
滋賀県

フレンドマート長浜平方店 ヨシハラクリーニング 餃子のまえかわ

フレンドマート米原駅前店 ヤングドライ

RAPPORT　HAIR FUJIYA

ヒコハン ル・プレ長浜店

パリ・クロアッサンⅡ ヨシハラクリーニング

寿司のたかぎ 花職人ヤマヤ

SHOO・LA・RUE メガネのフランクリン

Sun　Field 茶おう　　　

リフォームブティック いけだ書店

いつ和　長浜店 Ｂody　care Fee la

フレンドマート浅井店 ヨシハラクリーニング

フレンドマート湖北店 ヨシハラクリーニング

キャンドゥ ボディケア　ハナ

かごや 秋元の餃子

伊吹山珈琲店 ローザンベリー長浜

菓匠　禄兵衛 花家 flor

ヨシハラクリーニング

平和堂木之本店 ヤングドライ木之本店 かね吉平和堂店

フレンドマート山東店 ヨシハラクリーニング

四季菜　　　　　　　　 パセリハウスLapis

お花屋さんLeaf シーズクラブベーカリー

畳市場 カルディ

COZY　TOWN　ｃａｆｅ ボディケア　ハナ

FOODLAB.３５８

ケンタッキーフライドチキン Ｓｔｕｄｉｏ－Ｋ

パセリハウス Ｓｈｅｌｌｙ’Ｓ Ｒａｃｋ

コムサイズム ＺＥＲＯ２ ｂｙ ＲＯＧＵＥＳ

築地 銀だこ ろーぐす

平和書店ビバシティ彦根店 ぜぺっと

ＧＲＡＮ ＳＡＣ’Ｓ 正木屋 VIVA CITY店

カットコムズ 明治薬局 ビバシティ店

Seria ドコモショップ 南彦根店

ヨシハラクリーニング いと重

メガネのハヤミ ウエルネスサワ

タイムステーションＮＥＯ シャトレー

生鮮館 げんさん みやおえん

いつ和　彦根店 おかずやさん

ジュエリーKANDA アルファフローリスト

Ｈｏｎｅｙｓ （ハニーズ） 南蛮茶・サーティーワン

スタジオアリス ヒコハン

カルディコーヒーファーム サブウェイ

ＮＥＷＳ スタジオ ブームス

Ｇreen　Ｐarｋs　topic ｅｌｖｅｎｃｅ－ｄｅｕｘ (エルベンスドゥ）

だがし夢や ベリテ

鍵・錠と靴修理の店　　 マライカ

十勝あんこのサザエ ちゃんぽん亭 総本家

ＨＡＰＩＮＳ 中央コンタクト

ＳＰＯＯＮ　ｓｗｅｅｔｓ　ｍａｒｋｅｔ ラピュタボウル彦根

FOODLAB.３５８ 長浜中華屋台　金鯱商店

アル・プラザ彦根

店名

アル・プラザ長浜

フレンドマート長浜駅前店

ビバシティ平和堂



滋賀県 店名

ビバシティシネマ 和ダイニング 四六時中

カラーズ彦根店 はなまるうどん

ＦＩＲＳＴ ディッパーダン

UP　FIELD パリ・クロアッサン

ＢＯＲＮ ＦＲＥＥ キクチメガネ

ゴーゴーカレー リフォームブティック

フレンドマート稲枝店 創業明治三十五年　げんさん ヤングドライ

ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ　ＮＥＮＥＫ　　　　　　　　　Ｐｅｔｉｔ　Ｆｌｅｕｒ

海座　　　　　　　　　　

フレンドマート彦根地蔵店 ドラックユタカ ヨシハラクリーニング

ひこね多幸屋　日夏店 ヨシハラクリーニング

癒し庵

フレンドマート秦荘店 クリーニングｍｃヨシハラ

京屋クリーニング ユリ美容室

永咲堂 シェリー

カシェット 吉福庵

一宝水産 Ｍ・Ｉ・Ｙ・Ａ・Ｈ・Ａ・Ｓ・Ｈ・Ｉ

新風堂 リフォームブティック　　　　　　　　

ベルスールタカダ マルエイ

友すし ポピー

リラクセ゛－ションくらぶイヤシス 平和書店

コンパス ＡＢＣ－ＭＡＲＴ

Ｒｉｇｈｔ－ｏｎ　　　　　　　　 ケンタッキーフライドチキン

はなすえ ミノル

ヒコハン ハニーズ

ワッツウィズ ハティハティ

ナカザワ FIRST

YOKAICHI GARDEN Barber&Beauty RBK

ますきち リフォームブティック

創業明治三十五年　げんさん 八日市ベーカリー

Gelateria Azzurro モミザキッチンラブベジ

Freedom 叶匠寿庵

喫茶ゆいまーる

フレンドマート蒲生店 蒲生花園 蒲生ドラッグ　　

フレンドマート五個荘店 創業明治三十五年　げんさん 餃子のまえかわ

フレンドマート湖東店 ホワイト急便彦根 魚幸商店

