
▼大津市 ▼守山市 ▼彦根市

▼愛知郡愛荘町 ▼東近江市 ▼栗東市

▼湖南市 ▼犬上郡多賀町 ▼犬上郡甲良町

▼犬上郡豊郷町 ▼甲賀市 ▼米原市

▼草津市 ▼蒲生郡日野町 ▼蒲生郡竜王町

▼近江八幡市 ▼野洲市 ▼長浜市

▼高島市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

genie 大津市 におの浜２－１－４８　森田ビル１Ｆ サービス

iero 大津市 におの浜２－２－５　大津スカイハイツ　１１
１ サービス

びっくりドンキー大津店 大津市 におの浜３－１－５　ロックアヤハプラザ内 飲食店

Chou chou 大津市 一里山１－６－２９　ハイブリッジ一里山１０
２ サービス

ex－faヘアーリゾート 大津市 一里山２－１－２５ サービス

花治 大津店 大津市 一里山２－１８－４ ショッピング

フルレットドゥース 大津市 一里山３－１４－６ 飲食店

ガストロノーム 大津市 一里山３－１４－６ 飲食店

ラ・パティスリーナチュール 大津市 一里山４－１５－９ 飲食店

くすたろう 大津市 中央２－１－９ 飲食店

くし屋敷 大津市 中央２－２－９ 飲食店

ロンフーダイニングBRANCH大津京店 大津市 二本松１－１ 飲食店

炭火焼肉屋さかい 大津堅田店 大津市 今堅田２－１１－１ 飲食店

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

酒やビック大津堅田店 大津市 今堅田２－１６－１ ショッピング

さかな料理遊山 大津市 今堅田２－１７－１０ 飲食店

焼肉レストラン 新羅 大津市 今堅田２－１７－５ 飲食店

山よし 堅田店 大津市 今堅田３－７ 飲食店

鮨廣見屋白川土 大津市 南郷１－８－１０ 飲食店

鶴喜そば唐崎店 大津市 唐崎１－２３－１ 飲食店

ココス瀬田唐橋店 大津市 唐橋町９ 飲食店

中国料理 登煌 大津市 坂本３－３２－２７ 飲食店

叡山寿し 大津市 坂本４－１５－１ 飲食店

スーパーサンライズ坂本店 大津市 坂本７－３３－５９ ショッピング

生鮮館 げんさん 堅田店 大津市 堅田１－１－１５ ショッピング

Ami 大津市 大将軍１－１－５ サービス

平城園 瀬田店 大津市 大将軍１－１－９ 飲食店

かつや大津瀬田店 大津市 大江２－１３－４ 飲食店

リカーマウンテン 瀬田大江店 大津市 大江３－８－１３ ショッピング

寿長生の郷 売店 大津市 大石龍門４－２－１ ショッピング

叶匠寿庵 大津市 大石龍門４－２－１ ショッピング

寿長生の郷 野坐パン売場 大津市 大石龍門４－２－１ ショッピング

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

オステリア エ バール R 大津市 大萱１－１９－１９　シルバーハイツ２０５ 飲食店
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EX－FA FOR MEN 大津市 大萱１－２０－２０　アメニティ瀬田東　１Ｆ サービス

セルポワ 大津市 大萱１－４－１６ 飲食店

焼肉界家 大津市 大萱６－１－１１ 飲食店

大谷茶屋 大津市 大谷町２０－２０ 飲食店

レストラン かねよ 大津市 大谷町２２－１３ 飲食店

かねよ 大津市 大谷町２３－１５ 飲食店

かつ源大津衣川店 大津市 字衣川１－１０８４－１ 飲食店

焼肉れすとらん 平和亭 大津市 尾花川１０－３０ 飲食店

おつけもの 丸長 大津市 尾花川１３－１４ ショッピング

hair＆spa　faris 大津市 島の関７－１３　レジデンス琵琶１０３ サービス

DINING STUDIO コルク 大津市 御幸町４－３０ 飲食店

カフェレストラン　インティ 大津市 御陵町２－３　大津市立市民文化会館１Ｆ 飲食店

トーカイ 大津テラス店 大津市 打出浜１４－３０　Ｏｈ！Ｍｅ大津ＴＥＲＲＡ
ＣＥ　２Ｆ ショッピング

かつ麦大津テラス店 大津市 打出浜１４－３０　Ｏｈ！Ｍｅ大津テラス　６
Ｆ 飲食店

アンチョビ 打出浜 大津市 打出浜１５－３ 飲食店

OKAKI 大津市 春日町１－３ 飲食店

金亀庵 ビエラ大津店 大津市 春日町１－３ 飲食店

鮨　まきの 大津市 春日町８－１２ 飲食店

や台ずし 大津駅前町 大津市 末広町２－２３　１Ｆ 飲食店

鉄板焼 もぐら 大津市 末広町２－２５　春海ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

串揚げ三昧honobono 大津市 末広町８－１６ 飲食店

キムチの玉朱 大津市 本堅田１－１８－５ ショッピング

Fiona by ganesha 大津市 本堅田３－３３－１６　エルミナリアン　１Ｆ サービス

ココス堅田店 大津市 本堅田４－１４－７ 飲食店

旬菜 こはち 大津市 本堅田４－１８－２ 飲食店

カインドオル 堅田店 大津市 本堅田４－１９－１６ ショッピング

デイズヘアー アネックス 大津市 本堅田５－１３－１７ サービス

ritmo 堅田店 大津市 本堅田５－２０－１０　アル・プラザ堅田　３
Ｆ ショッピング

居酒屋 きゅうきゅう 大津市 松原町８－３ 飲食店

アット・タイム　西大津店 大津市 松山町１２－１ 飲食店

ハイパーブックス 大津京店 1F 大津市 松山町１２－８ ショッピング

業務スーパー 西大津店 大津市 松山町２－３８－１ ショッピング

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

姜ちゃん 大津市 栄町３－１７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ビストロ　フジハラ 大津市 栄町３－２　タツミビル２Ｆ 飲食店

