
取扱店舗一覧（地域別、五十音順）

NO 事業所名 所在地住所 電話番号 取扱内容 業種

1681 Ａ番館ＫＯＺＡＷＡ 八日市緑町12-7 0748-23-3903
家電・販売修理・電
気工事

5001 アイフルホーム　東近江店 聖徳町1-65 0748-20-2333 木造住宅（アイフルホーム）の施行及び販売
建築・設計　監理・
施工

2702 アサヒメガネ 札の辻1丁目4-22 0748-25-0533 メガネ・補聴器 眼鏡・補聴器販売

1505 ㈲荒松商店 八日市本町13-9 0748-22-1226 荒物・日用雑貨取扱ってます！ 日用品・荒物雑貨

1984 アルプラザ八日市 八日市浜野町3-1 0748-24-1222
食料、衣料の総合
小売業

1532 八菓市庭縁　いせとう 中小路町494-1 0748-23-0881 洋菓子
洋菓子製造・販売
業

1519 市四商店 八日市町10-15 0748-23-1414 衣料品卸

1523 稲垣自動車工業㈲ 妙法寺町1109 0748-22-2084
自動車整備・鈑金・
塗装・販売・保険

1525 井上製菓㈱ 小脇町1009 0748-23-5100 和洋菓子製造販売

2708 伊吹庵 妙法寺町853 0748-23-5320 日本料理店

1526 ㈱今岡牧場 昭和町3-8 0748-23-1818
明治の宅配商品を取扱い、各ご家庭までチルド
にてお届け致します。 乳類販売

1529 岩井亭 八日市本町2-4（ピアシティ駅前通り） 0748-22-0377
特選近江牛を販売しております。自家特製ハン
バーグは人気の一品です。

精肉卸小売

1530 ㈱イワネクスコーポレーション 八日市東本町1-8 0748-22-0381
LPガス・灯油・上下水道工事・キッチン・バス・ト
イレ・空調等

LPガス・灯油販売
燃料器具等の販売

2682 Ｉｎｆｏ　Ｔｅｃｈ　Ｌａｂｏ 三津屋町635 0748-22-4121 サービス業

2731 ウエルシア　東近江沖野店 沖野四丁目1番7号 0748-20-2650 ドラッグストア ドラッグストア

2721 ウエルシア　東近江八日市店 中野町269 0748-20-3177 医薬品・化粧品・日用品雑貨 ドラッグストア

1538 魚繁大王殿 小脇町2321 0748-23-5179
会席料理・仕出し・寿司・各種鍋・すきやきなど
まずはお電話下さい

飲食店

1539 魚千代 八日市東浜町5-6 0748-22-0160
会席処、お造りは天然物をお出ししております。
その他料理は個性を出しています。

飲食店

2572 海座　八日市店 八日市野々宮町2301 0748-20-5815
各地の漁港から取り寄せた新鮮抜群のネタが自
慢の回転寿司です。

飲食店

2205 ＥＩＫＯ建築設計 柏木町470 0748-23-5043 身体にやさしい住宅創りを考えます
建築・設計　監理・
施工

2370 ａｕショップ八日市 八日市緑町22-6 0800-700-1786
携帯電話の販売・地域のauユーザーに安心を提
供するお店

携帯電話販売・保
守（AUショップ）

2737 ㈱エフレボ 八日市東本町6-55　ジャンティ21　2F 0748-26-0909
パソコンやホームページ等　ITのことならお任せ
ください！

サービス業

1559 近江酒造㈱ 八日市上之町9-16 0748-22-0001 清酒製造・販売

2423 近江トラベル㈱八日市支店 八日市浜野町1-1 0748-23-8103
一枚のキップから、団体まで　海外・国内旅行全
般

旅行

1564 太田印刷所 東沖野五丁目28-3 0748-22-1616 印刷全般

2603 オートガレージ　ティファニー 上羽田町2293 0748-24-1230
各社新車・中古車販売、買取り、板金、修理、任
意保険取扱い

自動車販売･修理

2719 ㈱オートショップ　くる松 野口町961-1 0748-24-0067 自動車修理・販売

1566 ㈲大野速進社 八日市上之町5-22 0748-22-0539 自動車整備・販売

2077 おかし市場　やまかわ 青葉町3-17 0748-22-6655
チョコレート・ポテトチップス・キャンディーなどを
取扱うお店です

菓子食品及び玩具
卸小売

1584 奥野モータース 建部日吉町385-7 0748-23-3101
二輪の新車、中古販売　修理、車検等、カスタム
買取もしております。

二輪車整備・販売

1860 お茶のなかじま 八日市金屋三丁目2-6 0748-22-1141 茶類小売

1650 おっさんのパンの店 小脇町1413-3 090-5658-7654
２０１５年度モンド・セレクション最高金賞受賞の
プリンと各種パンも宅配します。 パン製造・小売

2477 御料理処　大喜 八日市東本町9-1 0748-22-0703 飲食　仕出し

2369 カーテン＆インテリア　アイボックス 八日市緑町16-13 0748-20-0035 カーテンとインテリア
インテリア商品小
売

2711 ㈱カーミルズ 布施町654-4 0748-34-0283
新車・中古車販売・車検・整備・板金　保険代理
店、事故車引き取り

自動車修理・販売

1596 カギヤ薬局 八日市本町13-9 0748-23-1313 処方せん調剤とくすりのご相談は当店へ 医薬品卸・小売

1598 ㈱梶円商店 栄町2-11 0748-23-0158 電気・上下水道・住宅設備工事など
電気・上下水道・住
宅設備工事

1601 ㈲かじ徳 東沖野一丁目1-11 0748-22-1547 管工機材・工具 鋼材・機械工具卸

1602 かじ直 八日市町11-6 0748-22-2236
建築工具・機械・エンジン工具・刃物・大工道具
の販売

建築工具販売
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2196 カットサロン　ヒロ 東沖野五丁目-28-15 0748-23-8158 ヘアカット、パーマ　シェービング　など 理容所

1791 カットスペース　たけむら 八日市東本町3-23 0748-22-2480 女性のお顔剃りはお手軽エステです。 理容所

2683 割烹　一朗 八日市東本町3-6 0748-23-3722 割烹料理店

2730 カナダホーム 栄町6-25 0120-824-406
北米ツーバイフォー住宅の設計、施工からリ
フォーム工事まで

建築・設計　監理・
施工

2735 かなめカフェ 八日市町4-3 050-3567-0003
手作りの体に優しいアイスクリームを約10種～
12種ショーケースにて販売

飲食業

1630 カネシメ 八日市浜野町2-20 0748-22-0062 　陶磁器・生活雑貨の販売
陶磁器・ガラス・生
活雑貨

2312 カネ正 上平木町1507 0748-22-6251
漬物・ふなずし製
造

1762 カメラのスズカ　本店 八日市本町2-3 0748-23-2123
プリント特急仕上げ・スタジオ撮影・出張撮影・写
真教室

ＤＰＥ・スタジオ撮
影･カメラ販売

1628 がらや商店 八日市町13-17 0748-22-0239
陶器・金物・雑貨・漆器・木製品・刃物　ギフト
ショップがらや・こだわりかふぇ

日用品・家庭雑貨･
贈答品販売・喫茶

2146 ㈲カワシマ園芸 林田町1480-1 0748-24-1119 ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾝﾀｰ

1617 川島タイヤ　ミスタータイヤマン　カワシマ 八日市浜野町3-18 0748-22-3288
自動車タイヤ・ホイール・バッテリー・エンジンオ
イル・カーナビゲーション

自動車タイヤ用品
販売修理

1647 喜多酒造㈱ 池田町1129 0748-22-2505 滋賀の地酒「喜楽長」 清酒製造・販売

1652 ㈱きたそう 瓜生津町561-4 0748-23-5936 塗装工事・防水工事・リフォーム 塗装工事（建築塗装）

2693 記念日のパートナー　eN 八日市浜野町4-13　マルゴビル1Ｆ 0748-23-2034
各国料理はじめ定番居酒屋メニューも豊富・記
念日のパートナー

飲食店

1657 ㈱木屋長工務店 東今崎町1210-1 0748-22-8180 新築・増改築
建築・設計　監理・
施工

2468 餃子の大将 妙法寺町702 0748-25-1855 とりカラ、中華料理 飲食店

1639 ㈲協和通商 東今崎町6-22 0120-233-573
外構・エクステリア・お庭・ガーデンの設計施工
販売

エクステリア全般

5003 協和燃商㈱大凧通りサービスステーション 今堀町252-1 0748-22-0785
石油類、ＬＰガスの販売、住宅設備機器、太陽光
発電、おいしい水の宅配、環境システム機器

ガソリンスタンド

1659 キリンオートモール㈱ 林田町1287-1 0748-23-1175 自動車の車検・整備全般 自動車・整備・修理

2692 フランス料理　ぎんぎん 妙法寺町875-1　アーバンリバティ1F 0748-22-7856
お箸で食べられるカジュルなフランス料理のお
店です。

飲食店

2543 くいもん屋　呵♂ 八日市本町10-19 0748-22-0517 飲食店

2239 クッチーナ　カプリチョーザ 林田町1264-1 0748-24-0293 カフェレストラン

2738 蔵 ルロンカ 八日市本町6-9 050-8036-1112
近江牛を使用したハンバーグを提供していま
す。

飲食業

1765 グランルミエ　ショップ 青葉町1-48　1F 0748-22-0091
オリジナル化粧品・アルビオン・デコルテ・ニール
ズヤード等

エステティックサロ
ン・化粧品

2160 グランルミエ　ブティック 青葉町1-48　1F 0748-25-0350
婦人服ミラショーン、イグルスや品質にこだわっ
た学生服等を販売

婦人服・化粧品・卸

2396 ケンユードラッグ 今崎町163 0748-20-1855
医薬品・化粧品の
小売

1674 こいずみ 青葉町3-6 0748-23-2666 近江の地酒、日本の銘酒　伝統調味料 酒類・食品小売

2533 ココス　八日市店 青葉町294-1 0748-20-2088
専門店に負けないハンバーグを一度ご賞味下さ
いませ。

飲食店

2642 小澤工務店 上平木町1451 0748-22-3460 理想の『和（わ）が家』　匠の技で叶えます。
建築・設計　監理・
施工

1682 小沢電器商会 八日市町10-12 0748-22-0326 東芝家電製品販売
家電・販売修理・電
気工事

1684 ㈲小嶋商店 蛇溝町58-1 0748-22-8125 肥料・農薬・種苗・農業資材
肥料・農薬・苗・種・
農業資材

1683 こじま花店 八日市町11-19 0748-22-5158
花束　アレンジF　プリザーブドF　開店生花　供
生花　観葉　鉢花

生花・観葉植物・慶
弔用品販売

1689 小辰商店 栄町6-15 0748-22-0336
マルヰガス・ガス機器・灯油の販売と設備工事・
その他

ガス工事施行・燃料・機器
販売・LPガス・灯油

1700 小林事務機㈱ 幸町2-28 0748-23-2233
事務用品・サプライなどサンキュー便でご注文く
ださい。

事務用品機器・オ
フィス家具販売

2718 コメリハード＆グリーン御園店 寺町栗林555 0748-20-4440
農業用品や日用品等　お客様の暮らしを応援す
るホームセンターです。

ホームセンター

2319 コメリホームセンター八日市店 中野町548 0748-25-1522
農業用品や日用品等　お客様の暮らしを応援す
るホームセンターです。

ホームセンター

1706 小森表具店 中小路町218-1 0748-22-1632
ふすま製造・室内
装飾

1976 衣の一番　たかれん 八日市町11-2 0748-22-0548
取扱品・・・婦人服・ステージ衣裳・肌着・靴下・タ
オル・パジャマ・エプロン・学生服など

衣料小売

1673 サイクルショップコッカロフト 八日市本町4-8 0748-22-0567 自転車販売・修理・中古車レンタサイクルもOK
自転車販売・バイク
部品　小売業
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2316 サイテック㈱ 沖野一丁目1-37 0748-23-2364 消防施設業

1709 ㈱斉藤ポンプ工業 沖野一丁目1-37 0748-23-2363
消防機器・消防設
備施工販売

1710 サイトウ明印舘 八日市上之町6-17 0748-22-2717 実印・花入り銀行印・ゴム印　江湖庵でクリック 印鑑製造・小売

2274 酒蔵番頭　八日市店 小脇町2408-9 0748-24-2070 酒類販売

1714 佐藤贈答 八日市金屋二丁目7-24 0748-22-5671 贈答品販売

1715 サニー理容店 八日市浜野町3-3　 アピア１階外向店舗 0748-22-0753
営業時間　9：00～18：45　定休日　毎月曜日　第
１月火・第３日月

理容所

1716 佐乃屋精肉店 八日市本町7-8 0748-22-2148 食肉小売

1828 サヤーム　エラワン 八日市町11番16号 0748-22-0422
タイ料理のランチとディナー、タイカルチャース
クールやってます。

エネルギー供給販売保安,

日本とタイの交流促進

1718 澤居設備工業所 幸町1-19 0748-22-0797 上下水道工事・水まわりのことなんでも
上下水道設備工
事・管工事

1719 ㈱澤工務店 沖野四丁目1-27 0748-23-0560 総合建設業

1721 さわだ 林田町1268-1 0748-24-1117
家族の暮らしをお手伝い・素敵なファッションライ
フを見つけて下さい。

衣料小売

2732 JAグリーン近江　ガス事業所 市辺町932番地 0748-25-7688 ガス器具

2097 JAグリーン近江　八日市北支店 建部日吉町634 0748-22-0374 購買品

2725 JAグリーン近江　八日市西支店 下羽田町162 0748-22-2171 購買品

2724 JAグリーン近江　八日市南支店 中小路町444 0748-22-3003 購買品

1737 志賀熊商店 札の辻一丁目5-7 0748-23-3028
滋賀の地酒を多数取り扱い、地方発送承りま
す。

酒類・菓子販売

1739 ㈱シガ建装 札の辻二丁目13-22 0748-23-5151 内装工事（リフォーム） 内装工事

1740 滋賀高速印刷㈱ 中野町1005 0748-23-1111 印刷

2179 ㈱滋賀コンストラクション 瓜生津町1190 0748-24-0024
ちょっとしたお家の修理、大規模なリフォーム、
増改築。各種助成などと併せてご利用ください