ホルン　　　　　 ヨシハラクリーニング

美容室ビートル お菓子工房ＨＩＲＯＳＥ

サーティワンアイスクリーム 安土園芸

平和堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　　　　　　　山　月　

Ｍ・Ｉ・Ｙ・Ａ・Ｈ・Ａ・Ｓ・Ｈ・Ｉ　　　　　　　

魚屋寿司　たかぎ 和水や

ベストアイ ココス

パルテール 米乃家

太郎 Ｍ・Ｉ・Ｙ・Ａ・Ｈ・Ａ・Ｓ・Ｈ・Ｉ

ハッピーキッチン かめやクリーニング

平和書店

京屋クリーニング CARNEサワキ

ｌｅ　ｐａｉｎ　Ｋ

平和堂日夏店

ビバシティ平和堂

フレンドマート能登川店

フレンドタウン日野

フレンドマート竜王店

フレンドマート大薮店

平和堂愛知川店

アル・プラザ八日市



滋賀県 店名

カルビ丼スンドゥブのお店マシッソ 平和書店

太郎 ワイモバイル

ホルン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラスワン

GWC・BEST　EYE ボディケアハナ

夢楽染 ヨシハラクリーニング

SHOO・LA・RU FLOWER HOUSE　UDA　

LANCRET ｂy MAGNIN ル・プレ

フレンドマート安土店 安土園芸

フレンドマート八幡上田店 ヨシハラクリーニング　　

フレンドマート八幡鷹飼店 ヤングドライ

パリ・クロアッサン Ruca

ビートルはなれ　 ふたば書房

ex-ｓelect ヨシハラクリーニング

マックハウス　　　　　　　　　　 FLOWER HOUSE　UDA

メガネのパリミキ 肉処　大久保

とんかつ亭　太郎

ケンタッキーフライドチキン　　 太郎

めんぼう　　　　　 ピエス鍼灸接骨院水口店

レインボーハット ハニーズ

パセリハウス　　　　　　　 天使のわらびもち

ファッションリフォーム柴田 平和書店　AP水口

イシオカ楽器 ＮＡＧＯＭＩＹＡ　ＰＲＥＭＩＥＲ

テンボス　　　　　　 ホース

ラフィネ　　　 ハン六　　　　　　　

ミッキークリーニング スタジオアリス

ビューティケア　つかもと ユーロクラブ

メガネのコザキ jstory

時計・貴金属のウカイ ミスタードーナツＡＰ水口ショップ

ミセスの店キタデ 大阪じゅうべい

モードウカイ　　　　　 ＦＵＪＩＹＡ

シャンブレー 甲賀米粉たい焼き

Ｂ－ＦＬＡＴ　　 タージマハル　エベレスト

寿がきや　　　　　 ちゃんぽん亭

三宝 ＣＡＳＡ　ＣＯＬＯＲ

お花屋さんLeaf ｎａｍｃｏアルプラザ水口

ＳＨＯＯ・ＬＡ・ＲＵＥ Ｍ・Ｉ・Ｙ・Ａ・Ｈ・Ａ・Ｓ・Ｈ・Ｉ　　

呉服のたか峰 山辺十勝庵

ミッキークリーニング ピエス接骨院

ベスト　アイ フレンズ

創業明治三十五年　げんさん ココス

菓子長 ＷＩＮＧ

ハニー・ビー 太郎

フレンドマート土山店 ミッキークリーニング

ミッキークリーニング コスメティックやすじ

城山薬局 くめや菓舗

フレンドマート菩提寺店 京屋クリーニング

エンゼル　　　 時計・眼鏡のナカガワ

マツヤクリーニング 平和書店

ピアハウス

平和堂甲西店 花りょうま　岩根　　　　　　　 クリーニングのかめや

アル・プラザ水口

アル・プラザ近江八幡

アル・プラザ野洲

フレンドマート甲南店

フレンドマート信楽店

平和堂石部店



滋賀県 店名

アンジュ 平和書店

ｒｉｔｍｏ たから弥

栗東ガーデン　　　　 Beauty　Color　PLUS

ベスト　アイ ヨシハラクリーニング

太郎 シェ・レカミエ　　　　　　　　

創業明治三十五年　げんさん　　 リフォームブティック

なお道 ランドセル工房

サンフラワー さのや

かめやクリーニング 食彩いろは

夢楽染 パリ・クロアッサン

平和書店 ミスタークイック　　　　　　　　

ミスタードーナツ リフォームブティック

からあげ　鳥光 鮮魚たかぎ

フレンドマート守山水保店 京屋クリーニング

ケンタッキーフライドチキン リサイクルキング

ラフィネ アニメイト

ハニーズ　　　　 ハン六

メガネの愛眼 駅前米屋

アイシティ　アル・プラザ草津店　　　　フジ薬局　　　　　　　