リカーマウンテン 西大津店 大津市 桜野町２－３－１２ ショッピング

トップビューティ大津京店 大津市 桜野町２－３－２ サービス

Aguhairletter大津京 大津市 桜野町２－４－７　パデシオン西大津 サービス

割烹成 大津市 梅林１－３－２５　大津駅前第一森田ビル　１
Ｆ 飲食店

Maatanto 大津市 横木１丁目１２－２８　 飲食店

ハン六 本店 大津市 浜大津１－１－１３ ショッピング

RISTORANTELAGO 大津市 浜大津１－４－１ 飲食店

ニクバル　モダンミール 大津市 浜大津１－４－１ 飲食店

三井寺力餅本家 大津市 浜大津２－１－３０ 飲食店

肴や ま喜の 大津市 浜大津３－２－８ エンターテイメン
ト

やきとり仁吉 浜大津店 大津市 浜大津４－１－１ 飲食店

Aguhairesta浜大津 大津市 浜大津４－２－１５ サービス

あたか飯店 浜大津店 大津市 浜大津４－７－８ 飲食店

びっくりドンキー瀬田店 大津市 瀬田１－１－１　ホームセンターコーナン内 飲食店

ココス瀬田川店 大津市 瀬田１－１０００ 飲食店

うなぎ料亭 山重 大津市 瀬田１－１６－１５ 飲食店

炭火割烹蔓ききょう 大津市 瀬田２－２－１ 飲食店

ベビーフェイスプラネッツ大津瀬田店 大津市 玉野浦１－１ 飲食店

アミカ瀬田店 大津市 玉野浦１－１５ ショッピング

ドイツレストラン　ヴュルツブルグ 大津市 由美浜５ 飲食店

dayshair西大津店 大津市 皇子が丘２－１０－２７　西大津ＩＳビル　２
Ｆ サービス

grates 大津市 皇子が丘２－３－１　アベニール１Ｆ サービス

ティオル 大津市 皇子が丘２－８－１ サービス

パレット 皇子山店 大津市 皇子が丘３－３－２３ 飲食店

ハード・オフ 西大津店 大津市 皇子が丘３－９－１ ショッピング

カフェ　ド　シナモニ 大津市 皇子が丘３丁目３－２３　２Ｆ 飲食店

トップビューティー 堅田店 大津市 真野１－１－５３ サービス

仁々木 堅田駅店 大津市 真野１－１－７０ 飲食店

Aguhairflot滋賀堅田 大津市 真野１－４４－１　ＹＵＵＫＩビル　１Ｆ　Ｂ サービス

シー・ユー 堅田店 大津市 真野２－２９－１　ＰＲＩＣＥＰＬＡＺＡ内 ショッピング

天下一品 堅田店 大津市 真野２－３０－１９ 飲食店

旬菜 イタリアン 家馳 大津市 真野５－２２－７２ 飲食店

リカーマウンテン 真野店 大津市 真野５丁目３１－２５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ROUTE66 大津市 石山寺３－２３－１５ ショッピング

JAレーク大津 グリーンファーム石山店 大津市 石山寺３－７－１０ ショッピング

リカーマウンテン石山寺店 大津市 石山寺４－５ ショッピング

リカーマウンテン 膳所店 大津市 竜が丘４－３７ ショッピング

炭火焼肉ダイニングりょう花 大津市 粟津町１１－１２　Ｕ－ＳＴＯＮＥ２Ｆ 飲食店

鶏こう 総本店 大津市 粟津町１２－２４　ソフィアコート　１Ｆ 飲食店

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

宮角庵 でんや 大津市 粟津町４－１１ 飲食店

とり駒石山駅前店 大津市 粟津町５－８　堀内ビル１Ｆ 飲食店

ミートアンドデリカ カワニシ 大津市 粟津町６－６ ショッピング

IMAMURAKITCHENILCUOR 大津市 粟津町８－２１ 飲食店

業務スーパー 大津美崎店 大津市 美崎町１－７ ショッピング

焼肉酒場　まほろば 大津市 苗鹿２丁目３２－７　グリ－ンハイツ１０５ 飲食店

肉居酒屋 焼金太郎 大津市 苗鹿３－６－８ 飲食店

カーテンじゅうたん王国 大津店 大津市 萱野浦２４－６５ ショッピング

ecoeat大津瀬田店 大津市 萱野浦２４－６５ ショッピング

パレット唐崎店 大津市 蓮池町１２－２３ 飲食店

茶館 喫茶去 大津市 螢谷４－４５ 飲食店

ハートフルギフト 大津市 衣川１－２０－３０ ショッピング

パティスリー＆デリ ルメルシエ 大津市 衣川１－４０－８１ 飲食店

エフマートもみじヶ丘店 大津市 里６－２０－１ ショッピング

焼肉 たんたん 大津市 長等２－３－４２　平幸ビル　２Ｆ 飲食店

神雷 大津市 長等３－４－２９ 飲食店

鉄板屋Ramp 大津市 際川２－１－１８ 飲食店

ママパン 大津市 際川３－３６－１ ショッピング

Hair Doctor ALMA 大津市 際川４－１４－２０Ｂ サービス

清元 大津市 雄琴６－１－３５ 飲食店

リカーマウンテン 雄琴店 大津市 雄琴６－１３－２７ ショッピング

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

牛匠かぐら 大津市 青山５－１３－７ ショッピング

焼肉家蔵 大津市 青山５－１３－７　プロムナード内 飲食店

鶏こうときめき坂店 大津市 馬場１－４－２０　ウッドハウス膳所 飲食店

ナナナパレナ 大津 ZEZE 大津市 馬場１－４－３９ サービス

Blanc大津膳所店 大津市 馬場１－６－１３ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かね吉 大津市 馬場１丁目１０－１８ 飲食店

