「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

日ノ出窯
びわ湖バレイ
BSCウォータースポーツセンター
道の駅妹子の郷
わがし屋さんのあんぱん
江若交通（貸切バス旅行センター）
レークウエストヨットクラブ
Rcafe at marina
びわ湖大橋米プラザ
生鮮館げんさん堅田店
炙勘助
おごと温泉観光公園
アウトドアスポーツクラブ オーパル
近江懐石清元
焼肉酒場 まほろば
スパリゾート雄琴あがりゃんせ
株式会社中西永生堂
仕出し処 忠真
本家鶴㐂そば
芙蓉園本館
総本山 西教寺
元里坊 旧竹林院
坂本観光案内所
比叡山峰道レストラン&展望台
奥比叡ドライブウェイ
比叡山鉄道株式会社
ANcafe＆space
ヤマハマリーナ琵琶湖
水上さんぽ滋賀(ホテル井筒)
鶴喜そば、唐崎店
パレット唐崎店
サガミ西大津店
ハートフルギフト
団十郎
れすとらん風月
圓満院
井筒八ッ橋本舗追分店
工房IMURA

077-592-2518
077-592-1155
077-592-0127
077-594-8131
077-548-7722
077-573-2708
077-572-2114
077-571-6017
077-574-6161
077-574-3651
077-599-4433
077-578-3750
077-579-7111
077-578-1340
077－572-8115
077-577-3715
077-578-1133
077-579-5915
077-578-0002
077-578-0567
077-578-0013
077-578-0955
077-578-6565
077-578-2139
077-578-2139
077-578-0531
090-2015-6757
077-578-2182
080-2453-8011
077-578-0332
077-525-9391
077-525-2013
0120-003-002
077-534-1460
077-524-0638
077-522-3690
075-502-2121
077-577-2230

大津市木戸1008番地
大津市木戸1547番地1
大津市南船路4-1
大津市和迩中528
大津市和邇今宿825-1
大津市本堅田6丁目
大津市今堅田1-2-20
大津市今堅田1-2-20 レークウエストヨットクラブ2F
大津市今堅田3-1-1
大津市堅田1丁目1-15
大津市梅林1-2-2
大津市雄琴1-2-17
大津市雄琴5-265-1
大津市雄琴6-1-35
大津市苗鹿2丁目32－7
大津市苗鹿3-9-5
大津市苗鹿３丁目２－１０
大津市比叡辻1丁目13-6
大津市坂本4-11-40
大津市坂本4-5-17
大津市坂本5-13-1
大津市坂本5-2-13
大津市坂本6丁目1-13
大津市坂本本町4220
大津市坂本本町4220
大津市坂本本町4244
大津市坂本8丁目11-46
大津市下坂本5-2-2
大津市下阪本1丁目29-9
大津市唐崎1丁目23-1
大津市蓮池町12-23
大津市茶ヶ崎32-3
大津市衣川1-20-30
大津市栄町3-1
大津市園城寺町246
大津市園城寺町33
大津市横木1-3-3
大津市穴太2-16-21

体験
飲食・物販・入場・体験・交通
体験
飲食・物販
飲食・物販
体験・交通
体験・交通
飲食
物販
物販
飲食
飲食・物販
体験
飲食
飲食
入場・体験
物販
飲食・物販
飲食・物販
飲食
飲食・物販・拝観・体験
物販・入場
物販・体験・交通
飲食・物販
交通
物販・交通
飲食・物販・入場・体験
飲食・物販・体験
体験
飲食
物販
飲食
物販
物販
飲食・物販
飲食・物販・拝観・体験
物販
物販
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

びわ湖大津観光協会
Cafe Restaurant Inti
パレット皇子山店
カフェ・ド・シナモニ
びわ湖大津館 売店 Shiga no haana

大津市御陵町2-3 市民文化会館２Ｆ
大津市御陵町2番3号 大津市立市民文化会館1階
大津市皇子が丘3丁目3-23
大津市皇子が丘3丁目3-23 パレット皇子山店2F
大津市柳が崎5-35

物販・体験
飲食
飲食・物販
飲食
物販

大津市柳ケ崎5番8号

交通

大津絵の店
比叡山ドライブウェイ
元祖 阪本屋
八百与
刃物や三省堂
おつけもの丸長
大津市個人タクシー協同組合
関西レンタリース 大津本宮営業所
淡海料理Tovin
三井寺力餅本家
小川酒店
琵琶湖汽船
琵琶湖ホテルショップ
ポッポ
OKAKI ビエラ 大津店
JR駅レンタカー 大津営業所
佐知’sPocket
屋形船四季
近江勧学館
松田魚伊

077-528-2772
077-599-4570
077-525-1231
077-525-1231
077-511-4187
077-524-4000(配車セ
ンター）
077-524-5656
077-529-2216
077-524-2406
077-522-4021
077-574-7035
077-524-5055
077-579-3106
077-526-2360
077-572-6356
077-524-2689
077-524-2203
077-524-5000
077-510-2121
077-522-7978
077-510-1839
077-524-7016
077-522-0639
077-572-6848
077-524-3905
077-522-2352

物販
入場・交通
物販
物販
物販・体験
物販
交通
交通
飲食
飲食・物販
物販
飲食・入場・体験・交通
物販
飲食
飲食・物販
交通
飲食・物販
飲食・体験
物販
物販

滋賀ヤサカタクシー

077-522-6767

大津菓子調進所鶴里堂
中川誠盛堂茶舗
神保真珠商店
近江牛かね吉
近江牛と地酒しちふく
近江牛と近江野菜グリル漣
パレット膳所店
＃おうちでお茶を♪中山製茶
宮角庵でんや

077-523-2662
077-522-2555
077-523-1254
077-522-3744
077-521-8868
077-524-8660
077-522-1561
077-523-2335
077-534-1511