ジュピター おしろいや　きき

Seria フラワーショップ　ＯＡＳＩＳ　　

サーティワンアイスクリーム ＨＡＰＩＮＳ

たかぎ水産　 ビアードパパ

ヴィアンドサカエ屋 オリスマⅡ

ＳＰａｃｅ　ＴＡＮＡＫＡ ヨシハラ　　　　　　　

ＣＯＭフードコート メガネのパリミキ

ブライダルミノル スマートカラーKirei

ブティック ベルファム こ麦亭

リフォームブティック さ　が　美

エステール 築地　銀だこ

天下一品 口福堂

ディッパーダン Gelateria Azzurro

北海道うまいもの館 叶匠寿庵

ＫＡＮＤＡ

くさつ平和堂 ギャラリー風の門　　　　　　　

ﾄｰﾀﾙﾌﾛｰﾘｽﾄ ｴﾝｾﾞﾙ　　　　　　　　　 ぷてぃぶらん

LOOPON ヨシハラクリーニング

京屋クリーニング　 おかずの店甚平

フラワーショップオーキッド

フレンドマート南草津店 京屋クリーニング

近　江　路 マイングラス

スガキヤ ＩＮＯＨ

コンセルボ 創業明治三十五年　げんさん

生活雑貨ｒｉｔｍｏ堅田店 倶楽部HAIRS　Arms Edge

魚屋寿司たかぎ リフォームブティック

ジュピター 手芸の手毬屋

ファッションハウス　ベルン ハン六

ＳＨＯＯ・ＬＡ・ＲＵＥ スキップパーク

ＶＩＶａＣＥ フラワーショップ花華

河野薬局 麺汰

カフェロマーナ なお道

北國屋呉服店 ブティックシンキ

扶桑書店 ミナカイ・フローラ

シューズショップサカイ 鮎家

リトルジョイ クリーニング専門店はり松

アル・プラザ草津

フレンドマート追分店

フレンドマート志津東草津店

アル・プラザ堅田

アル・プラザ栗東

フレンドマート栗東店

アル・プラザ守山



滋賀県 店名

パリクロアッサン フラワーラボラトリー

リーフ コーヒー＆ランチショップ　イシイ

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ クリーニングのかめや

KiｄｓUSLAND 赤毛のアン

時計・メガネ　オオサワ ブティック　プチパレ

ハン六　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥寿　　　　　　　

福徳寿薬品 さくら　　　　　　　　　

ミートショップなかえ

フレンドマート南郷店 かめやクリーニング

フレンドマート唐崎店 クリーニング専門店　はり松

フレンドマート膳所店 かめやクリーニング

フレンドマート石山寺辺店 近江牛のサカエ屋 正栄クリーニング
フレンドマートグリーンヒル青山店 京屋クリーニング

フレンドマート大津京店 プティボヌール

魚屋寿司たかぎ パリ・クロアッサン

パルテール ビジョンメガネ

ココス 正栄クリーニング

ＬＩＢＥＲＡ　ｂｙ　倶楽部HAR'S 肉よし

小町たこ亭瀬田川店

フレンドマート大津なかまち店 創業明治三十五年　げんさん

創業明治三十五年げんさん メガネ・時計　オオサワ

パン工房バオバオの木＋バオバオスタンド

アトリエゆう 粉もん　おかちゃん

叶　匠壽庵 かめやクリーニング

ミラブル　CRYSTAL　SALON

ギャラリー風の門 でこーる河きた

平和書店　坂本店 ベストアイシミズ

ササキ花店 肉の丸富

コスメティックアイ 私のお針箱

小野ドライ

GWC・BEST　EYE カフェ　Ｃｏｃｏｎａ

きものサロン都千本 ポライトピース　　　

う善 白虎

ﾌﾞﾃｨｯｸ　　サブ 京野菜・果物にしたに

メンズショップ　オオシマ 整体サロンあおぞら

お肉やさん ふじ レストランはと

魚屋寿司たかぎ ココス

カットコムズ 平和書店　TSUTAYA

りふれっしゅさろん　げんきはうす パンドール

大吉商店 クリーニングショップ丸善 

Soft BanK シミズ

ハン六 ﾘﾌｫｰﾑ ﾌﾞﾃｨｯｸ

ケンタッキー・フライドチキン

平和堂今津店 平和書店今津店 ホルン　　　　　　　　　　　　

フレンドマート雄琴駅店 はる風薬局 クリーニング専門店　はり松

平和堂あどがわ店

平和堂坂本店

平和堂和迩店

アル・プラザ瀬田

フレンドタウン瀬田川

平和堂石山