一般建築設計施工

1744 ㈱滋賀報知新聞社 中野町1005 0748-23-1111 新聞発行

1729 しくマルハチ 東中野町4-21 0748-22-1100
酒類・お米・飲料・マルハチ醤油毎月5・15・25月
末はポイント5倍　ギフト用品最大6割引

酒・米販売、醤油
醸造

1748 ㈱重森スポーツ 八日市上之町2-2 0748-22-0664 スポーツ用品全般 スポーツ用品全般

2685 自然素材　味八 八日市緑町9-27　テニー内 0748-25-5998 飲食業

1749 御料理　島田屋 西中野町9-8 0748-22-0241
お祝い事や法事等各種会合にも御利用くださ
い。幕の内弁当,仕出し料理も承っております。

仕出し弁当・飲食
店

1733 ㈱昭和堂 八日市東浜町1-2 0748-23-0235 時計・宝飾・メガネ・補聴器 時計・眼鏡・宝石

1734 昭和堂楽器㈱ 八日市東浜町4-3 0748-23-0237
各種楽器・楽譜の販売・メンテナンスと音楽教室
色々!!

楽器販売　音楽教
室

2108 ショッピングセンターテニ― 八日市緑町9-27 0748-23-2951 小売店協同組合

2581 ㈲新工電機工業所 春日町2-15 0748-22-1597 車のでんきやさん（エアコン・ナビ・ＥＴCなど） 自動車整備

1757 ㈲伸和電器商会 八日市本町2-9 0748-22-0960 太陽光発電・オール電化　無料見積実施中！
家電品販売・電気
設備工事

1763 瑞晃建築事務所 八日市浜野町8-6 0748-23-5330 建築設計・監理

1893 すき焼き　にしむら 東中野町2-22 0748-22-3010
本場近江牛をお座敷でゆっくりご賞味いただけ
ます

飲食店

2075 炭火焼肉　やまもと 東沖野三丁目9-1 0748-25-1129 焼肉レストラン

1766 西友　八日市店 八日市緑町9-30 0748-23-3133 価格ヤスク　西友八日市店 総合小売業

1767 星和都市開発㈱　アパートプラザ八日市店 八日市緑町18-5 0748-23-7165
不動産の賃貸・管理及び売買　不動産コンサル
ティング業務 不動産売買・賃貸

1774 SOHO 八日市浜野町2-15　 ブラウンシュガービル１階 0748-22-3287
美容を通して東近江の女性を元気で明るくしちゃ
いましょう！

美容室

1754 ソフトバンク八日市 外町1380 0748-20-0088
ソフトバンク・ディズニーモバイル携帯（iphone）
販売・アフター

携帯販売(ソフトバ
ンク）

2162 そめすがや　呉服店 八日市緑町14-15 0748-23-3528 呉服・貸衣裳 呉服卸売

2522 たいぷ工房 建部堺町258-23 0748-23-7733 各種看板・ポスター・ステッカー・テント等 広告業・看板作成

1842 タイヤ館　八日市 札の辻2丁目11-15 0748-22-4107
自動車タイヤ用品
販売修理
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2634 ㈱太陽堂薬局　野々宮店 八日市野々宮町2-29 0748-25-2980 医薬品・漢方薬処方箋　取り扱っております！
医薬品販売・処方
箋・調剤

1778 ㈱太陽堂薬局　本店 八日市町13-15 0748-22-0308 医薬品・漢方薬取扱っております！
医薬品販売・処方
箋・調剤

2350 ㈲高田モータース 栄町7-21 0748-22-0767
ホンダ、ヤマハ、スズキ新車・中古車　その他大
型各種外車取扱店

二輪車販売修理

2164 ㈲タカテックコーポレーション 八日市金屋二丁目4-15 0748-25-0702
リフォーム工事・クロス・カーテン他、インテリア
用品一式取扱

リフォーム工事・イ
ンテリア

1789 武久実茶舗 八日市東浜町4-3 0748-22-5678 近江茶・抹茶・茶道具
近江茶・抹茶・茶道
具

1790 ㈱竹村硝子建材 沖野一丁目1-35 0748-23-5610
陶磁器販売、板ガ
ラス・アルミ

1824 ダスキン蒲生野支店 小脇町345-1 0748-23-6122
キレイな暮らしに役立つダスキン商品やサービ
スのご提供

掃除用具レンタル

1792 畳増 小脇町778-3 0748-22-2940
暖防畳・障子をはじめ室内装飾一本の専門店で
す

畳製造小売

1797 ㈲田中製麺所 八日市本町6-15 0748-22-0366
乾麺（うどん・そば・中華そば・冷麦・茶そば・黒
米うどんなど）販売

麺類製造・卸売

1799 ㈱田中屋 八日市上之町316-1 0748-22-5670
家庭日用品　天津すだれ　花火　アウトドア　レ
ジャー用品

日用品雑貨卸

1802 谷口酸素工業㈱ 中野町727 0748-23-3000 高圧ガス販売

1805 ㈱たねや　八日市の杜 八日市緑町38-15 0748-22-7777
和洋菓子製造・販
売・飲食

1811 ㈱タマヤ 八日市東浜町5-31 0748-22-3088 文具・事務機・印刷・印章 文房具卸・販売

1840 ㈲テラダオート 池田町951-2 0748-23-0674 新車・中古車販売及び車検・一般整備一式 自動車修理・販売

1845 デンエン 聖和町3-9 0748-23-6003
電化製品販売・修
理、電気設備工事

2573 伝五郎　八日市店 幸町1-175-1 0748-20-0909
旨い鶏串に100種の飲み物　個室なのでご家族
連れでもどうぞ。

飲食店

2704 ㈲トータルショップ・SOS　八日市店 八日市東本町3-13 0748-22-0715
あなたのカーライフをトータルにサポートいたし
ます！

ガソリンスタンド

1851 戸島楽器店 八日市上之町2-3 0748-22-6645 ピアノ・ギター・　楽譜
楽器販売・音楽教
室

2714 ドラッグユタカ 八日市店 東中野町314 0748-22-2501 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用品・食品） ドラッグストア

2713 ドラッグユタカ　八日市御園店 岡田町118 0748-24-2312 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用品・食品） ドラッグストア

