県長浜市三ツ矢元町１５番３０号

北ビワコホテルグラツィエ 5260067 滋賀県長浜市港町４－１７

小料理屋　彩華-ＩＲＯＨＡ- 5260067 滋賀県長浜市港町１－３０

ヘアーズクラブ　髪工房 5260067 滋賀県長浜市港町４－９

小川 5260843 滋賀県長浜市南小足町１５２

ビューティーサロン　あおい 5260843 滋賀県長浜市南小足町４３９－２６

魚新 5260843 滋賀県長浜市南小足町３２－７

こだま寝装 5260843 滋賀県長浜市南小足町３１８－１４

長浜酒場　和来 5260058 滋賀県長浜市南呉服町９－３０

長浜ユニフォーム 5260058 滋賀県長浜市南呉服町１０－４

花玄 5260058 滋賀県長浜市南呉服町１４－２１

今井製畳 5260058 滋賀県長浜市南呉服町１３－１８

ちゃいな　ふくふく 5260032 滋賀県長浜市南高田町１２６－３

クリーンびわ 5260844 滋賀県長浜市南田附町３２－４

鮎茶屋かわせ 5260113 滋賀県長浜市南浜町上川原５３番地

イチゴイチエ本店 5260831 滋賀県長浜市宮司町３２－１２　シャングリラ１号館１０１

小川製菓 5260831 滋賀県長浜市宮司町９６３－７

（株）仏だんの石久本店 5260831 滋賀県長浜市宮司町９１３－２

白谷惣菜店 5260831 滋賀県長浜市宮司町３９０－１

Ｌｉａｎ　ｈａｉｒ 5260831 滋賀県長浜市宮司町１１８７－２　茂森ビル１Ｆ

酒藤 5260831 滋賀県長浜市宮司町４７５

美Ｋｅｎ 5260831 滋賀県長浜市宮司町１１６１－２

ＭＡＴＣＨ　Ｌｅａｔｈｅｒ　Ｗｏｒｋｓ 5260053 滋賀県長浜市宮前町８－７

時代物工房　一助朋月 5260059 滋賀県長浜市元浜町１８－２０

笑楽屋　ごち 5260059 滋賀県長浜市元浜町７－１７

Ｎａｓｓａｕ 5260059 滋賀県長浜市元浜町６－１７

三谷旅館 5260059 滋賀県長浜市元浜町１９－１９

株式会社かねなか酒店 5260059 滋賀県長浜市元浜町３３－５

藤本屋 5260059 滋賀県長浜市元浜町４－３

かわ重 5260059 滋賀県長浜市元浜町１１－２０

（有）中村デンキ 5260059 滋賀県長浜市元浜町２０－６

橋川酒食品 5260059 滋賀県長浜市元浜町１１－２５

よつづか 5260059 滋賀県長浜市元浜町１２－６

有）京極寿司 5260059 滋賀県長浜市元浜町６番１１号

地酒のさざなみ酒店 5260059 滋賀県長浜市元浜町１２－２７

びわ湖の幸　魚三 5260059 滋賀県長浜市元浜町１２－７

カワジリ時計宝石店 5260059 滋賀県長浜市元浜町６－３１

フォレオ大津一里山 5202141 滋賀県大津市一里山７－１－１

長濱ええもんショップセイキン 5260059 滋賀県長浜市元浜町８－２８

鮨匠 5200832 滋賀県大津市粟津町６－１１

ここち 5260059 滋賀県長浜市元浜町１９－２３

串の店いま村 5200832 滋賀県大津市粟津町６－１１

９６カフェ　テイクアウト 5260059 滋賀県長浜市元浜町１１－２８

古美術西川　本店 5260059 滋賀県長浜市元浜町７－８

ボディメンテナンス　手温 5260059 滋賀県長浜市元浜町２７－３７

ロマンスブルー 5260059 滋賀県長浜市元浜町６－２９

ブラッスリー　ｃｏｏｒｄ 5260059 滋賀県長浜市元浜町７－１４－２Ｆ

山崎自動車 5260018 滋賀県長浜市森町４２６

スカイロード長浜 5260018 滋賀県長浜市森町３６６－１

みわ美容室 5260252 滋賀県長浜市八島町４９５

Ｌｉｎｋ 5260034 滋賀県長浜市弥高町１７９－２

中島商事株式会社　長浜出張所 5260847 滋賀県長浜市山階町８６－１

イヤシス　リラクゼーションくらぶ　イヤシス　イオン長浜店 5260847 滋賀県長浜市山階町２７１－１　イオン長浜店１Ｆ

ごはんばー　イマジン 5260847 滋賀県長浜市山階町４５３－１

Ｓｗｅｅｔｓ　＆　Ｃａｆ？　Ｄｒａｇ？ｅ　ドラジェ 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町１１９４－２

ｃｏｃｏｉｒｏ　Ｇｉｆｔ　ｍａｒｋｅｔ 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町３８１－３

グランパレー京岩 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町９５０－１

株式会社山口自動車工業 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町１１９０

元中石油 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町１５５番地

株式会社モミヤマモータース 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町４１６－６

くすりの三栄堂 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町１１４１－１

焼肉でん　長浜店 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町８０

肉バル　ＩＴＴＯＫＵ 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町４７２

街の理美容室　ぷらっと 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町３６１

Ｗｉｓｈ　ｈａｉｒ 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町５１４－６

長浜スプリングレーンズ 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町３５３－１

ダイシン商会 5260031 滋賀県長浜市八幡東町２１１－３

リトルハート　かしわつる 5260031 滋賀県長浜市八幡東町２５－１

＆ＣＯＣＯＲＯＮＥ 5260031 滋賀県長浜市八幡東町４０

たんぽぽＴＡＪＩＭＡＹＡ 5260031 滋賀県長浜市八幡東町４３０－８

宝石＊時計アコール 5260031 滋賀県長浜市八幡東町９－１　西友長浜楽市店１階

金山クリーニング　楽市店 5260031 滋賀県長浜市八幡東町９－１　長浜楽市

ＬＵＣＩＤＯＳＴＹＬＥ　　ＢＡＲＲＥＴＴＡ 5260031 滋賀県長浜市八幡東町１９３

昭和食堂　長浜店 5260031 滋賀県長浜市八幡東町７５－１

トラベルメイトサービス株式会社 5260031 滋賀県長浜市八幡東町２６６－１

菊水飴本舗 5290522 滋賀県長浜市余呉町坂口５７６

さんとく三太郎本店 5290527 滋賀県長浜市余呉町東野３７０－２

ビューティーサロンＭ 5260041 滋賀県長浜市四ツ塚町１４４－４　ビュ－ティサロンＭ．

ＬＵＣＫ 5260041 滋賀県長浜市四ツ塚町２９－８

まつや菓舗 5230817 滋賀県近江八幡市浅小井町３３２

浅小井農園 5230817 滋賀県近江八幡市浅小井町２４８１

さぶ庄 5230817 滋賀県近江八幡市浅小井町４９１

エステティックジュビランＲｏｓｙＬｉｌｌｙ 5211331 滋賀県近江八幡市安土町石寺３３２

丸常 5211333 滋賀県近江八幡市安土町内野１５７

ＡＸＥＬ　ＴＲＩＡＬ　　ＩＮＶＥＳＴ 5211333 滋賀県近江八幡市安土町内野１５６

藤井設備 5211333 滋賀県近江八幡市安土町内野６９５

電化のフクチ 5211341 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦９７０－１

ゆたか造園 5211341 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦６２８

仙五郎 5211341 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦９２８－１

北林製畳所 5211346 滋賀県近江八幡市安土町香庄４３３

焼肉　吉挑 5211346 滋賀県近江八幡市安土町香庄３３９－１

お菓子の家ｃｈｅｒｉｅ 5211311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦５０１７－１

Ｋｉｔｃｈｅｎ安吾楼 5211311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦４７２８

有限会社安土オート 5211311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦５０８６

フレンドマート安土店 5211311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦２７８０－１

武田電器 5211351 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺２８３

門前屋 5211351 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺７８３

（株）三村造園 5211351 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１９２４－１

安土養蜂園 5211351 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺８５５

料理　魚石 5211351 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺９９４

近江電工 5211351 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１０７３－３５

嶋川司法書士事務所 5211344 滋賀県近江八幡市安土町中屋２０７

ＲＯＯＴＳ 5211334 滋賀県近江八幡市安土町西老蘇９５４

ＦｕｎＡｕｔｏ 5211334 滋賀県近江八幡市安土町西老蘇１６６８－１

ナティガーデン 5230043 滋賀県近江八幡市池田本町７２８－５

Ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｇｉｇｇｌｅ 5230043 滋賀県近江八幡市池田本町８６９－３４

ＣＡＲＩＣＯ 5230043 滋賀県近江八幡市池田本町３１６

酒のさかえや 5230866 滋賀県近江八幡市為心町上－５

Ｇｏｉｎｇ　Ｎｕｔｓ！ 5230865 滋賀県近江八幡市為心町３１　アンドリュ－ス記念館２Ｆ

アド　ビューティ　ケイ 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１２４４－２１



ムッシュリュウマ 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１７６番地６

ヨシハラクリーニングＦＭ上田店 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１２８５－１

小西酒店 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１５１１

八幡自動車鈑金塗装 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１９２－６

Ｗｉｌｌ＿Ｇ近江八幡 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１２７８－３　近江八幡サウスモ－ル１階

株式会社アース 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１３４８

かめやクリーニング　平和堂篠原店 5230046 滋賀県近江八幡市上野町１－１

親玉製菓舗　篠原店 5230046 滋賀県近江八幡市上野町２３－１

株式会社カルネ・ジャパン 5230046 滋賀県近江八幡市上野町２５

やまもとでんき 5230046 滋賀県近江八幡市上野町３－３

Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｓｔｅｌｌａ 5230046 滋賀県近江八幡市上野町３５

暮しの衣料　にしだ 5230046 滋賀県近江八幡市上野町３１

Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｃａｒａｔ 5230867 滋賀県近江八幡市魚屋町元１０－１

ソムリエの薬剤師がやってるお店です。 5230061 滋賀県近江八幡市江頭町４４８－３　ソムリエの薬剤師がやってるお店です。

ＥＶＥＲＹＤＡＹなかむら 5230061 滋賀県近江八幡市江頭町４６２－１

シェナー 5230061 滋賀県近江八幡市江頭町４１７－２

天極製作所 5230061 滋賀県近江八幡市江頭町４８０－１

ＲＡＢＢＩＴ　ＨＵＴＣＨ　クラフトビアカフェ 5230837 滋賀県近江八幡市大杉町２７　２Ｆ

小西ファーム 5230811 滋賀県近江八幡市長田町２１４５

庭匠一心 5230064 滋賀県近江八幡市小田町１９－１

株式会社Ｉ・Ｈｏｍｅ 5230064 滋賀県近江八幡市小田町９１－１

ツジソト株式会社 5230856 滋賀県近江八幡市音羽町７－１

４ＷＤプロジェクト 5230856 滋賀県近江八幡市音羽町１００

ワイズガレージ 5230856 滋賀県近江八幡市音羽町１１－１

クライス・プランニング 5230875 滋賀県近江八幡市小幡町上－３９－５

ル・クール 5230875 滋賀県近江八幡市小幡町上－３８

ＴＲＩＰＬＥＷＩＮ 5230874 滋賀県近江八幡市小幡町中１４

洋風料理　ＫＩＳＡＫＵ 5230874 滋賀県近江八幡市小幡町中－２１

岡田歯科医院 5230058 滋賀県近江八幡市加茂町３６２４－２

モア　アヴァンセ 5230058 滋賀県近江八幡市加茂町３５９０－６

小川硝子建材 5230058 滋賀県近江八幡市加茂町６３７－６

ヘアーサロンひかり 5230058 滋賀県近江八幡市加茂町２９６５

加茂内装店 5230058 滋賀県近江八幡市加茂町２９８５

ケーアイオート 5230058 滋賀県近江八幡市加茂町３５９０－１

株式会社井狩自工 5230058 滋賀県近江八幡市加茂町３１７４

丸和自動車 5230047 滋賀県近江八幡市川原町１丁目１－１

たちいり自動車 5230087 滋賀県近江八幡市北津田町１６３９－２

坪清 5230806 滋賀県近江八幡市北之庄町１１５２

グリーンピア 5230023 滋賀県近江八幡市倉橋部町１４６－５

橋本建材 5230001 滋賀県近江八幡市金剛寺町３３９

西川畳商店 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町７８

みやち会計事務所 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２８９　フジビル５階

かじ直タイヤ 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２０５

理容　ジャングル 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２０６－２１

ＣＯＯ　ＦＩＴ 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２０６－２０　ヤマセビル

炭焼やきとり宮村 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２０６－１４

株式会社まる亀こうし牧場 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２９８－４

チャンチャーレ 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２１１－７　レナジア近江八幡１０１

和音漢方堂 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２０６－２０　ヤマセビル１階Ａ

Ｄｉｎｉｎｇ　ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｇｉｆｔ 5230893 滋賀県近江八幡市桜宮町２３１－２

ローカス琵琶湖 5230076 滋賀県近江八幡市佐波江町１－１

犬の驛．Ｂ 5230044 滋賀県近江八幡市篠原町２－１４－８

米徳老舗 5230063 滋賀県近江八幡市十王町１３３

特定非営利活動法人おうみコアラ 5230063 滋賀県近江八幡市十王町９１９

北里薬局 5230063 滋賀県近江八幡市十王町３４６－３

仁保の棒由 5230063 滋賀県近江八幡市十王町８０－１

マルハチＤＥＮＫＩ 5230063 滋賀県近江八幡市十王町３３７－１

中川百貨店 5230063 滋賀県近江八幡市十王町９０

キモト空調設備 5230063 滋賀県近江八幡市十王町７４８－１０

有限会社太田牧場 5230063 滋賀県近江八幡市十王町８９３

滋賀プロパン株式会社 5230871 滋賀県近江八幡市新町４－４２

御食事処みつわ 5230871 滋賀県近江八幡市新町３－１１

かふぇれおにーせ 5230871 滋賀県近江八幡市新町３－９

スミ利文具店 5230863 滋賀県近江八幡市仲屋町上２０

扇屋 5230863 滋賀県近江八幡市仲屋町上３５－２

ｔｈｒｅｅ　ｃａｆｅ 5230862 滋賀県近江八幡市仲屋町中２１

有限会社中野電機商会 5230862 滋賀県近江八幡市仲屋町中－１５

（有）辻洋品店 5230862 滋賀県近江八幡市仲屋町中－２０

ＭＡＣＨＩＹＡ　ＩＮＮ 5230862 滋賀県近江八幡市仲屋町中２１　近江八幡まちや倶楽部内

六枚橋株式会社 5230016 滋賀県近江八幡市千僧供町６０６－４

フォトスタジオピカソ 5250027 滋賀県草津市野村２－１１－２５

大与工務店 5230016 滋賀県近江八幡市千僧供町１３７－５

株式会社八幡タイヤ 5230016 滋賀県近江八幡市千僧供町６０７－３

ふとんのマツムラ近江八幡店 5230016 滋賀県近江八幡市千僧供町５９７

Ｃａｒ　ｓｈｏｐ　Ｆ-ｓｔｙｌｅ 5230016 滋賀県近江八幡市千僧供町５８４－３

ＳＯＨＯｃｌｕｅ 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町４５５－７　ＭＫＫビル１階

Ｄｉｖｅ　ｂｕｄｄｙ 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町４５６

ファッションシバタ 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町６８５

近江かね安 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町７４７－１

日本料理ひょうたんや 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０－１

タカモリ駅前本店 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町４５４－５　タカモリ駅前本店

ＨＡＩＲ　Ｇａｌｌｅｒｙ 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町４５３－６　シャルマンクレ－ル１Ｆ

Ｒｅｐｏｓｅｒ 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１５４２

西川電工 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１４００－７

ＳＡＬＯＮ・ＤＥ　やす 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町８７４－２３

山本時計店 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町２２

リビングオノ真野店 5200232 滋賀県大津市真野５丁目２１－１

村田酒店 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町２１

ヨシハラクリーニングイオン八幡店 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町３丁目７番

ファッションリフォーム　リフォームブティック　イオン近江八幡店 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３丁目７　イオン近江八幡店　１番街１Ｆ

ｔｗｏＦＩＲＳＴアクア２１店 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９　アクア２１・３Ｆ

ミノル　近江八幡店 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９　イオン・アクア２１　２階

入口商店 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１４０２－１

クリーンハウス 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１０４－３

アトミックパンチ 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１５７０　ロイヤルトップビル２Ｆ

きよし堂薬局 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５４７－２

かん屋 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町４５４－７

星の砂 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１４９０

Ｒｉｚｅｓ近江八幡バル 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町６５６－１Ｆ　大成開発ビル１Ｆ

あさひや本社 5230896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北４丁目２－１

ＣＬＩＦＦＳＩＤＥ 5230896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北３丁目７番８

しゅおん 5230896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北４丁目１８－７

みやび建設株式会社 5230896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北４丁目１－１６

イヤシス　リラクゼーションくらぶ　イヤシス　アクア２１近江八幡店 5230898 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９　アクア２１近江八幡店２Ｆ

ＤＤセルフ近江八幡駅南口ＳＳ 5230898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南１－４－９

