
大 津 市 内 商 店 街  会 員 名 簿
一般社団法人 大津商店街連盟

店　　名 住　 所 電　話 業　 種
和邇商店街
● 西澤菓子店 和邇中98 ５9４-０７５１ 駄菓子・菓子小売

● ㈲西山家具 和邇今宿７７４ ５9４-０００３ 家具・インテリア・エクステリア

● 中村刃物店 和邇今宿89７ ５9４-０２３9 刃物・工具・建築資材

● 花市商店 和邇今宿6０４ ５9４-１０１8 生花

● 宴席 魚石 和邇今宿898 ５9４-４69０ 京懐石・仕出し

● 滋賀製パン㈱ 和邇今宿７8３ ５9４-００７５ パン製造・販売

● ㈱坂部石油店 和邇今宿8２３ ５9４-０２３9 ガソリンスタンド・石油類販売

● ㈱団喜 和邇今宿8２５-１ ５9２-３３３３ 和菓子製造卸

● ㈲藤野食肉食品センター 和邇高城２２-４ ５9４-００３３ 食肉小売・卸売・飲食

● 岸岡自転車店 和邇今宿896 ５9４-００6１ 自転車・バイクの販売・修理

● サワイデンキ 和邇高城１１-6 ５9４-１０５9 家電販売・電気工事

●ドライクリーニング コトブキ 和邇中浜４6７-9 ５9４-２５２8 クリーニング

●ドライブインわに 和邇南浜１１ ５9４-０２４７ 飲食業

● ㈱ハートフルワニ電化 和邇中浜３３２-１ ５9４-１9５１ 家電販売・修理・電気工事

● サイクルショップにしもと 和邇北浜１０１ ５9４-５１１6 自転車・バイクの販売・修理

● 酒権商店 和邇北浜４３ ５9４-０００9 酒類小売

● センダ設備 和邇北浜１０３ ５9４-２9１6 水道設備

★ 平和堂 和邇店 和邇中浜４３２ ５9４-３１１１ スーパーマーケット

● メンズショップ オオシマ 和邇中浜４２４-１ ５9４-５１１４ 紳士服・カジュアル衣料用品販売

●ブティックサブ 和邇中浜４２４-１ ５9４-０１３２ 婦人服販売

●う膳 和邇中浜４２４-１ ５9４-５１１２ 鮮魚・寿司・お惣菜

● 西宗商店 和邇中１89-２ ５9４-５１１５ 靴・履物

● ㈲すぎもとふとん 和邇南浜３6-３ ５9４-０１9４ ふとん・シャディ―ギフト

● おかだ書店 和邇中１０１-２ ５9４-３３１４ 書籍・雑誌・DVD

● きものサロン 都千本 和邇中浜４２４-１ ５9４-５２98 呉服販売・きもの総合病院

● 西駒とうふ店 和邇今宿88０-３ ５9４-２２9２ とうふ製造販売

パチンコ&スロット 禅 和邇中浜３７５-１ ５9４-３２７8 パチンコ&スロット

● 野々口石油㈱ 南比良５２０ ５9２-１１０３ ガソリンスタンド

● ㈲二ツ屋酒店 木戸１７５-４ ５9２-００１9 酒類販売

堅田商店街
● ㈲松新家具仏壇店 本堅田５-9-１５ ５７２-２１8１ 家具・仏具・仏壇の販売

丸喜屋 衣川３-１-9 ５７３-２３6４ 酒類販売

● ちとせデンキ 本堅田３-１２-３6 ５７３-２２２１ 電化製品

● ミナカイ・フローラ 本堅田５-２０-１０ ５７３-３３３３ 化粧品・雑貨

● 山田印刷所 本堅田３-３-１４ ５７３-２０００ 印刷

三興機械㈱ 本堅田５-４-３8 ５７２-０１３１ 農業機械販売・修理

● 八百熊商店 本堅田１-２8-9 ５７２-０２５０ 野菜・果物

● 産経新聞堅田専売所 本堅田１-２9-７ ５７２-００３１
● ㈲北國屋呉服店 本堅田５-２０-１０ ５７３-００１6 呉服・衣料品

● 近江麦酒㈱ 本堅田３-２４-３７ 080-1436-5282 ビール製造・飲食店

● 志ろきや 本堅田１-9-１１ ５７２-０１４０ 衣料品・雑貨

● ㈲八茂工業 本堅田２-７-３７ ５７２-１３１３ 水周りの工事・リフォーム施工

● 岡平商店 本堅田３-３-１７ ５７３-００１４ 日用雑貨

料亭 しづか楼 本堅田２-１７-１３ ５７２-１１１１ 料理旅館

● 化粧品の店 たがわ 本堅田３-１４-6 ５７３-３０２３ 化粧品・雑貨

● ㈲花治商店 本堅田３-３０-２０ ５７３-１１8７ 生花

●フジヤモーターサイクル 真野２-１-２７ ５７３-１４8１ 自転車・自動二輪車

● エフワンGUY大津堅田店 真野２-１-２４ ５７３-１５５１ 紳士服・衣料品

● 嶌小商店 本堅田５-１５-４ ５７３-３２３１ 野菜・果物

● 河野薬局 本堅田５-２０-１０ ５７３-３２５２ 薬

● ㈲朝日屋 伊香立下竜華５8４-１１１ ５98-２３０6 食料品・仕出し

● ㈱鮎家本店 真野２-２４-１ ５７３-０２５２ 食品