2694 とり福　本店 八日市東本町5-36 0748-25-5029 飲食店

224 ㈱とわのパートナーズ  八日市清水二丁目12-19 0748-20-2080 測量・登記 不動産登記・測量

2542 司法書士法人　とわのパートナーズ 八日市清水二丁目12-19 0748-20-2076 司法書士業

2158 ナエムラ㈱ 八日市町4-10 0748-23-1221
LPガス・灯油・住宅機器等、当社取扱商品全て
御利用できます。

燃料販売

1867 ㈲中嶋印刷所 八日市金屋一丁目4-8 0748-22-1144 印刷のことならなんでも当社へ 印刷全般

1874 ㈱中原安全硝子 建部日吉町636-1 0748-22-3634
自動車硝子・ウインドリペア・カーフィルム・鋼製
建具

自動車硝子・鋼製
建具

1889 西澤自動車工業㈱ 布施町655番地 0748-22-5646
新車・中古車販売・買取・点検・修理・板金塗装・
レッカー救援・保険お任せ下さい！

自動車販売･修理

1906 ㈱布引焼窯元 外町466 0748-23-1688
陶芸品（食器・花器・壁掛け・ふくろう製品）お買
い上げ5000円毎に500円のプレゼント券を進呈

陶芸品製造・販売

1911 野矢オートサービス 沖野三丁目1-6 0748-23-6038 自動車販売･整備

1912 ㈲野矢商店 八日市清水三丁目1-23 0748-23-5588
肥料・農薬・農業資
材

2459 BAR　TRIANGLE 八日市上之町2-7　ウイング八日市106 090-2117-7735 カクテルからラーメンまでやってます。 飲食店

2364 BAR いかきん商店 八日市本町2-3 090-1141-4857 バーですわバー!  いわゆる。 飲食店

1686 BARBER　SHOP　K　理容こすが 八日市清水一丁目9-7 0748-22-2430 理容所

1905 bike＆cycle　shop　２輪館 妙法寺町990-1 0748-25-1001 自転車・バイク販売修理
自転車・２輪車販
売

2150 ㈲八厚浄化センター 蛇溝町1685-10 0748-23-3177
上下水道設備　・浄化槽維持管理・太陽光発電
施工関連

浄化槽設置、下水
道排水設備工事

1915 ㈱ハットウ電設 八日市東浜町5-26 0748-22-1636
一般電気工事・オール電化工事・エアコン取付
工事

電気設備・制御シ
ステム工事

1920 ㈱花治 八日市金屋三丁目1-6 0748-23-3787
花小売り・装飾花
全般

1923 ㈲パパママハウス キタザワ 上平木町1607-1 0748-22-5730
Panasonic　Shop　家電販売・電気空調設備・
オール電化・省エネ・エコアドバイザー登録店

家庭用電化製品販
売・電気工事

2314 洋菓子工房　パピエ 小脇町402-1 0748-26-2111
ふるさと納税の返礼品で大人気の「近江信長プ
リン、焼菓子」が主力商品です。

洋菓子製造小売
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2717 バロー　八日市店 東沖野一丁目4-8 0748-20-4000
バローの自社開発商品Ｖシリーズで皆様の食生
活を応援致します。

食品総合小売業

1931 ひさご 沖野一丁目6-14 0748-22-0378 飲食業

2304 ビジネスグリーンホテル 八日市野々宮町290-1 0748-25-0002 ご宿泊代としてご利用出来ます。
宿泊（ビジネスホテ
ル）

2681 ビジネス旅館　はざま 栄町3-5 0748-22-2488 岩風呂・ビヤガーデン・カラオケ　ご利用ください
宿泊（ビジネスホテ
ル）

2709 ランチ　ひなた 今崎町543-3 090-2119-5658
営業時間9：00～19：00　土曜日は夜9：00まで営
業　定休日　日曜日

飲食店

2705 ビューティスパ　グランルミエ本店 青葉町1-48　2F 0748-25-0050
【安心と信頼のエステティック】国内業界初の
ISO9001認証

エステティック

2587 ビューティルーム洋 沖野一丁目6-3 0748-22-0875 手ぐしでできるヘアースタイルを提案します 美容室

2722 美容室　アップル 中小路町664-2 0748-56-1128 技術料金・店販料金のお支払にお使いください。 美容室

1883 美容室　NIO 八日市緑町30-7 0748-24-0706
美容室・美容材料
卸

1945 ピレリー八日市 中野町1022-2 0748-24-1245 タイヤ販売

2580 First　八日市アピア店 八日市浜野町3-1　 0748-24-5726 婦人服・雑貨
紳士服・婦人服小
売

2098 FORTY NINER'S 八日市本町14-25 0748-23-4762
拘りのアメリカンカジュアルshop、オリジナルジー
ンズの製作販売

衣料品販売・ジー
ンズ・カジュアル

1947 中国料理　不二屋 妙法寺町844 0748-22-0849
ラーメンから一品料理、宴会料理まで幅広く承り
ます

飲食店

1971 ㈱二橋商店 八日市金屋一丁目3-3 0748-23-2840 セメント・鋼材・生コン・建築資材・土木資材販売
建築資材・土木資
材販売

1569 ふとんの大森屋 八日市町11-4 0748-22-0624
寝具製造小売・贈
答品雑貨小売

1979 ㈲フレンズ・コトー 林田町1262 0748-24-2223
Panasonic shop 家電・太陽光発電・オール電化・
キッチン、浴室、トイレ等のリフォーム工事