ほりかふぇ 5230821 滋賀県近江八幡市多賀町７４３

（株）一才屋 5230821 滋賀県近江八幡市多賀町３５－４

おうみ農機 5230036 滋賀県近江八幡市竹町１８３－２

和た与 5230872 滋賀県近江八幡市玉木町２丁目３

近江食品 5230013 滋賀県近江八幡市長光寺町７９６

近江牛よしだ 5230013 滋賀県近江八幡市長光寺町９２０

小西珈琲店 5230808 滋賀県近江八幡市長命寺町５６

株式会社Ｋ．Ｕ　ＷＯＲＫＳ． 5230082 滋賀県近江八幡市土田町８１４



ｎｅｃｅｓｓａｒｙ 5230892 滋賀県近江八幡市出町９１７

ジュネス・メイジヤ 5230892 滋賀県近江八幡市出町４１６－１１

ホワイト急便ミヤマ本店 5250050 滋賀県草津市南草津３－７－９

竹内モータース 5230892 滋賀県近江八幡市出町４２９－７

たねい動物病院 5230892 滋賀県近江八幡市出町８７４

Ｄｕｌｅｖａｉｎ 5230892 滋賀県近江八幡市出町４２９－３

志な乃 5230892 滋賀県近江八幡市出町４１４－５

ヤサカ自動車 5230892 滋賀県近江八幡市出町８６１

和食・旬菜　彩華 5230892 滋賀県近江八幡市出町４１６－４

ステーキハウス　ＲＩＧＩ 5230011 滋賀県近江八幡市友定町４９４－１　ビジネスホテルシェル

Ｄｏｌｃｅ 5230041 滋賀県近江八幡市中小森町３４１－５

和田産業株式会社 5230041 滋賀県近江八幡市中小森町７３８

土井酒店 5230041 滋賀県近江八幡市中小森町３２８

ヨシハラクリーニンググッドドライ店 5230041 滋賀県近江八幡市中小森町３０５－９

びわ湖観光 5230807 滋賀県近江八幡市中之庄町６３９－１

尾賀商店 5230848 滋賀県近江八幡市永原町中１２

ＢＡＲ　ＳＥＡ　ＳＴＯＮＥ 5230894 滋賀県近江八幡市中村町２１－１９　グランドビル１Ｆ

Ｂａｒｂｅｔｔａ 5230894 滋賀県近江八幡市中村町２０　ダイゴ本社１Ｆ

株式会社エクボスタジオ 5230894 滋賀県近江八幡市中村町５－１２

パッケージプラザオリトメ 5230894 滋賀県近江八幡市中村町４９－１７

ホワイト急便南草津店 5250050 滋賀県草津市南草津３－７－９

美容室リボン 5230894 滋賀県近江八幡市中村町１４－１７

串カツ　ダイニング　楽珍 5230894 滋賀県近江八幡市中村町３３－１４

オートレップ関西 5230894 滋賀県近江八幡市中村町７－４

総合金物梅原 5230894 滋賀県近江八幡市中村町４０７－６

ビシネスホテル西ノ庄 5230816 滋賀県近江八幡市西庄町１２５２－２

ホンダサイクル古野 5230816 滋賀県近江八幡市西庄町８２

カーズ　ナカジマ 5230816 滋賀県近江八幡市西庄町１５９－４

中国料理　沙羅 5230816 滋賀県近江八幡市西庄町２０３６－１

ジョイライド 5230816 滋賀県近江八幡市西庄町１２７１－９

伝喜館ういずはちまん 5230813 滋賀県近江八幡市西本郷町９８

有限会社日宝自動車 5230813 滋賀県近江八幡市西本郷町１０３－５

理髪館 5230813 滋賀県近江八幡市西本郷町３０５

（有）オカモト設備 5230813 滋賀県近江八幡市西本郷町１９１－１５

お掃除専門マッハ 5230813 滋賀県近江八幡市西本郷町２６４－１７

ウェディングコスチュームＨＩＲＯＴＡ 5230819 滋賀県近江八幡市西本郷町西２－２

メナードフェイシャルサロン 5260043 滋賀県長浜市大戌亥町１２１３

おれんじくろーばー 5230004 滋賀県近江八幡市西生来町２４５

有限会社岩越 5230004 滋賀県近江八幡市西生来町１３５７

大林建設 5230004 滋賀県近江八幡市西生来町１１１３

スティングレーシング 5230075 滋賀県近江八幡市野村町１５０４

ＢａｓｓＢｏａｔセンターＢＥＬＬ 5230075 滋賀県近江八幡市野村町２６０６－８

山本工務店 5230075 滋賀県近江八幡市野村町１３８４－６

くろべ 5230075 滋賀県近江八幡市野村町８９１

タイヤショップ竜王 5230027 滋賀県近江八幡市東川町２１３－４

未来書房近江八幡店 5230027 滋賀県近江八幡市東川町１２８－３

ＤＤ近江八幡ＴＳ 5230027 滋賀県近江八幡市東川町１３１－３

（株）田中重機 5230033 滋賀県近江八幡市日吉野町４０９

モトス 5250034 滋賀県草津市草津４丁目８－２０

御菓子司にしかわ 5230084 滋賀県近江八幡市船木町１１１９－４

リズムヘアー 5230056 滋賀県近江八幡市古川町１１８０－１０

東燃料店 5230056 滋賀県近江八幡市古川町６１７

Ｓｑｕａｔ 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町２１０－１２

新鮮組 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１５９－２２

耕榮堂 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１１９－３

株式会社丸善　近江八幡店 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町１２７－１

まごころキッチン空 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町２１２－４　レ－クビル１Ｆ

メナードフェイシャルサロン 5203047 滋賀県栗東市手原４丁目５－１４　メゾントレゾ－ル１０１

株式会社小島工業 5230072 滋賀県近江八幡市牧町３６７－２

近江しろあり 5230053 滋賀県近江八幡市益田町２６１－４

ＳｔａｌｅＦｉｎｋ 5230022 滋賀県近江八幡市馬淵町３５３６

ＧａｒａｇｅＲｏｙａｌｔｙ 5230022 滋賀県近江八幡市馬淵町５５５

Ｔ’ｓ　ｇａｒａｇｅ 5230022 滋賀県近江八幡市馬淵町４３８

堀久 5230022 滋賀県近江八幡市馬淵町１７４４

小見山　康子 5230805 滋賀県近江八幡市円山町１４６７－３

中江工務店 5230805 滋賀県近江八幡市円山町５

関目建設株式会社 5230805 滋賀県近江八幡市円山町５６２

エムハート薬局　みやうち店 5230828 滋賀県近江八幡市宮内町１８８－７

ａｍａｎ　ｃａｆｅ｀＋ｆｏｏｄ 5230828 滋賀県近江八幡市宮内町２４０

お多福運送 5230012 滋賀県近江八幡市武佐町４９２

みずの美工 5230073 滋賀県近江八幡市元水茎町１３３

ダイヤモンドフォト本店 5230051 滋賀県近江八幡市八木町１３０－５

ＢｉｇＢｅａｔ　ＧＯＲＹＯ 5230034 滋賀県近江八幡市若宮町２２４－１

株式会社伊藤仏壇　八幡店 5230034 滋賀県近江八幡市若宮町６６３－１

ベストバリューエネルギー近江八幡店 5230034 滋賀県近江八幡市若宮町２２４－２

魚岩商店 5230034 滋賀県近江八幡市若宮町３９１

アクティブカーショップコング 5250041 滋賀県草津市青地町５６３－３

ボデーリペアＫＡＮＥＳＨＩＭＡ 5250041 滋賀県草津市青地町１１９５

Ｒｉｃｈｅ 5250047 滋賀県草津市追分３－２２－２５　１０２

山口カイロプラクティック 5250047 滋賀県草津市追分２丁目１４－１８　プリヴェ－ル１０２

フレンドマート志津東草津店 5250047 滋賀県草津市追分５丁目

近江鳥真　南草津店 5250048 滋賀県草津市追分南４－５－３

十二分屋草津店 5250048 滋賀県草津市追分南４丁目５－７

株式会社ラウンドゼロ 5250032 滋賀県草津市大路１丁目１６－１９　アトリエ１号館２Ｆ

焼肉処楽々亭 5250032 滋賀県草津市大路１丁目４－１２　大丸ソイビル１Ｆ

有限会社中野酒店 5250032 滋賀県草津市大路１丁目６番１７号

司法書士　中村事務所 5250032 滋賀県草津市大路２丁目１５－１３

ＰＩＥＧＡ 5250032 滋賀県草津市大路一丁目１８－２３

コスメティックサロンみのだ 5250032 滋賀県草津市大路１－１８－２６

株式会社フラワード松浦 5250032 滋賀県草津市大路１丁目１２番５号

ステーキハウス近江 5250032 滋賀県草津市大路１丁目４－３３

ナマステ　タージマハル　草津駅前店 5250032 滋賀県草津市大路１－１－１　エルティ９３２Ｂ０１－０１

風の門　草津店 5250032 滋賀県草津市大路１－１０－２７

ほがらか亭 5250032 滋賀県草津市大路１丁目２－１２

ペイントハウス 5203043 滋賀県栗東市林５０３－１

炭焼厨房呼々家 5250032 滋賀県草津市大路１－１５－３７

ＦＵＮＥＹＡ　草津駅前店 5250032 滋賀県草津市大路１－７－１

エナジーサロンＪＵＲＡＫＵ 5250032 滋賀県草津市大路１－１２－１　星空館２０４

ＷＨＩＴＥ　ＲＡＩＮＢＯＷ 5250032 滋賀県草津市大路１－１７－５　スクエア２階

いさり火　庵 5250032 滋賀県草津市大路１－４－１２　大丸ソイビル１Ｆ

ｃａｒ　ｏｆｆｉｃｅ　Ｒｅｖ’ｏ 5250032 滋賀県草津市大路３丁目４－５２

おでん壱梟 5250032 滋賀県草津市大路１－５－１１　Ｋビル１Ｆ

ｆｅｅｌ　ａｕｒａ 5250032 滋賀県草津市大路２丁目１－４１　太田ビル１Ｆ

草津ザ・ホースマン 5250032 滋賀県草津市大路１丁目１－１

株式会社セルミック 5250032 滋賀県草津市大路１－１－１－４階

Ｂａｒ　Ｎｅｖｅｒ 5250032 滋賀県草津市大路１－１６－３０　Ｑｕａｌｉａ大路４Ｆ　

高木ミンク　草津支店 5250044 滋賀県草津市岡本町１３７１

香西工務店 5250044 滋賀県草津市岡本町８４１

ｒｉｐｒａｐ 5250001 滋賀県草津市下物町７４－６

４Ｋさんの日常 5250072 滋賀県草津市笠山　４－１１－１１－１１０９

有限会社エル・ビー・エルコーポレーション 5250011 滋賀県草津市片岡町７７４

ヒロズクラブ・アメリカンヘアスタジオ 5250011 滋賀県草津市片岡町２９２－２

フタバ理容　橋 5250028 滋賀県草津市上笠三丁目２－１０　プラザ上笠１－２



ふとんのフジタ 5250028 滋賀県草津市上笠４－１２－１９

クロロフィル草津美顔教室 5250028 滋賀県草津市上笠３丁目１８－２４

ヨシハラクリーニングＦＭ上笠店 5250028 滋賀県草津市上笠４丁目４－１８

西村不動産 5250028 滋賀県草津市上笠４丁目２９－２

近江牛焼肉　さのや 5250028 滋賀県草津市上笠４丁目４－３０－１

お麩ｄｅスイーツ 5250028 滋賀県草津市上笠３丁目３１－２２－１

美容室ティアラ 5250028 滋賀県草津市上笠３丁目３１－２２－３

株式会社Ｋ-ｗｏｒｋｓ 5250022 滋賀県草津市川原町２９９－５

株式会社タムラモータース 5250016 滋賀県草津市北大萱町５４７番地の１

有限会社シブヤオートモビル 5250016 滋賀県草津市北大萱町５５１－２

ホビーランド草津 5250051 滋賀県草津市木川町８４５－７

ＣＡＲＶＥＸ 5250051 滋賀県草津市木川町４２５－１

西岡写真工房 5250034 滋賀県草津市草津２－８－３　西岡写真工房

酒肴ゆう 5250034 滋賀県草津市草津１丁目２０－３１

ペイントハウス 5203013 滋賀県栗東市目川８８９－１０３

老舗・寿司清 5250034 滋賀県草津市草津２丁目１０－２４

城屋呉服店 5250034 滋賀県草津市草津３－９－２３

ホテルボストンプラザ草津 5250037 滋賀県草津市西大路町１－２７

ドッグサロンＣｈａｎｃｈａｎ 5250034 滋賀県草津市草津１－１９－１８

Ｘａｎａｄｕ 5250034 滋賀県草津市草津三丁目７－８　奥田ビル１－Ａ

ドローンスクールジャパン滋賀草津校 5250034 滋賀県草津市草津４丁目８－２４

整体サロン　ｒｅ-ｆｌｏｗ 5250034 滋賀県草津市草津二丁目３－１５－１０

ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｆｏｕａｔｏｎｓ 5250034 滋賀県草津市草津２－１３－１１

駅前米屋アルプラザ草津店 5250025 滋賀県草津市西渋川１－２３－１　アルプラザ草津店

ＮＹＮＹ　近鉄草津店 5250026 滋賀県草津市渋川１丁目１番５０号　近鉄百貨店草津店４階

ｃａｆｅｔｏｒｉ 5250026 滋賀県草津市渋川１－１－６０　ｎｉｗａ＋

Ｌａｎａ 5250026 滋賀県草津市渋川１－７－６　１Ｆ

Ｇａｒａｇｅ　Ｌｅｂｅｎ 5250029 滋賀県草津市下笠町１２８５－１

Ｍａｌｉｂｕ　Ｃｏｆｆｅｅ 5250029 滋賀県草津市下笠町７６－１

株式会社雅工業 5250029 滋賀県草津市下笠町１４４７－６

ＫＩＮＳＩＮ　近江大橋店 5250067 滋賀県草津市新浜町５５－１

ＷＥＧＯ　イオンモール草津店 5250067 滋賀県草津市新浜町３００　イオンモ－ル草津２Ｆ

コモンタイム 5250067 滋賀県草津市新浜町３９４

カレット草津店 5250067 滋賀県草津市新浜町３００

Ｂｅａｎ’ｓ　草津店 5250067 滋賀県草津市新浜町３００　イオンモ－ル草津２Ｆ

タクシン 5250035 滋賀県草津市西草津１丁目９－２６

家飯 5250035 滋賀県草津市西草津２－３－１６

酒場かまどの蛸 5250035 滋賀県草津市西草津２丁目３－１２

ｎａｌｕｃａｆｅ 5250025 滋賀県草津市西渋川１丁目１－１８　イ－カムビル１階

株式会社ｓｕｂｌｉｍｅ 5250025 滋賀県草津市西渋川１丁目１－１８　イ－カムビル１Ｆ

ＳＯＲＡ草津エイスクエア店 5250025 滋賀県草津市西渋川１丁目２３－２３

ＪＥＵＧＩＡ草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店 5250025 京都府草津市西渋川１丁目２３－２３　Ａ・ＳＱＵＡＲＥ　ＳＡＲＡ南館２Ｆ

アカチャンホンポ　エイスクエア草津店 5250025 滋賀県草津市西渋川１－１８－５１　エイスクエア内

ファッションリフォーム　リフォームブティック　アル・プラザ草津店 5250025 滋賀県草津市西渋川１丁目２３－３０　アル・プラザ草津２Ｆ

ヨシハラクリーニングＡＰ草津店 5250025 滋賀県草津市西渋川１－２３－３０

ママイクコ・アル・プラザ草津 5250025 滋賀県草津市西渋川１－２３－３０　アル・プラザ草津１Ｆ

ライフホームメンテナンス 5250025 滋賀県草津市西渋川１丁目１７－５５

ビューティスパ　グランルミエ南草津店 5250059 滋賀県草津市野路１－１５－５　フェリエ南草津４Ｆ

セレクトショップリアル 5250059 滋賀県草津市野路１－１０－１８　アメニティ南草津１Ｆ

味彩魚喜 5250059 滋賀県草津市野路７－１－１７

株式会社玉川オートサービス 5250059 滋賀県草津市野路４－２－２

洋菓子工房ティーフル 5250059 滋賀県草津市野路６丁目１１－１１　スティ－デントＨＩＲＯＳＧＡ－１１

ラ・ボニータ・インプルーブ 5250059 滋賀県草津市野路１丁目８－１８

ＢａｒＦｒｅｎｃｈ和 5250059 滋賀県草津市野路５丁目７－１５　２階

グラスハウス 5250059 滋賀県草津市野路１－４－１９　アメニティ南草津３

ＮＹＮＹ南草津店 5250059 滋賀県草津市野路１丁目１１－１０　レジデンス壽１階

ｍａｒｉ　ｓａｎｔａｉ 5250059 滋賀県草津市野路５－１－３

株式会社Ｅ．Ｌ．Ｏ．Ｐ 5250059 滋賀県草津市野路１－１６－１３　アメニティ南草津５　１Ｆ

想　ｏｆ　ｈａｉｒ 5250059 滋賀県草津市野路１－１６－１３　アメニティ南草津Ｖ１Ｆ

ＲＩＣＯ　ＨＡＩＲ 5250059 滋賀県草津市野路９丁目１－２９　アフロディ－テ２－１０１号

Ｈｅｌｉｘ　Ｃａｆｅ　Ｓｔａｎｄ 5250059 滋賀県草津市野路９丁目７－４９

八剣伝南草津店 5250059 滋賀県草津市野路町１－７－２１　リベリ－南草津１Ｆ

おたからや野路店 5250059 滋賀県草津市野路８丁目１９－１５　パレットパ－ク南草津１階

レイデンタルラバー 5250059 滋賀県草津市野路１丁目１６番地１号３０７号室

あじわいや　げん 5250059 滋賀県草津市野路２丁目２３－７

ｄｏｏ-ｂｏｐ 5250059 滋賀県草津市野路１丁目１７－３４　グッドウィル１Ｆ

とりのすけ南草津店 5250059 滋賀県草津市野路１－１７－２７　朝陽南草津ビル２階

自転車のクルミヤ 5250055 滋賀県草津市野路町６６７－５

ｎａｉｌ＆ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ　杏 5250055 滋賀県草津市野路町６８６　ＬＡＦＬＡ１階