店　　名 住　 所 電　話 業　 種
ひまわりプランニング印刷 伊香立下在地町9３１ ５98-２０２７ プランニング印刷・印刷

● 和於屋三線 今堅田２-２４-6 080-8945-3976 楽器

結 今堅田２-２6-１ 090-5888-2471 飲食店

● 魚清楼 本堅田１-１７-３ ５７２-０００9 観光料理旅館

● 藤井信誠堂 本堅田２-１０-9 ５７２-０３５５ 表具・インテリア

● 御菓子司 金時堂 本堅田２-１１-３１ ５７２-００6１ 和菓子製造・販売

● 古手吉呉服店 本堅田２-１２-３ ５７２-００２５ 衣料品・寝具

● 魚治商店 本堅田２-１6-４４ ５７２-００５２ 仕出し・食料品

● 堂阪酒販店 本堅田２-２-７ ５７２-０２７２ 酒類販売

タマブチマリン 本堅田２-３０-１３ ５７２-１１０４ 造船所

● パティスリー＆デリカフェ ルメルシエ 衣川１-４０-8１ ５７４-１89０ 洋菓子

● マミー化粧品店 本堅田５-１6-１７ ５７３-０２１３ 化粧品・雑貨

● シューズショップ サカイ 本堅田５-２０-１０ ５７３-３７89 靴・履物

● ㈱アヤハディオ堅田店 衣川１-３6-７ ５７３-１１１５ 日用品・園芸・エクステリア

● ㈱ハートフルギフト 衣川１-２０-３０ ５７３-０899 ギフト

● ㈲スカイ 商連の朝市前 090-8206-7808 たこ焼き

● ㈱ノースビレッジ 仰木２-２０-１０ ５７２-１8１７ 農業・ピザ・パン製造販売

● 生ぎょうざ神戸 まな家 堅田店 衣川１-２０-３０　ハートフルギフト大津本店内 ５２6-７３５8 生ぎょうざ

● 大衆割烹じん 真野２-７-５０ ５７３-５２１6 会席・懐石料理店

● なごみや 今堅田２-１３-２７ ５７４-５6２０ 居酒屋

● 商連の朝市 本堅田３-７-１４ ５０７-２０１8 営業日 水～土

雄琴商店街
● 杉本洋品店 雄琴１-２-6 ５７8-４５５9 洋品

● ㈱フルカワガス 雄琴１-１５-２４ ５７8-１２４6 ガス・リフォーム

● ㈲安本電気 雄琴１-１6-４ ５７8-１３４５ 家電製品販売・修理

● 池見食料品店 雄琴３-１9-３１ ５７8-１４１8 食料品・牛乳宅配・仕出し

● 佐野呉服店 雄琴２-8-8 ５７8-４３9１ 呉服

● 杉田竹材㈲ 雄琴３-１５-２9 ５７9-０３9７ 竹材商

● ㈱雄琴自工 雄琴２-8-6 ５７9-２２７７ 自動車販売・修理

● 田中豆腐店㈲ 雄琴２-５-１７ ５７8-２５１6 豆腐卸売

●フローリッシマ花忠 雄琴２-２-２9 ５７9-１３３9 生花

● 近江懐石 清元 雄琴6-１-３５ ５７8-１３４０ 料理

坂本商店街
小野電化㈱ 坂本２-１２-３１ ５７8-２００７ 電化製品

● 鶴喜そば製菓㈱ 坂本２-１２-３３ ５７8-０３２７ 製菓・そば製造販売小売・飲食店

● 佐々木花店 坂本４-１３-２8 ５７8-０２７２ 生花

● パン工房 西洋軒 坂本４-１４-１１ ５７8-０１１１ パン製造販売

松田呉服店 坂本４-１４-１6 ５７8-０１２５ 呉服・学生服販売

㈱石源 坂本４-9-6３ ５７8-０２０9 石材・雑貨

● ㈱本家つるき 坂本４-１１-４０ ５７8-０００２ 飲食店

● ㈲鶴屋益光 坂本４-１１-４３ ５７8-００５５ 製菓業

● 廣栄堂寿延 坂本４-１２-１３ ５７8-００6４ 和菓子製造・販売

● 大文字屋酒店 坂本４-１２-１6 ５７8-００５8 醤油

● 石川商店 坂本４-１２-１8 ５７8-０１４9 酒類・食料品販売

陶茶房 坂本４-５-6 ５７9-３96７ カフェ

おみやげ 甘味処 うえだ 坂本３-１０-３０ ５７8-０３8２ お土産・軽食・喫茶

● 茶房 珈琲人 坂本３-１０-３２ ５７9-０9２１ 喫茶

● サラダ館坂本店 おつる 坂本３-9-３０ ５７8-０１５8 贈答品・日用雑貨

● 菱弥 三津川酒店 坂本6-１-４５ ５７8-００２３ 酒類販売

● ㈲岡甚 坂本6-２-５ ５７8-００３５ 米・雑穀の販売

● 孫四商店 坂本6-４-68 ５７8-００２8 雑貨

㈱シミズ事務機 比叡辻２-１７-５ ５７9-２6１１ 事務機器

湖西電化㈱ 坂本７-４-9 ５７8-４３４6 電化製品

プレミアム付き商品券は、 ● 及び ★ 印がある店舗で使えます！
★印は、平和堂・大津市商店街共通券のみ使用可能です。ご注意ください！　　　(使用期間：令和４年１月３１日（月）まで)