家庭用電化製品販
売・電気工事

1567 プロショップ　三省堂 八日市清水二丁目7-5 0748-22-3066
電動工具・農具・エンジン工具の販売・薪ストー
ブの販売・施工

資材　機械工具販
売　足場リース

1510 ヘアーサロン　池田 八日市本町17-9 0748-22-5171 理容所

1983 ヘアーサロン　フジオ 建部南町235-1 0748-22-2439 理容所

2244 ヘアーサロン　達川 東沖野一丁目7-48 0748-22-1319 理容所

1608 本家かまどや八日市東店 八日市町2-12 0748-22-1848
あったか～いお弁当、会社・催物の配達もしま
す。

弁当製造　販売

2292 Honda　Cars東近江八日市店 芝原町885-1 0748-22-7001
ホンダの新車・中古車揃っております。車検・点
検・板金・保険もおまかせ下さい。

自動車販売･修理

1993 本町商店街振興組合 八日市本町13-6 0748-23-4528 本町商店街全店でご利用いただけます。 振興組合

1869 MAZAMAZA 八日市本町2-4-1 0748-25-0888
串揚げダイニング＆ショットｂａｒ　アットホームな
カウンターのあるお店　焼酎・ワインが豊富

夜カフェ＆shot bar

2734 (同）MASTERPIECE 小脇町1801-1 0748-25-1860
オイル交換から車検・車の販売まで　国の認証
工場です。

自動車修理・販売

2365 MAXWOOD 沖野四丁目3-17 0748-23-5705 ダンロ、薪ストーブ施工販売
薪ストーブ、薪・ロ
グハウス販売

2676 マックスバリュ 東近江店 青葉町2-8-1 0748-24-1207 食品総合小売業
食料、衣料の総合
小売業

2675 マックスバリュ 八日市店 岡田町字野上118 0748-25-2835 年中無休　２４時間営業
食料、衣料の総合
小売業

2027 丸八製餡所 八日市町10-14 0748-22-0314 餡製造

2028 丸安精肉店 八日市金屋一丁目3-1 0748-22-0040 精肉販売

2553 マロン美容室 中小路町175-2 0748-24-1410 美容室

2030 萬善食堂 八日市金屋一丁目3-21 0748-22-0197
昔ながらの食堂です。定食・丼物・うどん等あり
ます！

飲食店

2729 万葉　太郎坊亭 小脇町654-1 0748-22-0329
すきやき、しゃぶしゃぶ、ステーキなどA5クラス
の近江牛を提供

飲食業

2684 万葉　八日市店 妙法寺町694-6 0748-20-3575
営業時間　　11：30～14：30
17：00～22：30

飲食業

2034 ミッチー食堂 妙法寺町883-6 0748-22-0967 お食事処　各種宴会　仕出し弁当等
仕出し弁当・飲食
店

2707 Mitte 八日市緑町10-5 0748-24-5501 雑貨・食料品 物産販売業

2271 ㈱ミナミイ 栄町7-12 0748-23-3731 事務機器等

2248 村井水産㈲ 上平木町2003 0748-25-0461
鮒寿し真空パック入り・鮒ずし用塩切鮒、米飯清
活、本もろこ、つくだ煮

ふな寿司・もろこ佃
煮製造

2050 和菜創作　村栄 中野町648 0748-22-0543 日本料理店
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2052 村防工業㈱ 上平木町1850-1 0748-22-6611 水道施設工事

2055 村田米穀㈱ 西中野町5-8 0748-22-0400 大好評　つきたて精米工場　10K　￥2,280
白米小売・玄米卸
売業

2004 銘茶　ますきち 八日市浜野町2-19 0748-22-0597 日本茶・茶道具
茶類・茶道具・紅
茶・コーヒー等

2060 めがね工房　テラダ 八日市本町3-14 0748-25-0027 メガネ販売

2712 メガネのハヤミ　八日市店 八日市緑町16-14 0748-25-5010 メガネ（5,000円セット～ブランドセット）補聴器 眼鏡・補聴器販売

2061 ㈲メガネプラザ ノガミ 八日市緑町13-2 0748-23-0178 眼鏡・補聴器 眼鏡・補聴器販売

2710 桃栗柿屋 外町1381-3 0748-24-9225 住宅リフォーム　不動産　新築
建築・設計　監理・
施工

2739 焼鳥 野球小僧 八日市浜野町2-2 0748-43-0315
焼鳥、お造り、一品など　8名様より飲み放題も
あります

飲食業

2180 ㈲ヤマキ電気工業所 妙法寺町612 0748-22-3898 オール電化工事・空調設備工事
電気・空調工事・火
災報知設備施工

2087 山田ため畳店 妙法寺町586 0748-22-3377 ・畳工事一式・襖、障子、網戸・張替 畳製造・販売

2090 ㈱山彦 八日市東本町6-52 0748-22-3060
不動産賃貸・売買仲介・増改築・新築・住宅設備
販売・木材・新建材販売

不動産売買・賃貸
仲介・新築・増改築

2091 ㈱山平建材店 八日市東本町1-12 0748-22-1135
玄関やお庭、水まわりのリフォーム、なんなりと
御相談ください。

建材販売

2101 八日市大通り商店街振興組合 八日市町12-12 0748-25-2805

2103 八日市瓦斯㈱ 東沖野四丁目2-6 0748-23-2121
工業配管・ガス配
管石油製品販売

5000 八日市商工会議所 八日市東浜町1-5 0748-22-0186
会場使用料・検定申込等お支払時にお使い下さ
い

サービス業

2104 八日市ロイヤルホテル　レストラン　アントレ 妙法寺町690 0748-24-0111
ホテル内レストラン”アントレ”のお食事のご利用
できます。

ホテル

2691 ラ・ココット 八日市本町4-8 0748-25-5139 飲食店

2415 ㈱ライオンズ旅行企画　東近江（営）AMIGO 八日市上之町5-22 2F 0748-22-4646 旅行

2039 ㈱ライフテックミツダ 今堀町621-1 0748-23-0667
太陽光発電システム工事・給水・排水管洗浄
電気設備・給排水衛生設備工事等

総合設備業

2253 ㈱ラブリーシステムイン 八日市上之町7-5 0748-23-6248
コンピュータおよび周辺機器販売。東近江ケー
ブルテレビ受付業務

PC・インターネット・
CATVサポート

1937 ラメール・アオバ 青葉町3-19 0748-22-2449 製パン

2595 ランジェリー　YUTAKA 建部日吉町427-1 0748-24-2266
ワコールのブランド下着からナイティ・小物まで
オンナ度アップのお手伝いします。

ランジェリー販売

1831 リカーショップ  ツジ 東沖野二丁目6-8 0748-23-6388 ぷちショップ八日市店　酒の激安店‼ 酒類販売

1631 理容 かきだ 林田町1255-6 0748-22-2026 理容所

2032 理容　まつば 八日市緑町5-25 0748-22-1369 理容所

2130 ㈱渡辺工務店 八日市緑町19-5 0748-22-6796
迅速・親切に、新築からリフォーム・修繕まで、あ
らゆるニーズに対応します。

新築・改築住宅工
事他

361 麻太商店 甲津畑町645 0748-27-0597 うなぎ・蒲焼、各種仕出し
仕出し弁当・飲食
店

416 石岡石油 山上町2012 0748-27-0445 ガソリンスタンド ガソリンスタンド

410 今若時計店 山上町3694 0748-27-0141 時計・メガネ・事務用品・文具・印鑑
時計修理、販売・
文具用品販売

344 魚文 上二俣町981 0748-27-0153
仕出し弁当・飲食
店

319 永源寺温泉　八風の湯 永源寺高野町352 0748-27-1126 温浴施設
温泉施設・みやげ・
飲食

385 エイタク旅行企画 山上町3687 0748-27-2051 タクシー・観光バス・旅行 旅行

1932 A・Vヒサダ 高木町119 0748-27-0221 デジタルテレビ・エアコン等家電製品販売 電気製品販売

422 大桝屋酒店 山上町447 0748-27-0014
酒類・菓子販売・
パッチワーク

395 岡田設備 山上町2099 0748-27-2002 上下水道工事・住宅設備工事・リフォーム工事
上下水道・住宅設
備・リフォーム工事

338 岡本こんにゃく本舗 永源寺高野町328 0748-27-0129 こんにゃく販売

381 料理・仕出し　かどや 山上町2069-1 0748-27-0021
軽食（そば・うどん・すし）から会席料理まで。お
気軽にどうぞ

仕出し弁当・飲食
店

418 川口屋 山上町2928-1 0748-27-0053
季節の手作り和菓子の製造販売、餅・赤飯・饅
頭のご注文承ります

和洋菓子製造販売

267 建築工房　左近 青野町4679 0748-27-0519 木造建築　新築・増改築・リフォーム
新築・増築・リ
フォーム工事



取扱店舗一覧（地域別、五十音順）
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4180 JAグリーン近江　永源寺支店 山上町1316 0748-27-1251 購買品