和風れすとらんベアー 5250055 滋賀県草津市野路町４６７－２０

カイロプラクティック徳増 5250055 滋賀県草津市野路町２４１９－５

Ｒ-ｔｅｃ 5250055 滋賀県草津市野路町１２１－４

脱毛／痩身／フェイシャルエステ　ブランリス　草津店 5250055 滋賀県草津市野路町片原６８６　ラフラ館３Ｆ

粉もんダイニングあ・うん 5250058 滋賀県草津市野路東６丁目１－１５

ＤＥＡＤＳＴＯＣＫ 5250058 滋賀県草津市野路東６丁目３－１

バジェットレンタカー滋賀 5250058 滋賀県草津市野路東６丁目１－１０

ｎｏｎｏ　　ｎａｉｌ 5250058 滋賀県草津市野路東５－１－１０

株式会社クラシックホーム 5250058 滋賀県草津市野路東６丁目３　Ｓａｍ２－２０１

引越社滋賀 5250027 滋賀県草津市野村８－６－３７

Ｊｅｗｅｌ’ｓ　Ｃｕｔ　Ｇａｒｄｅｎ 5250027 滋賀県草津市野村２丁目２２番８号

ラ　シャンブル　デ　ロッタ　ｂｙ　ＨＩＲＯＴＡ 5250027 滋賀県草津市野村２丁目１０－２１

青木藤田司法書士事務所 5250027 滋賀県草津市野村１丁目２５－２７

中村佛具店 5250027 滋賀県草津市野村５丁目５－６

かみきり屋さくら 5250027 滋賀県草津市野村１丁目１８－１０　良美ビル１Ｆ

ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ｒｅｖｕｅ 5250027 滋賀県草津市野村２丁目１－９　グランシティ西大路１Ｆ

おかんのめし 5250065 滋賀県草津市橋岡町３５－４

カードックオオニシ 5250043 滋賀県草津市馬場町２０７－４０

居酒屋喰 5250033 滋賀県草津市東草津１－４－５３

未来書房草津店 5250054 滋賀県草津市東矢倉２－１－３７

カーショップたかつき 5250054 滋賀県草津市東矢倉１丁目６－５

ＦｉｅｌｄＧｏｌｆ 5250054 滋賀県草津市東矢倉３－９－７５

かまくら屋 5250054 滋賀県草津市東矢倉２－１－１　磯村荘３号

湖南司法書士事務所 5250054 滋賀県草津市東矢倉３丁目３５－３２

居酒屋　びしゃもん 5250054 滋賀県草津市東矢倉３丁目３５－３７

フィッシングファースト 5250054 滋賀県草津市東矢倉２－１－１　磯村荘１Ｆ２号室

ＨｅｉｒＤｅｓｉｇｎＬｉｂｒｅ 5250054 滋賀県草津市東矢倉２丁目７－７　エンゼルプラザ南草津１Ｆ

ＲＯＤＥＮＴ　ＪＡＰＡＮ 5250054 滋賀県草津市東矢倉２丁目１－１－１０６

引越社びわ湖 5250023 滋賀県草津市平井２－１－８

モンターニュ 5250023 滋賀県草津市平井１－１９－１１

ＡＬＩＣＥ 5250023 滋賀県草津市平井１－１１－６

北野電工 5250056 滋賀県草津市南笠町１３６４

佐倉建設 5250056 滋賀県草津市南笠町１９０４－１５４

昌栄印刷有限会社 5250071 滋賀県草津市南笠東４丁目５－２７

（有）一実牛乳 5250071 滋賀県草津市南笠東３丁目１４－２５

ｆｒａｎｃｅｓｃａ　ｅｙｅｌａｓｈ 5250071 滋賀県草津市南笠東１－１４－３６　エムズスクエア１０１

近江ビスポーク 5250071 滋賀県草津市南笠東２－６－２

（株）ＥＣ．エンタープライズ 5250071 滋賀県草津市南笠東１丁目１４－３６

ＲｅＬｉｔｅ 5250050 滋賀県草津市南草津二丁目１－７　ラク－ンビル１Ｆ

フレンドマート南草津店 5250050 滋賀県草津市南草津５丁目１－５

南草津店 5250050 滋賀県草津市南草津１丁目１－５　ア－バンホテル南草津１Ｆ

焼肉でん　草津店 5250053 滋賀県草津市矢倉２丁目７－１８

深田自転車モーター商会 5250053 滋賀県草津市矢倉２丁目７－６１

マテリアル 5250066 滋賀県草津市矢橋町６６３－２３



リペア本舗滋賀南草津店 5250066 滋賀県草津市矢橋町１１５－７

ジャナセス 5250066 滋賀県草津市矢橋町１９２２番地の１

有限会社アラキ看板 5250066 滋賀県草津市矢橋町１８７１－１

大吉南草津矢橋店 5250066 滋賀県草津市矢橋町１８－１０

ユリノテ 5250066 滋賀県草津市矢橋町１０５－１　カ－サ・ソラッツオ壱番館６０６号室

近江塗料店 5250066 滋賀県草津市矢橋町１９－１

和彩温 5250066 滋賀県草津市矢橋町１０４－５

児島商店 5250066 滋賀県草津市矢橋町１８－６

西村自動車 5250066 滋賀県草津市矢橋町４２９－１

フルフィールド 5250066 滋賀県草津市矢橋町５９８

近江牛　焼肉ホルモン・名物もつ鍋　李白 5250066 滋賀県草津市矢橋町１５９－１

アリエル 5250042 滋賀県草津市山寺町１１５４－１９

株式会社ウェルプラス 5250042 滋賀県草津市山寺町３３４－１

プラス薬局 5250045 滋賀県草津市若草５－１３－３

ＰＬＵＭＥ 5250031 滋賀県草津市若竹町１－５　センタ－ビル別館

おしゃれの館カズ 5240061 滋賀県守山市赤野井町２４４－２

玉屋 5240061 滋賀県近江八幡市江頭町６８７

礒田自動車販売 5240035 滋賀県守山市阿村町１８０－３

カームハウス　あんくるトム 5240016 滋賀県守山市荒見町８８－１０

シンズバーバー 5240014 滋賀県守山市石田町６６２－８

誠心堂薬局鍼灸整骨院 5240036 滋賀県守山市伊勢町４５１－１３４

朝日新聞守山販売所 5240011 滋賀県守山市今市町８５－２

カットハウスＢｉｌｌｙ-Ｈｏｌｌｙ 5240011 滋賀県守山市今市町１１３－５

読売センター守山西部 5240011 滋賀県守山市今市町１３７－３

ＡＣＴＩＣＡＲＥ 5240046 滋賀県守山市今宿４丁目１－１５　ＨＢＤｅｓｉｇｎｓ　内

平井商会 5240046 滋賀県守山市今宿今宿町一丁目９－５

紀乃安金物店 5240046 滋賀県守山市今宿１丁目９番９号

ｎｏｒｉａｋｉ 5240046 滋賀県守山市今宿４丁目１－３０

吉善 5240046 滋賀県守山市今宿４丁目４－１５－８

ハヤシ美容室 5270124 滋賀県東近江市下岸本町２７０

株式会社　伊藤工務店 5240101 滋賀県守山市今浜町２４６０

ＡＣデルコ滋賀東サービスセンター 5240101 滋賀県守山市今浜町２５７３番地６

ＴｈｅＧｒｅｅｎＴａｒａピエリ守山店 5240101 滋賀県守山市今浜町２６２０－５　ピエリ守山１Ｆ

寺井ふとん店 5240037 滋賀県守山市梅田町９－２

美ＦＲＥＹＪＡ 5240037 滋賀県守山市梅田町１０－３

岡田屋食堂 5240037 滋賀県守山市梅田町１３－４

かめやクリーニング　平和堂守山店 5240037 滋賀県守山市梅田町５－８

Ｌｕｃｉａ 5240037 滋賀県守山市梅田町２－１　セルバ守山１Ｆ

メンズ　レナトゥス 5240037 滋賀県守山市梅田町１－１９　グラッツェアモ－レ守山５０２

Ｂａｒ　Ｂｅｒ　ＯＯＥ 5240042 滋賀県守山市焔魔堂町６１－３

珈琲専科　閻魔堂 5240042 滋賀県守山市焔魔堂町３０－５

オートガラス　ミコト 5240032 滋賀県守山市岡町１１５－１６

石本設備 5240032 滋賀県守山市岡町２７－４

藤井内科 5240004 滋賀県守山市笠原町１２３８

ハヤシ美容室 5201121 滋賀県高島市勝野１３２３－２

ｋｏｊｉｍａｙｕｒｉｎｊｏ 5240041 滋賀県守山市勝部１丁目２－３５

洋菓子のモンレーブ 5240041 滋賀県守山市勝部１丁目４－１１

美容室レークパレット 5240041 滋賀県守山市勝部１丁目１６－２７　コスモ守山市５番館１０１

宮川時宝堂 5240041 滋賀県守山市勝部１－３－２２

和のほとり　忠兵衛 5240041 滋賀県守山市勝部１丁目１６－３５　守山ア－バンライフ１０７

ブルージュ 5240041 滋賀県守山市勝部６丁目６－２３　竹中ビル２階

花一輪 5240041 滋賀県守山市勝部１－１－１７－１０５

ＲＩＰ（株）ジャストバランス 5240045 滋賀県守山市金森町２４５－８

株式会社たかはし 5240001 滋賀県守山市川田町１４４９－２　エコ住まい館

Ｌａ　ｖｉｅ　Ｂｅｌｌｅ　石井 5240002 滋賀県守山市小島町１６６２－３

骨盤カイロぽかぽか 5240002 滋賀県守山市小島町１８０９－７　　ルネ若杉　１０２号

田中弥（小島店） 5240002 滋賀県守山市小島町１８０５－３

ＥＲｄｅ　Ｔｓｕｊｉ 5240104 滋賀県守山市木浜町１８５６－１

カフェレスト・アルブレア 5240104 滋賀県守山市木浜町２２９８－４

鉄人工房マツヤ 5240104 滋賀県守山市木浜町１８６８－１

かぎ屋Ｋ・Ｋ 5240104 滋賀県守山市木浜町１８５３

株式会社　辻末商会 5240211 滋賀県守山市小浜町８１０－１

ＣＡＲＰＲＯＤＵＣＥＢｅａＤａ 5240211 滋賀県野洲市永原７１１－３

若松瓦店 5240215 滋賀県守山市幸津川町３５３０－２

Ｍ’ｓ　ｄｅｔａｉｌ 5240013 滋賀県守山市下之郷３丁目６０６－３

いろどりファミリー歯科 5240013 滋賀県守山市下之郷２丁目１－２

ＣＡＲ　ＢＯＤＹ　ニシムラ 5240103 滋賀県守山市洲本町１３４２－１

寺田自動車 5240103 滋賀県守山市洲本町１１７７

エターナルスカイ 5240103 滋賀県守山市洲本町１２５９－１

善オート 5240103 滋賀県守山市洲本町２１５５－１

井入農園 5240214 滋賀県守山市立田町４０７８－１

堤工務店 5240214 滋賀県守山市立田町１４１７

河村工務店 5240003 滋賀県守山市中町１３５

ママイクコ・アル・プラザ守山 5240012 滋賀県守山市播磨田町１８５－１　アル・プラザ守山１Ｆ

リサイクルマート守山店 5240012 滋賀県守山市播磨田町３１０４

かめやクリーニング　モリーブ守山店 5240012 滋賀県守山市播磨田町１８５－１

ＦＩＲＳＴモリーブ守山店 5240012 滋賀県守山市播磨田町１８５－１　モリ－ブ２Ｆ

ファッションリフォーム　リフォームブティック　アル・プラザ守山店 5240012 滋賀県守山市播磨田町１８５－１　アル・プラザ守山２Ｆ

ドゥブルベ・ボレロ守山本店 5240012 滋賀県守山市播磨田町４８－４

手芸の丸十　守山店 5240012 滋賀県守山市播磨田町１８５－１　モリ－ブ　２階

メガネのムラタ守山中央店 5240012 滋賀県守山市播磨田町３１２７

博善社印刷 5240012 滋賀県守山市播磨田町３８－４

株式会社　田中水道 5240012 滋賀県守山市播磨田町１２４０

明和自動車株式会社 5240012 滋賀県守山市播磨田町１３９１－５

ヨシハラクリーニングＦＭ河西店 5240012 滋賀県守山市播磨田町７３９番地

西脇技研工業株式会社 5240012 滋賀県守山市播磨田町１０２６

ミヤバヤ整骨院 5240033 滋賀県守山市浮気町３２１　サンシャインビル１０２号

エリカ美容室 5240033 滋賀県守山市浮気町３７０－１

近江焼肉ホルモン　すだく 5240033 滋賀県守山市浮気町グランドメゾン守山－１Ｆ

お食事処　夕鶴 5240033 滋賀県守山市浮気町３４０－４

おばんざい笑食母 5240033 滋賀県守山市浮気町３２１－２６　吉川ビル１０２号

馳走屋ぜんべさん 5240043 滋賀県守山市二町町２１６番地６

ａｎｄ　Ｆ 5240043 滋賀県守山市二町町２０８－５

サブライムホーム 5240044 滋賀県守山市古高町２５２番地

株式会社丸善　守山店 5240044 滋賀県守山市古高町３８８

株式会社　かめやクリーニング　４ 5240044 滋賀県守山市古高町８０８－３０

川正自動車 5240044 滋賀県守山市古高町１６－４

木戸脇輪工商会河西店 5240012 滋賀県守山市播磨田町３９４－４

ラーメン三福 5240044 滋賀県守山市古高町４２８－１

Ｓ-ＨＥＡＲＴ　ＧＯＬＦ 5240044 滋賀県守山市古高町３９７－１

えびす屋 5240044 滋賀県守山市古高町２７４

ｄｅａｒ　Ｓｉｇｎ 5240063 滋賀県守山市欲賀町１９３０

ＲＥＧＯＬＩＴＨ 5240063 滋賀県守山市欲賀町２０３２

株式会社アットカーズ 5240063 滋賀県守山市欲賀町３８９－２

ＴＲＩＮＩＤＡＤ 5240102 滋賀県守山市水保町１１６７－１

滋賀物流建設 5240102 滋賀県守山市水保町１０４８

フレンドマート守山水保店 5240102 滋賀県守山市水保町１２６７

栄作どん 5240102 滋賀県守山市水保町１２７６

イマイ自動車 5240102 滋賀県守山市水保町１０５０

かま久 5240102 滋賀県守山市水保町北川１３４８－３

西村重機 5240102 滋賀県守山市水保町１２０４－７

村田モール 5240102 滋賀県守山市水保町１３４２－７

お肉のおかだ 5240102 滋賀県守山市水保町１１３６－２６



かたたや 5240022 滋賀県守山市守山守山町２－２－５５

株式会社あいむ 5240022 滋賀県守山市守山４丁目６－１１

東出司法書士事務所 5240022 滋賀県守山市守山６丁目１７－４５

カラオケたぁーちゃん 5240022 滋賀県守山市守山六丁目１０－５８　丸橋テナント３号室

ＳＨＩＮＥＳ　ＮＡＩＬ 5240022 滋賀県守山市守山一丁目５－６

サラダ館守山中央店 5240022 滋賀県守山市守山１丁目７－１３

魚末 5240022 滋賀県守山市守山１丁目１１－１４

あさひや 5240022 滋賀県守山市守山２丁目１０－３

茶房あっぷるこ 5240022 滋賀県守山市守山１丁目６－３

北野電機商会 5240022 滋賀県守山市守山１丁目７－６

小西表具店 5240022 滋賀県守山市守山２丁目１－２６

Ｈ・Ｒ・Ｋ 5240103 滋賀県守山市洲本町１３４０－３

三野紙店 5240022 滋賀県守山市守山１丁目８－１０

ホワイト急便元町店 5240022 滋賀県守山市守山６－７－２４

今村電化社 5240022 滋賀県守山市守山３－８－２９

フローリストじょうたつ 5240022 滋賀県守山市守山６丁目１０－７２

有限会社梶原商店 5240022 滋賀県守山市守山２丁目２－３９

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｐｅｔｉｔ　Ｌｕｓｓｏ 5240022 滋賀県守山市守山町４丁目１３－３５－２

ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｅｎ 5240022 滋賀県守山市守山３丁目９－１１

咲蔵 5240022 滋賀県守山市守山１丁目１０－２

扇庄薬局 5240022 滋賀県守山市守山６丁目１－２２

焼肉　利八 5240022 滋賀県守山市守山６丁目１－１

やまもと 5240022 滋賀県守山市守山６丁目１１－５３

ウィナーズホームサービス株式会社 5240022 滋賀県守山市守山四丁目１３－７　南喜ビル１０５

津田法律事務所 5240022 滋賀県守山市守山１丁目２－２　太陽堂ビル３０２

山田建材 5240015 滋賀県守山市矢島町１４１６－４

ＤｅｓｉｇｎＢｏｘ　Ｉｍｏｔｏ 5240065 滋賀県守山市山賀町４２－１

ＮＯＡＳ 5240053 滋賀県守山市横江町１６１

ホワイト急便守山駅東店 5240021 滋賀県守山市吉身６丁目１８１－３８

焼肉でん　守山店 5240021 滋賀県守山市吉身４－３－１１

えんどう食料品店 5240021 滋賀県守山市吉身２丁目１－７２

林司法書士事務所 5240021 滋賀県守山市吉身３丁目６番１号

珈琲館もりやま 5240021 滋賀県守山市吉身１－１１－４６

手もみ総本店　守山店 5240021 滋賀県守山市吉身３丁目１－３２

棒由鮮魚 5240021 滋賀県守山市吉身２丁目１－５

ＨＩＫＡＲＩ屋 5240021 滋賀県守山市吉身４－１－１２

株式会社美匠 5240021 滋賀県守山市吉身３丁目１－４７

株式会社　多田工務店 5240021 滋賀県守山市吉身六丁目５番８号

味慶亭 5240021 滋賀県守山市吉身６丁目２－２３

株式会社幸伸 5203003 滋賀県栗東市荒張９９１－１

さんじのおやつ 5203015 滋賀県栗東市安養寺２丁目６－５

酔哥 5203015 滋賀県栗東市安養寺８丁目３－１４

丘整骨院 5203015 滋賀県栗東市安養寺７－１－２５

株式会社田中誠文堂 5203015 滋賀県栗東市安養寺６丁目６－１２

かめやクリーニング　フレンドマート栗東店 5203015 滋賀県栗東市安養寺８－１－１２

北利仏壇 5203015 滋賀県栗東市手原２丁目１－１３

鶏笑　栗東店 5203015 滋賀県栗東市安養寺７丁目１－２７－２

ふらんす料理　Ｌａ　　Ｌｉｂｅｌｕｌｌｅ 5203015 滋賀県栗東市安養寺１丁目２－７　エルポ－ト　１０１

有限会社エフォット 5203015 滋賀県栗東市安養寺７丁目２－１２

グリーンの未来 5203015 滋賀県栗東市安養寺６丁目１－４９

ハシモト電器 5203015 滋賀県栗東市安養寺８丁目７－３２

タイヤプロ栗東 5203046 滋賀県栗東市大橋７－６－３５

ＢＯＤＹ-ＨＡＩＲ　ＭＩＮＡ 5203046 滋賀県栗東市大橋７丁目７－５　リッツプリオ－ル　　１０１

シカゴデリータ草津店　 5203024 滋賀県栗東市小柿１０－１６－１　メゾンシンヤシキ１Ｆ

株式会社そとや工房 5203024 滋賀県栗東市小柿６丁目１－２

ＧＲＡＮＤ　ＴＵＲＫＥＹ 5203024 滋賀県栗東市小柿５丁目７－２２

株式会社シガホーム 5203024 滋賀県栗東市小柿６丁目９－２０－９

アヤハ自動車教習所栗東校 5203024 滋賀県栗東市小柿８－１－９

お食事処　楽 5203024 滋賀県栗東市小柿５丁目２０－１４

ベストハウスネクスト株式会社 5203016 滋賀県栗東市小野１００７－３

Ｓａｎｔａｉ１３７ 5203016 滋賀県栗東市小野１００２－１

ＣａｌｉＭａｒｔ 5203004 滋賀県栗東市上砥山２３４－８

りっとう手原接骨院 5203022 滋賀県栗東市上鈎６０７－１　ベルプロムナ－ド栗東２０１

ＬＡＩＤ-ＢＡＣＫ 5203022 滋賀県栗東市上鈎１８０

ナツウェブ-２００４３７ 5203022 滋賀県栗東市上鈎６９－２　＋ＣＡＳＡ１Ｆ

サノデンカ 5203014 滋賀県栗東市川辺２３７－１

エニシアス株式会社 5203014 滋賀県栗東市川辺４４３

サブライムソリューション 5203037 滋賀県栗東市北中小路４０４－９

木戸脇輪工商会本店 5240022 滋賀県守山市守山６丁目１１－３１

スナップオン　奥村 5203011 滋賀県栗東市下戸山１４７２－７

デイサービスすずらんの郷 5203011 滋賀県栗東市下戸山１４９３－１

ハチヤ自動車工業所 5203026 滋賀県栗東市下鈎２８０

宮川化成工業株式会社 5203026 滋賀県栗東市下鈎９５９－５

お好み焼き　のん 5203036 滋賀県栗東市十里３４８－３

ＦｌｏｗｅｒＣｏｏｒｄｉｎａｔｅ創苑 5203045 滋賀県栗東市高野３８０－１

株式会社栗東オートセンター 5203045 滋賀県栗東市高野２９３－８

株式会社エビス 5203045 滋賀県栗東市高野１０２－１

さらま交易 5203042 滋賀県栗東市辻４０１

Ｄｚｉ　Ｇａｒａｇｅ 5203042 滋賀県栗東市辻

有限会社伸 5203042 滋賀県栗東市辻６５９

守山タクシー 5240022 滋賀県守山市守山３－３－４４

Ｌ-ｐｌａｎｎｉｎｇ 5203047 滋賀県栗東市手原４丁目５－１４　メゾン・トレゾ－ル－１Ｆ

株式会社　淡海 5203047 滋賀県栗東市手原８丁目１－２

セグメンエステート 5203047 滋賀県栗東市手原四丁目８－４２

株式会社ＬＡＬＡ　ＨＯＭＥ 5203047 滋賀県栗東市手原５丁目７－２７

ホワイト急便中沢店 5203025 滋賀県栗東市中沢２丁目１１－１７

ＢＭＯ　ピエリ守山店 5240101 滋賀県守山市今浜町２６２０－５　ピエリ守山２Ｆ

エープランズ 5203025 滋賀県栗東市中沢１丁目１－１０

ｔｉｈｉ 5203025 滋賀県栗東市中沢２丁目１１－１０　メゾン中沢

株式会社　清水商店 5203021 滋賀県栗東市蜂屋９７８－３

髪屋こころ也 5203031 滋賀県栗東市綣６－１１－１５

よつば鍼灸整骨院 5203031 滋賀県栗東市綣１丁目３－６　アメニティ－ＲＩＴＴＯ１Ｆ

ママイクコ・アル・プラザ栗東 5203031 滋賀県栗東市綣２－３－２２　アル・プラザ栗東１Ｆ

ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＧＯＯ 5203031 滋賀県栗東市綣２丁目５番４号

ｆｌｏｗｅｒ　ｓｈｏｐアプリコ 5203031 滋賀県栗東市綣３－８－２３　グレ－シィ栗東Ｃ－１Ｆ

ヨシハラクリーニングＡＰ栗東店 5203031 滋賀県栗東市綣２－３－２２

ファッションリフォーム　リフォームブティック　アル・プラザ栗東店 5203031 滋賀県栗東市綣２丁目３－２２　アル・プラザ栗東２Ｆ

えがお鍼灸整骨院栗東院 5203031 滋賀県栗東市綣５－１４－１１

ｇ　ｂｙ　ＧＯＲＧＥ　ピエリ守山店 5240101 滋賀県守山市今浜町２６２０－５　ピエリ守山２Ｆ

ａ：ｒ 5203031 滋賀県栗東市へそ６－９－１０－１Ｆ

有限会社巴山商店 5203023 滋賀県栗東市坊袋２２６－３

株式会社黒田住建 5203005 滋賀県栗東市御園２０２７－２

琵琶湖カントリー倶楽部 5203005 滋賀県栗東市御園５１３

Ｔｈｕｇ　ｒｉｓｅ 5203005 滋賀県栗東市御園１０２８

アバウト・イレブン 5203005 滋賀県栗東市御園９０２－５

フレンドマート栗東御園店 5203005 滋賀県栗東市御園８１０

株式会社ＡＩ・ＣＲＥＷ 5203005 滋賀県栗東市御園９７６－２

そば八 5260059 滋賀県長浜市元浜町２２－３２

ハバネロ専門店　ハバネロ館 5203035 滋賀県栗東市霊仙寺６－１－１

ＪＡＰ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓ　ＳＡＬＯＮ 5203035 滋賀県栗東市霊仙寺１－１－４３

株式会社吉仲自動車販売 5203035 滋賀県栗東市霊仙寺４丁目５－１６

有限会社よしかわでんき 5203421 滋賀県甲賀市甲賀町上野１３６１

香音-ＫＡＮＯＮ- 5203414 滋賀県甲賀市甲賀町大久保１０３２



ＢＯＤＹＭＡＫＥＲ守山店 5240101 滋賀県守山市今浜町２６２０－５

ジョイショッピングセンター 5203433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場９－１

西谷アド・フォト 5203433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場４１－３

錦茶屋 5203431 滋賀県甲賀市甲賀町大原中１０３４

甲南モータース 5203302 滋賀県甲賀市甲南町池田４０５－３

カットイイダ 5203321 滋賀県甲賀市甲南町葛木１３６７－１

ウエストロジ・コーポレーション 5203306 滋賀県甲賀市甲南町柑子２００２－１８

（株）アークレイファクトリー 5203306 滋賀県甲賀市甲南町柑子１４８０

Ｃｏｕｐｌｅｒ 5203315 滋賀県甲賀市甲南町塩野１２９

グリーンカントリーハウスパセィニヤ 5203313 滋賀県甲賀市甲南町新治２０４０

宮乃温泉 5203314 滋賀県甲賀市甲南町杉谷３６４－１

家庭電気サービス 5203305 滋賀県甲賀市甲南町野川８１１

オクダオートメンテナンス 5203305 滋賀県甲賀市甲南町野川９０７－４

甲賀薬局　甲南店 5203307 滋賀県甲賀市甲南町野尻４９９－１

ヨシックス 5203308 滋賀県甲賀市甲南町野田５４８－４

お膳処　つる家 5203322 滋賀県甲賀市甲南町深川２０５７－１

マスヤ 5203322 滋賀県甲賀市甲南町深川２０７１

株式会社ＣＯＩ 5291812 滋賀県甲賀市信楽町神山２３５３－１

山びこ 5291842 滋賀県甲賀市信楽町下朝宮３５１

多羅尾の家 5291821 滋賀県甲賀市信楽町多羅尾２５８３

紫香陶房 5291804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨１６７５－２

藤原自動車板金塗装 5291804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨１９８８－３

アパッチコーヒー 5291804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨１８２８

かまーとの森 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１３６１－４

株式会社丸五商店 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１９７－１

小原要次郎商店 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１１９４

ツジ久陶器株式会社 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野４１４－１

ウエニシ電化店 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野５１６－３

信楽焼窯元販売大谷陶器 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野５４１－２

山文製陶所 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野９３８－１

ペンション紫香楽 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１１８５－２

狸家分福 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野４５９　信楽たぬき温泉

うつわの店藤陶 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１４８５－６８

チャガラ商店 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１１８０－１

アトリエ野恵 5291836 滋賀県甲賀市信楽町柞原５２０－８

ＲＩＳＥ　ｈａｉｒ 5280233 滋賀県甲賀市土山町市場３６２－２

地料理かんべ 5280201 滋賀県甲賀市土山町大河原１０７５

ＨＯＴ　ＳＴＡＦＦ 5280235 滋賀県甲賀市土山町大野５２７

ドラッグタツオカ土山店 5280235 滋賀県甲賀市土山町大野４９５８－４

エムハート薬局　北土山店 5280211 滋賀県甲賀市土山町北土山１６７８

フジモトオート 5280211 滋賀県甲賀市土山町北土山２３１０－１

ダイヤモンド滋賀 5280208 滋賀県甲賀市土山町黒川１７１１

丸安茶業株式会社 5280231 滋賀県甲賀市土山町頓宮２６７

ピッコロボスコ土山サービスエリア店 5280212 滋賀県甲賀市土山町南土山１１２２－７４

ＫｏｋｕａＢｅａｕｔｙＧａｌｌｅｒｙ 5280072 滋賀県甲賀市水口町朝日が丘６－１７

やまきた 5280033 滋賀県甲賀市水口町綾野２－３５

エムハート薬局　あやの店 5280033 滋賀県甲賀市水口町綾野３－３１

ヨシハラクリーニングベイシア甲賀店 5280056 滋賀県甲賀市水口町泉１４０５

（株）オーテック工業 5280052 滋賀県甲賀市水口町宇川１４２６－３

グリーンヒルサントピア 5280051 滋賀県甲賀市水口町北内貴１－１

串カツ小栗 5280057 滋賀県甲賀市水口町北脇２４０－１

ガリバー甲賀店 5280057 滋賀県甲賀郡水口町北脇５１０

ＤＩＧＩＴＡＬ　ＨＥＡＲＴＳ 5280057 滋賀県甲賀市水口町北脇９２５番地

やさしいパソコン教室 5280049 滋賀県甲賀市水口町貴生川２－３８　リンクス１０１号

山川産業（株） 5280061 滋賀県甲賀市水口町笹が丘１－７

ファッションハウスモデル 5280015 滋賀県甲賀市水口町松栄４－２８

オークベーカリー 5280028 滋賀県甲賀市水口町城東５－２５

そば八 5260845 滋賀県長浜市小堀町９８－７

有限会社ミヤマ　ホワイト急便本社 5280028 滋賀県甲賀市水口町城東５－５８

フィッシングうったや 5280028 滋賀県甲賀市水口町城東５－３４

木村輪業 5280027 滋賀県甲賀市水口町城内６－９

美容室ポニー 5280038 滋賀県甲賀市水口町新町１丁目３－１４

大地寺蓬莱庭園 5280035 滋賀県甲賀市水口町名坂１１６８

ｆａｉｒｙｃｌｏｖｅｒ 5280035 滋賀県甲賀市水口町名坂１２３４－７

美冨久酒造 5280025 滋賀県甲賀市水口町西林口３番２号

サンクス楽器 5280034 滋賀県甲賀市水口町日電１－１５

鹿深の里 5280036 滋賀県甲賀市水口町東名坂２７４

未来書房水口店 5280036 滋賀県甲賀市水口町東名坂１４１－１

水口園芸 5280036 滋賀県甲賀市水口町東名坂１５５－１

甲賀協同ガス株式会社 5280068 滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘１２

滋賀タクシー 5280031 滋賀県甲賀市水口町本綾野１－１

ヘアマジック 5280031 滋賀県甲賀市水口町本町２丁目３－２０

エムハート薬局　水口店 5280031 滋賀県甲賀市水口町本町２－２－４０　１Ｆ

株式会社　　山下新聞 5280031 滋賀県甲賀市水口町本町３丁目２４２９－２　スクエアビル　　１Ｆ

ホビーショップサムサム 5280023 滋賀県甲賀市水口町本丸２－６０

もりでん 5280074 滋賀県甲賀市水口町松尾１０１３－１０１

アヤハ自動車教習所水口校 5280005 滋賀県甲賀市水口町水口１５９３－１

ｔｈｒｅｅ　Ｃ 5280005 滋賀県甲賀市水口町水口６２３０

リカーマウンテン水口店 5280005 滋賀県甲賀市水口町水口５５４６－１

焼肉でん　水口店 5280005 滋賀県甲賀市水口町水口５５５５　アヤハプラザ内

ＮＡＧＯＭＩＹＡ 5280005 滋賀県甲賀市水口町水口５７４３－１

蔵四季 5280005 滋賀県甲賀市水口町水口６２４－１

アクシス鍼灸院 5280041 滋賀県甲賀市水口町虫生野１１１２－２

魚豊 5280042 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央１６

Ｇｅｎ喜 5280042 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央５５

炭火焼とりや 5280042 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央７２

ｓｅｖｅｎ２ｌｅａｔｈｅｒｓ 5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野５－６

ビューティーケアつかもと 5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野－５－５６６－１　アルプラザ水口１Ｆ

ミッキークリーニング 5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野３－４０

有限会社イシオカ楽器　水口店 5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６－１　アル・プラザ水口２階

ママイクコ・アル・プラザ水口 5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６－１　アル・プラザ水口１Ｆ

ピエス 5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６

モード　ウカイ 5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６－１　アルプラザ水口　２Ｆ

焼肉ねぎし 5280067 滋賀県甲賀市水口町山３３５０－９７

居酒屋　タッチ 5280067 滋賀県甲賀市水口町山２６４３－５

ＪＯＩＮＴ 5280067 滋賀県甲賀市水口町山３９３８－３６

ふたば書房　野洲店 5202300 滋賀県野洲市小篠原１０００番　アルプラザ野洲　２Ｆ

服部マリン．コンサルティング 5240202 滋賀県野洲市菖蒲２６２－１８９

カルビ屋大福・野洲店 5202362 滋賀県野洲市市三宅２３０５

エヌアイ珈琲 5202362 滋賀県野洲市市三宅１９６４

株式会社Ｍｉｒａｃｌｅマネージメント 5202362 滋賀県野洲市市三宅２４７６　岩井ビル１－Ａ

きもの　あおき 5202362 滋賀県野洲市市三宅９８５－１

ヨシダデンキ 5202362 滋賀県野洲市市三宅９９９－５

ＰｅｔｉｔＰＬＡＣＥ 5202362 滋賀県野洲市市三宅２３５６

大堀商店 5202312 滋賀県野洲市入町２８７

マルセ 5202435 滋賀県野洲市乙窪１２５

南製茶 5202435 滋賀県野洲市乙窪１２２

ＣａｒＳｈｏｐ　ＨＩＲＯ 5202435 滋賀県野洲市乙窪５９８－６

石田サービス 5202435 滋賀県野洲市乙窪４２４－２０

希望が丘フィールドアスレチック・グラウンドゴルフ 5202321 滋賀県野洲市北櫻９７８

いのや 5202361 滋賀県野洲市北野１丁目２１－３７

串焼十段 5202361 滋賀県野洲市北野１丁目７番２０号

馳走屋とみはら 5202361 滋賀県野洲市北野１－２１－２３



アラディン 5202361 滋賀県野洲市北野一丁目２１番２０号

鮨雅 5202361 滋賀県野洲市北野１丁目２１－２５

酔人 5202361 滋賀県野洲市北野１－９－１８

酒庵 5202361 滋賀県野洲市北野１－２１－４６

縁屋 5202361 滋賀県野洲市北野１－５－３５

天音 5202361 滋賀県野洲市北野１丁目３－３３　シャインロ－ヤル１Ｆ

魚久屋 5202361 滋賀県野洲市北野１丁目　７－２１

かをん 5202361 滋賀県野洲市北野１丁目２１－４４　かをん

Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　ｓａｌｏｎ　Ｏｈｍａｅ 5202353 滋賀県野洲市久野部１５０－２２