店　　名 住　 所 電　話 業　 種
坂本商店街（続き）

● 御食事処 中重 坂本７-３２-１２ ５７8-１７１７ 飲食店

● 文楽館 三信堂 坂本３-１５-２０ ５７8-０１５１ 書籍

● 魚善荘 坂本３-１５-２４ ５７8-０２５１ 仕出し・惣菜・宴会

● 山本花店・フラワー デザインコスモス 坂本７-２０-２ ５７9-8７４１ 生花販売

● 滝川商店 坂本３-２１-１１ ５７8-１68７ 佃煮製造販売

● 中国料理 登煌 坂本３-３２-２７ ５７9-０9５6 飲食店

● ㈱孫幸 下阪本１-３３-２9 ５７8-０２２４ 仕出し・宴会

● 山本石油㈱ 下阪本３-３-１ ５７8-２０４７ ガソリンスタンド

● 割烹 ふじ川 下阪本３-8-１8 ５７8-００７７ 仕出し・宴会

● ささい整体院 下阪本３-9-１２ ５７8-０４４７ 整体

● ㈲玉利商店 下阪本５-8-２ ５７8-００５２ 醤油製造販売・酒類販売

コタニ電器 下阪本6-３-１9 ５７8-２３8７ 電化製品

● ㈱フェル和創尊や 坂本７-３２-１３ ５７9-8２69 飲食店

大津京商店街
澤井米穀店 山上町２‐３8 ５２9-２２３５ 飲食業

● 喫茶・レストランきべ 皇子が丘２-9-１9 ５２５-１１３３ 飲食店

焼肉れすとらん平和亭 尾花川１０‐３０ ５２３-２989 飲食店

西大津事務所 錦織３-２-１７ ５２５-２７５6 司法書士

● ㈱アルファー建設 皇子が丘２-9-１２ ５２6-３３３３ 建設業・リフォーム・メンテナンス

美容プラ―ジュ西大津店 皇子が丘３-４-２１ ５２４-７７２７ 美容院

● ㈱大覚 皇子が丘２-9-１２ ５２４-6７6７ 不動産業・賃貸管理

● ㈱カルヤード 皇子が丘２-9-１２ ５9４-１１１２ 建設業

● ㈱都市計画事務所 皇子が丘２-9-１２ ５２6-０１２１ マンション管理業

西大津歯科医院 皇子が丘２-３-１6 ５２6-２696 歯科医院

㈱エイワユニフォーム西大津店 鏡が浜１-４１ ５２１-8４０２ 作業服・衣料

● ㈱江口測量設計事務所 皇子が丘２-１-５ ５２２-１７５７ 測量設計・土地家屋調査

読売センター西大津IC 桜野町２-１１-３9 ５２２-6５6３ 新聞販売

● ほっかほっか亭JR西大津店 皇子が丘３-１２-２9 ５２１-6１２9 飲食店

㈱エージーユー滋賀営業所 皇子が丘３-１２-２9 ５２6-8１98 生鮮野菜卸専門

● ㈲リーズ 御陵町５ ５７6-１４6１ 企業コンサル・テナント

● 古都総合事務所 皇子が丘２-１-５ ５２７-０8４１ 司法書士

アイムインターナショナル
SPACE  I'm 皇子が丘３-１１-１　イオン西大津３F ５２8-５７３8 美容院

Studio  I'm 皇子が丘３-１３-３４-２F ５２１-１２２8 美容院

Sol  I'm 皇子が丘３-７-３３ ５７２-７５０8 美容院

● 合同会社ライフハッピネス 御殿浜７-２２ ５７２-9１５７ 介護

㈱山下商事 皇子が丘３-４-１４ ５２５-５１００ サービス業

クリエイトサービス 勧学２-２１-３０ ５２３-４５０１ 広告業

疏水商店街
●フクオ薬局 長等３-３-３０ ５２４-３３０５ 薬局

● 三協電気工事㈱ 朝日が丘２-１-３6 ５２４-７３３５ 電気・給配水工事

● 佃豆腐店 長等３-５-１０ ５２４-２２２５ 豆腐類製造・販売

● ㈱北井工務店 浜大津３-４-１５ ５２５-１２４8 建築業

● 日本料理 疏水亭 三井寺町７-１8 0120-0330-57 料理

● ㈱清水屋呉服店 大門通３-２４ 0120-5298-02 呉服商

● 石塚自転車店 大門通２-７ ５２２-6１５３ 自転車・バイク販売・修理

● ㈱中島貸物店 大門通２-１２ ５２２-8２７０ レンタル＆イベント

● つる家食品 桜野町１-１７-１３ ５２２-７１88 精肉店

● 肴や　まきの 浜大津３-２-8 ５２３-０００8 かっぽう・小料理

● 大津湯 大門通１6-５５ ５２３-１１５8 銭湯

浜大津商店街
● ㈱ハン六 本店 浜大津１-１-１３ ５２6-０8０6 印章・表札・各種印刷・事務用品

医療法人石田歯科医院 中央１-７-３３ ５２５-０００１ 歯科医院

● 水野郭巨堂 浜大津１-１-１０ ５２２-３３２０ 古美術商

● ㈱エービー企画 観音寺２-２ ５２２-１6７6 イベント業

● ㈱浜崎銃砲火薬店 長等３-２-２４ ５２４-２７５１ 土木一般・銃砲火薬販売

● Café  アキ 中央２-２-１０ ５２４-５４３8 喫茶店

オキ薬局 中央１-6-２５ ５２２-２７8３ 薬局

●ブロッコリー 中央１-6-１8 ５２４-３6７５ 飲食