大津市三井寺町3-38
大津市山上町長等山776-30
大津市長等１丁目５－２１
大津市長等2-9-4
大津市長等2丁目1-18
大津市尾花川13-14
大津市日吉台3-10-6
大津市本宮二丁目１番３０号
大津市浜大津1丁目4-1 旧大津公会堂地下一階
大津市浜大津２丁目1-30
大津市浜大津２丁目１番31号
大津市浜大津5-1-1
大津市浜町2-40
大津市長等三丁目5-3
大津市春日町1-3
大津市春日町1-3
大津市小関町7-24
大津市松原町18-10
大津市神宮町1-1
大津市西の庄10-29
大津（大津本社営業所）
草津（草津営業所）
大津市京町１丁目2-18
大津市中央３丁目1-35
大津市中央３丁目4-8 １Ｆ
大津市馬場1-10-18
大津市馬場1-4-20
大津市馬場1丁目14-18アークスビル
大津市馬場2丁目1-8
大津市中庄２丁目1-58
大津市粟津町4-11

大津第一交通株式会社
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体験・交通
物販
物販
物販
飲食
飲食
飲食・物販
物販
物販
飲食

「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

大本山石山寺
茶丈藤村
日本料理 新月
叶 匠寿庵 石山寺店
石山寺門前 ほたるの里 寺前浪漫店
淡味の膳処 洗心寮
一般社団法人石山観光協会
志じみ釜めし 湖舟

077-537-0013
077-533-3900
077-537-1436
077-534-6331
077-537-1878
077-537-0066
077-537-1105
077-537-0127

物販・入場・拝観
飲食・物販
飲食
飲食・物販
飲食・物販
飲食・物販
飲食・物販・拝観・体験
飲食

滋賀エムケイ（株）

077-531-2001

フレンドシップアドベンチャーズ
近江牛専門店 松喜屋
松喜屋 精肉店
唐橋焼窯元
うなぎ料亭 山重
瀬田ゴルフコース
有限会社大家
名神高速道路草津PA上り線
炭火食堂 凪
燻屋
月屋
宿場そば
近江スエヒロ本店
びわこ草津レンタサイクル
草津市立水生植物公園みずの森
滋賀県立琵琶湖博物館
レストラン にほのうみ（琵琶湖博物館内）
CAFE REED
帝産湖南交通㈱
近鉄百貨店草津店
叶匠寿庵草津店
ミソラテラス
千紀園 草津本店
カジュアルレストラン リヴィエール
日本料理 あお花
株式会社 トヨタレンタリース滋賀
うばがもちや本店
肉のあさの草津本店

077-533-5112
077-534-2901
077-534-1211
077-537-0543
077-545-4128
077-544-1111
077-545-0381
077-543-6125
077-564-1699
077-563-3399
077-575-1167
077-562-0816
077-562-3651
077-564-4114
077-568-2332
077-568-4811
077-568-4819
077-596-3980
077-565-8171
077-564-1111
077-563-5030
077-599-3484
077-562-3423
077-566-3370
077-566-3338
077-563-0100
077-564-4649
077-563-2285

大津市石山寺1-1-1
大津市石山寺1-3-22
大津市石山寺1丁目3番3号
大津市石山寺1丁目576-3
大津市石山寺1丁目576-3 石山寺門前
大津市石山寺3-1-9
大津市石山寺3-2-28 石山観光会館内
大津市石山寺3-2-37
大津（大津営業所）
草津・栗東・守山（栗東営業所）
大津市石山南郷町1215-5
大津市唐橋町14-17
大津市唐橋町14-17
大津市唐橋町18-5
大津市瀬田1-16-15
大津市瀬田橋本町12
大津市神領３丁目13-19
大津市月輪5-8-9
草津市大路１丁目１-１ Ｌｔｙ９３２ガーデンシティ草津１階
草津市大路１丁目13-18 2階
草津市大路１丁目13-1 ＯＧビル２Ｆ
草津市大路2-13-19
草津市大路3丁目1-39
草津市上笠２丁目６番１６号
草津市下物町1091
草津市下物町1091
草津市下物町1091
草津市下物町1091 烏丸半島内
草津市山寺町188
草津市渋川1-1-50
草津市渋川1-1-60 草津niwa+内 叶 匠寿庵
草津市渋川1丁目1-60 二ワタス内
草津市上笠2-11-8
草津市西大路町４－３２
草津市西大路町４－３２
草津市草津町1862-1
草津市追分1-1-33
草津市南草津3-2-31
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交通
体験
飲食・物販
物販
体験・物販
飲食
飲食・物販・体験
物販
物販
飲食
飲食
飲食
飲食
飲食・物販
飲食・物販
飲食・入場・体験
入場・体験
飲食
飲食・物販
交通
飲食・物販
飲食・物販
飲食
物販
飲食
飲食
交通
物販
物販

「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

TRAWBERRY FACTORY（ストロベリーファクトリー）
サガミ草津店
古川酒造有限会社

080-5787-9659
077-562-5255
077-562-2116

飲食・物販・体験
飲食・物販
物販

滋賀ヤサカタクシー

077-522-6767

滋賀エムケイ（株）

077-531-2001

草津市北山田町3267-4
草津市木川町347－1
草津市矢倉1丁目3-33
大津（大津本社営業所）
草津（草津営業所）
大津（大津営業所）
草津・栗東・守山（栗東営業所）

近江タクシー株式会社

0570-09-0106（草津・栗東・守山・野洲管内）

体験・交通

BIWAKO DAUGHTERS
糀屋吉右衛門
近江富士花緑公園
すまいる市
きなこっぺ
鮨雅
梅元老舗
海鮮ダイニング美蔵・焼肉華蔵ホテルルートイン草津栗東店
３じのおやつ
肉の岡山
ミートレストランM
如意の里ごきげんさん
フォレストアドベンチャー・栗東
道の駅アグリの郷栗東
有限会社栗東あられ本舗
ステーキキッチン ボストンコモン
近江焼肉ホルモンすだく 栗東店
栗東観光案内所