ネット・アイエムエフ 5202353 滋賀県野洲市久野部１４９－４　たねいけビル１Ｆ

宮の家 5202353 滋賀県野洲市久野部２１－６

ときめき処　和奏 5202331 滋賀県野洲市小篠原１０００番地　アル・プラザ野洲２Ｆ

じびえ 5202331 滋賀県野洲市小篠原１５６２－１０　メゾンドクレ－ル１階

ヨシハラクリーニングＡＰ野洲店 5202331 滋賀県野洲市小篠原１０００

川井時計眼鏡店 5202331 滋賀県野洲市小篠原２１１１－５

パナランドあい 5202331 滋賀県野洲市小篠原２０３９－５

ワシダ農園 5202331 滋賀県野洲市小篠原９４１

美容室ビートルはなれ野洲 5202331 滋賀県野洲市小篠原１０００

司法書士中村明博事務所 5202331 滋賀県野洲市小篠原２１０１－２

ヘアースポットウエムラ 5202331 滋賀県野洲市小篠原８２６－６

ナマステプジャ　野洲店 5202331 滋賀県野洲市小篠原２０３９－４

松喬堂 5202331 滋賀県野洲市小篠原１９９２－７

ママイクコ・アル・プラザ野洲 5202331 滋賀県野洲市小篠原１０００　アル・プラザ野洲１Ｆ

らんの家　ＴＳＵＴＳＵＭＩ 5202331 滋賀県野洲市小篠原１－７

石井理容所 5202331 滋賀県野洲市小篠原３８６－３

三久保司法書士事務所 5202331 滋賀県野洲市小篠原１２５７－５

ライブカフェ森のくまさん 5202331 滋賀県野洲市小篠原１１１３－１

カットスペース　シーゲット 5202301 滋賀県野洲市小南１３２４番１

林工務店 5202301 滋賀県野洲市小南１８４４

橋留酒店 5202301 滋賀県野洲市小南１３４９

株式会社丸善　野洲店 5202333 滋賀県野洲市栄５－３

有限会社アドバンテージ開発 5202333 滋賀県野洲市栄１９－２１

ホワイト急便栄店 5202333 滋賀県野洲市栄６－２

森石材店 5202315 滋賀県野洲市辻町２６４

サイクルラビット 5202351 滋賀県野洲市冨波甲１１５３

スプーンガーデンレストラン 5202351 滋賀県野洲市冨波甲１１１７－１

ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｉ’ｓ 5202304 滋賀県野洲市永原１０１８－３

グロービス株式会社 5202423 滋賀県野洲市西河原三丁目２４５０

Ｒｅｌｉｅｆ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ 5202423 滋賀県野洲市西河原２－２３３９

Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＲＩＮＡＫＡＭＩ 5202423 滋賀県野洲市西河原２５１３　西河原マリ－ンハイツ１０１

ナイスプラザニシモト 5202423 滋賀県野洲市西河原２３８３

西村長盛堂 5202423 滋賀県野洲市西河原２３５０－１

エステティックルームアスカス野洲店 5202434 滋賀県野洲市比江６８０－９

株式会社高谷 5202434 滋賀県野洲市比江７８１－１

かとう 5202323 滋賀県野洲市三上１９２２－３

みやび 5202323 滋賀県野洲市三上２４０－５

アンシャンテ　ビューティサロン 5202323 滋賀県野洲市三上１７３２－１

ヘアーチェンジ　Ｔ´ 5202323 滋賀県野洲市三上４６０－２

有限会社三瀧商店 5280027 滋賀県甲賀市水口町城内８－１５

ＭＡＲＩＮＥ　ＳＨＯＰ　ビークル 5202332 滋賀県野洲市妙光寺２０４－１

苺屋はな 5202332 滋賀県野洲市妙光寺２１５

双栄自動車工業所 5202342 滋賀県野洲市野洲１４５５

呑気や 5202342 滋賀県野洲市野洲１４６６－６　川島ビル１Ｆ

４．４４４ｇｌａｄ 5202342 滋賀県野洲市小篠原２２１３－２

ＢＩＳＴＲＯ　ｃoｔe 5202341 滋賀県野洲市行畑１丁目８－２

ほぐし処　手もみ総本店　洲本店 5202341 滋賀県守山市洲本町１１６０

ヘアーサロンさわ 5202341 滋賀県野洲市行畑２丁目１１－１９

株式会社宇田花店 5202341 滋賀県野洲市行畑１丁目１１－７

Ｂｏｄｙ　Ｍａｋｅ　Ｌａｂ．　Ｒｅ’ｓ 5202341 滋賀県野洲市行畑６７３

大源工務店 5240201 滋賀県野洲市吉川１４１５

有限会社琵琶湖コナ 5240201 滋賀県野洲市吉川４４２５

かえで＆ピース 5202413 滋賀県野洲市吉地１－１１７２

（有）岩本自動車工業所 5202413 滋賀県野洲市吉地５２９－２

フラワーかわさき 5202413 滋賀県野洲市吉地１２２１－２

（株）Ｃｈｏｏｓｅ 5202413 滋賀県野洲市吉地１１９４－１

（株）中主スーパー 5202412 滋賀県野洲市六条３８９

ＫＭＲ　ポチのみみ 5202412 滋賀県野洲市六条７３９－４

とり長 5203251 滋賀県湖南市朝国２３３－１

エムズファニチャーマツモト 5203113 滋賀県湖南市石部北５丁目３－２０

ロータスコニシ 5203113 滋賀県湖南市石部北１丁目１－１７

有限会社湖南タイヤ 5203114 滋賀県湖南市石部口２丁目１－４６

オールマイティー　カーパートナー 5203114 滋賀県湖南市石部口１丁目３－２３

ファッションピア 5203106 滋賀県湖南市石部中央６丁目２－５１

メナードフェイシャルサロン　スキップ石部中央店 5203106 滋賀県湖南市石部中央４丁目２－５４

Ｌｏｋｅｌａｎｉ 5203106 滋賀県湖南市石部中央１－６－１３

高杉司法書士・行政書士事務所 5203105 滋賀県湖南市石部西三丁目７番２号　ビラエスポワ－ル１０１号

ｏｎｅｔｔ　ｒｏｏｍｓ 5203105 滋賀県湖南市石部西２丁目５－３５

ＴＥＡＳＨＩＳ滋賀湖南 5203107 滋賀県湖南市石部東２丁目１－３４　メゾンルミエ－ル１０３

（有）大継時計電気店 5203107 滋賀県湖南市石部東２丁目５－５０

ホワイト急便石部中央店 5203107 滋賀県湖南市石部東２丁目１－３４　メゾンルミエ－ル１階１０１号

株式会社丸善　石部店 5203107 滋賀県湖南市石部東６－１－７

かねきち 5203252 滋賀県湖南市岩根３６３－１９

かめやクリーニング　平和堂甲西店 5203252 滋賀県湖南市岩根８６７－５

やまりゅう 5203254 滋賀県湖南市岩根中央２丁目２０

株式会社友信 5203254 滋賀県湖南市岩根中央２丁目３７

メナードフェイシャルサロン　スキップフローラ 5203254 滋賀県湖南市岩根中央２丁目１３

カーマック 5203233 滋賀県湖南市柑子袋６５０－１

信楽店 5291812 滋賀県甲賀市信楽町神山２３３３－３

ワタハン 5203201 滋賀県湖南市下田１６２４の２

木田金物店 5203201 滋賀県湖南市下田１４９２

キタイ衣料 5203201 滋賀県湖南市下田４６７－１

甲西モータース 5203201 滋賀県湖南市下田１４４９－１０

シンタケ写真館 5203201 滋賀県湖南市下田１４９４

株式会社湖南鈑金　本店 5203201 滋賀県湖南市下田３３６９番地５

サンドラッグ甲西中央店 5203234 滋賀県湖南市中央１－３８

ファッションリフォーム　リフォームブティック　平和堂甲西中央店 5203234 滋賀県湖南市中央１丁目３８　平和堂甲西中央店２Ｆ

フラワーショップ彩華 5203234 滋賀県湖南市中央５丁目６７番地　ウエストヒル１Ｆ

中澤通盛 5203234 滋賀県湖南市中央２－９２

ろーぐす 5203234 滋賀県湖南市中央１－２

カサブランカ 5203234 滋賀県湖南市中央５丁目１６４

ＤＤセルフ湖南夏見ＴＳ 5203223 滋賀県湖南市夏見二ツ橋３５６

未来書房甲西店 5203223 滋賀県湖南市夏見１３１７

奥村モータース 5203235 滋賀県湖南市平松北３丁目１３

関西鍼灸院 5203235 滋賀県湖南市平松北２丁目５－１

ｓｔｕｎｎｉｎｇ 5203235 滋賀県湖南市平松北２－２６－１

今プラス 5203235 滋賀県湖南市平松北１丁目４６　美松プラザ　１－Ｂ

千の彩り 5203242 滋賀県湖南市菩提寺１９９－１

ササ薬局 5203248 滋賀県湖南市菩提寺西３丁目７－６

カーバンクシガ 5203248 滋賀県湖南市菩提寺西２丁目５－２９

ブランジェリーつむじ 5203248 滋賀県湖南市菩提寺西３丁目１－３０

そら豆 5203248 滋賀県湖南市菩提寺西１丁目２－１０

エムズ　カーサービス 5203247 滋賀県湖南市菩提寺東１－２－３

メナードフェイシャルサロン輝肌 5203247 滋賀県湖南市菩提寺東３丁目４の１１



コミック広場　甲西店 5203221 滋賀県湖南市三雲２３４

株式会社ビジネスサービス滋賀 5203221 滋賀県湖南市三雲２７１－２　２Ｆ

ＣｕｔＨｏｕｓｅ　ａｇｉａｔｏ 5203221 滋賀県湖南市三雲９００－１１

おばんざいなかまつ 5203215 滋賀県湖南市水戸町４－５

石本商店 5203222 滋賀県湖南市吉永５４３－１

ぐらすあーとにんじん 5203222 滋賀県湖南市吉永４７３

佐野総合肥料店 5203222 滋賀県湖南市吉永２３６－１２

グリーンスポット・デン 5201223 滋賀県高島市安曇川町下小川２５３０－４

イヅ　デコレーション 5201214 滋賀県高島市安曇川町末広二丁目１４－１

茜 5201214 滋賀県高島市安曇川町末広１－２

ハウスコンビニ倶楽部 5201214 滋賀県高島市安曇川町末広４－１７

星降港 5201217 滋賀県高島市安曇川町田中４８４

ステーキ宮 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町北３－７－４

ラーメン屋　いち丸 5201216 滋賀県高島市安曇川町中央４－７－２４

バーバーヒライ 5201216 滋賀県高島市安曇川町中央４－６－３０

直蔵 5201216 滋賀県高島市安曇川町中央１－４－１２

有限会社　畠山石油店 5201211 滋賀県高島市安曇川町常磐木３５３

酒縁処　一火 5201212 滋賀県高島市安曇川町西万木６４４－１９

有限会社伊藤嘉商店 5201212 滋賀県高島市安曇川町西万木８３１－１

とも栄藤樹街道本店 5201212 滋賀県高島市安曇川町西万木２１１－１

ヨシハラクリーニング安曇川店 5201212 滋賀県高島市安曇川町西万木大塚４３２－１

ファッションリフォーム　リフォームブティック　平和堂あどがわ店 5201212 滋賀県高島市安曇川町西万木５５　平和堂あどがわ店

居酒屋　しめや 5201212 滋賀県高島市安曇川町西万木１０９８－２－２３

ノホリワークス 5201234 滋賀県高島市安曇川町四津川６４２

あいば衣料アンジェラ・リプル店 5201621 滋賀県高島市今津町今津町今津１６８８

ヨシハラクリーニングリプル店 5201621 滋賀県高島市今津町今津１６８８番地

コラボハウス今津店 5201621 滋賀県高島市今津町今津１６８８

赤ちゃんハウス　マンマ 5201632 滋賀県高島市今津町桜町１－８－３

料理旅館　丸茂 5201623 滋賀県高島市今津町住吉　２－２－４

ウエハラ理美容室 5201655 滋賀県高島市今津町日置前３１８－７

ｈａｉｒ　ｆａｃｔｏｒｙ　ｒｙｕ 5201131 滋賀県高島市音羽４１３－１

ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ＧＲＡＮＴ 5201121 滋賀県高島市勝野１３２０　たかしまびれっじ二号館

染色工房いふう 5201121 滋賀県高島市勝野１４００　びれっじ４号館

こじま鍼灸治療院 5201121 滋賀県高島市勝野２２４５－９

フライボード琵琶湖 5201121 滋賀県高島市鵜川１０９１

堀本　久明 5201121 滋賀県高島市勝野１６１５

笑工房 5201531 滋賀県高島市新旭町饗庭２３００

Ｌａｓｃａｕｘ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｈａｉｒ 5201501 滋賀県高島市新旭町旭３５６－３