● ㈱小川酒店 浜大津２-１-３１ ５２４-２２０３ 酒販売

店　　名 住　 所 電　話 業　 種
㈱京都屋 浜大津２-５-１8 ５２２-３７５9 質屋

●リストランテラーゴ 浜大津１-４-１ ５２５-２７０１ 飲食

● ホテルブルーレイク大津 浜大津１-４-１２ ５２４-０２００ ホテル

滋賀県信用組合 大津支店 浜大津２-１-３５ ５２４-３8２１ 金融

● 八百寅 浜大津４-７-３５ ５２２-6０７０ 飲食

● あたか飯店 浜大津店 浜大津４-７-8 ５２４-０6３6 中華料理

㈱山崎砂利商店 浜大津４-７-6 ５２３-２8２１ 建築

● 千石鮓 長等３-３-４２ ５２４-３２３４ 寿司

● 滋賀ヤサカ自動車㈱タクシー乗り場 長等３-１-１8 ５２２-6７6７ タクシー

●くすたろう 中央２-２-５ ５２３-０6７6 肉料理

● パッケージプラザ スギエ 中央１-9-9 ５２４-8０１５ 包装資材・事務用品

野村証券㈱ 大津支店 長等３-１-２７ ５２6-３１３１ 金融

SMBC日興証券 浜大津１-２-１２ ５２6-２１５１ 金融

● 湖の駅 浜大津 浜町２-１ 浜大津アーカス２F ５２6-8２86 滋賀の特産品販売・飲食店

● 琵琶湖汽船 浜大津５-１-１ ５２２-４１１５

長等商店街
● 岩見果実店 長等２-8-２ ５２２-７７8５ 果物・野菜・ギフト

● ゑり榮 長等２-8-３ ５２２-４７96 呉服・和装小物

● 住若フルーツ＆ベジタブル 長等２-8-５ ５２２-３２２１ 果物・野菜・ギフト

● 山形屋 長等２-8-6 ５２２-３68４ 婦人服

● タニムメ 長等２-３-３6 ５２２-３７７8 うなぎ・湖魚・鴨

● Boｓｓ百町物語 野洲のおっさん おにぎり食堂 長等２-３-３9 ５２７-５１１５ 滋賀トヨペットの情報発信基地

● 村上世今堂 長等２-３-３３ ５２２-３１１５ 眼鏡・時計・補聴器

● 元三フード㈱ 長等２-３-３２ ５２４-２9２9 精肉加工食品販売

● 田中川魚店 長等２-７-２ ５２２-４8７6 湖魚・うなぎ・天然真鴨（冬季）

● 京屋 長等２-５-２ ５２２-４７２9 陶器・荒物・日用雑貨・タバコ

● ヤマキ 長等２-７-３ ５２２-０４３9 パン・牛乳・清涼飲料

● ㈲木村青果店 長等２-５-５ ５２２-４３３３ 青果

● ㈱フジヤ 長等２-３-２8 ５２５-２２３３ 不動産業

長等ほたるの家 ディサービスチームほたる 長等２-３-２７ ５２７-０４8５ 介護事業

●ノムラプランニング 長等２-４-１9 ５２３-３２２6 建築設計事務所

● ㈱鮮魚卸山本 長等２-４-１8 ５２４-３３３０ 鮮魚

ラ・ケアながら 栞 長等２-７-４ ５１０-１７6０ 介護事業

菱屋町商店街
● 丸二果実店 長等２-１０-７ ５２6-０４４４ 果実専門店

● 洋品店 スミイ 長等２-１０-8 ５２７-５００１ 婦人服小売

● お食事処 アケミ 長等２-9-３４ ５２２-０３３9 飲食店

● 八百与 長等２-9-４ ５２２-４０２１ 漬物・佃煮

● INOUE 長等２-9-５ ５２２-４７9２ 靴

● マルゼン 長等２-9-6 ５２２-３１6２ ベビー用品・子供服

● 丸二食品 長等２-9-8 ５２２-３４9０ 生鮮食品・鮮魚・惣菜

● ナギサクラブ 長等２-１０-５ ５２３-７２6７ リサイクルブティック

● イシモト時計店 長等２-１-２０ ５２４-３５２１ 時計・宝石・メガネ

● 膳所弦楽館 長等２-２-２２ 080-4017-0311 弦楽器制作工房

● 大津中央鍼灸院 長等２-１-１７ ５２３-５０３５ 鍼灸院

● かわばた施術院 長等２-２-２２ ５２6-8２０２ 整体

● やまだ屋 長等２-２-２２ ５２２-6２５４ 自転車小売

● アトリエ・ブーケ 長等２-9-５ ５２７-４66５ 婦人服小売

● 中井書店 長等２-9-１７ ５２５-３５３５ 書籍・雑誌

● ママのセレクトショップうさぎ 長等２-１０-6 ５２５-6699 リサイクルショップ

● 茶菓山川 長等２-１０-５ ５２７-００88 和菓子

● ㈱永樂屋大津店 長等２-9-５ ５２３-７３88 仏壇・仏具販売 修理

● 楽日荘（カフェ楽） 長等２-１-１9 ５２２-５6５6 高齢者グループホーム（カフェ）

● ハートフル整体院 長等２-１-２０ ５２５-０１１8 整体

田中興産 長等２-１-２１ ５２２-8０４４ 不動産賃貸業

● 京屋 長等２-２-２４ ５２２-３３０３ 衣料品小売

● 自然坊 たなか 長等２-１０-9 ５２6-４５５５ 和食

★ 平和堂フレンドマートなかまち店 長等２-２-１8 ５１０-１１２０ スーパー

