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高島・大津（北部）

鮒寿し魚治

物販

滋賀県高島市マキノ町海津２３０４

0740-28-1011

https://uoji.co.jp/

高島・大津（北部）

高島市マキノ農業公園マキノピックランド

飲食・物販・体験・観光

滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1

0740-27-1811

https://pic-land.com/

高島・大津（北部）

northstyle奥琵琶湖

体験（サップ・サップヨガ体験スクール）

滋賀県高島市マキノ町西浜763-2

090-3670-5522

https://northstyle-sup.com/

高島・大津（北部）

はなれ山水

飲食店

滋賀県高島市マキノ町知内87

0740-20-5051

http://www.sansui-r.com/

高島・大津（北部）

フォレストヴィラ夢寿々

飲食店

滋賀県高島市マキノ町牧野554-6

0740-27-2030

http://yumesuzu.com/

高島・大津（北部）

体験交流センターゆめの

飲食店・体験（そば打ち）

滋賀県高島市今津町日置前2435-3

0740-22-5556

http://soba-yumeno.jp/

高島・大津（北部）

びわこ箱館山・箱館山コキアパーク

観光・体験

滋賀県高島市今津町日置前4201番地4

0740-22-2486

https://www.hakodateyama.com/green/

高島・大津（北部）

家族旅行村ビラデスト今津

観光施設・飲食店

滋賀県高島市今津町深清水2405

0740-22-6868

http://villagedest.com/

高島・大津（北部）

近江今津西友本店

飲食・物販

滋賀県高島市今津町住吉2-1-20

0120-39-2105

http://www.nishitomo.co.jp/

高島・大津（北部）

たかしま・まるごと百貨店

物販

滋賀県高島市新旭町旭1-10-1

0740-33-7103

http://takashima-marugoto.jp/

高島・大津（北部）

川島酒造

物販

滋賀県高島市新旭町旭83

0740-25-2202

https://www.sake-kawashima.co.jp/

高島・大津（北部）

ラシーヌホーム針江

飲食店・アパレルショップ

滋賀県高島市新旭町針江235

0740-20-6570

https://www.harie.jp/

高島・大津（北部）

高島とんちゃん発祥の店／鳥中本店

物販

滋賀県高島市安曇川町西万木9-2

0740-32-0234

http://tonchan-no-torinaka.net/

高島・大津（北部）

鈴木扇子店

物販・体験・観光

滋賀県高島市安曇川町西万木243

0740-32-0351

http://www.suzukisensu.com

高島・大津（北部）

道の駅藤樹の里あどがわ

特産品販売

滋賀県高島市安曇川町青柳1162番地1

0740-32-8460

https://adogawa.net/

高島・大津（北部）

大吉Grill牧場（道の駅藤樹の里あどがわ内）

飲食店

滋賀県高島市安曇川町青柳1162-1

0740-32-1111

http://omibeef.jp/

高島・大津（北部）

宝船温泉湯元ことぶき

観光施設・飲食店

滋賀県高島市安曇川町下小川2248-2

0740-32-1293

http://takarabuneonsen.com/

高島・大津（北部）

白浜荘オートキャンプ場

観光施設

滋賀県高島市安曇川町下小川2300番地1

0740-32-4333

http://www.mjnet.ne.jp/shirahamaso-auto/

高島・大津（北部）

近江牛一筋だいきち 大吉商店

物販

滋賀県高島市安曇川町田中252

0740-32-0001

http://www.1129.co.jp/

高島・大津（北部）

清酒萩の露醸造元 福井弥平商店

物販

滋賀県高島市勝野1387-1

0740-36-1011

https://www.haginotsuyu.co.jp/

高島・大津（北部）

蝋燭町キャンドル工房

体験（キャンドル教室・ハーバリウム教
室）

滋賀県高島市勝野1400びれっじ1号館

0740-36-1266

https://villge4.jimdofree.com/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E
3%83%89%E3%83%AB%E4%BD%93%E9%A8%93%E6%95%99%E5%AE

高島・大津（北部）

ゼログラビティー

体験・観光

滋賀県高島市勝野1400 高島ﾋﾞﾚｯｼﾞ７号館

075-925-8775

http://zero-gra.com

高島・大津（北部）

淡海堂

物販・飲食

滋賀県高島市勝野1406-2

0740-36-0218

https://tankaisu.co.jp/

高島・大津（北部）

道の駅くつき新本陣

特産品販売・飲食店

滋賀県高島市朽木市場777番地

0740-38-2398

http://kutsuki.net/

高島・大津（北部）

森林公園くつきの森

観光施設

滋賀県高島市朽木麻生443

0740-38-8099

http://www.zb.ztv.ne.jp/fk7mkxbp/asosatoyama/

高島・大津（北部）

グリーンパーク想い出の森

観光施設・飲食店

滋賀県高島市朽木柏341番地3

0740-38-2770

https://gp-kutsuki.com/

高島・大津（北部）

BSCウォータースポーツセンター

体験・観光

滋賀県大津市南船路4-1

077-592-0127

https://bsc-int.co.jp/

高島・大津（北部）

ASOBIWA HIRA BASE

体験・飲食

滋賀県大津市北比良934-2

077-535-9165

https://www.asobiwa-biwako.com/

高島・大津（北部）

びわ湖バレイ／びわ湖テラス

飲食・物販・体験・観光

滋賀県大津市木戸1547番地1

077-592-1155

https://www.biwako-valley.com/tips/biwako_terrace/

高島・大津（北部）

わがし屋さんのあんぱん

物販

滋賀県大津市和邇今宿825-1

077-548-7722

https://www.yuuki-anpan.com/

高島・大津（北部）

道の駅 妹子の郷

飲食・物販

滋賀県大津市和迩中528

077-594-8131

http://www.imokonosato.com/

高島・大津（北部）

ブルーベリーフィールズ紀伊國屋

飲食

滋賀県大津市伊香立上龍華町673

077-598-2623

http://www.bbfkinokuniya.com/

高島・大津（北部）

生鮮館げんさん堅田店

物販

滋賀県大津市堅田１丁目１−１５（生鮮館げんさん 堅田店）

077-574-3651

http://www.gensan-f.co.jp/

高島・大津（北部）

御菓子司 金時堂

物販

滋賀県大津市本堅田2-11-31

077-572-0061

https://www.facebook.com/kintokido/

高島・大津（北部）

近江麦酒

飲食・物販

滋賀県大津市本堅田3-24-37

077-536-5222

https://omibeer.jp/

高島・大津（北部）

江若交通

交通

滋賀県大津市本堅田6-29-18（江若貸切バス旅行センター）

077-573-2708

http://www.kojak.co.jp/

高島・大津（北部）

Rcafe at marina

飲食

滋賀県大津市今堅田1-2-20レークウエストヨットクラブ２F

077-571-6017

http://rcafe-marina.com/

高島・大津（北部）

琵琶湖カヌーセンター

物販・体験

滋賀県大津市今堅田２－１４－２３

077-574-0901

http://www.faltpia.co.jp/bcc/
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高島・大津（北部）