090-2101-8604
077-587-0397
077-586-1930
077-587-5225
050-3627-0070
077-587-3657
077-587-0068
077-554-8677
077-535-6029
077-552-2364
077-552-2364
077-558-3223
090-5794-0420
077-554-7621
077-552-0909
077-552-8129
077-599-0467
077-551-0126

飲食・物販
物販・体験
飲食・物販・体験
物販
飲食・物販
飲食・物販
物販
飲食
物販
物販
飲食
飲食
入場・体験
飲食・物販
物販
飲食・物販
飲食・物販
物販

滋賀エムケイ（株）

077-531-2001

和食麵処 サガミ滋賀守山店
ほたるの湯
近江牛咲蔵
朝日屋セトモノ店・いっ福処あおい月
守山タクシー
堀久餃子本舗
守山市駅前総合案内所
琵琶湖レークサイドゴルフコース
BIWAKO PEARLS SURPRISE

077-583-3846
077-514-0591
077-583-5108
077-582-2897
077－582-2590
077-583-6638
077-514-3765
077-585-1321
077-598-6470

野洲市菖蒲230
野洲市三上1039
野洲市三上519
野洲市小篠原2199-4
野洲市小篠原2199-4
野洲市北野１丁目21-25
野洲市野洲267
栗東市大橋五丁目2-26
栗東市安養寺2-6-5
栗東市安養寺七丁目4-14
栗東市安養寺七丁目4-14
栗東市井上281-4
栗東市観音寺市字平谷459
栗東市出庭961番地1
栗東市大橋4丁目4-21
栗東市綣10-8-3
栗東市綣5丁目2-25
滋賀県栗東市手原3丁目1-30（手原駅2階）
大津（大津営業所）
草津・栗東・守山（栗東営業所）
守山市下之郷1－1－18
守山市吉身4丁目5-20
守山市守山1丁目10-2
守山市守山2丁目10－4
守山市守山3丁目3番44号
守山市播磨田町1281-3
守山市梅田町1-9
守山市木浜町2300
守山市守山1丁目8-7
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体験・交通
交通

交通
飲食
入場
飲食・物販
飲食・物販
交通
飲食
物販
入場・体験
物販・体験

「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

守山湯元水春ピエリ守山
甲賀の里忍術村
田中酒造株式会社
甲南パーキングエリア上り線
甲南パーキングエリア下り線
（一社）甲賀市観光まちづくり協会 事務局
甲賀流リアル忍者館
甲賀流忍術屋敷
山びこ
WITH TEA（山本園）
ホテルレイクヴィラ
お茶の青木園 茶蔵
ポークレストランSORA
信楽陶芸村
緋色の商店街
小原要次郎商店
信楽焼の手元供養 こころの杖
丸伊製陶ショールーム
中村陶器
大器の器
かまーとの森
株式会社宗陶苑
一水庵
信楽高原鐵道株式会社
ツジ久陶器株式会社
信楽焼窯元販売 大谷陶器
ヤマ庄陶器株式会社
みのる窯
ソフトコルギサロンhioli
器の店 蓮月
株式会社かね宇陶器
カフェ＆ギャラリー陶園
川半茶舗
コタニ陶器(株)本格さぬきうどん亀楽屋
ローズゴルフクラブ
信楽澤善幸せ創造館
丸幸 澤幸雄商店
クラフト＆ギャラリーきりん

077-599-1126
0748-88-5000
0748-88-2023
0748-86-8236
0748-86-8236
0748-60-2690
0748-70-2790
0748-86-2179
0748-84-0358
0748-84-0014
0748-85-0250
0748-82-0409
0748-82-1230
0748-82-0522
080-4233-5539
0748-82-0138
0748-82-2700
0748-82-0164
0748-82-2001
0748-82-0186
0748-69-5466
0748-82-0316
0748-82-2800
0748-82-3391
0748-82-0194
0748-82-0404
0748-82-0045
0748-82-2548
0748-60-5932
0748-82-3566
0748-82-0385
0748-82-1495
0748-82-0205
0748-82-2201
0748-83-0031
0748-83-0215
0748-83-0353
0748-60-4005

守山市今浜町2620-5ピエリ守山内
甲賀市甲賀町隠岐394
甲賀市甲賀町大原市場474
甲賀市甲南町杉谷2281
甲賀市甲南町杉谷3166-2
甲賀市甲南町野田810
甲賀市甲南町野田810 別館 1F
甲賀市甲南町竜法師2331
甲賀市信楽町下朝宮351番地
甲賀市信楽町上朝宮275-1
甲賀市信楽町多羅尾1
甲賀市信楽町中野564-3
甲賀市信楽町中野595-1
甲賀市信楽町長野1131
甲賀市信楽町長野1159
甲賀市信楽町長野1194
甲賀市信楽町長野1197-2
甲賀市信楽町長野1201
甲賀市信楽町長野1300
甲賀市信楽町長野1330-2
甲賀市信楽町長野1361-4
甲賀市信楽町長野1423番地13
甲賀市信楽町長野150-3
甲賀市信楽町長野192
甲賀市信楽町長野414-1
甲賀市信楽町長野541-2
甲賀市信楽町長野560-1
甲賀市信楽町長野676-1
甲賀市信楽町長野686-1
甲賀市信楽町長野720
甲賀市信楽町長野８５０
甲賀市信楽町長野883-1
甲賀市信楽町長野883-1
甲賀市信楽町長野1248-1
甲賀市信楽町長野1532-2
甲賀市信楽町勅旨1424番地1
甲賀市信楽町勅旨1963
甲賀市信楽町勅旨１９９３

飲食・物販・入場・体験
飲食・物販・入場・体験
飲食・物販
物販
物販
物販
物販・体験
物販・入場
飲食
飲食・物販
飲食・物販
飲食・物販
飲食・物販
体験
飲食・物販
物販
物販
物販
物販
物販
飲食・物販
物販・体験
飲食
物販
物販
物販
物販
物販・体験
物販・体験
物販
物販
飲食
物販
飲食・物販
飲食・物販・体験
物販・体験
物販
物販
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