● 橘屋 長等２-１０-２ ５２6-４５７５ 食堂・唐揚屋

● パッション 長等２-9-３ ５２４-6２０6 美容院

● エクセルディアマン 長等２-9-6 ５２１-１３３０ 宝石修理加工



店　　名 住　 所 電　話 業　 種
● 刃物や 三省堂 長等２-１-１8 ５７４-７０３５ 包丁小売

● 喫茶長江 長等２-２-２３ 090-8125-9886 喫茶・中華料理

● ちいらぼ 長等２-9-１３ ５７２-9０７8 パソコン・スマホ教室

● エース 長等２-１０-8 080-6136-1324 洋服のお直し

● あの日みた夕陽のオレンジ 長等２ー１ー１７ ５２７-２５8０ 美容室

丸屋町商店街
● 美容室アン 中央１-４-１５ ５１１-５２２０ 美容室

● 津ノ清 中央１-５-6 ５２２-７１２３ そば・うどん

● 古今書房 中央１-５-５ ５２３-２２５8 古書籍

● 畑中本店 中央１-４-１７ ５２４-２０6１ 酒・調味料・茶

● 肉のフルタ 中央１-４-１７ ５２２-２４２9 牛肉

● ケイアイ薬品健康相談所 中央１-５-４ ５２２-8０３9 薬局

●ビューティーマスミ 中央１-４-１8 ５２３-２２１２ 美容室

● ㈲光風堂菓舗 中央１-４-１9 ５２２-２３４３ 和菓子製造販売

● ㈲澤五車堂 中央１-５-２ ５２４-２68３ 官報・書籍

● 商店街HOTEL講 大津百町 中央１-５-２ ５１6-７４７５ 宿泊施設

● 山本花店 中央１-４-２０ ５２３-０５69 切り花・野菜

● 中安酒店 中央１-8-１6 ５２４-４１３３ 酒店

● KASCLE 中央１-２-２０ 080-6103-2900 英会話教室

● ㈲畑中金物店 中央１-8-１２ ５２２-２２３４ 金物全般

●ジャノメミシン工業㈱ 大津支店 中央１-8-１０ ５２２-３686 ミシン販売・修理

● 東洋整体療術院 中央１-8-9 ５２３-３9７７ 整体

● カフェ Tom&Sam 中央１-２-２５ ５２6-４５6７ カフェ・雑貨

● 百町市場 中央１-２-２５ ５２6-４５66 野菜・魚・茶

● ㈲花宗商店 中央１-２-３０ ５２１-１１8７ 生花

● ㈲山田東店 中央１-２-３０ ５２２-２０２２ 洋品・雑貨

● ここ滋賀SHIGA 中央１-２-３１ ５０７-３７７７ 土産物・雑貨

● みやび整骨院 中央１-２-３５ ５２７-8５７０ 整骨院

● ㈱ハートフレンド フレスコ大津店 中央１-8-３ ５１１-５9２１ 食品スーパー

● Hair Works KiRi 中央１-8-１ ５２１-8７４9 理容

真情デイサービス良庵 中央１-２-３４ ５１０-５２２３ デイサービス

㈱エフウォーターマネジメント 中央１-6-１１ ５２４-１４１１ 設計事務所

㈱吾目堂 中央１-５-6 ５２２-２３０７ 骨董品

アンキュウビル 中央１-５-５ 複合ビル

八丁商店街
井筒八つ橋本舗 大津支店 横木１-３-３ ５０２-２１２１ スイーツ・和菓子・食料品

● 魚重産業㈱ 逢坂１-１２-２１ ５２２-３１７５ 淡水魚卸・小売・食品加工・佃煮販売

鎌江商店 逢坂１-１２-２２ ５２２-３７７７ 淡水魚卸

松井洋服店 逢坂２-７-１５ ５２２-４8３３ オーダーメイド洋服

岸本電気商会 札の辻５-１７ ５２５-００１５ 電気工事

フレンチクウォーター 京町１-２-１9 070-6925-7176 純銀アクセサリーアトリエ

ビリケン牛乳店 札の辻５-１6 ５２４-２86０ 牛乳販売

パンのポンム 逢坂２-７-２０ ５２6-０１２０ パン

● ㈲石川商店 札の辻１-２７ ５２２-４０２２ 食料品

●ヒコーキヤ 春日町７-５ ５２２-２７8０ クリーニング

大津駅前商店街
● そば処 やま喜 末広町２-３ ５２２-２8４9 飲食

● 吉江酒店 御幸町１-１ ５２２-２１３３ 酒店

谷口工務店 御幸町１-５6 ５２6-888１ 工務店・喫茶店

●トミヒロ 御幸町１-５３ ５２４-０9７8 飲食

● ダイニングスタジオ コルク 御幸町４-３０ 080-2407-3641 イタリア料理

● ラーメンみふく 御幸町４-３０ ５２５-8988 ラーメン

● パリヤ洋服店 御幸町４-２8 ５２２-４７6２ 紳士服・学生衣料

● 池田理容所 御幸町５-３２ ５２２-３１７７ 理容

㈱大創 末広町２-6 ５２５-１１０１ 不動産

● 松浦電気商会 末広町２-７ ５２２-３０２9 家電

● 大津屋 末広町２-8 ５２４-５５５０ 淡水魚介類加工販売

● 下田屋 末広町２-8 ５２３-１０２9 居酒屋

● 中村食糧品店 末広町３-２ ５２２-１6１１ 食料品