水上さんぽ滋賀 SUP体験

体験

滋賀県大津市今堅田3丁目1-1 道の駅 びわ湖大橋 米プラ
080-2453-8011
ザ内 指定場所

高島・大津（北部）

中西永生堂

物販

滋賀県大津市苗鹿3-2-10

077-578-1133

http://www.oumiarare.co.jp/

高島・大津（北部）

スパリゾート雄琴 あがりゃんせ

体験・観光

滋賀県大津市苗鹿3-9-5

077-577-3715

https://www.agaryanse.co.jp/

高島・大津（北部）

大津市おごと温泉観光公園

飲食・物販

滋賀県大津市雄琴1-2-17

077-578-3750

https://www.ogotoonsen.com/spot/kanko-koen/

高島・大津（北部）

近江おごとハーブガーデン

物販・体験

滋賀県大津市雄琴2-18-1

077-572-8880

http://ogotoherbgarden.com/

高島・大津（北部）

アウトドアスポーツクラブ オーパル

体験・観光

滋賀県大津市雄琴5-265-1

077-579-7111

https://www.o-pal.com/

高島・大津（北部）

比叡山延暦寺

寺院

滋賀県大津市坂本本町4220

077-578-0001

https://www.hieizan.or.jp/

高島・大津（北部）

比叡山峰道レストラン

飲食

滋賀県大津市坂本本町4220

077-578-3673

http://www.hieizan.co.jp/gourmet/restaurant/

高島・大津（北部）

比叡山鉄道 坂本ケーブル

観光

滋賀県大津市坂本本町4244

077-578-0531

http://www.sakamoto-cable.jp/

高島・大津（北部）

比叡山ドライブウェイ

観光

滋賀県大津市山上町長等山776-30

077-529-2216

http://www.hieizan-way.com/

高島・大津（北部）

奥比叡ドライブウェイ

観光

滋賀県大津市坂本本町4220

077-578-2139

http://www.hieizan.co.jp/

高島・大津（北部）

仕出し処 忠真

飲食・物販

滋賀県大津市比叡辻1-13-6

077-579-5915

http://www.fukuwa117.com/

高島・大津（北部）

御菓子司 鶴屋益光

物販

滋賀県大津市坂本4-11-43

077-578-0055

http://www.turuya.jp/

高島・大津（北部）

西教寺

寺院

滋賀県大津市坂本5-13-1

077-578-0013

http://saikyoji.org/

高島・大津（北部）

びわ湖大津・光秀大博覧会

体験・観光

滋賀県大津市坂本5-13-1

077-578-0013（西教寺）

https://otsu.or.jp/mitsuhide/

高島・大津（北部）

水上さんぽ滋賀 SUP体験

体験

滋賀県大津市下阪本1-29-9 ホテル井筒内

080-2453-8011

https://7colors-plus.com/

高島・大津（北部）

工房IMURA

物販

滋賀県大津市穴太2-16-21

077-577-2230

https://atelier-imura.jp/

高島・大津（北部）

鶴喜そば／唐崎店

飲食・物販

滋賀県大津市唐崎1-23-1

077-578-0332

http://tsurukisoba.co.jp/

高島・大津（北部）

大津絵の店

物販

滋賀県大津市三井寺町3-38

077-524-5656

http://www.otsue.jp/

高島・大津（北部）

おつけもの丸長

物販

滋賀県大津市尾花川13-14

077-524-5055

https://www.otsukemono.jp/

高島・大津（北部）

大忠堂

物販

滋賀県大津市観音寺8-17

077-522-3204

http://www.daichudo.com/

高島・大津（北部）

総本山 三井寺（園城寺）

寺院

滋賀県大津市園城寺町246

077-522-2238

http://www.shiga-miidera.or.jp/

高島・大津（北部）

れすとらん風月

飲食・物販

滋賀県大津市園城寺町246

077-524-0638

https://fu-getsu.com/

高島・大津（北部）

Cafe Restaurant Inti

飲食

滋賀県大津市御陵町2番3号 大津市立市民文化会館1階

077-599-4570

https://inti.shiga.jp/

https://7colors-plus.com/

高島・大津（北部）

大津第一交通株式会社

交通

滋賀県大津市柳ケ崎5-8

077-524-4000

http://www.daiichikoutsu.co.jp/group/gaiyou/network/net001.php#taxi030

高島・大津（北部）

パレット 皇子山店

飲食・物販

滋賀県大津市皇子が丘3-3-23

077-525-1231

https://www.e-palette.jp/store/detail.php?id=1

高島・大津（北部）

パレット 唐崎店

物販

滋賀県大津市蓮池町12-23

077-525-9391

https://www.e-palette.jp/store/detail.php?id=4

高島・大津（北部）

日ノ出窯

物販

滋賀県大津市木戸1008番地

077-592-2518

https://www.hinodegama.com/

高島・大津（北部）

近江勧学館

物販

滋賀県大津市神宮町1-1

077-524-3905

http://tendizaidan.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

井筒八ツ橋本舗/追分店

物販・観光

滋賀県大津市横木1-3-3

075-502-2121

https://www.yatsuhashi.co.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

佐知'ｓ Pocket

飲食・物販

滋賀県大津市小関町7-24

077-522-0639

https://sachis-pocket.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

大津菓子調進所 鶴里堂

物販

滋賀県大津市京町1-2-18

077-523-2662

https://kakurido.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

近江牛 かね吉

飲食

滋賀県大津市馬場1-10-18

077-522-3744

https://www.kanekichi.co.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

近江牛と近江野菜漣GRILL SAZANAMI

飲食

滋賀県大津市馬場1-14-18 アークスビル1F

077-524-8660

https://www.grill-sazanami.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

パレット 膳所店

物販

滋賀県大津市馬場2-1-8

077-522-1561

https://www.e-palette.jp/store/detail.php?id=3

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

元祖阪本屋

物販

滋賀県大津市長等1-5-21

077-524-2406

http://www.sakamotoya.biz/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

八百与

物販

滋賀県大津市長等2-9-4

077-522-4021

https://otsu.or.jp/thingstodo/spot92
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大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