窯元うつわ
滋賀県立陶芸の森
ろくろ体験工房 遊器陶舎
信楽陶苑たぬき村
釜炊近江米 銀俵
カフェレストラン ラマンチャ
炭火焼肉曼陀
ギャラリー陶夢
茶城藤田園
Ｈｕｔｔｅ忠吉山
御菓子司大彌 水口店
御菓子司大彌 本社・工場
びわこいいみち
水口温泉つばきの湯
鹿深いちご園
TSUTAYA BOOKSTORE 水口
御菓子司大彌 市役所前店
美冨久酒造
甲賀市ひと・まち街道交流館
グリーンヒル・サントピア
農家のお店 るシオール/農家レストラン・カフェ
水口城資料館
近江茶丸吉/焙じ茶茶房焙楽
丸安茶業株式会社
土山サービスエリア
道の駅あいの土山
グリル山水
レストラン潮
寿司バルたから船
十二坊温泉ファミリーキャンプ場
甲賀米粉たい焼き
甲賀カントリー倶楽部
北島酒造株式会社
サガミ甲西店
山上本店
滋賀県立安土城考古博物館
安土城天主信長の館
安土城郭資料館

0748-83-0999
0748-83-0909
0748-83-0570
0748-83-0126
0748-83-8016
0748-83-0975
0748-83-0429
0748-82-2686
0748-84-0123
0748-83-8039
0748-62-0909
0748-62-2058
0748-62-2001
0748-65-1126
0748-63-5811
0748-63-0383
0748-62-2180
0748-62-1113
0748-70-3166
0748-63-2950
0748-63-8855
0748-63-5577
0748-67-1333
0748-67-0015
0748-66-8511
0748-66-1244
0748-88-5500
0748-72-0208
0748-71-3130
0748-76-3811
0748-76-4538
0748-72-1221
0748-72-0012
0748-729552
0748-75-8292
0748-46-2424
0748-46-6512
0748-46-5616

甲賀市信楽町勅旨2048-1
甲賀市信楽町勅旨2188-7
甲賀市信楽町勅旨2344
甲賀市信楽町牧1293番地2
甲賀市信楽町牧１３９６
甲賀市信楽町牧1492
甲賀市信楽町牧404-5
甲賀市信楽町柞原65
甲賀市信楽町上朝宮５４０-１
甲賀市信楽町宮町２１０３
甲賀市水口町綾野3-59
甲賀市水口町三本柳34
甲賀市水口町三本柳39
甲賀市水口町水口5572
甲賀市水口町水口5940-4
甲賀市水口町水口6084-1 西友水口店１Ｆ
甲賀市水口町水口6084-6
甲賀市水口町西林口3-2
甲賀市水口町八坂7-4
甲賀市水口町北内貴1-1
甲賀市水口町北脇2378-1
甲賀市水口町本丸４番８０号
甲賀市土山町大野2723
甲賀市土山町頓宮267
甲賀市土山町南土山字尾巻甲1122-74
甲賀市土山町北土山2900番地
甲賀市甲賀町大原市場３４５番地
湖南市夏見789
湖南市岩根4580番地
湖南市岩根678-28
湖南市三雲211-16
湖南市三雲奧ヶ平3354
湖南市針756
湖南市平松北2-7
湖南市下田3335
近江八幡市安土町下豊浦6678
近江八幡市安土町桑実寺800
近江八幡市安土町小中700

物販
飲食・物販・入場
物販・体験
飲食・物販・体験
飲食
飲食
飲食
物販
物販
飲食・体験
物販
物販
物販
入場
飲食・物販
物販
物販
物販・体験
物販
飲食
飲食・物販
物販・入場
飲食・物販
物販
物販
飲食・物販
飲食
飲食
飲食
入場・体験
飲食・物販
飲食・体験・入場
物販
飲食・物販
飲食・物販
物販・入場
物販・入場
入場・物販

べじらいす
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

安土駅観光案内所
飯魚
まけずの鍔本舗 万吾樓
安土養蜂園
白雲館観光案内所
水郷のさと まるやま
HAKO TE AKO
炭櫓近江八幡
八幡山ロープウェー
清寿家
和菓子司 近江三方庵
サガミ近江八幡店
旬魚 旬菜 お食事処まつき
麻香
Bakery and Café KiKi
Cogocoro
ほりかふぇ
千成亭八幡堀店
レアウッドビーズ美樹 八幡堀石畳の小路店
アトリエ藍八幡堀店
明治橋 あまな
びわこだいなか愛菜館
アンデケン
レストラン ティファニー
中国料理 是的菜館（シーダサイカン）
水茎焼陶芸の里
びわ湖観光水郷めぐり
AMBER
久ぼ多屋
マルタケ近江西川
まちや俱楽部 暦〜こよみ〜
Going Nuts!
町屋じゅらく
漁師の店 川田商店
十人十家 VoriesCafe＆ArtLab
近江牛毛利志満
日本料理 魚庄
麩惣製造所

0748-46-4234
0748-46-6554
0748-46-2039
0748-46-2890
0748-32-7003
0748-32-2333
080-8529-1360
0748-31-3325
0748-32-0303
0748-33-2163
0748-33-3006
0748-33-4322
0748-37-4589
0748-36-5801
0748-36-1575
090-5157-6485
0748-26-3375
0748-43-1129
0748-33-5251
090-4903-4137
0748-32-5295
0748-33-3580
0748-33-2100
0748-33-3055
0748-34-3700
0748-33-1345
0748-32-2131
050-3553-0032
0748-32-2121
0748-32-2336
0748-32-4654
0749-53-2650
0748-36-6424
0748-32-3140
080-9290-5278
0748-37-4325
0748-37-2001
0748-32-2636