ARCDEUX 大津市 馬場１丁目３－８　小川ビル１Ｆ 飲食店

しちふく 大津市 馬場１丁目４－２０　ウッドハウスゼゼ１ＦＡ
室 飲食店

パレット膳所店 大津市 馬場２－１－８ 飲食店

Arielbyganesha 大津市 馬場２－１０－２２ サービス

with I’m 大津市 馬場２－１１－１５ サービス

割烹 山さき 大津市 鳥居川町３－１８ 飲食店

れすとらん 松喜屋 大津市 鳥居川町６－２３ 飲食店

リカーマウンテン あらいぜき店 大津市 黒津２－１５－１ ショッピング

ヘア エラン 守山市 下之郷３－１－１５－９ サービス

比叡ゆば本舗ゆば八守山店 守山市 今市町２９９ ショッピング

ラ・ベルヴィ 守山市 今浜町２６２４－１５９ 飲食店

花一輪 守山市 勝部１－１－１７　ｃｏｃｏｔｔｏ　１０５ 飲食店

近江牛岡喜OKAKI守山店 守山市 勝部１－１－１７　ｃｏｃｏｔｔｏ守山　１Ｆ 飲食店

我東 守山市 勝部４－３－２０－１０１ 飲食店

リカーマウンテン守山店 守山市 古高町３９５－３ ショッピング

本のがんこ堂 守山店 守山市 古高町福田３９３－１９ ショッピング

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

守山玻璃絵館 守山市 吉身３－１９－１５ 飲食店

いちおしや伝五郎 滋賀守山店 守山市 吉身４－１－１９ 飲食店

炭火焼肉名牛田尻 守山市 吉身６－５－１ 飲食店

アミカ滋賀守山店 守山市 大門町２３ ショッピング

和洋旬季 川端 守山市 守山１－１４－７ 飲食店

SHINES NAIL 守山市 守山１－５－６ サービス

肉料理ふくなが 守山市 守山２－３－７　アスティ上芝野 飲食店

魔法のパスタ守山本店 守山市 守山２丁目１６－３８－１０１　 飲食店

いろは花店 守山市 守山３－２４－２７ ショッピング

loserlab 守山市 守山４－２－１３－１０１ サービス

美髪クリニック滋賀守山 守山市 守山４－６－１８ サービス

maoli店 守山市 守山４－７－２０　辻田ビル　１Ｆ サービス

焼肉利八 守山市 守山６－１－１ 飲食店

マウンテン守山 守山市 守山６丁目１－４１　 ショッピング

良菜民酒　花螢 守山市 小島町１６６５－３　 飲食店

焼肉のこころ 守山市 播磨田町１３０８－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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近江牛焼肉 囘－MAWARI－守山店 守山市 播磨田町３０１１ 飲食店

鮨 ひら山 守山市 播磨田町３０１６－８ 飲食店

酒やビック 滋賀守山店 守山市 播磨田町３０７７ ショッピング

ドゥブルベボレロ 守山市 播磨田町４８－４ 飲食店

炉端と日本酒魚丸守山店 守山市 梅田町１４－２ 飲食店

近江牛焼肉結 守山市 梅田町１４－４ 飲食店

サンミュージック 守山店 守山市 梅田町２８－１ ショッピング

アット・タイム　守山店 守山市 梅田町２８－１ 飲食店

HAIR LUEK 守山市 梅田町５－１－１３７－２　藤和ハイタウン守
山　１０３ サービス

中西園材販売センター 守山市 欲賀町３８１－５ ショッピング

かま久 守山市 水保町北川１３４８－３ 飲食店

ファーマーズ・マーケット おうみんち 守山市 洲本町２７８５ ショッピング

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

ROJES HAIR DESIGN 守山市 金森町１０００ サービス

松研 守山店 守山市 金森町６３０ 飲食店

さざなみ酒店 彦根市 佐和町１１－９ ショッピング

ココス彦根インター店 彦根市 原町平野４８６－２ 飲食店

近江苑 彦根市 外町８５ 飲食店

焼肉 大湖 彦根市 大堀町９６５－６ 飲食店

すし処海座本店 彦根市 大藪町越地１－７ 飲食店

リカーマウンテン 南彦根店 彦根市 小泉町８６６－１ ショッピング

Keizo 彦根市 平田町２０９－１ サービス

ココス大藪店 彦根市 平田町２５６ 飲食店

アンデケン彦根店 彦根市 平田町４２６－２ 飲食店

いちおしや伝五郎 彦根ベルロード店 彦根市 平田町４３５－２ 飲食店

焼肉はづ木 彦根市 平田町７４３－３ 飲食店

千成亭 平田店 彦根市 平田町８０８ ショッピング

洋食　SHIMADA 彦根市 後三条町２８８　Ｎａｓｕ２３Ｂ 飲食店

あゆの店 きむら 本店 彦根市 後三条町７２５ ショッピング

美容室LEO 彦根市 戸賀町１００－４６ サービス

LI－len 彦根市 戸賀町１２０－２４　 サービス

レストラン 千成亭 彦根市 戸賀町１２０－４ 飲食店

Amina 彦根市 戸賀町１３１－２ サービス

デイライト彦根店 彦根市 戸賀町１４５－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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HYPERBOOKSHIKONE 彦根市 戸賀町１４５－２ ショッピング

BORN FREE MEGASTORE 彦根市 戸賀町７８－４ ショッピング

COLOR LABEL 彦根市 新海浜２丁目１１番地４ ショッピング

鮮魚と炉端焼き魚丸 彦根店 彦根市 旭町７－２１ 飲食店

中国料理 龍鱗彦根本店 彦根市 旭町９－１１ 飲食店

銀水 彦根市 旭町９－５ 飲食店

やきとり鶏丸 彦根市 旭町９－６ 飲食店

ホルモン・焼肉 一休亭元彦根駅前店 彦根市 旭町９－６　彦根ステーションビル　１Ｆ 飲食店

心華房 彦根市 本町１－１－２６ 飲食店

千成亭夢京橋店 彦根市 本町１－１－２６ ショッピング

Girasole 彦根市 本町１－１２－４　横塚ビル１Ｆ 飲食店

クラブハリエ 美濠の舎 彦根市 本町１－２－３３ 飲食店

あゆの店 きむら 京橋店 彦根市 本町２－１－５ ショッピング

うなぎや源内 彦根市 本町２－１－６ 飲食店

せんなり亭伽羅 彦根市 本町２－１－７ 飲食店

比内地鶏 ほっこりや 彦根市 本町２－２－１１ 飲食店

ジュブリルタン パンショップ 彦根市 松原町１４３５－８３ 飲食店

お食事処 つるつる 彦根市 松原町網代口１２５０－５ 飲食店

鮨松 彦根市 河原２－５－４ 飲食店

口福いど屋 彦根市 河原３－１－２８ 飲食店

酒蔵 ひのや 彦根市 清崎町２４１－１５ ショッピング

献上伊吹そば つる亀庵 彦根市 立花町１－１ 飲食店

どら焼き虎てつ 彦根市 立花町１－２ 飲食店

BORNFREEVIVACITY 彦根市 竹ヶ鼻町４３－２　ＶＩＶＡＣＩＴＹ彦根 ショッピング

天晨堂 ビバシティブックセンター 彦根市 竹ヶ鼻町４３－２　ビバシティ専門店街　１Ｆ ショッピング

Clean　Earth　Creat 彦根市 芹橋２丁目７－４１　 ショッピング

アミカ彦根店 彦根市 西今町字伊庭９２９－１ ショッピング

びっくりドンキー彦根店 彦根市 西沼波町１７５－１ 飲食店

Miel by ganesha 彦根市 西沼波町２１　エコールＷＯＯＤ館　１Ｆ サービス

アストロプロダクツ 彦根店 彦根市 野口町９７－１ ショッピング

焼肉レストランいぶき亭 彦根市 野瀬町２２７－１ 飲食店

パリヤサンペデックPマート 彦根市 長曽根南町４７２－２ ショッピング

ベビーフェイスプラネッツ彦根店 彦根市 長曽根南町４７８－１ 飲食店

あみやき亭 彦根店 彦根市 馬場２－１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉 さつま 彦根市 駅東町８－１０ 飲食店