ポッポ

飲食

滋賀県大津市長等3-5-3

077-522-7978

https://peraichi.com/landing_pages/view/k7xkn/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

三井寺力餅本家

飲食・物販

滋賀県大津市浜大津2-1-30

077-524-2689

http://www.e510.jp/tikaramoti/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

小川酒店

物販

滋賀県大津市浜大津2-1-31

077-524-2203

https://shiga-sake.shopinfo.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

琵琶湖汽船

体験・観光

滋賀県大津市浜大津5-1-1

077-524-5000

https://www.biwakokisen.co.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

中川誠盛堂茶舗

物販

滋賀県大津市中央3-1-35

077-522-2556

https://seiseido.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

神保真珠商店

物販

滋賀県大津市中央3-4-28 1F

077-523-1254

http://jinbo-pearls.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

滋賀ヤサカタクシー

交通

滋賀県大津市湖城が丘6-11

077-522-6767

https://shiga-yasaka.jp/taxi/taxi/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

でんや石山駅前店

飲食

滋賀県大津市粟津町4-11

077-534-1511

http://www.denya.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

屋形船四季

屋形船

滋賀県大津市松原町18番10号地先

077-572-6848

https://yakatabune-shiki.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

団十郎

物販

滋賀県大津市栄町3-1

077-534-1460

http://www.danjyurou.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

大本山 石山寺

寺院

滋賀県大津市石山寺1-1-1

077-537-0013

https://www.ishiyamadera.or.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

日本料理 新月

飲食

滋賀県大津市石山寺1-3-3

077-537-1436

http://www.k-shingetsu.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

茶丈藤村

飲食・物販

滋賀県大津市石山寺1-3-22

077-533-3900

http://www.sajo-towson.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

叶匠寿庵 石山寺店

飲食・物販

滋賀県大津市石山寺1-576-3

077-534-6331

https://www.kanou.com/shop/ishiyamadera

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

ほたるの里 石山寺寺前浪漫店

物販

滋賀県大津市石山寺1-576-3 石山寺門前

077-537-1878

https://otsu.or.jp/thingstodo/spot37

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

淡味の膳処 洗心寮

飲食・物販

滋賀県大津市石山寺3-1-9

077-537-0066

https://www.sensinryo.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

石山観光協会

飲食・物販

滋賀県大津市石山寺3-2-28 石山観光会館内

077-537-1105

https://www.facebook.com/pages/category/CommunityOrganization/%E4%B8%80%E7%A4%BE%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E8

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

志じみ釜めし 湖舟

飲食

滋賀県大津市石山寺3-2-37

077-537-0127

http://www.shijimimeshi-koshu.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

滋賀MKタクシー

交通

滋賀県大津市石山寺4-2-27

077-531-2001

https://www.mk-group.co.jp/shiga/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

近江牛専門店 れすとらん松喜屋 本店

飲食

滋賀県大津市唐橋町14-17

077-534-2901

https://www.matsukiya.net/restaurant/honten.html

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

唐橋焼窯元

物販・体験・観光

滋賀県大津市唐橋町18-5

077-537-0543

http://www.karahashiyaki.co.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

しゅうぼう本舗

物販

滋賀県大津市萱野浦18-4

077-544-3632

http://www.shu-bo.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

うなぎ料亭 山重

飲食

滋賀県大津市瀬田1-16-15

0120-13-8103

http://www.yamaju.me/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

大家

物販

滋賀県大津市神領３丁目１３－１９

077-545-0381

http://funazushi-oya.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

瀬田ゴルフコース

飲食・その他

滋賀県大津市瀬田橋本町12

077-544-1111

https://www.princehotels.co.jp/golf/seta/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

OKAKIビエラ大津店

飲食

滋賀県大津市春日町1-3

077-510-1839

https://www.okakihonten.jp/dotsu/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

大津市個人タクシー協同組合

交通

滋賀県大津市日吉台3-10-6

090-2119-7835

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

フレンドシップアドベンチャーズ

体験・観光

滋賀県大津市石山南郷町１２１５－５

077-533-5112

http://www.friendship-adventures.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

草津市立水生植物公園 みずの森

飲食・体験・観光

滋賀県草津市下物町１０９１

077-568-2332

https://www.seibu-la.co.jp/mizunomori/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

太田酒造

物販

滋賀県草津市草津3-10-37

077-562-1105

http://www.ohta-shuzou.co.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

帝産湖南交通

交通

滋賀県草津市山寺町188

077-562-3020

https://shiga-teisan.co.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

トヨタレンタリース滋賀

交通

滋賀県草津市草津町1862-1

077-563-0100

https://www.trl-shiga.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

琵琶湖博物館

観光

滋賀県草津市下物町1091

077-568-4811

https://www.biwahaku.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

近江スエヒロ本店

飲食店

滋賀県草津市大路3-1-39

077-562-3651

http://ohmisuehiro.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

いろり料理 如意の里ごきげんさん

飲食

滋賀県栗東市井上281-4

077-558-3223

http://gokigensan.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

清水商店

物販

滋賀県栗東市蜂屋978-3

077-552-2008

http://shimikon.co.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

栗東あられ本舗

物販

滋賀県栗東市大橋4-4-21

077-552-0909

http://www.biwa.ne.jp/~r-arare/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

栗東観光案内所

土産物店

滋賀県栗東市手原3-1-30（手原駅2階）

077-551-0126

https://www.ritto-kanko.com/
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大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

フォレストアドベンチャー・栗東

遊戯施設

滋賀県栗東市観音寺市字平谷459

090-5794-0420

https://fa-ritto.foret-aventure.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

３じのおやつ

菓子店

滋賀県栗東市安養寺２－６－５

077-535-6029

http://www.eonet.ne.jp/~3ji-oyatsu/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

近江焼肉ホルモンすだく栗東店

飲食店

滋賀県栗東市綣5-2-25

050-5596-9818

https://horumonsudaku.owst.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

大野カフェアプリ

喫茶・土産物店

滋賀県栗東市荒張896（大野神社境内）

077-532-4502

http://apry-ritto.net/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

自然薯料理とろりん

飲食

https://www.tororin.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

BIWAKO PEARLS SURPRISE

滋賀県栗東市御園264
滋賀県守山市守山1-8-7

077－558－1166

琵琶湖パールアクセサリー販売、
お土産販売

077-598-6470

https://biwako-pearls.jimdofree.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