近江八幡市安土町上豊浦1303
近江八幡市安土町上豊浦973-1
近江八幡市安土町常楽寺420
近江八幡市安土町常楽寺855
近江八幡市為心町元９番地1
近江八幡市円山町1467-3
近江八幡市円山町610 近江八幡ユースホステル内
近江八幡市音羽町26
近江八幡市宮内町
近江八幡市出町212-3
近江八幡市出町429-10
近江八幡市出町４５６番
近江八幡市上田町1256-3
近江八幡市新町2丁目20番地
近江八幡市多賀町378番１
近江八幡市多賀町569
近江八幡市多賀町743
近江八幡市大杉町12
近江八幡市大杉町12
近江八幡市大杉町12 石畳の小路
近江八幡市大杉町32
近江八幡市大中町450-5
近江八幡市鷹飼町551
近江八幡市鷹飼町558
近江八幡市中村町21-6 ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙYES近江八幡内
近江八幡市中之庄町620
近江八幡市中之庄町639-1
近江八幡市仲屋町中12
近江八幡市仲屋町中14
近江八幡市仲屋町中17
近江八幡市仲屋町中21
近江八幡市仲屋町中21 まちや倶楽部内
近江八幡市仲屋町中３
近江八幡市長命寺48-20
近江八幡市土田町819-7
近江八幡市東川町866-1
近江八幡市馬淵町1729
近江八幡市博労町元23

物販
物販
物販
物販
物販
体験・交通
飲食・物販
飲食
飲食・物販・入場・交通
物販
物販
飲食
飲食・物販
物販
物販
物販
飲食・物販
飲食・物販
物販・体験
飲食・物販・体験
飲食・物販
物販
飲食
飲食
飲食・物販
飲食・物販・体験
体験
飲食・物販
飲食
飲食・物販
物販
飲食・物販
飲食
物販
飲食
飲食
飲食・物販
物販
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

ガラス工房ぎやまん
ダイニングキッチン ギフト

0748-37-5206
0748-36-8155

近江八幡市武佐町456-1
近江八幡市桜宮町231-2

物販・体験
飲食

近江タクシー株式会社

0570-07-0106（近江八幡・東近江市・日野・竜王管内）

体験・交通

布引焼窯元
日本料理ますや
菓道 冨来郁
納屋孫
和食麵処サガミ五個荘店
五個荘観光センター
糀や儀平
コガモ・カフェ
志賀熊商店
株式会社カネキチ
ヒトミワイナリー
いよもんカフェ
近江牛専門店 万葉 太郎坊亭
工房しゅしゅ
こいずみ酒店
近江酒造株式会社
湖東三山百済寺
近江牛焼肉専門店 万葉 八日市店
中国料理不二屋
朝日野カントリー倶楽部
池田牧場 ジェラートショップ香想
道の駅 奥永源寺渓流の里
クッチーナカプリチョーザ
ツバメカフェ
滋賀農業公園 ブルーメの丘
綿向山ビレッジ 古民家カフェ＆ゲストハウス
coffee roastery & cafe らっこや
日野まちかど感応館
乙菊
松喜園
正栄堂
道の駅 竜王かがみの里
竜王ゴルフコース
杉本ばら園

0748-23-1688
0748-55-0430
0748-48-2919
0748-48-2631
0748-48-6033
0748-48-6212
0748-48-8100
0748-56-1395
0748-23-3028
0748-27-0036
0748-27-1707
0748-55-8550
0748-22-0329
0748-20-3993
0748-23-2666
0748-22-0001
0749-46-2096
0748-20-3575
0748-22-0849
0748-55-2111
0748-27-1600
0748-29-0428
0748-24-0293
0748-53-1991
0748-52-2611
0748-26-9860
090-8457-8848
0748-52-6577
0748-53-0807
0748-52-0012
0748-57-1131
0748-58-8700
0748-58-2111
0748-57-0451

物販・体験
飲食・物販
飲食・物販
飲食・物販
飲食
飲食・物販
物販
飲食・物販
物販
物販
飲食・物販
飲食
飲食
物販
物販
物販
拝観
飲食
飲食
入場・体験
飲食・物販
物販
飲食
飲食
飲食・物販・入場・体験
飲食
飲食・物販
飲食・物販・体験
飲食
飲食・物販・体験
物販
飲食・物販
飲食・物販・入場
物販・体験

東近江市外町466
東近江市蒲生岡本町624
東近江市宮荘町419
東近江市五個荘川並町620
東近江市五個荘中町４３－３
東近江市五個荘塚本町273-1
東近江市五個荘竜田町149-3
東近江市桜川西町281-1
東近江市札の辻1-5-7
東近江市山上町1867-1
東近江市山上町2083
東近江市市子川原町716-2
東近江市小脇町654-1
東近江市上羽田町786-1
東近江市青葉町3-6
東近江市八日市上之町9-16
東近江市百済寺町３２３
東近江市妙法寺町694-6
東近江市妙法寺町844
東近江市鈴町1120
東近江市和南町1572-2
東近江市蓼畑町510
東近江市林田町1264
蒲生郡日野町松尾988-1
蒲生郡日野町西大路843
蒲生郡日野町村井1300
蒲生郡日野町大窪674
蒲生郡日野町大字村井1284
蒲生郡日野町内池1010-2
蒲生郡日野町内池919
蒲生郡竜王町綾戸167-6
蒲生郡竜王町鏡1231-2
蒲生郡竜王町山中1391
蒲生郡竜王町山之上1541
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

近江牛岡喜本店
道の駅 アグリパーク竜王
天然温泉 蒲生野の湯
近江上布伝統産業会館
なごみ・カフェ
湖東三山館あいしょう
金剛輪寺
近江商人亭三角屋
藤居本家
愛知酒造
湖東三山 西明寺
藝やcafe
牡丹
河内の風穴
一般社団法人 多賀観光協会
多賀屋
せんなり亭伽羅多賀別邸
株式会社岡村本家
豊郷町観光案内所
炭火焼レストラン 沙斗羅
極楽湯彦根店
みやおえん本店
グラススタジオ ステラーG.
中国料理龍鱗 彦根本店
銀水
しる万 本店