BOOKOFF 彦根店 彦根市 高宮町１５２５－１ ショッピング

ハイパーバザール彦根店A 彦根市 高宮町１５２５－１ ショッピング

フタバヤ彦根店食品 彦根市 高宮町１６８６ ショッピング

オートワールド 彦根店 彦根市 高宮町１７１６－１ ショッピング

アップガレージ滋賀彦根店 彦根市 高宮町２０５６－１ ショッピング

JA東びわこ あいしょう館 愛知郡愛荘町 市１５８５ ショッピング

メイドインブラジル 愛知郡愛荘町 愛知川４５８ ショッピング

リカーマウンテン 秦荘店 愛知郡愛荘町 東出字柳の北５０５ ショッピング

焼肉ホルモン肉正 愛知郡愛荘町 沓掛３８０ 飲食店

蔵元 藤居本家 愛知郡愛荘町 長野７９３ ショッピング

とりやき　サントリ食堂 東近江市 五個荘北町屋町１５１－１　 飲食店

松研 五個荘店 東近江市 五個荘石塚町１２４－３ 飲食店

フォーティーナイナーズ 東近江市 八日市本町１４－２５ ショッピング

リカーマウンテン 八日市店 東近江市 八日市本町４－１４ ショッピング

酒やビック八日市東本町店 東近江市 八日市東本町１０－５ ショッピング

割烹一朗 東近江市 八日市東本町３－６　 飲食店

Looop hair 東近江市 八日市浜野町１－１ サービス

SOHO 東近江市 八日市浜野町２－１５ サービス

Siam　Erawan 東近江市 八日市町１１－１６　 飲食店

たねや 八日市の杜 東近江市 八日市緑町３８－１５ 飲食店

ジーンズショップ ホース 東近江市 八日市緑町９－２７　ショッピングセンターテ
ニー　２Ｆ ショッピング

レディースショップ ホース 東近江市 八日市緑町９－２７　ショッピングセンターテ
ニー　２Ｆ ショッピング

なんち 東近江市 八日市緑町９－２７　八日市ショッピングセン
ター内 ショッピング

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

廻鮮寿司 海座 八日市店 東近江市 八日市野々宮町２３０－１ 飲食店

美容室ビートル能登川店 東近江市 垣見町１５１５ サービス

や台ずし 能登川駅西口町 東近江市 垣見町１５２５ 飲食店

ミモザキッチン 東近江市 小池町５４３ 飲食店

八百亀 東近江市 山上町１２７１ ショッピング

ヒトミワイナリー 東近江市 山上町２０８３ ショッピング

いちおしや伝五郎 八日市店 東近江市 幸町１－１７５－１ 飲食店

肉の松山 東近江市 木村町５０ 飲食店

カルビ屋大福 八日市店 東近江市 東中野町３０３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ハイパーブックス八日市店1F 東近江市 東沖野１－４－６ ショッピング

近江牛焼肉MAWARI 八日市店 東近江市 東沖野３－１－４ 飲食店

焼肉竹 東近江市 東沖野４－１－９ 飲食店

スキナブラジル 東近江店 東近江市 林田町１４６４－１ ショッピング

リカーマウンテン 能登川店 東近江市 林町１１０－１ ショッピング

Ivrogne 越 東近江市 林町２７ 飲食店

梅の里 東近江市 林町５４－８ 飲食店

メリーポエム洋菓子店 東近江市 林町７２６ 飲食店

福永喜三郎商店 東近江市 桜川西町３６１－２ ショッピング

ココス八日市店 東近江市 青葉町２９４－１ 飲食店

びっくりドンキー八日市店 東近江市 青葉町３－１－４ 飲食店

おさかな家佐藤 栗東市 下鈎９２７ 飲食店

かつや滋賀栗東インター店 栗東市 出庭５３６ 飲食店

アレンジ 栗東店 栗東市 北中小路５－２ サービス

海座栗東大宝西店 栗東市 北中小路四反田１９０－５ 飲食店

HARD OFF 滋賀栗東店 栗東市 坊袋２５１－１ ショッピング

オフハウス 草津栗東店 栗東市 坊袋町２５１－１ ショッピング

タイヤプロ栗東 栗東市 大橋７丁目６－３５　 ショッピング

ふらんす料理 ラ・リベリュール 栗東市 安養寺１－２－７ 飲食店

hilealo 栗東市 安養寺７－１－２２ サービス

ココス栗東店 栗東市 小柿４－５－１５ 飲食店

Bon Bueno Buono 栗東市 小柿６－１０－３８ 飲食店

びっくりドンキー草津店 栗東市 小柿７－８－８　テイサンスクエア内 飲食店

喃風 栗東店 栗東市 小柿８－７－１０ 飲食店

湖睦電機 栗東市 小柿９－１－１２ ショッピング

田舎の元気や 栗東市 小野５４７－３ ショッピング

蔵志季 栗東市 川辺３０１－２ 飲食店

焼肉ろざん栗東店 栗東市 御園１０２０－１ 飲食店

京都ランドセル工房 滋賀ショールーム 栗東市 綣２－３－２２　アルプラザ栗東　３Ｆ ショッピング

居酒屋 いとい 栗東市 綣３－１０－２５　ファミールエポック南館 飲食店

nohea 栗東市 綣３－８－２３　グレーシィ栗東セレージュ サービス

hair’s BEAU Lien 栗東市 綣５－７－２ サービス

旬彩海鮮　縁 栗東市 綣６丁目１０－１５　 飲食店

車検の速太郎 栗東店 栗東市 辻４７５－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉万葉 栗東店 栗東市 辻５２７－１ 飲食店