守山宿・町家 うの家

観光施設、飲食店

滋賀県守山市守山1丁目10-2

077-583-2366

http://www.unoke.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

近江牛咲蔵(うの家内テナント)

近江牛レストラン

077-583-5108

https://oumigyusakura.gorp.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

鶴屋吉正・ギャラリー美秀

和菓子、美術品

滋賀県守山市守山1丁目10-2
滋賀県守山市守山2丁目2-45

077-582-2378

https://turuya-bisyu.jimdofree.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

おうみんち

飲食・物販

滋賀県守山市洲本町2785

077-585-8318

https://www.ja-ohmifuji.or.jp/food/farmstand.php

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

比叡ゆば本舗ゆば八 守山店

物販

滋賀県守山市今市町299

077-514-1105

http://hieiyuba.jp/company_info/shop_data.html

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

セトレマリーナびわ湖

飲食

滋賀県守山市水保町1380-1

077-585-1125

https://www.hotelsetre.com/biwako/restaurant/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

佐川美術館

美術館

滋賀県守山市水保町北川2891

077-585-7800

https://www.sagawa-artmuseum.or.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

滋賀フーズ

物販

滋賀県守山市石田町240-13

077-599-0012

http://www.shigafoods.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

サンマルク守山店

レストラン

滋賀県守山市播磨田町390

077-581-1309

https://www.saint-marc-hd.com/b/saintmarc/info/43/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

堀久餃子本舗

飲食

077-583-6638

https://www.hori-q.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

守山市駅前総合案内所

観光案内所、お土産販売

滋賀県守山市播磨田町1281-3
滋賀県守山市梅田町1-9

077-514-3765

http://www.pc-moriyama.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

ライズウィル都賀山

宿泊、飲食(レストラン、ビアテラス＆
BBQ)

滋賀県守山市浮気町300-24

077-583-7181

http://www.tsugayama.or.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

ラ・ベルヴィ

フランス料理店

077-535-1974

http://bh-culture.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

琵琶湖レークサイドゴルフコース

その他

滋賀県守山市今浜町2624-159
滋賀県守山市木浜町2300

077-585-1321

https://ayahagolf.co.jp/biwako/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

マイアミ浜オートキャンプ場

観光・物販

滋賀県野洲市吉川3326-1

077-589-5725

http://maiami.info/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

北川製茶

体験・物販

滋賀県野洲市乙窪112

077-589-3025

http://www.kitagawa-cha.com/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