● 酒仙 ひむか 末広町３-３ ５２6-４３５３ 居酒屋

ノグチ靴店 末広町４-8 ５２２-２２8４ 靴

店　　名 住　 所 電　話 業　 種
辻倉商事 末広町４-8 ５２３-０66３ 不動産

● アクア整骨院 末広町２-２４ ５２２-５３8０ 整骨院

● もてなし家 とっくり 春日町２-１ ５２２-１１４７ 居酒屋

● バルニバービ CALENDAR 春日町１-３ ５２6-9０9０ 飲食

● 白いピアノ 末広町４-２ ５４8-888３ 飲食

大津駅前郵便局 御幸町４-３２ ５２４-96０３ 郵便局

● 御幸屋 御幸町４-２9 ５３２-７０５9 飲食

● 居酒屋 直 末広町３-１ ５７２-9７１１ 飲食

ふしきみちよ事務所 末広町４-４ ５２３-０３３４ 事務所

中央銀座商店街
● 奥村酒店 中央２-４-１７ ５２３-２１０５ 酒・食品・タバコ

滋賀県建築組合 中央３-３-２9 ５２４-４6７6 建築業組合

● ㈱千丸屋 中央２-１-１５ ５２２-３96１ 乾物

㈱創星 浜町9-２１ ５２２-9２66 不動産

一二三食品㈱ 浜町9-２４ ５２２-２２6０ 食肉卸

● 豆籐 中央店 中央２-４-４ ５２３-３9５３ 総菜の製造・販売

松井工業 中央２-４-１７ ５２３-０２２２ 建設

● ㈱ハクリ屋 中央２-6-１8 ５２２-２７０４ 建築金物・住宅設備機器販売

● Beau Cure 中央２-6-２０ ５４8-７8３３ 脱毛・ネイルサロン

● 美遊膳 くし屋敷 中央２-２-9 ５２７-１００１ 料理

● ㈲花市商店 中央２-6-１０ ５２２-２５５9 生花販売

● 陶の里 おく村 中央２-２-３6 ５２３-０３6２ 陶器

● いとふ 大津店 中央２-２-３ ５２７-２４３9 麩

● いのうえ 中央２-２-２７ ５２２-668１ 酒・食品・米

● ヴァレリー&ディレック 中央２-１-１３ ５１１-２５89 ブライダル衣装・美容

大津公証役場 中央３-２-１ ５２３-１７２8 公証事務

ヨーサイヤ本店 中央３-２-３３ ５２３-０１6３ 紀章・旗・幕・のぼり・提灯・トロフィー

● 井田洋服店 中央３-２-３２ ５２２-３０１０ 紳士・婦人服

● ㈲山口一心堂 中央４-５-３ ５２４-３２４１ 紙箱の製造・包装資材・砂糖卸

● 青木酒店 中央３-４-２１ ５２４-２５１8 酒・食品

尾松歯科医院 中央３-6-１ ５２２-３２１０ 歯科医院

● パーマハウスくるみ 中央３-５-１０ ５２４-４6４５ 美容業

● 昆布熊 中央３-３-２9 ５２２-１３6４ 昆布・食料品

● テーラーイトー 中央３-４-１４ ５２４-6４２０ 注文洋服商

● 谷崎鍼灸整骨院 中央３-７-１２ ５１０-１５５０ 整骨

● 釜茂産業㈱ 中央２-6-２０ ５２４-４４68 金物

大津第一生命ビルディング 中央３-１-8 0120-81-6363 ビル管理

第一生命保険 滋賀支社 中央３-１-8 ５２２-２6４４ 保険

㈱西利商店 島の関9-３ ５２３-００５３ 不動産管理

● 近畿ブラザー 京町１-２-１５ ５２３-３２１１ ミシン

● ぶつだんや大弘 中央２-５-３9 ５２１-6１３７ 仏壇・仏具

● 中川誠盛堂茶舗 中央３-１-３５ ５２２-２５５５ 近江茶・茶道具

㈱ダイマルヤアネックス 中央３-１-8 ５２２-００４8 建設業

● みどりや写真商会（有） 京町２-３-１３ ５２４-１２７７ カメラ・写真・結婚相談

㈱協同印刷 弥生町１５-１５ ５７8-6４３２ 印刷業

関西みらい銀行 中央４-５-１２ ５２１-１５７9 金融

滋賀銀行 本店営業部 浜町１-３8 ５２１-２０００ 金融

みずほ銀行 大津支店 浜町１-１ ５２２-４１8１ 金融

● ㈱大津ガスサービスセンター 中央２-４-２３ ５２３-１１１２ ガス器具販売・施工・修繕

洛東フーズ 中央３-２-１２ ５１０-１０１２ 製麺

膳所駅前商店街
大津板紙㈱ 馬場１-１５-１５ ５２２-４１７１ 段ボール・製紙原料製造

医療法人つかだ内科クリニック 馬場３-１３-２6 ５２２-8１７７ 診療所

ワカヤマビル 馬場３-２-２５ ５２３-４66４ 貸しビル・テナント

㈱京滋ヤマノ 馬場３-１５-７ ５２４-8０３４ 美容

㈱日本ビーコム 馬場３-２-２５ ５２７-５68１ ソフト開発・パソコン教室

東洋建設㈱ 馬場３-１-２０ ５２４-２７７２ 建設業

キンキホーム膳所駅前センター 馬場２-１０-１6 ５２6-１７４４ 不動産

● あゆみ書店 馬場２-１１-１１ ５２３-０７１２ 書籍・雑誌

● FIVE-Hair Boutique 馬場２-１１-１０ ５２6-１５５9 美容