サロン・ド・きよみ 5201522 滋賀県高島市新旭町新庄９２０－４

Ｂａｒｏｎｇ 5201102 滋賀県高島市野田８３８－５

フォレストヴィラ夢寿々 5201836 滋賀県高島市マキノ町牧野５５４－６

おかし市場やまかわ 5270039 滋賀県東近江市青葉町３－１７

未来書房八日市店 5270039 滋賀県東近江市青葉町２－４

グランルミエ　ブティック 5270039 滋賀県東近江市青葉町１－４８

みかんの酒屋　なかじま 5270113 滋賀県東近江市池庄町１３６１

喜多酒造株式会社 5270054 滋賀県東近江市池田町１１２９

本間ガラス店 5270227 滋賀県東近江市石谷町５４６－３

ツジノオート 5291501 滋賀県東近江市石塔町１３５３

蒲生自動車 5291533 滋賀県東近江市市子沖町６４－３

ｌｕｘ　ｏｈｉｓｈｉ 5291531 滋賀県東近江市市子川原町７２５

フレンドマート蒲生店 5291537 滋賀県東近江市市子殿町１３８６

いちこいちご 5291537 滋賀県東近江市市子殿町１２８９

農事組合法人滋賀第五営農組合　ダイゴ 5270074 滋賀県東近江市市辺町２３４０番地

大松深井商店 5270074 滋賀県東近江市市辺町２５３３

能登川いろは精肉店 5211223 滋賀県東近江市猪子町４２０

マル井ふとん店 5211223 滋賀県東近江市猪子町６３－１

創作ダイニングえん 5211223 滋賀県東近江市猪子町４４０

Ｋ-ＳＴＡＮＣＥ　ｆａｃｔｏｒｙ 5270016 滋賀県東近江市今崎町５３５番地１

湖東フラワー 5270016 滋賀県東近江市今崎町６２５

有限会社テラダオート 5270053 滋賀県東近江市今代町４５９－１３

あいとうマーガレットステーション 5270162 滋賀県東近江市妹町１８４

有限会社愛東まるごと食館 5270162 滋賀県東近江市妹町１８４－１

湖東産業 5270156 滋賀県東近江市上中野町９８７－１　山田ハイツＣ棟１１３号

スズカ自工 5270055 滋賀県東近江市瓜生津町３９３－３

株式会社八日市マイカーセンター 5270055 滋賀県東近江市瓜生津町３９３－１

霜錦館 5270211 滋賀県東近江市永源寺相谷町９８２－１

もみじ鍼灸 5270211 滋賀県東近江市永源寺相谷町８６１

清水石材店 5291512 滋賀県東近江市大塚町９８７－７

ホルモン　チエちゃん 5291512 滋賀県東近江市大塚町２９４－４

スマート調剤薬局 5270174 滋賀県東近江市大萩町４６

理容カワシマ 5270155 滋賀県東近江市大林町６２１

割烹　池源 5270063 滋賀県東近江市大森町１０７３

湖東メグロ商会 5270034 滋賀県東近江市沖野二丁目十四番十六号

野矢オートサービス 5270034 滋賀県東近江市沖野３丁目１－６

ヘアーアームス 5270034 滋賀県東近江市沖野３丁目８－７－１

畳増 5270091 滋賀県東近江市小脇町７７８－３

マスターピース 5270091 滋賀県東近江市小脇町１８０１－１

魚繁大王殿 5270091 滋賀県東近江市小脇町２３２１

丸善呉服店 5211221 滋賀県東近江市垣見町７１２

ステーキ宮 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町４７３－１

有限会社不二家具 5211221 滋賀県東近江市垣見町２５０

Ｇｉｒｌ’ｓ　Ｂａｒ　Ｒｉｏｎ 5211221 滋賀県東近江市垣見町１５３３

ヨシハラクリーニングＦＭ能登川店 5211221 滋賀県東近江市垣見町１５１５

みちひろ 5211221 滋賀県東近江市垣見町８４９－２３

常松商店 5211221 滋賀県東近江市垣見町１２００

ＭＩＹＡＨＡＳＨＩ　能登川 5211221 滋賀県東近江市垣見町３８－１

ＡＵＴＯ　ＧＡＲＡＧＥ　Ｔｉｆｆａｎｙ 5270082 滋賀県東近江市上羽田町２２９３

マリーブ化粧品　八日市西販売 5270086 滋賀県東近江市上平木町２４１７－１９

タカノ電気 5270101 滋賀県東近江市祇園町３４８

有限会社伊藤石油 5270111 滋賀県東近江市北花沢町３９２－３

いとう整骨院 5270111 滋賀県東近江市北花沢町１８１２

健康サポートセンター元氣堂 5270138 滋賀県東近江市北菩提寺町６６５

ＴＲＹ運転代行 5270092 滋賀県東近江市小今町２０４－５

Ｐａｌｍ 5291425 滋賀県東近江市五個荘石川町５４

えちごや 5291444 滋賀県東近江市五個荘石塚町２２９－１

小串自工 5291444 滋賀県東近江市五個荘石塚町１４０

ＮＩＧＨＴ　ＧＡＲＡＧＥ　 5291444 滋賀県東近江市五個荘石塚町６８

前田谿澗堂 5291422 滋賀県東近江市五個荘小幡町８０１

愛光オート 5291411 滋賀県東近江市五個荘河曲町３３２

焼まんじゅう菴 5291443 滋賀県東近江市五個荘北町屋町１０３－１

とりやき　サントリ食堂 5291443 滋賀県東近江市五個荘北町屋町１５１－１　五番街Ｃ

韓国料理・焼肉おおにし 5291433 滋賀県東近江市五個荘木流町６５１－２

大橋屋・エトセトラ 5291415 滋賀県東近江市五個荘五位田町５９９

ＲＫ　Ｒａｃｉｎｇ 5291405 滋賀県東近江市五個荘金堂町３４１

陽光自動車 5291402 滋賀県東近江市五個荘七里町６２１

Ｂｕｒｎ　Ｆｒｅｅｌｙ 5291402 滋賀県東近江市五個荘七里町１０２－１

Ｓｕｎｗｏｒｋｓ 5291402 滋賀県東近江市五個荘七里町９８－２

和レンタカー 5291421 滋賀県東近江市五個荘竜田町６６１－２

雛匠　東之湖 5291421 滋賀県東近江市五個荘竜田町６６１－３

Ｍａｈａｌｏ　Ｓｔｙｌｅ 5291421 滋賀県東近江市五個荘竜田町２４１－２－１０３

前田益蔵商店 5291414 滋賀県東近江市五個荘中町２０

キムラスクエアガーデン 5291403 滋賀県東近江市五個荘日吉町１０８１番地

きもの乃館かわきた 5203201 滋賀県湖南市下田５２５



ライズドローンサービス 5270125 滋賀県東近江市小田苅町２２４５－２

美容室ＢＲＯＷＮＳＵＧＡＲ 5270108 滋賀県東近江市小八木町１５０４

有限会社高田モータース 5270027 滋賀県東近江市栄町７－２１

ビジネス旅館　はざま 5270027 滋賀県東近江市栄町３－５

福永喜三郎商店 5291572 滋賀県東近江市桜川西町３６１－２

文平堂 5291572 滋賀県東近江市桜川西町１１８

Ｄｉｎｉｎｇ喰楽部　あんど 5291572 滋賀県東近江市桜川西町８０１

吉野屋 5211215 滋賀県東近江市佐生町１６３

外川善種苗園 5211222 滋賀県東近江市佐野町７３０－１

イシナオ株式会社 5211222 滋賀県東近江市佐野町７２６－１

株式会社丸善　能登川店 5211222 滋賀県東近江市佐野町６０９－１

レーク防犯センター 5211222 滋賀県東近江市佐野町３７２－２４

川西鈑金工業 5270067 滋賀県東近江市芝原町２９９

小嶋薬品 5270124 滋賀県東近江市下岸本町７８

きしむら調剤薬局 5291601 滋賀県蒲生郡日野町松尾２－８８－３

メカドックオカダ 5270085 滋賀県東近江市下羽田町１５３２－２

乙畔 5270085 滋賀県東近江市下羽田町１

有限会社玉緒自工 5270065 滋賀県東近江市下二俣町４５４－２

湖東製茶 5270131 滋賀県東近江市勝堂町１１２１

株式会社今岡牧場　　　明治八日市宅配センター 5270017 滋賀県東近江市昭和町３－８

みんなの家 5270017 滋賀県東近江市昭和町３－３０

ラクセキ 5270043 滋賀県東近江市神田町６８１

コーヒーショップ　くっく 5270036 滋賀県東近江市聖和町３－９

野村電機商会 5270106 滋賀県東近江市僧坊町５１

オートリペアナカジマ 5270152 滋賀県東近江市大覚寺町９５２

ヘアーサロン短長 5270223 滋賀県東近江市高木町１１５

有限会社モリマサ瓦店 5270004 滋賀県東近江市建部堺町３００－７

大辻モータース 5211212 滋賀県東近江市種町１７１８

帆布鞄イヌイット 5211212 滋賀県東近江市種町１７３７　株式会社ファイナル

学塾 5211212 滋賀県東近江市種町１６２６

はんこ屋アルファー 5270052 滋賀県東近江市寺町６１５－１

カルビ大将 5230816 滋賀県近江八幡市西庄町字笠ノ町７０９－５

城鈑金塗装工業所 5270042 滋賀県東近江市外町２３８

藤村オート 5270133 滋賀県東近江市中一色町２３５

ピレリ-八日市 5270015 滋賀県東近江市中野町１０２２－２

滋賀報知新聞社 5270015 滋賀県東近江市中野町１００５

薪遊庭 5270172 滋賀県東近江市なまず江町１４４３

ＪＡＰＡＮ　ＳＨＯＰ　聖 5211231 滋賀県東近江市能登川町１８－１０

丸太茶房　梅一 5203017 滋賀県栗東市六地蔵２２６

サンエム精肉店 5270047 滋賀県東近江市野村町５１１－４

まき美容室 5270047 滋賀県東近江市野村町４１７

ＢＵＺＺ　ｃｕｔ　ｃｌｕｂ 5270047 滋賀県東近江市野村町５１１－６

カルビ大将 5280057 滋賀県甲賀市水口町北脇４５０番１

キリンオートモール株式会社 5270051 滋賀県東近江市林田町１２８７－１

さわだ 5270051 滋賀県東近江市林田町１２６８－１

グリーンプラザ　カワシマ 5270051 滋賀県東近江市林田町１４８０番地の１

ＣＵＴ　ＣＬＵＢ　ＴＡＫＥＩ 5270051 滋賀県東近江市林田町１２２１－４

有限会社　森新聞舗 5211224 滋賀県東近江市林町７８０

シカゴピザ能登川店　 5211224 滋賀県東近江市林町２６－３

ＣａＲａｔ． 5270037 滋賀県東近江市東今崎町７－３３

チャイルド　リブ 5270033 滋賀県東近江市沖野２丁目６－１２

有限会社かじ徳 5270033 滋賀県東近江市東沖野１丁目１－１１

リカーショップツジ 5270033 滋賀県東近江市東沖野２丁目６－８

炭火焼肉やまもと 5270033 滋賀県東近江市東沖野３－９－３１

ＲＩＴＡ． 5270033 滋賀県東近江市東沖野４丁目２－１

ＲＩＯＮ八日市店 5270033 滋賀県東近江市東沖野１丁目７番７号　エトア－ル東棟１Ｆ

カットステージ　ウェーブ 5270033 滋賀県東近江市沖野２丁目６－６

海鮮居酒屋　心 5270035 滋賀県東近江市ひばり丘町２－２６

有限会社フレンドオートサービス 5270143 滋賀県東近江市百済寺本町６１２－１

ケイエスコンサルタンツ 5291502 滋賀県東近江市平林町６６４

ファームステイ近江 5291502 滋賀県東近江市平林町５８０－４

グッドモータース 5270102 滋賀県東近江市平柳町１６１３－２

オートシエルサービス 5211242 滋賀県東近江市福堂町１１９４－１

サンオートサービス 5270081 滋賀県東近江市布施町１４９－１

有限会社小嶋商店 5270073 滋賀県東近江市蛇溝町５８－１

野田松呉服店 5270127 滋賀県東近江市南清水町１５４

髪清和館 5270127 滋賀県東近江市南清水町１９５－２

きしした鍼灸整骨院 5270127 滋賀県東近江市南清水町６５６－３

ＩＭＡＧＥ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ 5291551 滋賀県東近江市宮川町２４４－８１８

焼肉　壱 5291551 滋賀県東近江市宮川町２４４－７００

冨来郁 5291404 滋賀県東近江市宮荘町４１９

稲垣自動車工業有限会社 5270046 滋賀県東近江市妙法寺町１１０９

ホームメイトＦＣ東近江店 5270046 滋賀県東近江市妙法寺町８４５－７

株式会社八日市ロイヤルホテル 5270046 滋賀県東近江市妙法寺町６９０

山田ため畳店 5270046 滋賀県東近江市妙法寺町５８６

わんわんサロンきゃんでぃ 5270231 滋賀県東近江市山上町２８０６

ひのや 5270231 滋賀県東近江市山上町１２６６

川口屋老舗 5270231 滋賀県東近江市山上町２９２８－１

石岡石油 5270231 滋賀県東近江市山上町２０１２

大桝屋 5270231 滋賀県東近江市山上町４４７

増田電気商会 5270231 滋賀県東近江市山上町２０９２－２

八百亀 5270231 滋賀県東近江市山上町１２７１

湖太郎 5270103 滋賀県東近江市中里町１９－２

萬善食堂 5270028 滋賀県東近江市八日市金屋１丁目３－２１

（有）中嶋印刷所 5270028 滋賀県東近江市八日市金屋１丁目４－８

（株）二橋商店 5270028 滋賀県東近江市八日市金屋１丁目３－３

美彫美容室 5270028 滋賀県東近江市八日市金屋２丁目２－６

有限会社タカテックコーポレーション 5270028 滋賀県東近江市八日市金屋２丁目４－１５

町田司法事務所 5270022 滋賀県東近江市八日市上之町１－３９－１

ル・トンセラン 5270022 滋賀県東近江市八日市上之町２－２７

Ｌａｃｈｏｕｃｈｏｕ 5270022 滋賀県東近江市八日市上之町９５－１

ＢａｒＴＲＩＡＮＧＬＥ 5270022 滋賀県東近江市八日市上之町２－７　ウイング八日市１０６

鮮魚　なんち 5270022 滋賀県東近江市八日市緑町９－２７　テニ－１Ｆ

ＣＲＯＳＳ　ｈａｉｒ　×　ｓｃａｌｐ 5270022 滋賀県東近江市八日市上之町８－３６

ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ・Ｋ 5270018 滋賀県東近江市八日市清水１－９－７

熊木仏壇店 5270018 滋賀県東近江市八日市清水２丁目６－４

八日市レンターリース 5270026 滋賀県東近江市八日市野－宮町３０４－８

銘茶ますきち　本店 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町２－１９

カネシメ＆ＭＡＭＡＩＫＵＫＯ 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町２－２０

イヤシス　リラクゼーションくらぶ　イヤシス　八日市アピア店 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町３－１　アル・プラザ八日市店３Ｆ

クルトン 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町３－１　平和堂アピア

ファッションリフォーム　リフォームブティック　アピア八日市店 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町３－１　アピア八日市店２Ｆ

ＦＩＲＳＴ八日市アピア店 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町３－１　八日市アピア・２Ｆ

ＳＯＨＯ 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町２－１５

ありが太陽 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町２－１７

銘茶ますきち　アピア店 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町３－１　アピア１Ｆ

川島タイヤ 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町３－１８

ｅＮ 5270011 滋賀県東近江市八日市浜野町４－１３－マルゴビル－１Ｆ

昭和堂楽器 5270021 滋賀県東近江市八日市東浜町４－３

カギヤ薬局 5270021 滋賀県東近江市八日市本町１３－９

山平建材店 5270025 滋賀県東近江市八日市東本町１－１２

朝陽写房 5270025 滋賀県東近江市八日市東本町１０－５

株式会社エフレボ 5270025 滋賀県東近江市八日市東本町６－５５　ジャンティ２１　２Ｆ



ちいさな喫茶店 5270012 滋賀県東近江市八日市本町７－６　ＨＯＮＭＡＣＨＩ９３内

ガーデニングキララ 5200515 滋賀県大津市八屋戸３９－５

Ｓテック　しんわ 5270012 滋賀県東近江市八日市本町２－９

カメラのスズカ 5270012 滋賀県東近江市八日市本町２－３

くらま楽器 5270012 滋賀県東近江市八日市本町２－１３

魚や　楓江庵 5270012 滋賀県東近江市八日市本町６－９

めがね工房テラダ 5270012 滋賀県東近江市八日市本町３－１４

翠翔　八日市店 5270012 滋賀県東近江市八日市本町５－６

くいもん屋　呵♂ 5270012 滋賀県東近江市八日市本町１０－１９

酒羅 5270012 滋賀県東近江市八日市本町１６－８

フタバヤ 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町９－２７　テニ－１階

アルフ 5203041 滋賀県栗東市出庭５７７－１

レディースショップホース 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町９－２７

メガネプラザノガミ 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町１３－２

星和都市開発株式会社（アパートプラザ八日市店） 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町１８－５　サンクレストビル