來音屋 栗東市 霊仙寺１丁目３－２３　アーバンエース杉田６ 飲食店

味千両 栗東本店 栗東市 高野３３５－１０５ 飲食店

焼肉のさつま 湖南市 中央１－１７－２ 飲食店

ろーぐす 湖南市 中央１－２ ショッピング

ココス甲西店 湖南市 中央１－３８ 飲食店

焼肉 宝山 湖南市 中央２－９３ 飲食店

リカーマウンテン 甲西店 湖南市 吉永３３０－１ ショッピング

ベビーフェイスプラネッツ湖南店 湖南市 夏見１３１２－４ 飲食店

買取倉庫甲西店 湖南市 夏見１６３－１ ショッピング

かねきち 湖南市 岩根３６３－１９ ショッピング

マルエス 湖南市 岩根８６６－１ ショッピング

焼肉くるくる 湖南市 岩根中央１－２ 飲食店

スキナブラジル 湖南店 湖南市 岩根中央１－５１ ショッピング

焼肉 田尻 湖南店 湖南市 岩根中央３－１ 飲食店

赤から滋賀湖南店 湖南市 平松北３－１７ 飲食店

焼肉 慶州 湖南市 石部北４－１－１４ 飲食店

縁meat 湖南市 石部東１－２－４ ショッピング

徳志満 湖南市 菩提寺西４－４－２７ ショッピング

drop 甲西店 湖南市 針２２７ ショッピング

ちゃんぽん亭総本家エクスパーサ多賀店 犬上郡多賀町 敏満寺６２－３６　エクスパーサ多賀　１Ｆ 飲食店

近江楽市 犬上郡多賀町 敏満寺６２－３６　多賀ＳＡ下り線ＥＸＰＡＳ
Ａ多賀内 飲食店

久光精肉店 犬上郡甲良町 在士３５４－１ ショッピング

おしゃれサロンツジ 犬上郡豊郷町 上枝３３９ サービス

窯元うつわ 甲賀市 信楽町勅旨２０４８－１ ショッピング

ブラウンライスアンドウォ－タ－ 甲賀市 信楽町勅旨２１８８－７　滋賀県立陶芸の森 飲食店

大小屋 甲賀市 信楽町勅旨２３４９ ショッピング

山上陶器 甲賀市 信楽町柞原３３０ ショッピング

釜炊近江米 銀俵 甲賀市 信楽町牧１３９６ 飲食店

湖南飯店 甲賀市 水口町北泉１－７８ 飲食店

るシオールファーム べじらいす 甲賀市 水口町北脇２３８１－２ ショッピング

ドットビーアール 甲賀市 水口町名坂１１２９－３ ショッピング

ハイパーブックス水口店 甲賀市 水口町名坂８３８ ショッピング

Lila 水口店 甲賀市 水口町名坂９０ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アット・タイム　水口店 甲賀市 水口町名坂９１５－１ 飲食店

業務スーパー 水口店 甲賀市 水口町宮の前１－２６ ショッピング

不二家アルプラザ水口店 甲賀市 水口町本綾野５６６－１ 飲食店

hair’s BEAU aRc 甲賀市 水口町松栄３－２０ サービス

リカーマウンテン 水口店 甲賀市 水口町水口５５４６－１ ショッピング

焼肉でん 水口店 甲賀市 水口町水口５５５５ 飲食店

花野果市 水口店 甲賀市 水口町水口６１１１－１ ショッピング

BORN FREE SUPER SHOP 甲賀市 水口町泉１１７３ ショッピング

hair’s BEAU 甲賀市 水口町的場１ サービス

綾野食堂 甲賀市 水口町綾野３－５９ 飲食店

割烹　ちゃこうろ 甲賀市 水口町虫生野中央１０６番地　鹿深一番館１Ｆ 飲食店

Ciel hair’s BEAU group 甲賀市 水口町貴生川２３３－２ サービス

サラダ館 甲南店 甲賀市 甲南町新治１５５０ ショッピング

ココス甲南店 甲賀市 甲南町竜法師３７６ 飲食店

ジョイショッピングセンター甲賀店 甲賀市 甲賀町大原市場９－１ ショッピング

FUKUMOTO BROS 米原市 下多良１－２　米原エンジンビル　１Ｆ 飲食店

和食・すし処　番野 米原市 下多良１丁目５７　 飲食店

暮らしの衣料マツオカ 近江店 米原市 箕浦３６６ ショッピング

フタバヤ近江店食品 米原市 顔戸１０６３－１ ショッピング

リカーマウンテン 近江店 米原市 顔戸１３９２－１ ショッピング

開放倉庫米原店 米原市 顔戸１４２９ ショッピング

お麩deスイ－ツ 草津市 上笠３丁目３１－２２－１　 ショッピング

近江牛焼肉さのや 草津市 上笠４－４－３０－１ 飲食店

ミュージアムショップおいでや 草津市 下物町１０９１ ショッピング

草津あおばな館 草津市 下笠町３２０３ ショッピング

夕鶴 草津市 北山田町２８４－４ 飲食店

GREEN LOFT THE PARK 草津市 北山田町３２６８－１ ショッピング

Snob Angela 草津市 南草津１－２　シャリエパークナード南草津　
１０１－Ｂ サービス

neos 草津市 南草津１－３－２ サービス

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

freakGRAND 草津市 南草津２－２－４ サービス

ex－faヘアーガーデン 草津市 南草津３－１２－９ サービス

リカーマウンテン南草津店 草津市 南草津３－２－１ ショッピング

SESSIONS GARDEN 草津市 南草津４－５－１０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火食堂凪 草津市 大路１－１－１－１０８ 飲食店

ホルモン 熱男 草津市 大路１－１１－１０　１Ｆ 飲食店

PLOMO 草津市 大路１－１２－５　グ－ビル　２Ｆ 飲食店

朧 草津市 大路１－１３－１１ 飲食店

LEOLEO 草津市 大路１－１４－３ 飲食店

近江牛焼肉 霜月 草津駅東口店 草津市 大路１－１５－１　霜月ビル　１・２Ｆ 飲食店

花たぬき 草津駅前店 草津市 大路１－１５－３５　１Ｆ 飲食店

鮨聖司 草津市 大路１－１５－３７ 飲食店

手のひら 草津市 大路１－１６－３３　竹村ビル 飲食店

肴や 純しん 草津市 大路１－１６－３４　西村ビル　１Ｆ 飲食店

炭火割烹 まつ瀬 草津市 大路１－１７－５　ＡＩスクエア　１Ｆ 飲食店

博多串焼くしまろ 草津店 草津市 大路１－１８－２４ 飲食店

KOKINTEI 草津市 大路１－４－１４ 飲食店

刺身と魚飯 FUNEYA 草津駅前店 草津市 大路１－７－１ 飲食店

京都つゆしゃぶCHIRIRI草津店 草津市 大路１－７－１ 飲食店

近江牛焼肉 MAWARI 草津店 草津市 大路１－７－１ 飲食店

焼肉あららん はなれ 草津市 大路１－９－１　クロスアベニュー草津　１Ｆ 飲食店

焼鳥・串カツ　串ごろう 草津市 大路１丁目１５－２６　 飲食店

FORT GENERAL STORE 草津市 大路２－１１－７　２Ｆ ショッピング

ex－faヘアーエステ＆スパ 草津市 大路２－１１－７　ＶＩＬＬＡＧＥＷＡＫＡＢ
Ａ　２Ｆ サービス

炭火焼肉 あららん 草津市 大路２－３－２　ＭＭＳ２ビル　１Ｆ 飲食店

近江 スエヒロ 本店 草津市 大路３－１－３９ 飲食店

串八　草津国道店 草津市 大路３丁目２－３４ 飲食店

日東　食堂 草津市 山寺町笹谷６１－７ 飲食店

焼肉のきりしま 草津店 草津市 新浜町４３１－２ 飲食店

株式会社 近新 近江大橋店 草津市 新浜町５５－１ ショッピング

奴寿司 草津市 新浜町５５－３７ 飲食店

パトリアミンニャ草津店 草津市 木川町６５５－１１ ショッピング

牛角草津店 草津市 東草津１－２－５１ 飲食店

アストロプロダクツ 滋賀店 草津市 東草津１丁目３－５８ ショッピング

天壇草津 草津市 東草津２－２－４５ 飲食店

BORNFREE近鉄草津店 草津市 渋川１－１－５０　近鉄百貨店草津店　２Ｆ ショッピング

ミソラテラスイタリー 草津市 渋川１－１－６０ 飲食店

叶匠寿庵 草津店 草津市 渋川１－１－６０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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STEAK＆WINE モダンミール草津店 草津市 渋川１－２－２６　草津タワー１Ｆ 飲食店