BIWAKO DAUGHTERS

物販

滋賀県野洲市菖蒲230

077-532-7779

http://www.biwakodaughters.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

NPO法人 家棟川流域観光船

観光

滋賀県野洲市堤421番地

077-589-5215

https://yanamune.jp/

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

木工房 まつや

体験

滋賀県野洲市永原1093

077-587-0081

https://www.yasu-kankou.com/spot/2014/07/post-20.html

大津（南部）・草津・守山・栗東・野洲

糀屋吉右衛門

体験・物販

滋賀県野洲市三上1039

077-587-0397

https://kojiya-kichiuemon.jp/

甲賀・湖南

甲賀カントリー倶楽部

飲食・観光

滋賀県湖南市三雲3354

0748-72-1221

http://www.koga-cc.jp/

甲賀・湖南

宴所やまりゅう

飲食

滋賀県湖南市岩根中央二丁目20

0748-72-0137

http://www5b.biglobe.ne.jp/~yamaryu/top.html

甲賀・湖南

近江つけもの山上 山上本店

飲食・物販

滋賀県湖南市下田３３３５

0748-75-8292

http://www.yamajou.co.jp/shop/?Page=001-001

甲賀・湖南

湖南三山 長壽寺

寺院

滋賀県湖南市東寺5-1-11

0748-77-3813

https://chojyuji.jp/

甲賀・湖南

美冨久酒造

物販・体験・観光

滋賀県甲賀市水口町西林口３－２

0748-62-1113

https://mifuku.co.jp/

甲賀・湖南

柏屋製パン所

物販

滋賀県甲賀市水口町城東5-25

0748-62-0447

https://oakbakery.jp/

甲賀・湖南

鹿深いちご園

飲食・物販

滋賀県甲賀市水口町水口5940-4

0748-63-5811

http://technos-farm.com/

甲賀・湖南

大彌

物産（菓子）

滋賀県甲賀市水口町水口6084-6

0748-62-2180

http://www.daiya.info/

甲賀・湖南

谷野食堂

飲食

滋賀県甲賀市水口町城内8-12

0748-62-2488

http://koka-kanko.org/eat/taninosyokuo/

甲賀・湖南

大彌

物産（菓子）

滋賀県甲賀市水口町三本柳34

0748-62-2058

http://www.daiya.info/

甲賀・湖南

びわこいいみち

コンビニ

滋賀県甲賀市水口町三本柳39

0748-62-2001

http://www.koka-sci.jp/smile-pjt/shop/detail/?id=25

滋賀県甲賀市水口町綾野3-59

0748-62-2058
0748-62-0909

http://www.daiya.info/

甲賀・湖南

大彌

物産（菓子）
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甲賀・湖南

SAWAZEN

飲食・物販・体験・観光

滋賀県甲賀市信楽町勅旨1424-1

0748-83-0215

https://www.sawazen.com/

甲賀・湖南

滋賀県立陶芸の森

体験・物販・観光

滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188-7

0748-83-0909

https://www.sccp.jp/

甲賀・湖南

かたぎ古香園

物販

滋賀県甲賀市信楽町宮尻1090

0748-84-0135

http://www.katagikoukaen.com/

甲賀・湖南

信楽陶芸村

飲食・物販・体験・観光

滋賀県甲賀市信楽町長野1131

0748-82-0522

http://tougeimura.jp/honten/

甲賀・湖南

緋色の商店街

物産・お土産

滋賀県甲賀市信楽町長野1159

080-4233-5539

https://scarlet-koka.jp/news/%E7%89%A9%E7%94%A3%E9

甲賀・湖南

中村陶器

物販・観光

滋賀県甲賀市信楽町長野1300

0748-82-2001

https://www.nakamura-touki.jp/

甲賀・湖南

宗陶苑

物販・体験・観光

滋賀県甲賀市信楽町長野1423-13

0748-82-0316

http://www.shigarakiyaki.co.jp/

甲賀・湖南

山本園 WITH TEA

飲食・物販

滋賀県甲賀市信楽町上朝宮275-1

0748-84-0014

https://www.yamamotoen.co.jp/tearoom/

甲賀・湖南

信楽陶苑 たぬき村

飲食・物販・体験・観光

滋賀県甲賀市信楽町牧1293-2

0748-83-0126

http://www.tanukimura.com/top.html

甲賀・湖南

甲賀の里忍術村

物販・体験・観光

滋賀県甲賀市甲賀町隠岐394

0748-88-5000

https://koka.ninpou.jp/

甲賀・湖南

甲賀もち工房

飲食・小売り

滋賀県甲賀市甲賀町小佐治2121-1

0748-88-5841

http://www.koka-mochi.jp/

甲賀・湖南

田中酒造

カフェ・蔵見学

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場474

0748-88-2023

https://harunomine.com/

甲賀・湖南

甲賀流リアル忍者館

物販・体験・観光

滋賀県甲賀市甲南町竜法師600

0748-70-2790

http://koka-kanko.org/member_information/real-ninjakan-in

甲賀・湖南

甲賀流忍術屋敷

物販・体験・観光

滋賀県甲賀市甲南町竜法師2331

0748-86-2179

https://www.kouka-ninjya.com/

甲賀・湖南

近江茶丸吉/焙じ茶茶房 炮楽

飲食・物販

滋賀県甲賀市土山町大野2723

0748-67-1333

http://www.houjicha-maruyoshi.com/houraku.html

甲賀・湖南

丸安茶業

日本茶販売店

滋賀県甲賀市土山町頓宮267

0748-67-0015

https://www.oumi-maruyasu.co.jp/

甲賀・湖南

土山SA売店

土山サービスエリア売店

滋賀県甲賀市土山町南土山字尾巻甲1122-74

0748-66-1660

http://www.ohmitetudo.co.jp/sa/tsuchiyama/shop/index.html

近江八幡・東近江・日野・竜王 アンデケン

飲食・物販

滋賀県近江八幡市鷹飼町551

0748-33-2100

http://www.ke-ki.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 レストラン ティファニー

飲食

滋賀県近江八幡市鷹飼町558

0748-33-3055

https://www.oumigyuu.jp/tiffany/

近江八幡・東近江・日野・竜王 漁師の店 川田商店

物販

滋賀県近江八幡市長命寺48-20

0748-32-3140

http://www.tabemono-kawata.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 水茎焼陶芸の里

飲食・物販・体験・観光

滋賀県近江八幡市中之庄町620

0748-33-1345

https://mizuguki.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 びわ湖観光水郷めぐり

観光

滋賀県近江八幡市中之庄町639-1

0748-32-2131

http://www.suigou.com/index1.html

近江八幡・東近江・日野・竜王 島真珠 水郷観光船部

体験・観光

滋賀県近江八幡市円山町224

0748-32-3527

http://shimashinzyusuigou.b.la9.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 HAKO TE AKO（近江八幡ユースホステル内）

カフェ

滋賀県近江八幡市円山町610

080-8529-1360

http://www.hakoteako.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 水郷のさと まるやま

体験・観光

滋賀県近江八幡市円山町1467-3

0748-32-2333

http://www.za.ztv.ne.jp/tekogi.maruyama/

近江八幡・東近江・日野・竜王 産地ショップ 麻香

物販

滋賀県近江八幡市新町2-20

0748-36-5801

https://www.kotosen.com/shop/

近江八幡・東近江・日野・竜王 近江佃煮庵 遠久邑 本店

物販・観光

滋賀県近江八幡市多賀町400

0748-32-7833

https://okumura-tsukudani.com/info/

近江八幡・東近江・日野・竜王 麩の吉井 新町浜店

物販

滋賀県近江八幡市新町1-29

0748-32-7773

http://yoshiinofu.b.la9.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 千成亭 八幡堀店

小売(１F)飲食店(２F)

滋賀県近江八幡市大杉町12

0748-43-1129

https://www.sennaritei.jp/shop/shop_hatimanbori/

近江八幡・東近江・日野・竜王 明治橋あまな

飲食・物販

滋賀県近江八幡市大杉町32

0748-32-5295

http://watayo.com/tenpo/amana

近江八幡・東近江・日野・竜王 麩惣製造所

物販

滋賀県近江八幡市博労町元２３

0748-32-2636

http://www.zb.ztv.ne.jp/fusou/

近江八幡・東近江・日野・竜王 乃利松食品 吉井商店

物販

滋賀県近江八幡市為心町上21

0748-32-2475

http://www.norimatu.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 八幡山ロープウェイ（近江鉄道）

飲食・物販・観光

滋賀県近江八幡市宮内町

0748-32-0303

http://www.ohmitetudo.co.jp/hachimanyama/

近江八幡・東近江・日野・竜王 しあわせ園

飲食

滋賀県近江八幡市若宮町468-2

0748-38-5400

https://www.shiawaseen.com

近江八幡・東近江・日野・竜王 近江牛 毛利志満 近江八幡本店

飲食・物販

滋賀県近江八幡市東川町８６６－１

0748-37-4325

https://www.oumi-usi.co.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 久ぼ多屋

近江牛レストラン

滋賀県近江八幡市仲屋町中14

0748-32-2121

https://www.omi8.com/sightseeing/around/63/

近江八幡・東近江・日野・竜王 まちや倶楽部

お土産

滋賀県近江八幡市仲屋町中21

0748-32-4654

http://www.machiya-club.org/access/

近江八幡・東近江・日野・竜王 中国料理 是的菜館（シーダサイカン）

飲食

滋賀県近江八幡市中村町21-6ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙYES近江八幡内

0748-34-3700
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近江八幡・東近江・日野・竜王 安土城天主 信長の館