309 料理旅館　霜錦館 永源寺相谷町982-1 0748-27-0026 飲食店

427 肉の大助 山上町2993 0748-27-0207 精肉・惣菜販売

292 野田造園 市原野町2071-1 0748-27-0177
造園工事・外構工事・剪定作業・伐採作業・石積
み工事

造園業

431 ㈲ハリカ永源寺店 山上町2910 0748-27-1678
葬祭業・引き出物、
ギフト商品

400 ㈱ヒトミワイナリー 山上町2083 0120-804-239
手づくりにごりワインとこだわりパンを永源寺か
らお届けします。

洋酒類小売・美術
館・衣料品

382 ㈲ひのや 山上町1266 0748-27-0052
仕出し弁当・飲食
店

437 ひろせ屋　酒店 杠葉尾町1616 0748-29-0615
～酒と人の語らい場～おすすめの地酒・永源
寺・木地師の里

酒小売店

366 ヘアーサロン　短長 高木町115 0748-27-1288 カット・パーマ・カラーetc 美容室

390 ヘアーサロン　やまぐち 山上町1176 0748-27-1417
「かつら」や「赤ちゃんの筆」も取扱っております。
お気軽に！

美容室

2411 本間ガラス店 石谷町546-3 0748-27-2089
住宅・店舗のサッシ、ガラス、エクステリア、網戸
他、施工・アフター対応

ガラス工事業

421 増田電気商会 山上町2092-2 0748-27-0523 電化製品販売・電気工事・上下水道工事
家庭用電化製品販
売・電気工事

310 もみじ農園　こんにゃく工房 永源寺相谷町1185 0748-27-0713 こだわりの手作りこんにゃく生芋１００％使用 こんにゃく販売

433 ㈲八百亀 山上町1271 0748-27-0023 食料小売業

265 Ｕｓｅｄ　ｃａｒ　マキシマ 青野町4490-1 0748-27-1557
自動車板金、塗
装・新・中古車販売

595 旭鋼機株式会社 五個荘河曲町345 0748-48-2592
機械工具の販売・機械設計と製作・機械据付工
事・各種配管上下水道工事

王具・機械卸小売

522 市田新聞店 五個荘竜田町743-2 0748-48-3374 新聞店

4176 エディオン　東近江店 五個荘北町屋町285-1 0748-48-8012
家電製品・太陽光発電・オール電化・玩具・ゲー
ム販売

家電製品販売

4168 ㈲小串自動車整備工場 五個荘石塚町140 0748-48-2233 自動車修理・販売

597 ガレージ　ワンダー3 五個荘河曲町316-2 0748-48-8188 新車・中古車販売・車検整備 自動車修理・販売

476 北川工務店 五個荘奥町158 0748-48-2661
新築・増改築工事・リフォーム工事から小さな修
繕まで

日本建築・大工

573 ㈲木村自動車 五個荘竜田町435-2 0748-48-3398
車検・整備・板金！各メーカー・新車・中古車販
売！車のことならなんでもどうぞ

自動車修理・販売

489 ㈲近畿レンタリース 五個荘北町屋町276-1 0120-93-0041 レンタカー
自動車・バス各種
貸出

603 GA五個荘スーパークイック車検センター 五個荘簗瀬町18 0748-45-5678
車検整備、エンジンオイル、タイヤ、バッテリーの
みに使用頂けます。

ガソリンスタンド

4104 ㈱糀や儀平 五個荘竜田町149-3 0748-48-8100 みそ、こうじの製造・販売 味そ製造業

531 五個荘観光センター 五個荘塚本町273-1 0748-48-6212
近江路の各種お土産を取揃え、五個荘をはじめ
近隣の観光案内及びパンフレットを常備

土産物販売

493 ㈱小杉自工 五個荘北町屋町2-2 0748-48-2385 自動車販売・修理 自動車修理・販売

586 サラダ館五個荘店 宮荘町69-3 0748-48-3801 贈答品販売

4178 JAグリーン近江　五個荘支店 五個荘竜田町327 0748-48-2404 購買品

4181 Joshin 東近江店 宮荘町65 0748-48-5911 家電製品、おもちゃ、ゲーム何でも揃います。 家電製品販売

530 大金工務店 五個荘川並町667 0748-48-2775
こだわり職人による新築・リフォームなどを行っ
ております。

建築・リフォーム

529 大庄工務店 五個荘川並町640 0748-48-2505 建築業 建築・リフォーム

559 ダイヤ通商㈱ 宮荘町61-5 0748-48-4011 ガス取扱い

472 ㈲辻工務店 五個荘奥町725 0748-48-2701
住環境のバリアフリー工事・省エネ断熱リフォー
ム・耐震改修工事

建築・リフォーム

478 土田建材㈱ 五個荘小幡町68-30 0748-48-3636 土木工事業

4171 ドラッグユタカ　五個荘店 五個荘簗瀬町4-3 0748-48-5888 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用品・食品） ドラッグストア

578 中澤酒造㈲ 五個荘小幡町570 0748-48-2054 清酒　一博　純米生酒【冷酒】 酒類製造・販売

556 中島商事㈱ 宮荘町61-5 0748-48-2301
LPガス・石油類・住宅設備機器・リフォーム・生
活支援サービスなど

ガス石油製品・住
宅設備

546 西村電気商会 五個荘日吉町554-1 0748-48-2377
電気上下水道工事　オール電化　太陽光発電工
事　CATV工事

電気工事・宅内水
道工事
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550 野村建具店 宮荘町949 0748-48-2244 建具

537 橋本電設機器 五個荘川並町522 0748-48-4433 太陽光発電　全電化住宅設備工事 電気工事

541 花久造園 五個荘七里町613 0748-48-2554 造園・外構設計施工管理 造園

506 ファミリーショップニシヤ 五個荘金堂町618 0748-48-2039 婦人用品・学生衣料等 婦人服・雑貨販売

551 冨来郁 宮荘町419 0748-48-2919 ～美味しいお菓子で笑顔をつくる～ふくいく 和・洋菓子販売

496 ヘアーサロン イチダ 五個荘北町屋町12-2 0748-48-2113 理容所

498 (株)平和堂フレンドマート　五個荘店 五個荘石塚町24 0748-48-4441
食料、衣料の総合
小売業

580 ㈱前田谿澗堂 五個荘小幡町801 0748-48-3176 家電・燃料・茶（LPガス・灯油) お茶・灯油販売

590 前田益蔵商店 五個荘中町20 0748-48-3411
お茶お買い上げ５００円（税抜）毎にスタンプ１コ
捺印致します。

お茶・灯油販売

4144 ㈲マルヤタイヤ 五個荘石塚町221 0748-48-2343 タイヤ　・ホイール
タイヤ・ホイール
各種自動車部品

574 ユアーズ 五個荘竜田町634 0748-48-3881 理容業　営業時間　9：00～19：00　予約承ります 理容所

4182 ㈲裕花園 五個荘竜田町577-1 0748-48-8401 外構造園工事・エクステリア 造園・土木工事

538 陽光自動車㈱ 五個荘七里町621 0748-48-2172
自動車・フォークリフト　新車・中古車　販売・修
理　事故車引上・搬送

自動車修理・販売

457 読売センター五個荘 五個荘山本町522-2-D 0748-48-2135
読売新聞、読売KODOMO新聞、読売中高生新
聞、スポーツ報知取扱い

新聞店

4163 ㈲ラッキーレンタカー 五個荘竜田町435-2 0748-48-3477
軽・乗用・トラック・8・10・15人　マイクロバスまで
扱っています。

自動車・バス各種
貸出

4164 リエート　和 五個荘竜田町435-2 080-1483-1850 かわいい手作り作品が一杯詰った店です。 製造・小売業

500 ワークショップ アサノ 五個荘石塚町18-10 0748-48-3483 作業服・作業用品 作業服・用品販売

2571 あいとうマーガレットステーション 妹町１８４－１ 0749-46-1110
地産地消（メロン、梨、ぶどう、ドライフラワー　ア
ロマテラピー　ジェラート）