0748-57-0568
0748-57-1311
0748-57-1426
0749-42-3246
0749-42-2165
0749-37-2333
0749-37-3211
0749-42-3131
0749-42-2080
0749-42-2134
0749-38-4008
090-7759-2222
0749-48-0685
0749-48-0552
0749-48-1553
0749-48-1430
0749-48-1129
0749-35-2538
0749-35-3737
0749-24-5315
0749-26-2926
0749-22-0841
0749-47-6378
0749-24-3570
0749-22-0919
0749-23-8238

蒲生郡竜王町山之上5294
蒲生郡竜王町山之上6526
蒲生郡竜王町山之上7104-1
愛知郡愛荘町愛知川32-2
愛知郡愛荘町愛知川38-2
愛知郡愛荘町松尾寺1395-1
愛知郡愛荘町松尾寺874
愛知郡愛荘町中宿51
愛知郡愛荘町長野793
愛知郡愛荘町野々目207
犬上郡甲良町池寺26
犬上郡多賀町多賀1199
犬上郡多賀町多賀602
犬上郡多賀町河内宮前
犬上郡多賀町多賀389-1
犬上郡多賀町多賀601
犬上郡多賀町多賀626
犬上郡豊郷町吉田100
犬上郡豊郷町石畑518
彦根市河原2丁目2-34
彦根市西沼波町175-1
彦根市京町3-3-20
彦根市旭町2-3
彦根市旭町9-11石原ビル5階
彦根市旭町9-5
彦根市安清町12-14

飲食・物販
飲食・物販・入場・体験
飲食・物販・入場
入場・体験
飲食
飲食・物販
拝観
飲食
物販
物販・体験
拝観
飲食
飲食
入場
飲食・物販
物販
飲食・物販
物販
物販
飲食
飲食・物販・入場
飲食・物販
体験
飲食
飲食
飲食

近江タクシー株式会社

0570-02-0106（彦根・米原・長浜・犬上郡・愛荘町管内）

体験・交通

真・戦国丸
千成亭別館華見
御料理 伊勢幾
再興湖東焼 一志郎窯 / みごと庵
彦根城屋形船
彦根城・玄宮園
文教スタヂオ彦根城フォトコーナー
彦根城博物館
ひこねスカイアドベンチャー

0749-30-9195
0749-26-4130
0749-22-0063
0749-24-6711
080-1461-4123
0749-22-2742
080-6220-6471
0749-22-6100
0749-26-1793

物販
飲食
飲食
飲食・物販・体験
物販・体験
飲食・入場
物販・入場
飲食・物販・入場
体験

彦根市河原3-4-36
彦根市河原町2-2-25
彦根市錦町４－２３
彦根市芹橋2-2-32
彦根市金亀町 玄宮園前
彦根市金亀町1-1
彦根市金亀町1-1
彦根市金亀町1番1号
彦根市古沢町278-9
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

近江牛レストラン千成亭
さざなみ酒店
和菓子処さわ泉
だいみょうかもん
ココス・海座・伝五郎(株式会社ファイブスター)
オーミマリン彦根港支店
酒蔵ひのや
平和堂/アル・プラザ/フレンドマート

0749-24-6129
0749-22-1201
0749-27-3030
0749-22-2755
0120-031-055
0749-22-0619
0749-25-3363
0120-668-852

彦根市戸賀町120-4
彦根市佐和町11-9
彦根市佐和町1-7
彦根市佐和町9-21
彦根市松原町1880番5
彦根市松原町3755
彦根市清崎町241-15
彦根市西今町1番地

飲食・物販
飲食・物販
飲食・物販
飲食
飲食
交通
物販
物販

彦根麦酒 荒神山醸造所 HIKONE BREWING

問合せ：
info@hikonebrewing.jp

彦根市石寺町1853

物販

前谷酒店 酒舗まえたに
近江牛乃老舗藤井
菓心おおすが
(有)藤塚時計店
サガミ彦根店
千成亭 平田店
焼肉ダイニング 千乃房
せんなり亭心華房
千成亭夢京橋店
もんぜんや
ここっと珈琲店
チョークアートカフェバー 伊沙羅
四番町ダイニング
時人
すき焼きうどん にし川
あゆの店きむら 彦根京橋店
せんなり亭伽羅
政所園 夢京橋店
麺匠ちゃかぽん
いと重菓舗
酒売処 林屋
鮨ふもと
米原市特選品市場 orite CONCE.
道の駅 伊吹の里
和食・すし処 番野
四季彩料理月うさぎ
(有)的場たたみ店
滋賀県醒井養鱒場

0749-22-0575
0749-22-0812
0120-22-5722
0749-22-2538
0749-27-1655
0749-24-2901
0749-27-2929
0749-47-3133
0749-22-1808
0749-24-2297
0749-22-8761
0749-26-6620
0749-27-7755
0749-26-5800
0749-26-3313
0749-24-1157
0749-21-2789
0749-22-0717
0749-27-2941
0749-22-6003
0749-22-2737
0749-52-0022
0749-51-9082
0749-58-0390
0749-52-3713
0749-55-3823
0749-58-0511
0749-54-0301

彦根市船町5-10
彦根市中央町2-25
彦根市中央町4-39
彦根市中央町5-27
彦根市中薮町612-2
彦根市平田町808
彦根市本町1-11-25
彦根市本町1-1-26 2階
彦根市本町１-１-２６-１F
彦根市本町1-6-26
彦根市本町1-7-35
彦根市本町1-7-42
彦根市本町1丁目7-34
彦根市本町１丁目7-36
彦根市本町1丁目8-28
彦根市本町2-1-5
彦根市本町2-1-7
彦根市本町2-1-7
彦根市本町2-2-2
彦根市本町一丁目３－３７
彦根市本町一丁目7-37
米原市下多良５０５
米原市米原464-23
米原市伊吹1732-1
米原市下多良一丁目57番地
米原市加勢野519
米原市春照８５３ー２
米原市上丹生1570