お肉処　ちかえ 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町９－２７

清水眼鏡店 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町９－２７

さかぐち青果 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町９－２７　テニ－１階

ワンズスペース 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町１２－１４

味八 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町９－２７　テニ－１階

カトウ 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町１２－５

がらや商店 5270029 滋賀県東近江市八日市町１３－１７

Ｓｉａｍ　Ｅｒａｗａｎ 5270029 滋賀県東近江市八日市町１１－１６

衣の一番　たかれん 5270029 滋賀県東近江市八日市町１１－２

ふとんの大森屋 5270029 滋賀県東近江市八日市町１１－４

株式会社エッチエルシー 5203041 滋賀県栗東市出庭５７７－１

犬の美容室　座・わん 5270135 滋賀県東近江市横溝町１７５３

グランディールサーフスタイル 5210001 滋賀県米原市朝妻筑摩１８７１－２

有限会社　坪井農具製作所 5210226 滋賀県米原市朝日５６７

山根自動車 5210211 滋賀県米原市梓河内１０

クラブハウス 5210221 滋賀県米原市池下８０－１

ＳＣＲＹＳ　ＳＴＹＬＥ 5210004 滋賀県米原市磯２３６２－４

Ａｕｔｏ　Ｇａｒａｇｅ　ＺＥＲＯ 5210225 滋賀県米原市市場１１５６－２

ｉｓｎ’ｔ　ｉｔ　ｄｅｓｉｇｎ． 5210234 滋賀県米原市井之口１８８

ＣＡＮＳＥ美容院 5210062 滋賀県米原市宇賀野２８－２０

アトリエ春 5210062 滋賀県米原市宇賀野３１番地ノ４５

ｈａｉｒｇｌｏｒｙ 5210062 滋賀県米原市宇賀野２－２７

ＣＨＬＯＲＩＳ 5210062 滋賀県米原市宇賀野３００

ＴＨＲＥＥ　ＳＫＹ 5210202 滋賀県米原市柏原２０５－１

渡部建具店 5210202 滋賀県米原市柏原８７１

醒井楼 5210033 滋賀県米原市上丹生２０５４

プレステージディール 5210203 滋賀県米原市清滝２９６

ヨシハラクリーニング近江店 5210072 滋賀県米原市顔戸１４１５－４８

野村石材店 5203047 滋賀県栗東市手原３－１０－２５

西川金物店 5210035 滋賀県米原市醒井３０２

かなやキッチン 5210035 滋賀県米原市醒井６２１－３

富茂登 5210016 滋賀県米原市下多良５０５

有限会社　祇園屋 5210016 滋賀県米原市下多良３丁目４７

オリテ米原 5210016 滋賀県米原市下多良３丁目１番地１

（有）江竜電器 5210016 滋賀県米原市下多良８６－１１

カフェドロップハウス 5210016 滋賀県米原市下多良二丁目１３７番　米原文化産業交流会館

有限会社　写真・おおの 5210016 滋賀県米原市下多良２－１０１

鳥乃理　宵一 5210016 滋賀県米原市下多良２丁目９４

創作ｄｉｎｉｎｇえん 5210016 滋賀県米原市下多良１丁目７１

（有）石久仏檀店 5210034 滋賀県米原市下丹生６１１

山オートサービス 5210321 滋賀県米原市高番１８３－２

Ｋファクトリー 5210321 滋賀県米原市高番３８３－７

ガーデニングキララ 5200515 滋賀県大津市八屋戸４０－５

ローザンベリー多和田　ショップはぜの木 5210081 滋賀県米原市多和田６０５－１０

北村自動車 5210093 滋賀県米原市寺倉１３８

ヰワタボデー 5210093 滋賀県米原市寺倉４４５－１

（有）醒井フラワー 5210213 滋賀県米原市堂谷１２７０　虹ますホ－ル

クリーニング　押谷 5210242 滋賀県米原市長岡９１４

山東モータース 5210242 滋賀県米原市長岡９１４－５

北澤自動車工業 5210061 滋賀県米原市長沢１４４３

ゼストオート 5210011 滋賀県米原市中多良６３０－１

（有）インテリアナガオカ 5210241 滋賀県米原市西山１５１

ドクターコトウ 5210233 滋賀県米原市野一色３６８－１

姉川オートサービス 5210233 滋賀県米原市野一色１１５７－３

ヨシハラクリーニングＦＭ山東店 5210236 滋賀県米原市間田字東柏戸４１３番地

Ｃｒｅｖｅ　Ａｕｔｏ 5210025 滋賀県米原市番場７２２

Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｂｏｏ 5210212 滋賀県米原市本郷１５７

Ａｚａｌｅａ 5210012 滋賀県米原市米原４６４－２３

ｍｏｏｉ 5210012 滋賀県米原市米原２２３－７

北新豆腐店 5210012 滋賀県米原市米原５２３

有限会社　柴新 5210012 滋賀県米原市米原５３０

かどかわ衣料 5210012 滋賀県米原市米原２３０－６

八田パーキング 5210015 滋賀県米原市米原西３０

ホテル・ナレッジ・イン 5210015 滋賀県米原市米原西２３

オートガレージイーグル 5210023 滋賀県米原市三吉１０７０－３

アイリスオーヤマ米原工場-２００４４２ 5210023 滋賀県米原市三吉三田７０１

湖岸理容さの 5210064 滋賀県米原市世継８０８

やまに料理店 5210064 滋賀県米原市世継７４１

リカーズサンク＆エルコラージュ 5291644 滋賀県蒲生郡日野町大字内池４８６－５

大堀機鋼 5291644 滋賀県蒲生郡日野町大字内池－３３４－２

タカオカスポーツ 5291644 滋賀県蒲生郡日野町大字内池－７７０

小川屋 5291603 滋賀県蒲生郡日野町大字大窪－５６１

酢屋忠本店 5291603 滋賀県蒲生郡日野町大字大窪－７２９

Ｒｅ　：　楽Ｊｓｔｙｌｅ 5291603 滋賀県蒲生郡日野町大字大窪－５７５

ライス　ショップ　米勇 5291603 滋賀県蒲生郡日野町大窪－５５２

株式会社ひのや 5291610 滋賀県蒲生郡日野町奥之池４１１

Ｌａｈａｉｎａ　Ｇａｒｄｅｎ 5291631 滋賀県蒲生郡日野町鎌掛２３７３

カルチャーハウスイシオカ 5291602 滋賀県蒲生郡日野町松尾５丁目４７

ヨシノヤ 5291642 滋賀県蒲生郡日野町大字上野田－１６７－１

ＦＪ　ＣＡＲＳ 5291642 滋賀県蒲生郡日野町上野田７４７－１

有限会社齋藤モータース 5291642 滋賀県蒲生郡日野町大字上野田－８１４

Ｊａｍ　ｋａｒｅｔ 5291609 滋賀県蒲生郡日野町中道２－８－３

れすとらん芭蕉 5291647 滋賀県蒲生郡日野町大字別所－９６７－２１

フードショップ　京政 5291656 滋賀県蒲生郡日野町増田－４８－５

スタイリングスペースＺＡＫＵ 5291601 滋賀県蒲生郡日野町松尾４－４

かめやクリーニング　フレンドタウン日野店 5291601 滋賀県蒲生郡日野町松尾８４４－１０

Ｈａｉｒ　＆　Ｎａｉｌ　ｇｎｉｋ 5291601 滋賀県蒲生郡日野町松尾９５３－１

スマイル 5291601 滋賀県蒲生郡日野町松尾１丁目６２　アイランドビル１Ｆ

Ｔａｉｙｏｕ　Ｂｒｅａｄｓ． 5291601 滋賀県蒲生郡日野町松尾５丁目７２

ＭＳＧ村島産業 5291653 滋賀県蒲生郡日野町三十坪１２６４－５

龍鳳園　竜王店 5202500 滋賀県蒲生郡竜王町薬師－１１７０－１

植木職　福伊 5202524 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸－４３５

竜王園芸・フローラ竜王 5202524 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸９１８

チェッカーオート 5202524 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸－３３２

徳谷自動車販売 5202541 滋賀県蒲生郡竜王町岡屋２５４７－１

竜王ふなずし工房 5202541 滋賀県蒲生郡竜王町岡屋－５８７－２

フレンドタウン竜王店 5202552 滋賀県蒲生郡竜王町小口１６６２

山本新聞舗 5202573 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡１６９５



トラットリア　チリエージョ 5202573 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡－１４４８

大亀工務店 5202512 滋賀県蒲生郡竜王町駕輿丁１６５－３

ファッションリフォーム　レパレラ　滋賀竜王店 5202551 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山１１７８－６９４　三井アウトレットパ－ク滋賀竜王　１Ｆ

塩谷木工株式会社 5202572 滋賀県蒲生郡竜王町西川－１３８９－２

喜楽屋 5202572 滋賀県蒲生郡竜王町西川－１３１１－７

株式会社ヌーベルムラチ 5202572 滋賀県蒲生郡竜王町大字西川１４３７－１

ネコタ電化サービス 5202571 滋賀県蒲生郡竜王町西横関１９５－３

株式会社ティー・エス・ジー 5202571 滋賀県蒲生郡竜王町西横関１９６－４

オオケン株式会社 5202514 滋賀県蒲生郡竜王町橋本－３４０

Ｓｔｙｌｅｋｉｎｇ 5202514 滋賀県蒲生郡竜王町橋本１３４５－２

ふなちか 5202514 滋賀県蒲生郡竜王町橋本６１７－１

有限会社　石常石材 5202511 滋賀県蒲生郡竜王町林１１０３－１

ロッキー 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上３２７９

苗村屋精肉店 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上－３４７９

竹太商会 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上３２９０－２

杉本バラ園 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上－１５４１

魚英 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上－２３４７－１

サインリンク株式会社 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上－２６５０

ＨＡＮ．Ｔ 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上－２８１５－２

株式会社クレメンツァ 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上－４９１

高野いちご園 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上６８９１

みやせきセルフ愛荘安孫子給油所 5291234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子９４７－１

花好 5291234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子－２４７－３

カレーダイニングアジアン 5291234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子７００－１

日本料理　あびこ家 5291234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子－３６９－４

買取　質屋　小泉 5291311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋７２５

（有）大津屋自動車整備工場 5291313 滋賀県愛知郡愛荘町市１６６８－１

中央旅行 5291313 滋賀県愛知郡愛荘町市－８１４－３

ｔｏｒｉ＿ａｏｋｉ 5291313 滋賀県愛知郡愛荘町市

青木平縫製 5291313 滋賀県愛知郡愛荘町市－３７７

厘療術 5291313 滋賀県愛知郡愛荘町市７０１－３

Ｓｏｉ 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川４０　Ｊプラザ１－１

サイクルショップひろせ 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川－３９

永咲堂 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川５８　アモ－ル　１Ｆ

聖蹟　日本料理　竹平楼 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川－１６０８

アジオカオート 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川－１５００－１

ファッションリフォーム　リフォームブティック　平和堂愛知川店 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川５８　平和堂愛知川店２Ｆ

香凛舎 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川４０－７

アモール店平和堂愛知川店内 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川５８

ベルスールタカダ 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川５８　平和堂愛知川店１Ｆ

キタムラＤＥＮＫＩ 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川１５０７

カットハウス宇野 5291206 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野－２９４７－３

魚与 5291206 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野１７０５

堤　ＢＡＲＢＥＲ 5291206 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野－１５７１

村川製畳 5291204 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野外－２２

（有）辻野自工 5291302 滋賀県愛知郡愛荘町川原－６９４－２

岡部工務店 5291225 滋賀県愛知郡愛荘町栗田－４９３

岡部手袋株式会社 5291225 滋賀県愛知郡愛荘町栗田－２２４－１

村川マイカーセンター 5291211 滋賀県愛知郡愛荘町香之庄９１１－１

タナカ建築 5291223 滋賀県愛知郡愛荘町島川－１１５６

北川司法書士事務所 5291223 滋賀県愛知郡愛荘町島川－６５８

西山自動車 5291232 滋賀県愛知郡愛荘町常安寺３７３－３

美容室Ｒｉｎ 5291208 滋賀県愛知郡愛荘町竹原１０１３－２

カスタムショップアンレーヴ 5291325 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂２５１３番地１７

ブックプラザ文栄堂　愛知川店 5291321 滋賀県愛知郡愛荘町豊満４９０－２

株式会社　スリーエー 5291321 滋賀県愛知郡愛荘町豊満４９１番５

Ｍｅｎ’ｓＧｒｏｏｍｉｎｇＢａｒＢｅｒＳａｌｏｎＧＥＮＴ’Ｓ 5291321 滋賀県愛知郡愛荘町豊満－４８８－４

ホワイト急便彦根　豊満店 5291321 滋賀県愛知郡愛荘町豊満１２９２－３

スター鈑金 5291314 滋賀県愛知郡愛荘町中宿１６２－３

大工伝 5291314 滋賀県愛知郡愛荘町中宿－５４－９

近江商人亭 5291314 滋賀県愛知郡愛荘町中宿－５１

ＢＣＳミリタリーワールド 5291314 滋賀県愛知郡愛荘町中宿－１９２－３

いなば 5291224 滋賀県愛知郡愛荘町長塚－２０３－４

（株）愛知車検 5291303 滋賀県愛知郡愛荘町長野－２２５－１

うを惣 5291303 滋賀県愛知郡愛荘町長野－８２６－３

珈琲館　南蛮茶 5291303 滋賀県愛知郡愛荘町長野－３７７－１

ヨシハラクリーニングＦＭ秦荘店 5291233 滋賀県愛知郡愛荘町大字東出４９０－２

京和建材工業株式会社 5291233 滋賀県愛知郡愛荘町東出－８９－８

クルーズ 5291235 滋賀県愛知郡愛荘町目加田－３７３５

クラフトユニオン 5291171 滋賀県犬上郡豊郷町大字安食西－８６９－１

丸菱刺繍 5291171 滋賀県犬上郡豊郷町大字安食西－９４１

有限会社ギャラリーオオサワ 5291171 滋賀県犬上郡豊郷町安食西－９７７－３

（株）双葉工芸 5291171 滋賀県犬上郡豊郷町安食西－１１８３

カワナミ 5291172 滋賀県犬上郡豊郷町大字安食南－２３４

上田自工 5291176 滋賀県犬上郡豊郷町大字大町－３８０－２

カロス　コーポレーション 5291176 滋賀県犬上郡豊郷町安食西１７３番地

文具おおむら 5291166 滋賀県犬上郡豊郷町大字上枝－１８４－１

株式会社丸善　アスト店 5291175 滋賀県犬上郡豊郷町沢２５０－１

ＡＵＴＯＴＯＯＬ 5291161 滋賀県犬上郡豊郷町大字四十九院－１１９６－１

古川機工商会 5291161 滋賀県犬上郡豊郷町大字四十九院１２５番地

藤田燃料店 5291161 滋賀県犬上郡豊郷町四十九院８８４－１

大野精肉店 5291173 滋賀県犬上郡豊郷町大字高野瀬－５６１－１

株式会社　油　新 5291173 滋賀県犬上郡豊郷町大字高野瀬－２５６－５

メガネ時計補聴器オオムラ 5291173 滋賀県犬上郡豊郷町高野瀬５４８

豊清 5291168 滋賀県犬上郡豊郷町大字八目－９－１

カタオカオート 5291177 滋賀県犬上郡豊郷町大字三ツ池－７４－５　浅居自動車内

渡辺自動車商会 5291165 滋賀県犬上郡豊郷町吉田－１３８４

株式会社市川農場 5291165 滋賀県犬上郡豊郷町大字吉田－３５０

Ｐｅｔｉｔ　Ｆｉｅｕｒ 5220242 滋賀県彦根市長曽根南町４２８

整体やまざき 5220261 滋賀県犬上郡甲良町長寺１１６６－１

小嶋産業 5220251 滋賀県犬上郡甲良町大字北落１１７２

株式会社丸善　Ｋモール店 5220244 滋賀県犬上郡甲良町在士８０９

グローバルオート 5220244 滋賀県犬上郡甲良町在士－６１９－４

山本米穀 5220263 滋賀県犬上郡甲良町法養寺－３７５

上池商事株式会社 5220324 滋賀県犬上郡多賀町大字川相－２７３

ニシザワモータース 5220356 滋賀県犬上郡多賀町大字木曽－１４５

夢現舎　久 5220352 滋賀県犬上郡多賀町久徳－４９３

大矢電器商会 5220352 滋賀県犬上郡多賀町久徳－５４２－１

手打多賀そば　ちとせ庵 5220352 滋賀県犬上郡多賀町大字久徳－４７８

ｆａｒｍ　一日一日 5220352 滋賀県犬上郡多賀町久徳薮田８８８

増田工務店 5220352 滋賀県犬上郡多賀町大字久徳－６３１－４

丸賢建築 5220352 滋賀県犬上郡多賀町久徳－５４１－１

ＨＯＲＩＴＡ　ＣＡＭＥＲＡ 5220341 滋賀県犬上郡多賀町多賀５９１

フェイスルホームはぐくみ 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－２１５－１１

オートサイクル堂中 5220341 滋賀県犬上郡多賀町多賀－１１８３

株式会社　丸由 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－１０３９

安藤酒店 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－７１２

夏原石油株式会社 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－４０５

（株）莚寿堂 5220341 滋賀県犬上郡多賀町多賀－５９９

株式会社木村重兵衛商店 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀１６６０

多賀や 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀６０１

マッキナ　クロダ 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－１０３２

久保田電気 5220341 滋賀県犬上郡多賀町多賀－１５５９－３８



古野家 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－５９７－３

亀寿軒 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－６００

藝やカフェ 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－１１９９

（有）あゆむーくらし工房 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－１３０９

コザイヤ 5220341 滋賀県犬上郡多賀町多賀－７０５

大津屋 5220341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀－６０３

ネイルスタンドプラス 5220341 滋賀県犬上郡多賀町多賀７１９番地【２Ｆ】

真志創建株式会社 5220354 滋賀県犬上郡多賀町土田－７５２

農園レストラン　ピノー 5220337 滋賀県犬上郡多賀町大字富之尾４７７番地３

原養鶏所 5220355 滋賀県犬上郡多賀町中川原３３２－４

吉川酒店 5220342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺－１２４

多賀ＳＡ 5220342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字背戸山７０－２

ボディーショップ　トミオ 5220335 滋賀県犬上郡多賀町藤瀬

大和商会 5220335 滋賀県犬上郡多賀町藤瀬８４５

ＨＡＬＴＥＣ株式会社 5220335 滋賀県犬上郡多賀町藤瀬５５０－１

株式会社雄夢 5220351 滋賀県犬上郡多賀町大字八重練－８４４－１

牛角 5291303 滋賀県愛知郡愛荘町長野３１８－１

矢尾酒造株式会社 5291662 滋賀県蒲生郡日野町中在寺５１２

滋賀県希望が丘文化公園　青年の城 5202551 滋賀県蒲生郡竜王町薬師１１７８　滋賀県希望が丘文化公園青年の城

滋賀県希望が丘文化公園　野外活動センター 5202551 滋賀県蒲生郡竜王町薬師１１７８　滋賀県希望が丘文化公園野外活動センター

ねむねむはうす 5211311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦４

株式会社八興 5230015 滋賀県近江八幡市上田町１７５

オートパートナー山本 5270047 滋賀県東近江市野村町５２０－２

フジイ薬局 5230016 滋賀県近江八幡市千僧供町２６３ー４

大塚メガネ　近江八幡店 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５２７－１

イオン近江八幡 5230898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３－７

モーリーファンタジーイオン近江八幡 5230898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３－７イオン３Ｆ