道の駅　物産販売

4185 アイ・マート 市ヶ原町108-2 0749-46-0466 地域による地域のためのみんなのお店 スーパーマーケット

1190 日本料理　伊勢屋 妹町1495-1 0749-46-0131 会席料理・鍋料理　食堂・仕出し・寿司 日本料理店

1137 衣料のやまもと 百済寺本町1452-4 0749-46-1122
衣料品・学校指定
制服販売

1167 ㈲植田設備 愛東外町581-2 0749-46-1749
オール電化・太陽光発電施工・水まわり・リ
フォーム・電気工事など

管・水道施設・土木

1198 ㈲小川 妹町587-19 0749-46-1218 室内装飾全般
室内装飾・インテリ
ア

1188 カギヤ薬局愛東 妹町171-1 0749-46-0100
地域のかかりつけ薬局として処方せん調剤と薬
のご相談は当店へ

薬局

1093 理容　カワシマ 大林町621 0749-46-1322 理容所

1094 木村工務店 大林町11-8 0749-46-0889
ちょっとしたお家の修繕、リフォームから新築・増
改築まで

一級建築士事務所

1108 湖東興産㈱ 上中野町956 0749-46-1570 太陽光発電システム・住宅リフォーム
太陽光発電システ
ム・住宅リフォーム

1206 滝田石油店 上岸本町2063 0749-46-1402 ガソリンスタンド

1092 野田製綿 大林町598 0749-46-1363 寝具のリフォーム・丸洗い・レンタル
ふとん販売・レンタ
ル

2686 ファームキッチン　野菜花 小倉町1975-3 0749-46-1455
あいとうふくしモール内にあるレストラン・地域の
食材を活用したメニューです。

飲食業

1168 ㈱藤田電気工業 小倉町1932 0749-46-1169
太陽光発電設備工事・電気・ガス・上下水道工
事・通信事業

太陽光発電・電気・
ガス・上下水工事

1134 ㈲フレンドオートサービス 百済寺本町612-1 0749-46-0011 任せて安心　1日車検
自動車修理・販売・
車検

2508 薪遊庭　まきゆうてい 鯰江町西小松1443 0749-31-3064 薪ストーブと薪の販売　東近江産薪あります。 煙突設備・薪販売

1083 ムラヤマ工業 園町1006 0749-46-1649
建築関係全般ご相談下さい。住宅設備・電気工
事・太陽光発電その他

左官・給排水・電気
通信他

1161 安岡工務店 愛東外町688 0749-46-1160 建築・リフォーム

1156 吉岡仏壇店 北坂町581 0749-46-0403 仏壇製造・販売

1427 アヤハディオ湖東店 小田苅町2003 0749-45-0500 ホームセンター

1385 魚幸商店 下岸本町77 0749-45-2623
鮮魚全般、びわ湖川魚、惣菜、鮒寿司、活うなぎ
蒲焼　その他

湖魚販売

1399 奥村自転車商会 中岸本町708 0749-45-0410 スクーター修理販売　自転車修理販売 自動車・販売修理
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1348 加藤 ㈱ 横溝町308 0749-45-8188
外溝工事（エクステリア）　イメージCAD作成、見
積（無料）