物販・体験・観光

滋賀県近江八幡市安土町桑実寺800

0748-46-6512

https://www.azuchi-shiga.com/n-yakata.htm

近江八幡・東近江・日野・竜王 安土城郭資料館

体験・観光

滋賀県近江八幡市安土町小中700

0748-46-5616

https://www.azuchi-shiga.com/n-jyoukakusiryoukan.htm

近江八幡・東近江・日野・竜王 安土城考古博物館

博物館

滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678

0748-46-2424

http://azuchi-museum.or.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 飯魚

物販

滋賀県近江八幡市安土町上豊浦973-1

0748-46-6554

https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/21835

近江八幡・東近江・日野・竜王 まけずの鍔本舗 万吾樓

物販

滋賀県近江八幡市安土町常楽寺420

0748-46-2039

http://www.biwa.ne.jp/~mangoro/

近江八幡・東近江・日野・竜王 安土養蜂園

物販

滋賀県近江八幡市安土町常楽寺855

0748-46-2890

https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/25099

近江八幡・東近江・日野・竜王 納屋孫

飲食

滋賀県東近江市五個荘川並町620

0748-48-2631

https://www.nayamago.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 糀や儀平

物販

滋賀県東近江市五個荘竜田町149-3

0748-48-8100

http://giheimiso.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 布引焼窯元

物販・体験・観光

滋賀県東近江市外町４６６

0748-23-1688

https://www.nunobikiyaki.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 近江酒造

物販

滋賀県東近江市八日市上之町９－１６

0748-22-0001

https://shigasakari.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 パンカフェKOKON～江近～

飲食店

滋賀県東近江市八日市本町７－８ほんまち商店街内

0748-29-3645

https://www.kkn6po.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 池田牧場 ジェラートショップ香想

飲食

滋賀県東近江市和南町1572-2

0748-27-1600

http://www.ikeboku.com/index.php

近江八幡・東近江・日野・竜王 工房しゅしゅ

物販

滋賀県東近江市上羽田町786-1

0748-20-3993

http://chou-chou11.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 道の駅あいとうマーガレットステーション

飲食・物販

滋賀県東近江市妹町184番地1

0749-46-1110

http://www.aito-ms.or.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 朝日野カントリー倶楽部

その他

滋賀県東近江市鈴町1120

0748-55-2111

https://ayahagolf.co.jp/acc/

近江八幡・東近江・日野・竜王 湖東三山 百済寺

寺社（観光施設）

滋賀県東近江市百済寺町323

0749-46-1036

http://www.hyakusaiji.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 菓道 冨来郁

和菓子店

滋賀県東近江市宮荘町419

0748-48-2919

http://www.fukuiku.info/

近江八幡・東近江・日野・竜王 鈴鹿ガイドサービス

シャワークライミングガイド

滋賀県東近江市杠葉尾町358

080-9742-7457

http://www.suzuka-guide.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 タオアドベンチャー

アウトドアスポーツ

滋賀県東近江市杠葉尾町1616

078-360-1830

https://www.taoadventure.com/contents/tour/canyoning/shiga/

近江八幡・東近江・日野・竜王 滋賀第五営農組合

工場直売

滋賀県東近江市市辺町2340

0748-22-6383

https://www.daigo-tsukemono.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 近江牛焼肉専門店 万葉八日市店

飲食店

滋賀県東近江市妙法寺町694-6

0748-20-3575

http://www.b-manyo.jp/store/

近江八幡・東近江・日野・竜王 近江牛焼肉専門店 万葉太郎坊亭

飲食店

滋賀県東近江市小脇町654-1

0748-22-0329

http://www.b-manyo.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 大本山永源寺

寺院

滋賀県東近江市永源寺高野町41

0748-27-0016

http://eigenji-t.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 いよもんカフェ

飲食店

滋賀県東近江市市子川原町716-2

0748-55-8550

https://iyomon.wixsite.com/cafe

近江八幡・東近江・日野・竜王 菓匠いのうえ

製造直売

滋賀県東近江市小脇町1009

0748-23-5100

http://www.inoueseika.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 すき焼にしむら

飲食店

滋賀県東近江市東中野町2-22

0748-22-3010

https://www.sukiyaki-umaizo.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 コガモカフェ

飲食店

滋賀県東近江市桜川西町281-1

0748-56-1395

https://www.pref.shiga.lg.jp/gt-shiga/destination/107138.html

近江八幡・東近江・日野・竜王 近江牛 岡喜本店

飲食・物販

滋賀県蒲生郡竜王町山之上5294

0748-57-0568

https://www.okakihonten.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 鮒味

物販

滋賀県蒲生郡竜王町橋本６１７番地１

0748-58-2535

http://www.funachika.com/

近江八幡・東近江・日野・竜王 竜王ゴルフコース

飲食・その他

滋賀県蒲生郡竜王町山中1391

0748-58-2111

https://www.princehotels.co.jp/golf/ryuo/

近江八幡・東近江・日野・竜王 三井アウトレットパーク 滋賀竜王 ※一部対象外店舗あり 物販

滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-694

0748-58-5031

https://mitsui-shopping-park.com/mop/shiga/

近江八幡・東近江・日野・竜王 滋賀農業公園 ブルーメの丘

飲食・物販・体験・観光

滋賀県蒲生郡日野町西大路843

0748-52-2611

http://www.blumenooka.jp/

近江八幡・東近江・日野・竜王 日野まちかど感応館（旧正野玄三薬店）

飲食・物販

滋賀県蒲生郡日野町村井1284

0748-52-6577

https://www.hino-kanko.jp/sight/hinomachikado/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

近江焼肉ホルモンすだく南彦根店

飲食

滋賀県彦根市小泉町２８０−３

050-5303-9429

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

千成亭 夢京橋店

小売店

滋賀県彦根市本町１-１-26 １階

0749-22-1808

https://www.sennaritei.jp/shop/shop_yumekiyoubashi/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

せんなり亭心華房

飲食

滋賀県彦根市本町1-1-26 2階

0749-47-3133

https://shinkabou.sennaritei.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

いと重菓舗 本店

物販

滋賀県彦根市本町1-3－37

0749-22-6003

https://www.itojyu.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

もんぜんや

飲食

滋賀県彦根市本町1-6-26

0749-24-2297

https://yumekyobashi.jp/shop/monzenya/
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彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

せんなり亭二九食や

飲食

滋賀県彦根市本町1-7-32

0749-26-2989

https://www.sennaritei.jp/site/y-nikusilyokuya/index.html

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

四番町ダイニング

小売

滋賀県彦根市本町1-7-34

0749-27-7755

http://www.4bancho.jp/square.html

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

Cocotte

飲食

滋賀県彦根市本町1-7-35

0749-22-8761

https://cocotte.hp.gogo.jp/pc/index.html

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

時人

土産品

滋賀県彦根市本町1-7-36

0749-26-5800

http://www.base-1.net/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

すき焼きうどん にし川

飲食

滋賀県彦根市本町1-8-28

0749-26-3313

http://www.oumi-nishikawa.com/ktai/menu.html

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

近江銘茶 みやおえん 本町店

飲食・物販

滋賀県彦根市本町1-11-3（本町店）

0749-22-1306

http://www.miyaoen.co.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

teraitei

飲食

滋賀県彦根市本町1-11-7

0749-47-6088

https://teraitei.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

焼肉ダイニング 千乃房

飲食

滋賀県彦根市本町1-11-25

0749-27-2929

https://sennokippou.com/sennobou/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