八幡帆布鞄　Ｃｏｇｏｃｏｒｏ 5230862 滋賀県近江八幡市仲屋町中２１まちや倶楽部内

カフェヴィーテ 5230082 滋賀県近江八幡市土田町１３１３総合福祉センターひまわり館内

いきなりステーキニトリ近江八幡店 5230022 滋賀県近江八幡市馬淵町字下司１６８０－１

しげよし　草津栗東店 5203015 滋賀県栗東市安養寺１丁目１２－２

温活サロンＩＴＯ 5203026 滋賀県栗東市下鈎９２７－１　２階　Ｈｏｎｕ　ｌｕａｎａ内

三木屋産業株式会社 5203003 滋賀県栗東市荒張１１９６番地２

株式会社パブリックホーム 5203045 滋賀県栗東市高野３８５

第一交通　栗東営業所 5203046 滋賀県栗東市大橋７丁目７－８

近江焼肉ホルモンすだく 5203031 滋賀県栗東市綣５－２－２５

ヴィラ・アンジェリカ近江八幡 5230819 滋賀県近江八幡市西本郷町西４－１

ヴィラ・アンジェリカ近江八幡 5230819 滋賀県近江八幡市西本郷町西３－４

有限会社こじま自動車工業所 5203113 滋賀県湖南市石部北１－６－１８

有限会社ササ薬局　本店 5203248 滋賀県湖南市菩提寺西３－７－６

陶房　阿うん 5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野１３８４－３２

手打ちそば　玄庵のぶ 5291814 滋賀県甲賀市信楽町田代２１２

ここやねん水口店 5280033 滋賀県甲賀市水口町綾野３ー５３

しげよし　甲賀店 5280073 滋賀県甲賀市水口町古城が丘５－２８

居酒屋タッチ 5280067 滋賀県甲賀市水口町山２４６３－５

イエローハット　水口城南店 5280005 滋賀県甲賀市水口町水口６０６８－１

ドラッグユタカ　水口的場店 5280020 滋賀県甲賀市水口町的場１０６番地

なか卯１国水口店 5280057 滋賀県甲賀市水口町北脇５１２－１

ピエス鍼灸接骨院　水口院 5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６ー１アル・プラザ水口２階

なか卯守山吉身店 5240021 滋賀県守山市吉身５－２－１

ピザ・リトルパーティー　守山店 5240021 滋賀県守山市吉身６－４－２　南井産業第２ビル１Ｆ

ピザリトルパーティー守山店 5240021 滋賀県守山市吉身６－４－２　南井産業第二ビル

山本接骨院　整体院 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町３１８－５

大塚メガネ　守山店 5240022 滋賀県守山市守山４－１２－１

居酒屋　繋 5240037 滋賀県守山市梅田町４－２５　ニューメトロビル２０６

しげよし　近江守山店 5240033 滋賀県守山市浮気町３４１－２

イオンスタイル草津 5250067 滋賀県草津市新浜町３００

モーリーファンタジー草津 5250067 滋賀県草津市新浜町３００イオン３Ｆ

スーパースポーツゼビオイオンモール草津店 5250067 滋賀県草津市新浜町３００番地Ｂ１０４

ボディショップＡＬＥＲＴ 5250067 滋賀県草津市新浜町南川崎３５０－２

石岡楽器 5230894 滋賀県近江八幡市中村町２０－１

ジーユー　草津エイスクエア店 5250025 滋賀県草津市西渋川１－２３－１エイスクエア１階

なか卯草津西大路店 5250037 滋賀県草津市西大路町６－５２

キシダ工業株式会社 5250036 滋賀県草津市草津町１６６９番地２

大塚メガネ　草津駅前店 5250032 滋賀県草津市大路１ー１１－３０　アイ・プラザ１Ｆ

月屋－ＧＡＴＳＵＹＡ－ 5250032 滋賀県草津市大路１－１３－１　ＯＧビル２Ｆ

牛角 5250033 滋賀県草津市東草津１－２－５１

ここやねん草津店 5250033 滋賀県草津市東草津１丁目１番５５号

グリーンショップタケオカ 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町４５４－１

ｉｎｆｉｘ【インフィクス】 5250027 滋賀県草津市野村２ー１－１２バンジャール西大路１Ｆ

大塚メガネ　草津野路店 5250059 滋賀県草津市野路５ー１７－２２

レストラン　ラ・フェ 5250066 滋賀県草津市矢橋町１１６７ー５

ピザリトルパーティー瀬田店 5202153 滋賀県大津市一里山４－２５－２５

ピザ・リトルパーティー　瀬田店 5202153 滋賀県大津市一里山４－２５－２５　イノマビル１Ｆ

モーリーファンタジー大津一里山 5202153 滋賀県大津市一里山７－１－１フォレオ大津一里山２Ｆ

しげよし　大津京店 5200025 滋賀県大津市皇子が丘２丁目８－７

イオンスタイル大津京 5200025 滋賀県大津市皇子が丘３－１１－１

モーリーファンタジー大津京 5200025 滋賀県大津市皇子が丘３－１１－１イオンスタイル４Ｆ

Ｌｏｕｎｇｅ　ＢＥＬ 5200241 滋賀県大津市今堅田２ー１８ー１７

株式会社まごころ 5200026 滋賀県大津市桜野町１－１７－１５

グリルストーブ 5200831 滋賀県大津市松原町８－１０　石建ビル１Ｆ

ゲオ西大津店 5200024 滋賀県大津市松山町４番１３号

うなぎ料亭　山重 5202134 滋賀県大津市瀬田１－１６－１５

ｈｅｌｌｏ 5202144 滋賀県大津市大萱１ー１８－７グロワール赤羽　２Ｆ

凡楽 5202144 滋賀県大津市大萱１－１６－６－１０５

瀬田おそうじ代行 5202141 滋賀県大津市大江３－１９－１０ステーブルコート淡海２０３

Ｌａ・ｃｏｃｏＴＴｅ 5270012 滋賀県東近江市八日市本町４－８　国華商会ビルＢ１

バーｏｅｕｆ 5202145 滋賀県大津市大将軍１－１－１８　ラペリオンビル１階

南郷理容所 5200865 滋賀県大津市南郷１－１１－１０

アピナキッズパーク大津京 5200021 滋賀県大津市二本松１－１ブランチ大津京内

石窯Ｒｏｓｓａ　Ｓｈｉｏｒｉｙａ 5200051 滋賀県大津市梅林１－３－４　京都屋大津駅前ビル２Ｆ

かっぱ寿司 5200031 滋賀県大津市尾花川１０－２８

とらわか 5230813 滋賀県近江八幡市西本郷町２２９

月夜 5200047 滋賀県大津市浜大津２丁目１－１２　ロイヤルビル３Ｆ

バール　コマド 5200041 滋賀県大津市浜町９－２８　中央ビル１Ｆ

ｂｉｗａ　ｊｅｔ　ｃｌｕｂ 5200503 滋賀県大津市北比良８２０－１

トータルリペア　なかじま工房 5230004 滋賀県近江八幡市西生来町３９０

ベル　ヴァン　ブルージュ 5200022 滋賀県大津市柳が崎５－３５

第一交通　大津営業所 5200022 滋賀県大津市柳が崎５－８

ａｎｃｈｏｒ【アンカー】 5200803 滋賀県大津市竜が丘３－９

魚石 5200524 滋賀県大津市和邇今宿８９８

グランディ 5260059 滋賀県長浜市元浜町５－８　平川治療院２階

ｍｅｎｊｕ 5290241 滋賀県長浜市高月町高月６０４－１　ｍｅｎ－ｊｕ

モーリーファンタジー長浜 5260847 滋賀県長浜市山階町２７１－１イオン２Ｆ

ねこライフ 5230083 滋賀県近江八幡市小船木町１０９

有限会社カサスエ 5260054 滋賀県長浜市大宮町７－３

ヘアーアンドボディ・クーラ 5230892 滋賀県近江八幡市出町８３９

牛角 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町１２０－７

ピザ・リトルパーティー　長浜店 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町榎木塚４７９

ピザリトルパーティー長浜店 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町榎木塚４７９　風の街

かっぱ寿司 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町字三ノ坪８０－４

なか卯長浜八幡東町店 5260031 滋賀県長浜市八幡東町２４８

ＩＴＴＯＫＵ 5260057 滋賀県長浜市北船町３－２４　えきまちテラス１Ｆ１０５



中島屋食堂 5260057 滋賀県長浜市北船町３－３

賤ヶ岳サービスエリア　上り 5290522 滋賀県長浜市余呉町坂口９４

ミニミニＦＣ　能登川店 5211221 滋賀県東近江市垣見町５３４番地６

太田種苗　本店 5230063 滋賀県近江八幡市十王町３３６

Ｆｅｍｉｎｉｎｅ 5280028 滋賀県甲賀市水口町城東５－４０ＫＹＹ２１　１Ｆ

松屋　五個荘店 5291413 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町上川原５－２

株式会社フジモータークリニック 5270086 滋賀県東近江市上平木町１５９１

お好み焼はここやねん　八日市店 5270021 滋賀県東近江市八日市東浜町　４－１

かっぱ寿司 5270025 滋賀県東近江市八日市東本町３－３４

なか卯東近江八日市店 5270025 滋賀県東近江市八日市東本町３－３６

Ｓｉｉｉ　ｏｎｇｌｅ　ネイルの専門店 5211224 滋賀県東近江市林町６１７－１０２

ホテルサンルート彦根 5220073 滋賀県彦根市旭町９－１４

お米農家のだいどころ　ムスヒ 5220046 滋賀県彦根市甘呂町３８５－１

ココス彦根インター店 5220023 滋賀県彦根市原町平野４８６－２

イシグロ　彦根店 5220201 滋賀県彦根市高宮町１５１７－１

なか卯８号彦根高宮店 5220201 滋賀県彦根市高宮町１６６９－１

前谷酒店　酒舗まえたに 5220072 滋賀県彦根市船町５ー１０

いろはにほへと 5220074 滋賀県彦根市大東町２－３２

松屋　彦根店 5220027 滋賀県彦根市東沼波町１２５－１

しげよし　米原店 5210016 滋賀県米原市下多良２－６３　セリマンション１Ｆ

クチート　とみおか 5210221 滋賀県米原市池下８６７－４

名神伊吹ＰＡ（下り） 5210202 滋賀県米原市柏原３８６４－２

糀屋吉右衛門 5202323 滋賀県野洲市三上１０３９

榮華亭 5202361 滋賀県野洲市北野１－６－１－２Ｆ

Ｈｅａｌｉｎｇ　ｓｐａｃｅ　はる 5202361 滋賀県野洲市北野一丁目１－１８　アルタンスビル１Ｆ

東近江五個荘食堂 5291413 東近江市五個荘簗瀬町５－１

寺田電気商会 5270231 滋賀県東近江市山上町2806

自転車屋 大嵜商店 5240045 滋賀県守山市金森町650番地7

紗 5200047 滋賀県大津市浜大津2丁目1－12 ロイヤルビル4F

手打ちうどん 大門 5240052 滋賀県守山市大門町28－4 西田ビル

清水家 5200815 滋賀県大津市膳所2丁目1－11

藤樹スタジオ 5201621 滋賀県高島市今津町今津212番地

配食のふれ愛びわこ湖西店 5200528 滋賀県大津市和邇高城8－3

浜大津きんぎょ 5200047 滋賀県大津市浜大津3丁目1－34 比叡山ビル604

北伊自動車 5220243 滋賀県犬上郡甲良町小川原1045

麺家 えん 5260037 滋賀県長浜市高田町14－23ー1階

夜カフェdimple 5200101 滋賀県大津市雄琴3－2－38 杉田ビル1F

理髪屋RaCoon 5220047 滋賀県彦根市日夏町1570

鍼灸施術所誠療庵 5250026 滋賀県草津市渋川1ー10ー12 ヴィラヤマモト1F

Bar&Dining SOU 5260037 滋賀県長浜市高田町6-2

CAFE&GRILL DUMBO 5202331 滋賀県野洲市小篠原1990-1

car club One way 5240214 滋賀県守山市立田町4178

Car Factory 坂田屋 5270052 滋賀県東近江市寺町222-1

chez moi 5203013 滋賀県栗東市目川465-5

COCKTAIL HOUSE 憩 5260054 滋賀県長浜市大宮町10-5

CoCo Hair 5260024 滋賀県長浜市三ツ矢元町25-23

Daisy 5202132 滋賀県大津市神領3-12-28

fleuriste Cachette 5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川58 平和堂アモール 1F

GALLOP 5200112 滋賀県大津市日吉台二丁目19-12

GlassNique 5260059 滋賀県長浜市元浜町21-33

gloire jouer 5240022 滋賀県守山市守山2-3-7 アスティ上芝野101

hair lab SYUA 5202144 滋賀県大津市大萱1-19-16 1F

hair station HaLe’L.A 5250054 滋賀県草津市東矢倉4丁目14-6 スチューデントHIROSE1F

LA BEAUTE 5202414 滋賀県野洲市井口1368-2

Laugh Lea 5211235 滋賀県東近江市伊庭町252-87

MONOKOKORO 5260059 滋賀県長浜市元浜町8-17

RITO 5280058 滋賀県甲賀市水口町北泉1-1-11

Tea Room Maman 5203035 滋賀県栗東市霊仙寺3-6-5

TEA TREE GARDEN 5200502 滋賀県大津市南小松1721-6

TRUNK Cafe 5240101 滋賀県守山市今浜町2620-14

Yogalaya 5260011 滋賀県長浜市新庄馬場町118

YS 幸田 5200854 滋賀県大津市鳥居川町6-28

イタリア料理ヴィーテ 5230892 滋賀県近江八幡市出町366 文化会館内

いづみ写真工房 5202153 滋賀県大津市一里山4-25-25

いぬと肴 5270033 滋賀県東近江市東沖野5-7 大一ビル1F

うどん忠助 5260031 滋賀県長浜市八幡東町540

オーガニックガーデンいのちの樹 5250031 滋賀県草津市若竹町1-5 センタービル1F

オートサービス マサミヤ 5290431 滋賀県長浜市木之本町大音726-3

オートスクエア 5260015 滋賀県長浜市神照町145-8

オレゴンローズ 5250059 滋賀県草津市野路8-22-3

カフェ&バー ミューズ 5260059 滋賀県長浜市元浜町1-3 NSビル2F

サイクルロードISOBE 5202332 滋賀県野洲市妙光寺字山ノ下316-1

さくら亭 5220064 滋賀県彦根市本町1-7-34 ひこね食賓館1F

ダイコウ醤油 5290425 滋賀県長浜市木之本町木之本1137

ちかまつ鍼灸整骨院 5202361 滋賀県野洲市北野1丁目13-6 1F

ドングリ工房BASE 5270103 滋賀県東近江市湯屋町1084

パーソナルジムAid近江八幡 5230031 滋賀県近江八幡市堀上町219-1

バイオ・コーポ 5260829 滋賀県長浜市田村町1266

ヒロ工藝社 5203245 滋賀県湖南市近江台2-1-11

フォレオ大津店 5202153 滋賀県大津市一里山7丁目1-1

フジハシスポーツ 5201631 滋賀県高島市今津町名小路1-1-9

フタヤモータース 5290527 滋賀県長浜市余呉町東野609

ヘアーアンドメイク アラーテ ジャポン 5230891 滋賀県近江八幡市鷹飼町521

ヘアーサロン・ヤマシタ 5203426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野925-2

ヘアーサロンにしぐち 5290241 滋賀県長浜市高月町高月8

ホース 5270023 滋賀県東近江市八日市緑町9-27

ミスタータイヤマン長浜 5260831 滋賀県長浜市宮司町1181番地4

ミックCP西大津 5200802 滋賀県大津市馬場2-6-30-513

メナードフェイシャルサロンAQUA.mnd 5220057 滋賀県彦根市八坂町2951

メナードフェイシャルサロン東近江佐生 5211215 滋賀県東近江市佐生町14 佐生マンション101

やきとり重吉 長浜駅前店 5260057 滋賀県長浜市北船町3番24号

わんらいふ 5220223 滋賀県彦根市川瀬馬場町968-6

居酒屋 なのは 5200105 滋賀県大津市下阪本6丁目24-28

近江牛岡喜本店 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上5294

近江牛岡喜本店 ミートショップ 5202531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上5294

子育て応援カフェLOCO 5260057 滋賀県長浜市北船町3-24 えきまちテラス長浜LOCOKitchenM3F

舟倉 5290364 滋賀県長浜市湖北町尾上313-7

旬菜三日月 5260057 滋賀県長浜市北船町3-24

焼肉酒房 吟 5260059 滋賀県長浜市元浜町21-35

祥福たこ壱 5220064 滋賀県彦根市本町2丁目1番2号

食悦家かなめ 5202144 滋賀県大津市大萱1丁目16-32

千茂登 5260056 滋賀県長浜市朝日町3-1

大浦オート商会 5290721 滋賀県長浜市西浅井町大浦67

大久 平井久兵偉商店 5230861 滋賀県近江八幡市仲屋町元21

中川木工芸 比良工房 5200515 滋賀県大津市八屋戸419

中村屋 5260802 滋賀県長浜市東上坂町1100

長浜くらしノートストア 5260057 滋賀県長浜市北船町3-24

道の駅湖北みずどりステーション 5290365 滋賀県長浜市湖北町今西1731-1

日本料理魚佐 5270131 滋賀県東近江市勝堂町930-2

SunSAn 5260057 滋賀県長浜市北船町3-24 えきまちテラス長浜2階

来来亭竜王店 5202551 滋賀県蒲生郡竜王町薬師1172-1

株式会社HIROTA_フォト 5230819 滋賀県近江八幡市西本郷町西3-4

株式会社ナカエ 5230022 滋賀県近江八幡市馬淵町633-1



シカゴデリータ草津店 5203024 滋賀県栗東市小柿10-16-1 メゾンシンヤシキ1F

滋賀運転代行社 5203244 滋賀県湖南市サイドタウン4-15-50

BSSタクシー 5203221 滋賀県湖南市三雲271-2 2F

株式会社 かめやクリーニング 5240052 滋賀県守山市古高町808-38

株式会社 ハヤシ 草津営業所 5250041 滋賀県草津市青地町270-10

株式会社山玉 山本薬局(たばこ) 5200113 滋賀県大津市坂本3-32-29

湖西電化株式会社 5200113 滋賀県大津市坂本7丁目4番9号

シカゴデリータ大津店 5200822 滋賀県大津市秋葉台9-3

株式会社Splash 5200515 滋賀県大津市八屋戸847-2

株式会社雄琴自工 5200101 滋賀県大津市雄琴4-1-6

一号車 5260828 滋賀県長浜市加田町2324

株式会社山久 5260021 滋賀県長浜市八幡中山町1202-5

中島商事株式会社 本社 5291404 滋賀県東近江市宮荘町61-5

株式会社三省堂 5270018 滋賀県東近江市八日市清水2丁目7-5

株式会社 コイド 5220007 滋賀県彦根市古沢町646番地

株式会社アールエステート 5220042 滋賀県彦根市戸賀町83-3 エスポアール戸賀105

株式会社丸善 野洲店 5202333 滋賀県野洲市栄5-3

365ゴルフクラブながはま 5260823 滋賀県長浜市常喜町7

ホワイト急便守山駅前店 5240021 滋賀県守山市吉身6丁目181-38

暮らしの衣料マツオカ 近江店 5210073 滋賀県米原市箕浦366

エージェント代行 5260834 滋賀県長浜市大辰巳町113-3プロニティK103

ファースト調剤薬局 大津堅田店 5200242 滋賀県大津市本堅田4-6-21

三井アウトレットパーク 滋賀竜王（QRコードリーダーの設置が無い店舗は対象外） 5202551 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師寺砂山1178-694