● Hair studio c4 馬場２-１１-１０ ５２３-１１７３ 理容



店　　名 住　 所 電　話 業　 種
膳所駅前商店街（続き）

● LAPEL 馬場１-４-２２ ５７２-５１５8 美容

● Belle Equipe  膳所店 馬場２-１０-２４ 050-3491-2569 飲食

● 餃子の王将 膳所店 馬場２-8-6 ５３２-6688 飲食

大津モータープール 馬場２-７-２２ ５２２-０２４9 駐車場

● 酒味彩菜 道草 馬場２-9-４ ５２6-４０6２ 居酒屋

● 茶木カイロプラクティック 馬場２-７-２２-２０１ ５３５-５３２５ 整体

● コーヒーハウス・ラーゼス 馬場２-6-１6 ５２４-１０２２ 飲食

● お食事処 さか井 馬場２-6-6３ ５２２-68７１ 飲食

アヤハ不動産㈱ 馬場２-７-７ ５２５-５５２２ 不動産

● スクールショップPlaza A 馬場２-７-５ ５２５-７8４０ 制服

㈱HIRAIコーポレーション 馬場２-6-１５ ５２３-１５５6 不動産賃貸業

㈱大生産業 大津支店 馬場２-6-２１ ５１０-３４５6 不動産

● 酒座楽縁 輝 馬場２-6-１５ ５２５-２１００ 居酒屋

フレスコプチ膳所駅前店 馬場２-6-１０ ５１０-１8５１ 食品スーパー

古書クロックワーク 馬場２-9-8 ５４8-７４6０ アンティーク

● 美味快皆 膳所店 馬場１-４-３０ ５２４-6７8１ 居酒屋

● メナードフェイシャルサロンスキップユー膳所ときめき坂 馬場１-３-３ ５２５-０6４１ エステサロン

●しちふく 馬場１-４-２０ ５２１-8868 居酒屋

● メガネセンターゼゼ 馬場１-４-２０ ５２４-３７００ メガネ

● 近江牛 かね吉 馬場１-１０-１8 ５２２-３７４４ 飲食

協成電気設備㈱ 富士見台１５-４6 ５３４-１98０ 電気工事

羽田司法書士事務所 馬場１-１０-6 ５２１-１７７8 司法書士

● 粉もん屋八 膳所駅前店 馬場２-１０-２４ ５７２-７０１１ 飲食

五六七北川建設㈱ 馬場３-１３-２２ ５２２-４8３２ 建設業

● 八真道 馬場１-１１-１０ ５２１-４０７０ 飲食

ハウスマイル㈱ Ｒapporti 馬場２-１１-１５ ５２４-１３88 不動産

税理士法人総合経営 馬場２-6-１３ ５２５-２３３１ 会計事務所

カモガワベーカリー 膳所店 馬場２-１０-２３ ５７２-７７３５ 飲食

●うっきー 馬場１-３-１ ５２４-２００４ 飲食

膳所商店街
●フォトハウスアワズ 杉浦町７-１１ ５３７-３２１７ 写真・レンタル衣装・ブライダル

● ライフハピネス 御殿浜７-２２ ５７２-9１５７ 弁当・福祉

● 竹内自転車店 杉浦町１9-１6 ５３７-０５２１ 自転車店

● 京都新聞 膳所販売所 秋葉台１１-５ ５２３-１9２9 新聞販売業

● 竹喜 中庄１-9-１３ ５２２-２７０6 料理・仕出し

● ふくち寝装 サラダ館膳所店 中庄１-１6-１6 ５２４-５５69 寝具販売・贈答品

● HAIR MAKE PROOF OF POWER 中庄１-１１-１9 ５２５-9１０４ 理容

● ㈱中塚電機 中庄１-１３-１ ５２４-７３１４ 家電製品販売・電気工事

● 中山製茶㈲ 中庄２-１-５8 ５２３-２３３５ 茶販売・製造

● いとう呉服店 中庄１-１５-２３ ５２２-6１０７ 呉服・学生服・洋服・雑貨

● 高木生花店 中庄１-１５-１8 ５２４-6１68 生花店

● 御菓子司 亀屋廣房 本丸町３-７ ５２２-３9２７ 菓子製造・小売

● 澤常商店 本丸町２-１５ ５２２-４４２５ 燃料・ガス器具

● 寿司 仕出し つる家 本丸町２-8 ５２２-２966 御料理・仕出し

滋賀銀行 膳所支店 本丸町１-１8 ５２２-896１ 金融

● ㈱澤建設工業所 膳所１-４-２０ ５２４-6１２6 建設業

● 田中花店 本丸町５-５２ ５２２-７０6０ 生花店

● 松田常盤堂 本丸町５-５6 ５２４-２０8３ 季節和菓子製造・販売・喫茶

● 馬杉湖魚店 本丸町１-３ ５２２-７２9４ 川魚販売

京都信用金庫 膳所支店 本丸町１-１ ５２４-００69 金融

● ビューティーサロン ガジェットハウス 膳所２-１０-１３ ５２４-７４68 美容室

● ㈲冨永園茶舗 膳所２-１０-１５ ５２２-6４8３ 茶 卸・小売り

● 池田生花店 膳所２-２-２１ ５２２-6３２３ 生花店

● 文具まつうら 相模町４-１２ ５２２-３４０２ 文具

● ㈲山本石材店 大津店 湖城ヶ丘２-１ ５２５-７７７７ 石材小売

● ㈲もも薬局 丸の内町9-３０ ５１０-０３０１ 薬局・居宅介護支援事業所