Xarites 草津市 渋川１－２－２６－２０５ サービス

居酒屋 割烹 竹生 草津市 渋川１－３－３１ 飲食店

炭火酒場 オオクラ 草津市 渋川１－３－３２ 飲食店

近江鶏料理 きばり屋 草津市 渋川１－３－３２　キャッスル草津　２Ｆ 飲食店

なごみ康 草津市 渋川１－５－１９ 飲食店

レイメイ美容室 草津店 草津市 渋川２－４－２５ サービス

海鮮れすとらん魚輝水産草津店 草津市 矢倉２－８－３０ 飲食店

湖南住設 草津市 矢倉２丁目５－３１ ショッピング

PISTorigin 草津市 矢橋町１０－３５ サービス

焼肉MAWARI 南草津店 草津市 矢橋町１１７－１ 飲食店

焼肉蓮山 草津市 矢橋町１５９ー１ 飲食店

リカーマウンテン 笠山店 草津市 笠山５丁目３番２５号 ショッピング

Lila 草津店 草津市 若竹町１－３１　ひばりビル　２Ｆ サービス

Aguhairflola草津 草津市 若竹町１－５　センタービル　１Ｆ サービス

ジャングルジャングル 滋賀草津店 草津市 若竹町１０－３４ ショッピング

Cuorabyganesha 草津市 若竹町８－４１ サービス

崎村商店 草津市 草津１－２０－２１ ショッピング

木波屋雑穀堂 草津市 草津２－４－６ 飲食店

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

お肉のスーパーやまむらや 草津店 草津市 草津町１９６６－１ ショッピング

BistroChina蜜柑 草津市 西大路町１０－５　シャルマンコ－ポ　Ｓ－３ 飲食店

や台ずし 草津駅西口町 草津市 西大路町３－８ 飲食店

Comfort I’m 草津市 西大路町４－３２　草津エストピアプラザ　１
Ｆ サービス

純近江牛安田良 草津市 西大路町５－３ 飲食店

手づくりケーキの店 エーデルマン 草津市 西大路町７－７－１１５　ユニハイム草津ユト
リオふれあい館 飲食店

トラットリアデラメーラ 草津市 西大路町９－１８ 飲食店

わくわく広場エイスクエア店 草津市 西渋川１－２３－１　エイスクエア ショッピング

しゃぶしゃぶ萬蔵 草津エイスクエア店 草津市 西渋川１－２３－１１０ 飲食店

パレットエイスクエア店 草津市 西渋川１－２３－２３ 飲食店

BORN FREE A SQUARE 草津市 西渋川１－２３－２３　Ａ．ＳＱＵＡＲＥＳＡ
ＲＡ ショッピング

NEWS 草津市 西渋川１－２３－２３　ＳＡＲＡ　１Ｆ ショッピング

有限会社 キットカット 草津市 西渋川１－２３－２３　ＳＡＲＡＣ２１１ ショッピング

BHひらがきエイスクエア店 草津市 西渋川１－２３－２３　エイスクエアＳＡＲＡ
　２Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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トーカイ 草津エイスクエア店 草津市 西渋川１－２３－２３　エイスクエアＳＡＲＡ
南館　２Ｆ ショッピング

Cotton Rainbow Cream 草津市 西渋川１－２３－２３　ザラ　１Ｆ ショッピング

かもめ軒 草津市 西渋川１－２３－３　エイスクエアＳＡＲＡ東
館　１Ｆ 飲食店

京都キョーワズ珈琲 草津エイスクエア店 草津市 西渋川１－２３－３　エイスクエアＳＡＲＡ東
館　１Ｆ ショッピング

モンロワール 草津店 草津市 西渋川１－２３－３　エイスクエアＳＡＲＡ東
館１Ｆ 飲食店

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

寿司・割烹　あこう 草津市 西渋川１－３－２５　サンライズ西田 飲食店

ハイパーブックスかがやき通り店 草津市 追分南３－２５－４ ショッピング

ザ バ－グ 草津市 追分南４－５－７ 飲食店

さかえや 草津市 追分南５－１１－１３ ショッピング

焼肉 慶州 南草津店 草津市 追分南６－２１－４ 飲食店

diptych 草津市 追分南６－２１－５－１０２ サービス

空乃珈琲 草津市 野村４－２－７ 飲食店

リカーマウンテン 草津西店 草津市 野村４丁目１－１６ ショッピング

NYNY 南草津店 草津市 野路１－１１－１０ サービス

サルティンボッカ 草津市 野路１－１２－２８ 飲食店

ハニーズフェリエ南草津店 草津市 野路１－１５－５　フェリエ南草津 ショッピング

株式会社 ドゥーバップ 草津市 野路１－１７－３４ ショッピング

和創割烹嘉原 草津市 野路１－５－２４　サンシャイン　１Ｆ　Ａ 飲食店

鮮魚と炉端焼き魚丸 南草津店 草津市 野路１－７－２１　リベリー南草津　２Ｆ 飲食店

ポン酒と四季の炭焼　OriOri 草津市 野路１丁目８－２２　プリシードビル２Ｆ 飲食店

女性専用サロンAnsurmimi南草津店 草津市 野路５－１－３ サービス

トレジャーハンター南草津店 草津市 野路６－３－１５ ショッピング

魔法のパスタ南草津店 草津市 野路８丁目１９－１５　パレットパ－ク１０２ 飲食店

串カツ田中南草津店 草津市 野路東５－２５－１９ 飲食店

業務スーパー 野路店 草津市 野路町２０３６ ショッピング

焼肉ろざん南草津店 草津市 野路町６５９－１ 飲食店

フローリストなかむら南草津本店 草津市 野路町６６８－５ ショッピング

Aguhairfleur野路町 草津市 野路町６８６－４　ラフラ館　１Ｆ　ｒｏｏｍ
５ サービス

マナベインテリアハーツ草津店 草津市 駒井沢町１５ ショッピング

BOOKOFF 滋賀草津駒井沢店 草津市 駒井沢町３３ ショッピング

SECOND BAZAAR 草津駒井沢店 草津市 駒井沢町３３ ショッピング

HYPERBOOKS 駒井沢 1F 草津市 駒井沢町８５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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HYPERBOOKS 駒井沢 2F 草津市 駒井沢町８５ ショッピング