物販
物販
物販
物販
飲食・物販
物販
飲食
飲食
飲食・物販
飲食
飲食
飲食・物販・体験
飲食・物販
物販
飲食
飲食・物販
飲食
物販
飲食
物販
物販
飲食・物販
物販
飲食・物販
飲食・物販
飲食
物販・体験
入場・体験
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

醒井楼
松尾寺
伊吹山パラグライダースクール
ブルーベリーガーデン伊吹
居醒庵
ローザンベリー多和田
BIG・BREATH
はれと休日
B★LOVANGA
Café du MBF
福助鮓
古民カフェ＆Innオハナ
Discovery JAPAN in びわ湖ツアー
海洋堂フィギュアミュージアム黒壁
うまから長浜店（ひばり観光バス）
山小屋マルシェ
千茂登
観翠園core
かわ重
地酒の橋川酒店
せんなり亭 橙
地酒のさざなみ酒店
黒壁直営店舗
びわ湖の幸 魚三
高級食パン専門店 小麦の学校
紙遊館 小山仁
湖北観光情報センター
油甚本店
夢の小路 良太郎
飲茶食坊 萬華郷
親玉本店
（有）竹伊
藤本屋
麺匠 華豊庵
黒壁24号館・陶芸工房ほっこくがま
うを吉
道の駅湖北みずどりステーション
うどん馳走 山石土平

0749-54-0120
0749-54-0120
090-7762-9933
090-5045-8713
0749-53-3585
0749-54-2323
0749-56-0695
090-2381-1280
0749-59-3718
0749-52-5330
0749-85-3043
090-7114-4041
0749-53-2255
0749-68-1680
0749-62-7111
0749-86-2111
0749-62-6060
0749-64-0817
0749-62-1009
0749-62-1876
0749-62-0329
0749-62-3373
0749-65-2330
0749-62-4134
0749-53-3960
0749-63-9000
0749-65-0370
0749-62-0435
0749-65-7384
0749-68-3001
0749-62-0213
0749-62-0666
0749-62-0804
0749-62-1129
0749-68-2680
0749-79-0006
0749-79-8060
0749-53-4639

米原市上丹生2054
米原市上丹生2054
米原市上野1488-2
米原市杉澤913-1
米原市醒井３７８
米原市多和田605-10
米原市大野木1777
米原市池下867-4
米原市米原1016 米原市役所総合庁舎1F
米原市米原661－1
長浜市高月町落川42
長浜市宮司町496
長浜市元浜町10-27
長浜市元浜町13-31
長浜市森町426-1
長浜市余呉町坂口字森の前267
長浜市朝日町３－１
長浜市祇園町306
長浜市元浜町11-20
長浜市元浜町11-25
長浜市元浜町11-32
長浜市元浜町12-27
長浜市元浜町12-38
長浜市元浜町12-7
長浜市元浜町13-35
長浜市元浜町13-37
長浜市元浜町14-12
長浜市元浜町14-14
長浜市元浜町19-12
長浜市元浜町21-36
長浜市元浜町22-33
長浜市元浜町25-36
長浜市元浜町4-3
長浜市元浜町8-12
長浜市元浜町8-19
長浜市湖北町尾上287-1
長浜市湖北町今西1731-1
長浜市公園町3-19

飲食・物販
飲食・物販・拝観・体験
体験
飲食・物販・入場
飲食・物販
飲食・物販・入場・体験
入場
飲食・物販・入場・体験
物販
飲食・物販
飲食
飲食・体験
体験
物販・入場
飲食・交通
物販
飲食
物販
物販
物販
飲食
物販
飲食・物販・体験
物販
物販
物販
物販・入場
物販
飲食
飲食
物販
物販・体験
物販
飲食
物販・体験
飲食
飲食・物販
飲食
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

慶雲館
コスモ石油 滋賀高月SS
北近江リゾート 天然温泉 北近江の湯
国友鉄砲ミュージアム
ヤンマーミュージアム
サガミ長浜店
道の駅「塩津海道あぢかまの里」
レストランおりひめ
押谷製菓舗
野坂みやげ店
cofé＆shopここや
住茂登
エベーヌ駅前通り 洋菓子本店
ア・ターブル
滋賀中央観光バス株式会社
長濱浪漫ビール
手打ち蕎麦みたに
近江の館 本店
道の駅浅井三姉妹の郷
成駒家
鮎茶屋かわせ
株式会社フタバヤ
Dragée sweets & café
ココイロギフトマーケット
グランパレー京岩
柏屋老舗
近江牛本家まるさ
長浜鉄道スクエア
長浜駅観光案内所
長浜観光協会 ツアーセンター
久遠チョコレート長浜店
長浜くらしノートストア
着物レンタル 結い Yui
LOCO kitchen
菓子乃蔵角屋
菓匠禄兵衛
冨田酒店
ふれあいステーションおかん

0749-62-0740
0749-85-2046
0748-85-8888
0749-62-1250
0749-62-8887
0749-63-4403
0749-88-0848
0749-63-8333
0749-72-2043
080-4256-6555
0749-72-3173
0749-65-2588
0749-63-3821
0749-64-5400
0749-74-2525
0749-63-4300
0749-63-0003
0749-63-9710
0749-74-1261
0749-62-3031
0749-72-4110
0749-63-8821
0749-53-4230
0749-68-1147
0749-62-2233
0749-62-0621
0749-68ｰ3166
0749-63-4091
0749-63-7055
0749-53-2500
0749-59-3339
0749-53-4450
0749-59-3336
080-6180-6050
0749-82-2031
0749-82-2172
0749-82-2013
0749-82-5909