● ㈲金波 丸の内町9-３０ ５２３-２７１３ 和食・ベトナム雑貨

● ㈲貴宝堂よこの 丸の内町４-３8 ５２３-０５88 貴金属・眼鏡・時計

● 読売センター膳所 丸の内町４-４０ ５２6-３99７ 新聞販売業

● ㈱いのうえ 丸の内町４-４１ ５２２-７３５２ 観光土産品製造卸

店　　名 住　 所 電　話 業　 種
● ㈱西久興産 膳所２-１３-6 ５２２-２6３２ 米・石油・ＬＰガス・燃料

● 加藤酒店 木下町１３-１ ５２２-４５４6 酒類販売

石山商店街
● ミート＆デリカ カワニシ 粟津町6-6 ５３７-１１２8 精肉・総菜

● スミレ写真館 粟津町５-１０ ５３４-１66１ 写真業

● ㈱鈴蘭屋 松原町４-２３ ５３７-１０２０ 学生衣料・紳士服

● ラーメンかなだ屋 粟津町6-１０ ５３４-99２１ 飲食

● 豆藤 石山店 粟津町５-１０ ５３４-５１8２ 総菜・弁当

● ディスカバリーキムラ 粟津町５-２ ５３７-０１７１ 理髪

● 宮角庵 でんや 粟津町４-１１ ５３４-１５１１ 飲食

● セブンイレブン大津石山駅前店 粟津町6-３ ５３７-8７8７ コンビニ

● CAMO! Flage（カモフラージュ） 粟津町５-１ ５７２-７４７７ 飲食

● メナードフェイシャルサロン大津松原店 松原町9-２9 ５３４-５３００ エステサロン

●とり駒 粟津町５-8 堀内ビル１F ５７２-8５７9 飲食

● マルナカ 松原町8-２４ ５３３-２０8１ 婦人服

● SPUTNIC 晴嵐１-8-１ ５３３-３３５０ 飲食

滋賀中央観光バス㈱ 粟津町１１-１　マルシンビル２F ５７２-68４8 貸し切りバス事業、屋形船事業

● ㈱SIXSENSES ISHIYAMA MEAT MARCHE 松原町9-２9 ５７２-７３２9 飲食

● 鶏こう総本店 粟津町１２-２４ ５３３-０9０１ 飲食

● ㈱鶴屋 粟津町１７-１１ ５３７-２０１9 タバコ販売・貸しビル・貸倉庫

● メガネのイマホリ 松原町１５-２０ ５３７-１７89 眼鏡・補聴器

● 新近江別館 松原町１8-１０ ５３７-１98０ 料理旅館

● 酒のよしの 松原町１8-１9 ５３７-１9０１ 酒類販売

● FLOWER&GREEN 花音 とうじつ 栄町１-１４ ５３７-４１8０ 生花・園芸

● 団十郎 栄町３-１ ５３４-１４6０ 和菓子・寿司

● 大蔵家 総本店 粟津町１７-１6 ５３３-４３４３ 居酒屋

KEC近畿予備校 栄町４-５ ５３７-５86１ 教育

キノシタ薬局 粟津町７-１１ ５３４-88３０ 薬局

HASE 石山店 栄町３-２ ５３４-966１ 美容室

㈲富士装飾 粟津町７-４ ５３４-００１７ 室内装飾

● 太田晴嵐堂 栄町6-２２ ５３７-１88５ 文房具・事務用品

● つぼた 栄町５-１１ ５３７-３５７４ 淡水魚介類

● 学生服専門店ロングえびす屋 栄町５-9 ５３３-１6００ 学生服・スポーツ用品

● ヘアーサロン福井 栄町５-１３ ５３７-０２５７ 理容

● ㈲西野電化ストア 栄町２３-１9 ５３７-１３０５ 家電販売・備付・修理

● 服飾手芸そのむら 栄町9-１１ ５３７-１２２6 手芸材料

● 魚辰 栄町9-１４ ５３４-9２8５ 鮮魚・総菜

● カドー 栄町9-9 ５３７-１8４9 パン

● La Pietra （ラ・ピエトラ） 栄町２３-１ ５３３-５０9２ イタリア料理

石山ひまわり司法書士事務所 栄町6-３０　よしづるビル２F ５２6-７３３6 司法書士事務所

● ケイアイ薬品石山店 栄町9-７ ５３１-１8１１ 薬品店

● 読売新聞YC石山YSメディア 唐橋町１５-１７ ５３７-３０86 新聞販売

● サロンド ノダ 鳥居川町6-３２ ５３７-１9３8 理容

● ユアシセイドウ幸田 鳥居川町6-２8 ５３７-１０３１ 化粧品・雑貨

● 松喜屋（精肉）（レストラン） 鳥居川町７-５ ５３４-１２１１ 精肉・レストラン

● 山善寝具 栄町２０-１４ ５３７-３66３ 寝装具・インテリア

● あみ定 唐橋町２３-１ ５３７-１７8０ 日本料理・尾形船

● ㈲唐橋焼窯元 唐橋町１8-５ ５３７-０５４３ 陶器製造販売

㈲松乃荘 蛍谷３-３１ ５３７-００69 料理旅館

● オーガニックスペースびわこ 鳥居川町6-３０ 山善ビル１F ５７２-8０１6 無添加食品・有機野菜

岡田歯科医院 鳥居川町４-１５ ５３７-０１１７ 医院

近江もーれつや 蛍谷５-１５ ５３７-１8７8 小売・サービス業

●及び★印がある店舗で使えます！
★印は、平和堂・大津市商店街共通券のみ使用可能です。

使用期間：令和４年１月３１日（月）まで

プレミアム付き商品券は