石挽そば 守貞 蒲生郡日野町 村井１３６５ 飲食店

フーズアイランド日野店 蒲生郡日野町 松尾１－８８ ショッピング

有限会社特産品館伊勢藤 蒲生郡日野町 松尾５－３４－３ ショッピング

ココス日野店 蒲生郡日野町 松尾８４４－８ 飲食店

近江日野牛 岡崎 蒲生郡日野町 河原２－１１ 飲食店

株式会社 岡崎精肉店 蒲生郡日野町 河原２－１１ ショッピング

GOROBEI 蒲生郡竜王町 山之上５１４５－１ 飲食店

近江牛 岡喜本店 蒲生郡竜王町 山之上５２９４ 飲食店

岡喜本店 精肉店 蒲生郡竜王町 山之上５２９４ ショッピング

近江牛岡喜かがみの里店 蒲生郡竜王町 鏡１２３１－２ 飲食店

トレジャーハンター近江八幡店 近江八幡市 上田町１２７８－３ ショッピング

美容室ビートル近江八幡店 近江八幡市 上田町１２７８－３ サービス

旬菜旬魚煌 近江八幡市 上田町９７８－８ 飲食店

Lila 近江八幡店 近江八幡市 中村町１－２　山添ビル２ サービス

Barbetta 近江八幡市 中村町２０　ダイゴ本社　１Ｆ 飲食店

中国料理是的菜館 近江八幡市 中村町２１－６ 飲食店

たねや 近江八幡店 近江八幡市 中村町２２－１３ 飲食店

近江牛 久ぼ多屋 近江八幡市 仲屋町中１４ 飲食店

マルタケ 近江西川 近江八幡市 仲屋町中１７ 飲食店

炙り焼肉 霜月 近江八幡市 出町３１４－２ 飲食店

近江牛処焼肉ますざき 近江八幡市 出町４１７－８ 飲食店

乾杯スタジアム 近江八幡店 近江八幡市 出町４５９－１ ショッピング

ラ コリーナ カステラ カフェ 近江八幡市 北之庄町６１５－１ 飲食店

長門産業有限会社 近江八幡市 千僧供町１８６番地　 ショッピング

TINO by ganesha 近江八幡市 堀上町１２０－１ サービス

遠久邑本店 近江八幡市 多賀町３９９－１ ショッピング

ファーマーズマーケット きてか〜な 近江八幡市 多賀町８７２ ショッピング

びわこだいなか愛菜館 近江八幡市 大中町４５０－５ ショッピング

近江牛焼肉 池もと 近江八幡市 安土町桑実寺４８８丁目１ 飲食店

クラブハリエ 日牟禮館 近江八幡市 宮内町２４６ 飲食店

日牟禮茶屋 近江八幡市 宮内町３ 飲食店

日牟禮乃舍 近江八幡市 宮内町３ 飲食店

近新 八幡東川店 近江八幡市 東川町２１４－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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近江牛 毛利志満 近江八幡市 東川町８６６－１ 飲食店

近新家具本社 近江八幡市 東横関町西押見３８３ ショッピング

カメチク 近江八幡市 桜宮町２９８－４　ヤマカツビル 飲食店

カネ吉山本八幡店 近江八幡市 為心町上３０ ショッピング

サンミュージック近江八幡店 近江八幡市 白鳥町９７－１ ショッピング

カワシマ種苗株式会社 近江八幡市 西庄町１２４６ ショッピング

ころっち西ノ庄店 近江八幡市 西庄町１２５０ ショッピング

リカーマウンテン 近江八幡店 近江八幡市 西庄町２０１８－１ ショッピング

中国料理 沙羅 近江八幡市 西庄町２０３６－１ 飲食店

ピュアスタイル 近江八幡市 西生来町１２２９－３ ショッピング

関西ハム 近江八幡市 長光寺町７５２－１ ショッピング

近江牛よしだ 近江八幡市 長光寺町９２０ ショッピング

うなぎ・ひつまぶし炭櫓 近江八幡店 近江八幡市 音羽町２６ 飲食店

お好み焼はここやねん　近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町１４００－１１ 飲食店

や台ずし 近江八幡駅北口町 近江八幡市 鷹飼町１５２０ 飲食店

I’m annex sala 近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町１５２５－３ サービス

ココス近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町４５３－２ 飲食店

グリーンショップ タケオカ 近江八幡市 鷹飼町４５４－１ ショッピング

SOHO clue 近江八幡市 鷹飼町４５５－７ サービス

近江牛焼肉 MAWARI 近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町５２６－２　ＣＵＢＥ近江八幡 飲食店

アンデケン 近江八幡市 鷹飼町５５１ 飲食店

カネ吉山本本店 近江八幡市 鷹飼町５５８ ショッピング

レストラン ティファニー 近江八幡市 鷹飼町５５８ 飲食店

ひょうたんや 近江八幡市 鷹飼町５６０－１ 飲食店

旬肴庵　紅 近江八幡市 鷹飼町５７２　エミール近江八幡１番館　１０
６ 飲食店

Aguhair cherie 近江八幡 近江八幡市 鷹飼町５７２　エミール近江八幡壱番館　３０
２ サービス

HAIR MODE TOKORYO 近江八幡市 鷹飼町６７４－１ サービス

アット・タイム　近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町北１－８－１ 飲食店

いちおしや伝五郎 近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町北１－９－１２ 飲食店

海座近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町北３－１－６ 飲食店

焼肉の中村屋 近江八幡市 鷹飼町北３－１７－６ 飲食店

大吉 近江八幡北店 近江八幡市 鷹飼町北３－７－９　ルミナスＢＬＤ　１Ｆ 飲食店

魔法のパスタ近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町北４丁目４－１０　ＯＫＤテラス１０１ 飲食店

駒吉 近江八幡市 鷹飼町南３－２－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

17 / 20

[滋賀県滋賀県]