あゆの店きむら 彦根京橋店

飲食・物販

滋賀県彦根市本町2-1-5

0749-24-1157

https://www.ayukimura.co.jp/kyobashi/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

せんなり亭 伽羅

飲食

滋賀県彦根市本町2-1-7

0749-21-2789

https://kyara.sennaritei.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

政所園 夢京橋店

小売・飲食

滋賀県彦根市本町2-1-7

0749-22-0717

http://www.mandokoroen.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

ひなた

土産品・地場野菜

滋賀県彦根市本町2-1-56

0749-24-5278

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

麺匠ちゃかぽん

飲食

滋賀県彦根市本町2-2-2

0749-27-2941

https://www.sennaritei.jp/site/tyakapon/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

ひこね亀樂車

人力車

滋賀県彦根市銀座町4-21

090-8239-7855

https://hikonekirakusya.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

Galeteria Azzurro

飲食

滋賀県彦根市銀座町4-27

0749-23-7665

http://azzurro.jp.net/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

トラヤ

物販

滋賀県彦根市銀座町5-4

0749-22-5821

http://www.toraya-shoji.co.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

近江牛乃老舗 藤井

精肉販売

滋賀県彦根市中央町2-25

0749-22-0812

https://www.hikoneshi.com/jp/sightseeing/articles/fujii

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

菓心 おおすが 本店

物販

滋賀県彦根市中央町4-39

0120-22-5722

http://kashin-ohsuga.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

藤塚時計店

小売

滋賀県彦根市中央町5-27

0749-22-2538

https://fujitsuka.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

グラススタジオ ステラ―G

物販・体験

滋賀県彦根市旭町2-3

0749-47-6378

http://www.stellar-g.jp/shop/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

ホテルエスタシオン彦根

土産品

滋賀県彦根市旭町8-31

0749-22-1500

http://www.estacion-hikone.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

銀水

飲食

滋賀県彦根市旭町9-5

0749-22-0919

http://www.gin-sui.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

中国料理 龍鱗 彦根本店

飲食

滋賀県彦根市旭町9-11石原ビル5階

0749-24-3570

https://1ban-grp.com/ryurin/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

ひこねスカイアドベンチャー

体験・観光

滋賀県彦根市古沢町278-9

0749-26-1793

https://hikonesky.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

平和堂

飲食・物販

滋賀県彦根市西今町1など県内73店および専門店

0120-668-852

https://www.heiwado.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

ホテルレイクランド彦根

土産品

滋賀県彦根市西今町62-2

0749-27-5000

http://www.lakeland.co.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

オーミマリン 彦根港支店

観光

滋賀県彦根市松原町3755

0749-22-0619

http://www.ohmitetudo.co.jp/marine/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

近江タクシー

体験・観光

滋賀県彦根市駅東町15番1

0570-02-0106

http://www.ohmitetudo.co.jp/taxi/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

彦根城・玄宮園

特別史跡

滋賀県彦根市金亀町1-1

0749-22-2742

https://www.hikoneshi.com/jp/castle/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

彦根城屋形船

屋形船

滋賀県彦根市金亀町

080-1461-4123

https://yakatabune.info/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

中国料理 招禄

飲食

滋賀県彦根市河原2-2-6

0749-22-7116

https://www.facebook.com/shouroku.hikone

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

千成亭別館華見

飲食

滋賀県彦根市河原町2-2-25

0749-26-4130

https://hanami.sennaritei.co.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

沙斗羅

飲食

滋賀県彦根市河原2-2-34

0749-24-5315

https://www.biwako.ne.jp/~shatora/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

真・戦国丸

物販

滋賀県彦根市河原3-4-36

0749-30-9195

http://sengoku-3nyan.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

和菓子処 さわ泉

飲食・土産

滋賀県彦根市佐和町1-7

0749-27-3030

http://www.eonet.ne.jp/~sawasen/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

だいみょうかもん

飲食

滋賀県彦根市佐和町9-21

0749-22-2755

https://hitosara.com/0006011830/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

御料理 伊勢幾

飲食

滋賀県彦根市錦町４－２３

0749-22-0063

http://www.iseiku.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

酒蔵ひのや

酒専門店

滋賀県彦根市清崎町241-15

0749-25-3363

https://www.sake-hinoya.com/
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彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

前谷酒店 酒舗まえたに

滋賀の地酒専門店

滋賀県彦根市船町5-10

0749-22-0575

https://www.maetani.biz/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

海水園

飲食

滋賀県彦根市西葛籠町341

0749-25-2208

https://ka3n900.gorp.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

レストラン千成亭

飲食

滋賀県彦根市戸賀町120-4

0749-24-6129

https://www.sennaritei.jp/site/restrant/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

千成亭 平田店

小売店

滋賀県彦根市平田町８０８

0749-24-2901

https://www.sennaritei.jp/shop/shop_hirata/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

料理旅館 竹平楼

飲食

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1608

0749-42-4007

https://takeheiro.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

藤居本家

物販

滋賀県愛知郡愛荘町長野793

0749-42-2080

http://www.fujiihonke.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

愛知酒造

物販

滋賀県愛知郡愛荘町野々目207

0749-42-2134

https://www.tomitsuru.co.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

湖東三山 金剛輪寺

寺院

滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺874

0749-37-3211

http://kongourinji.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

湖東三山館 あいしょう

飲食・物販

滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺1395-1

0749-37-2333

https://www.aisho-kanko.com/08_kotousanzankan.html

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

手おりの里 金剛苑

物販・体験・観光

滋賀県愛知郡愛荘町蚊野外514

0749-37-4131

http://www.kongouen.co.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

豊郷町観光案内所

物販・観光

滋賀県犬上郡豊郷町石畑518

0749-35-3737

http://toyosato-kanko.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

岡村本家

物販・観光

滋賀県犬上郡豊郷町吉田100

0749-35-2538

https://kin-kame.co.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

藤堂高虎ふるさと館 和の家

飲食・体験・観光

滋賀県犬上郡甲良町大字在土474

0749-29-9033

http://wanoya.net/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

一休庵 西明寺前本店

飲食

滋賀県犬上郡甲良町池寺1-5

0749-38-3848

http://19an-dantai.com/honten/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