長浜市港町2-5
長浜市高月町高月1761-1
長浜市高月町唐川89
長浜市国友町534番地
長浜市三和町6-50
長浜市勝町108
長浜市西浅井町塩津浜1765番地
長浜市川崎町288
長浜市川道町1785
長浜市早崎町竹生島1664-1
長浜市早崎町竹生島1666番地
長浜市大宮町10-1
長浜市大宮町5-30
長浜市大戌亥町1277
長浜市醍醐町291-1
長浜市朝日町14-1
長浜市朝日町1-6
長浜市田村町1377-9
長浜市内保町2843番地
長浜市南呉服町5-25
長浜市南浜町上川原53
長浜市八幡中山町1141番地1
長浜市八幡中山町1194-2
長浜市八幡中山町381-3
長浜市八幡中山町950-1
長浜市分木町3-36
長浜市平方町243番地
長浜市北船町1－41
長浜市北船町1-5
長浜市北船町3-24 えきまちテラス１階
長浜市北船町3-24 えきまちテラス長浜１階
長浜市北船町3-24 えきまちテラス長浜１階
長浜市北船町3-24 えきまちテラス長浜2階
長浜市北船町３-24 えきまちテラス長浜M３階
長浜市木之本町木之本1072
長浜市木之本町木之本1087
長浜市木之本町木之本1107
長浜市木之本町木之本1472

物販・入場
物販
飲食・物販・入場
入場・体験
飲食・物販・体験
飲食・物販
物販
飲食
物販
飲食・物販
飲食・物販
飲食
物販
飲食
交通
飲食・物販
飲食
物販
物販
飲食
飲食
物販
飲食
物販
飲食
物販
飲食・物販
物販・入場
物販・入場
物販・入場・体験・交通
飲食・物販
物販
体験
飲食・物販
飲食・物販
飲食・物販
物販
飲食・物販
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

伊香交通
はとや
ENEOS 木ノ本SS
すし慶
山路酒店
さんとく三太郎

0749-82-2880
0749-82-3387
0749-82-2117
0749-82-2115
0749-82-3037
0749-86-2105

長浜市木之本町木之本1545
長浜市木之本町木之本1550-1
長浜市木之本町木之本1729
長浜市木之本町木之本988番地
長浜市木之本町木之本990
長浜市余呉町東野370-2

交通
物販
物販
飲食・物販
飲食・物販
飲食・物販

近江タクシー株式会社

0570-02-0106（彦根・米原・長浜・犬上郡・愛荘町管内）

体験・交通

たらいち邸
葉山珈琲 メタセコイアGARDEN店
吉田酒造有限会社
道の駅マキノ追坂峠
高島市マキノ農業公園 マキノピックランド
なみ木食堂ツバメ
northstyle奥琵琶湖
マキノ高原温泉さらさ
白浜荘オートキャンプ場
ホソイフクロモノ
とも栄
鈴木扇子店
魚岩安曇川店
食卓彩り さいがわ
お食事一品料理まさ
道の駅 藤樹の里あどがわ
魚仁
薫彩堂（くんさいどう）
うかわファームマート
道の駅 くつき新本陣
朽木こがわ渓流センター
シューズプラザクボタ
周航そば ひょうたん亭
カラダがよろこぶ大判焼店
丸喜食堂
近江今津西友本店
体験交流センターゆめの
びわこ箱館山
株式会社福井弥平商店

080-8182-4355
0740-20-9021
0740-28-0014
0740-28-8081
0740-27-1811
070-8553-2443
090-3670-5522
0740-27-8126
0740-32-4333
0740-32-2434
0740-32-0842
0740-32-0351
0740-32-0596
0740-32-6000
0740-32-2181
0740-32-8460
0740-32-2866
0740-32-2374
0740-36-1443
0740-38-2398
0740-38-5050
0740-22-6516
0740-22-0208
0740-22-3798
0740-22-3215
0740-22-9111
0740-22-5556
0740-22-2486
0740-36-1011

飲食・体験
飲食・物販
物販
物販
飲食・物販・体験
飲食
体験
飲食・入場・体験
飲食・物販・体験
物販
飲食・物販
物販・体験
物販
物販
飲食
飲食・物販・体験
飲食
物販
物販
飲食・物販
飲食・物販・入場・体験
物販
飲食
飲食・物販
飲食
飲食・物販
飲食・物販・体験
飲食・物販・入場
物販

高島市マキノ町上開田145－1
高島市マキノ町 牧野505-2
高島市マキノ町海津2292
高島市マキノ町海津897-27
高島市マキノ町寺久保835-1
高島市マキノ町寺久保835-1
高島市マキノ町西浜
高島市マキノ町牧野931-3
高島市安曇川町下小川2300-1
高島市安曇川町常磐木154-1
高島市安曇川町西万木211-1
高島市安曇川町西万木２４３
高島市安曇川町西万木810-5
高島市安曇川町西万木814-5
高島市安曇川町西万木8-2
高島市安曇川町青柳1162番地1
高島市安曇川町中央4-1-17
高島市安曇川町末広1-14
高島市鵜川817-1
高島市朽木市場777番地
高島市朽木小川230番地
高島市今津町今津 1688 今津 SC リプル 1 Ｆ
高島市今津町今津408
高島市今津町今津666-1
高島市今津町桜町一丁目7-6
高島市今津町住吉2-1-20
高島市今津町日置前2435-3
高島市今津町日置前
高島市勝野1387-1
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「今こそ 滋賀を旅しよう！第6弾」クーポン使用可能施設（5.17現在）
店舗名

電話番号

住所

カテゴリ

蝋燭町キャンドル工房
淡海堂
染色工房いふう
わたしょう
たかしま・まるごと百貨店
お料理・仕出し 川新
川島酒造
さくら街道オートキャンプ場
フィッシングパーク高島の泉
古民家カフェ『智庵』

0740-36-1266
0740-36-0018
0740-36-1266
0740-36-0007
0740-33-7103
0740-25-2237
0740-25-2202
0740-25-7111
0740-20-7448
070-5658-1386

高島市勝野1400 びれっじ1号館
高島市勝野1403
高島市勝野1420びれっじ4号館
高島市勝野209-6
高島市新旭町旭1-10-1 1F
高島市新旭町旭1145
高島市新旭町旭８３
高島市新旭町深溝西釜520
高島市新旭町藁園2250
高島市新旭町深溝1101-1

物販・体験
物販
体験
飲食・物販
物販
飲食
物販
体験・物販
飲食・体験
飲食
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