小川珈琲クリエイツ 野洲店 野洲市 三上神守田４９８ ショッピング

菓志工房 うすなが 野洲市 乙窪４７８－１３ 飲食店

リカーマウンテン野洲店 野洲市 冨波乙８１０－４ ショッピング

近江牛焼肉MAWARI 野洲店 野洲市 北野１－２２－１７ 飲食店

中国菜秀 野洲市 北野１－８－２３　マンションセブン　１０１ 飲食店

ココス野洲店 野洲市 小篠原３８９－１ 飲食店

アレンジ 小篠原店 野洲市 小篠原９０２－１ サービス

美容室ビートル野洲店 野洲市 市三宅１０１３ サービス

カルビ屋大福 野洲店 野洲市 市三宅２３０５ 飲食店

カネ吉山本 野洲店 野洲市 市三宅２３４１－１ ショッピング

アレンジ 北口店 野洲市 市三宅２４６０ サービス

オーパスワン 野洲市 市三宅２５３１　アルテールななのい　１Ｆ 飲食店

aromatico 野洲市 市三宅七ノ井２５３６－１ 飲食店

本のがんこ堂 野洲店 野洲市 栄５－３ ショッピング

Puteri 野洲市 比留田２１３２　 サービス

やきとり大吉 中主店 野洲市 西河原２３８２ 飲食店

イタリアンカフェスタジョーネ 野洲市 野洲１０３５－２ 飲食店

グランドアレンジ 野洲市 野洲９３５ サービス

リカーマウンテン 虎姫本店 長浜市 五村１９３ ショッピング

近江牛 毛利志満 長浜黒壁店 長浜市 元浜町１１－２７ 飲食店

黒壁ガラス館 1階 長浜市 元浜町１２－３８ ショッピング

黒壁ガラススタジオ 長浜市 元浜町１２－３８ ショッピング

カフェ 叶匠寿庵 長浜黒壁店〈和菓子〉 長浜市 元浜町１３－２１ ショッピング

kokochi 長浜市 元浜町１９－２３ ショッピング

焼肉酒房　吟 長浜市 元浜町２１－３５　 飲食店

日本酒と炉端焼き魚丸 長浜市 元浜町６－２９ 飲食店

フタバヤ長浜店食品 長浜市 八幡中山町１１４１－１ ショッピング

Dragee 長浜市 八幡中山町１１９４－２ 飲食店

ココス長浜店 長浜市 八幡中山町１４８ 飲食店

かつや滋賀長浜店 長浜市 八幡中山町２５ 飲食店

ココイロギフトマーケット 長浜市 八幡中山町３８１－３ ショッピング

ベビーフェイスプラネッツ長浜店 長浜市 八幡中山町４６０ 飲食店

Choshiro 長浜市 八幡中山町４７７　風の街ビル１Ｆ サービス

肉バルITTOKU 長浜市 八幡中山町４８１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ブックオフ 滋賀長浜店 長浜市 八幡中山町５３５ ショッピング

HYPER BOOKS 長浜B 長浜市 八幡中山町６８１－３ ショッピング

DELIGHT長浜店2F 長浜市 八幡中山町６８１－３ ショッピング

Milky 長浜市 八幡中山町６８１－３ ショッピング

焼肉でん 長浜店 長浜市 八幡中山町８０ 飲食店

おかあちゃん長浜店 長浜市 八幡中山町五反田１４６－１ 飲食店

アミカ長浜店 長浜市 八幡中山町字上居屋町５００－２ ショッピング

海座長浜店 長浜市 八幡中山町榎木塚４６６－１ 飲食店

金沢でかねた寿司 長浜店 長浜市 八幡東町２２２ 飲食店

リカーマウンテン 長浜店 長浜市 八幡東町４３５－２ ショッピング

Ruisseau 長浜市 八幡東町６２６－４　２Ｆ 飲食店

とんかつ和ダイニング 味里 長浜市 公園町４－１ 飲食店

ファミリーショップはんがい浅井店 長浜市 内保町２５８－１ ショッピング

有限会社パトリアミンニャ長浜店 長浜市 勝町１１３－３ ショッピング

割烹なとり勝町 長浜市 勝町８４８ 飲食店

美容室 レイ 長浜市 南高田町５２－７ サービス

サンミュージック 長浜店 長浜市 大辰巳町３７ ショッピング

BORNFREE PLACE 長浜市 室町字堀竹４４４－１ ショッピング

HARD・OFF 長浜店 長浜市 宮司町１１５５ ショッピング

OFF・HOUSE 長浜店 長浜市 宮司町１１５５ ショッピング

焼肉だいにんぐ和SABI長浜店 長浜市 山階町２６２－１ 飲食店

近江牛本家まるさ 長浜市 平方町２４３ ショッピング

ファミリーショップはんがい長浜店 長浜市 平方町３１７－１ ショッピング

ピアレキタガワ 長浜市 曽根町３５０ ショッピング

長浜浪漫ビール 長浜市 朝日町１４－１ ショッピング

トゥード・ヘア 長浜市 朝日町５－３ サービス

お酒菜処 季咲 長浜市 朝日町９－４　プロムナ－ド　１Ｆ 飲食店

カネイ 木之本店 長浜市 木之本町千田２３６ ショッピング

冨田酒店 長浜市 木之本町木之本１１０７ ショッピング

有限会社　丸忠 長浜市 木之本町木之本１３４０－２　 飲食店

藤田機械店 長浜市 木之本町木之本１７３２番地３　 ショッピング

石アミ焼 こうえん 長浜市 神照町１９４－３１ 飲食店

ネイルサロンmahina 長浜市 神照町７４７－６・Ｃ号室 サービス

焼肉専門店鳥藤 長浜市 神照町８１４－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつ源長浜店 長浜市 神照町字六ノ坪５８ 飲食店

チットチャットサ－カス 長浜市 西上坂町３４７－１　 ショッピング

リカーマウンテン 高月店 長浜市 高月町井口１４００－１ ショッピング

TAO by SENSE 長浜市 高月町東物部２ サービス

焼肉 中中 高島市 今津町今津２２９ 飲食店

エーコープ 今津店 高島市 今津町住吉２－５－５ ショッピング

西友本店 高島市 今津町住吉丁目１－２０ ショッピング

丸喜食堂 高島市 今津町桜町１－７－６ 飲食店

福井弥平商店 高島市 勝野１３８７－１ ショッピング

トップビューティー 安曇川店 高島市 安曇川町中央３－７－２０ サービス

魚仁 高島市 安曇川町中央４丁目１－１７　 飲食店

とも栄藤樹街道店本店 高島市 安曇川町西万木２１１－１ ショッピング

リカーマウンテン 安曇川店 高島市 安曇川町西万木２３０ ショッピング

ココスあどがわ店 高島市 安曇川町西万木３９ 飲食店

Aコープ パネス 高島市 新旭町旭１－８－８ ショッピング

味わい館 高島市 朽木宮前坊８４２ 飲食店

朽木旭屋 高島市 朽木岩瀬４０－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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