湖東三山 西明寺

寺院

滋賀県犬上郡甲良町池寺26

0749-38-4008

https://saimyouji.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

（一社）多賀観光協会

滋賀県犬上郡多賀町多賀389-1

0749-48-1553

http://www.taga-kankou.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

不二家

飲食

滋賀県犬上郡多賀町多賀596

0749-48-0071

http://www.taga-kankou.com/tenpo/fujiya.html

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

一休庵 多賀支店

飲食

滋賀県犬上郡多賀町多賀598

0749-48-1955

https://restaurant-18850.business.site/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

亀寿軒

飲食

滋賀県犬上郡多賀町多賀600

0749-48-0213

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

糸切餅総本家 多賀や

物販

滋賀県犬上郡多賀町多賀601

0749-48-1430

http://www.itokirimochi.co.jp/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

牡丹

飲食

滋賀県犬上郡多賀町多賀602

0749-48-0685

http://www.taga-kankou.com/tenpo/botan.html

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

大津屋

飲食

滋賀県犬上郡多賀町多賀603

0749-48-2201

http://www.taga-kankou.com/tenpo/ootuya.html

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

藝やカフェ

飲食

滋賀県犬上郡多賀町多賀1199

090-7759-2222

https://geiyacafe.jimdofree.com/

彦根・愛荘・豊郷・甲良・多賀

河内の風穴

観光

滋賀県犬上郡多賀町河内宮前

0749-48-0552

https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/1667

米原・長浜

ENGLISH GARDEN ローザンベリー多和田

観光・飲食・物販

滋賀県米原市多和田605-10

0749-54-2323

https://www.rb-tawada.com/

米原・長浜

グリーンパーク山東

飲食・物販・観光

滋賀県米原市池下80-1

0749-55-3751

https://greenpark-santo.com/

米原・長浜

エベーヌ駅前通り 洋菓子本店

物産

滋賀県長浜市大宮町5-30

0749-63-3821

https://pastry-shop-2144.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

米原・長浜

ティアンドティ・コーポレーション

観光・体験・

滋賀県長浜市細江町３０番地

0749-53-2255

https://ameblo.jp/biwakotour/

米原・長浜

うどん・そば 吉野

飲食

滋賀県長浜市元浜町6-16

0749-62-1910

http://xn--p8j3b9a3a4n080svm8e.com/

米原・長浜

せんなり亭橙

飲食

滋賀県長浜市元浜町11-32

0749-62-0141

https://www.sennaritei.jp/site/daidai/

米原・長浜

びわ湖の幸 魚三

物産

滋賀県長浜市元浜町12-7

0749-62-4134

http://www.uosan.net/

米原・長浜

地酒のさざなみ酒店

物産

滋賀県長浜市元浜町12-27

0749-62-3373

http://www.e-sazanami.com/

米原・長浜

黒壁スクエア

飲食・物販・体験・観光

滋賀県長浜市元浜町12-38

0749-65-2330

https://www.kurokabe.co.jp/

米原・長浜

夢の小路 良太郎

飲食

滋賀県長浜市元浜町19-12

0749-65-7384

https://kitabiwako.jp/spot/spot_2993

米原・長浜

親玉本店

物販

滋賀県長浜市元浜町22-33

0749-62-0213

https://kitabiwako.jp/spot/spot_2731

米原・長浜

ヤンマーミュージアム

飲食・物販・体験・観光

滋賀県長浜市三和町6-50

0749-62-8887

https://www.yanmar.com/jp/museum/

米原・長浜

神照寺

寺院

滋賀県長浜市新庄寺町323

0749-62-1629

http://www.jinshouji.jp/

※エリア内で使用できない店舗もあります。現地でご確認ください。
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米原・長浜

グランパレー京岩

飲食

滋賀県長浜市八幡中山町950-1

0749-62-2233

http://www.kyoiwa.co.jp/

米原・長浜

子育て応援カフェ LOCO

飲食

滋賀県長浜市北船町3番24号 えきまちテラス長浜Ｍ３階

080-6180-6050

http://locoenjoythemommylife.com/cafe/

米原・長浜

旬菜 三日月

飲食

滋賀県長浜市北船町3番24号 えきまちテラス長浜２階

0749-62-2277

https://mikazuki-shiga.com/

米原・長浜

久遠チョコレート 長浜店

物産

滋賀県長浜市北船町3番24号 えきまちテラス長浜１階

0749-59-3339

https://quon-choco.com/

米原・長浜

長浜くらしノートストア

物産

滋賀県長浜市北船町3番24号 えきまちテラス長浜１階

0749-53-4450

https://www.facebook.com/nagalabostore/

米原・長浜

千茂登

飲食

滋賀県長浜市朝日町3-1

0749-62-6060

http://www.e-nagahama.com/timoto/

米原・長浜

長浜浪漫ビール 株式会社

飲食

滋賀県長浜市朝日町14-1

0749-63-4300

https://www.romanbeer.com/

米原・長浜

レストランおりひめ

飲食

滋賀県長浜市川崎町288

0749-63-8333

http://www.orihime77.com/

米原・長浜

道の駅「塩津海道あぢかまの里」

物産・飲食

滋賀県長浜市西浅井町塩津浜1765番地

0749-88-0848

http://www.koti.jp/

米原・長浜

北近江リゾート 天然温泉 北近江の湯

飲食・物販・その他

滋賀県長浜市高月町唐川89

0749-85-8888

https://kitaoumi.com/

米原・長浜

ウッディパル余呉

体験・観光

滋賀県長浜市余呉町中之郷260

0749-86-4145

http://woodypal.jp/

米原・長浜

さんとく三太郎 本店

飲食・物販

滋賀県長浜市余呉町東野３７０−２

0749-86-2105

https://santoku-santaro.business.site/

米原・長浜

料亭 すし慶

飲食

滋賀県長浜市木之本町木之本988番地

0749-82-2115

http://www.sushikei.com/

米原・長浜

菓匠禄兵衛

飲食・物販

滋賀県長浜市木之本町木之本1087

0749-82-2172

https://www.rokube.co.jp/

米原・長浜

ふれあいステーションおかん

物販

滋賀県長浜市木之本町木之本1472

0749-82-5020

https://kitabiwako.jp/spot/spot_597

米原・長浜

伊香交通

交通

滋賀県長浜市木之本町木之本1545

0749-82-2880

http://ikakoutuu.com/
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