建設業・外溝・エク
ステリア・ガーデン

1357 GARAGE・CHAMP　ガレージチャンプ 下一色町402-1 0749-45-5180 自動車整備・販売・車検
自動車修理・販売・
車検

1392 ㈱楠亀工務店 南菩提寺町636 0749-45-2052
地域の皆様に喜んで頂ける家づくりを目指して
おります。リフォーム等もお任せ下さい。

建築・リフォーム

1257 クレフィール湖東 平柳町22-3 0749-45-3871
レストラン”ＧＲＡＮＤ　ＴＡＢＬＥ”ステーキハウス
扇・ご宴会時にご利用下さい。

ホテル

1252 国領燃料店 平柳町1190 0749-45-1149 ガス・石油販売

1227 コジマ薬品　平和堂店 下岸本町77 0749-45-0678 医薬品・化粧品
医薬品・化粧品の
小売

1431 松 研 （湖東店のみ） 小田苅町834 0749-45-0471 飲食店

1415 小弥百貨店 小田苅町353 0749-45-0022 文具・事務用品・事務機・日用品 文具・雑貨販売

1490 造園　梶賀 百済寺本町2044-2 0749-46-1440
造園・土木設計施工　葉刈りもいたします。お見
積り無料です。

造園・土木工事

1263 ㈲タカノ電気 祇園町348 050-5802-1178
あなたの町のでんき屋さん。電気のことならお気
軽にご相談ください。

家電・販売修理・電
気工事

1451 ㈱辰己工務店 南清水町546-1 0749-45-8281
地域密着お施主様密着をモットーに健康省エネ
住宅を造っています

建築・リフォーム

1428 ㈲中嶋商会 小田苅町682-3 0749-45-0197 自動車販売、車検、点検修理は当店まで‼ 自動車・販売修理

1448 総合衣料　ノダマツ 南清水町154 0749-45-0212
オーダースーツ（特注サイズお得）仕事服・学生
衣料・刺繍ネーム

紳士・婦人服小売

1300 花はづき 中里町629-6 0749-45-0034 アレンジ花・いけ花・スタンド花・花鉢、観葉植物
花小売り・装飾花
全般

1368 廣一工務店 勝堂町1005 0749-45-0131 新築・増改築・木工製品
新築・増改築・木工
製品

1362 ㈱広田工務店 勝堂町950-1 0749-47-2211
リフォームから建替え・新築等なんでもご相談下
さい。

建築・リフォーム

1374 広田設備 勝堂町1113-2 0749-45-8098
太陽熱利用給湯システムによるエコリフォーム
いたします。

改築・リフォーム

1410 ㈱平和堂　湖東店 下岸本町77 0749-45-2630 食品スーパーマーケット
食料、衣料の総合
小売業

1486 花咲爺さん　マスダ園芸 池庄町2125-2 0749-45-3488
野菜苗・花苗の生産販売店‼植物の何でも悩み
相談所やってます。

花・種苗販売

1254 柳家 横溝町424 0749-45-0397 飲食店

1053 青木自転車商会 林町26-5 0748-42-0153 自転車・バイクの専門店　レンタサイクルの店 自転車販売・修理

4011 アズイン東近江　能登川駅前 林町20 0748-42-5588 宿泊料・会議室利用にご利用いただけます。 旅館、ホテル

640 イシナオ㈱ 佐野町726-1 0748-42-3823
TV等　家電・便所・フロ・リフォーム　電気・GAS・
上下水道工事

家電販売・電気工
事

836 ASA能登川・五個荘 林町780 0748-42-1234 朝日新聞・日本経済新聞・日刊スポーツ 新聞店

2579 auｼｮｯﾌﾟ能登川 垣見町523-1 0800-700-1763
携帯電話本体・関連オプション品の購入にご利
用ください。

携帯販売（AUショッ
プ）

781 莚賀堂表具店 能登川町629 0748-42-1475 表具・内装 表具・建具

1054 おうたや 林町48-4 0748-42-0405
カネボウ化粧品、日用品販売、お気軽にお立ち
寄りください。

日用品・化粧品販
売

1070 近江屋 垣見町777 0748-42-2186
男の着物・紳士スーツ別誂え　東近江地域の御
祭礼用品　繊維加工品全般

紳士・婦人服販売

1069 ㈲親玉製菓舗 垣見町772 0748-42-0201
よもぎ餅・黒糖ういろ、安くておいしいと評判で
す。

和菓子販売

1065 カナリヤ楽器㈲ 林町43-2 0748-42-0195
ヤマハ特約楽器店　他和洋楽器・楽譜・小物楽
器取り扱い

楽器販売・音楽教
室

1073 川真金物店 垣見町789 0748-42-0038 建設工具・材料販売 建築・生活金物

1074 ファッション＆きもの　きのした 垣見町782 0748-42-0130 真心と信頼の店 婦人服・呉服販売

730 クリスタルホール　能登川　 今町960-1 0120-098-367 ご葬儀施工、御供物、ご搬送承ります。 葬儀場

828 康雲堂 伊庭町271-1 0748-42-0034 仏壇・仏具専門店 仏壇・仏具専門店

954 小島オートサービス 栗見新田町689-1 0748-45-0923 自動車修理　販売　板金 自動車販売・修理

753 三協㈱ 猪子町58 0748-42-1161
地球に優しいエコライフ　自然に優しいオール電
化＆太陽光発電

住宅設備

806 繖電社 伊庭町2237 0748-42-1250
家電販売・電気工
事

4179 JAグリーン近江　能登川支店 山路町307 0748-45-0033 購買品

1018 塩平本店 垣見町1317 0748-42-0172 結納・慶弔贈答品販売
結納品・慶弔贈答
品



取扱店舗一覧（地域別、五十音順）

NO 事業所名 所在地住所 電話番号 取扱内容 業種

4174 スーパーフレスコ　能登川店 林町137 0748-42-8301
私たちは、京都に本社がある総合食品スーパー
です。フレスコへおいでやす！

食品総合小売業

960 ㈲スポットクリミ 栗見新田町850-1 0748-45-0477
パナソニックのお店　家電製品　電気工事他お
まかせ下さい

家電販売・電気工
事

1019 ㈲扇久 垣見町1318 0748-42-0002 女性の美の追求　きものと洋装・学生衣料の店 婦人服・呉服販売

853 創作和菓子　かわもと 山路町336-8 0748-42-0269 手作りでおいしい和菓子 和菓子販売

2640 ソフトバンク能登川 林町625 0748-42-58300
平成24年2月22日に新店オープンしました！ご
来店をお待ちしております。

携帯販売(ソフトバ
ンク）

633 ㈱大兼工務店 佐生町150 0120-15-4939 新築・リフォーム・家電購入にもご利用出来ます‼
建築・設計　監理・
施工

1025 田中自転車店 垣見町1376 0748-42-0548 自転車販売・修理

826 ㈱タナベエナジー 伊庭町291-2 0748-42-2014
LPガス及び関連機器　リフォーム全般並びに太
陽光発電

LPガス　リフォーム
全般

825 ㈱田辺消防システム 伊庭町252-69 0748-42-4567
消化器・住宅用火災警報器 ・防災用品（非常
食・保存水・毛布等）

消火器・住宅用警
報器・防災用品・消
防設備保守点検

741 ㈱東洋 垣見町525-3 0748-26-0144 新築・増改築/住宅設計、施工 住宅リフォーム

1006 外川善種苗園 佐野町730-1 0748-42-1258
ギフトに鉢花・観葉植物を！よせ植・ガーデニン
グ教室ご予算に応じて承ります

花・種苗販売

4172 ドラッグユタカ　能登川店 林町236 0748-42-9991 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用品・食品） ドラッグストア

629 ㈲鳥善 佐生町164-5 0748-42-0238
自家製惣菜、食料品一式　お料理、仕出し、和
洋酒一式

食料品販売・仕出
し弁当

1020 ㈱中澤ガラス店 佐野町672 0748-42-0303
エコ内窓で冷暖房効率を良くし電気代が節約で
きます。

ギフト用品販売

1045 中沢花店 垣見町719 0748-42-0418 お祝用・お供用（花束・フラワーアレンジメント）他 切り花小売

779 ㈲中島酒店 能登川町592 0748-42-0158 酒類小売・宅配 酒類販売

875 西﨑登記測量事務所 躰光寺町260 0748-42-0390
相続登記はお済ですか？登記全般、測量一式、
境界確定

不動産登記事務所

1024 ニシムラ風呂 能登川駅前　旭町通り 0748-42-0505 水まわり設備・お風呂・給湯設備 給排水設備工事

1046 ㈲能登川薬局片山回天堂 垣見町786 0748-42-0015
漢方、皮膚病の相談薬局。若甦はじめ日邦薬品
のお薬も取扱い。

調剤薬局

4175 Patisserie DE-JI 佐生町156-1 0748-26-7251
手作り洋菓子の販売のお店です。こだわりのお
菓子をお試しくださいませ

洋菓子製造小売

1038 お菓子工房　HIROSE 垣見町765 0748-42-2103 和洋菓子販売 和洋菓子製造小売

724 ㈲不二家具 垣見町250 0748-42-1191
家具とカーテン・ロールスクリーンなどの窓回り
品の販売・施工

家具販売

700 ㈲鮒清 種町1660-5 0748-42-1036 会席料理、鍋料理、仕出し 日本料理・仕出し

992 ㈱平和堂フレンドマート能登川店 垣見町1515 0748-42-3331
食料、住居関連品
等の総合小売業

1009 本庄治良堂薬局 垣見町800-5 0748-42-0055
ご家族の健康、応援します！"キョーレオピン、
松寿仙,我神散”

調剤薬局

756 マル井ふとん店 猪子町63-1 0748-42-1575
寝具各種製造販売・寝具リフォーム、カーテン、
ケアトランポリン

布団販売

1033 丸善呉服店 垣見町712 0748-42-0220
呉服・婦人服・各種衣料品　幼・保・小・中・高制
服及び体育着他

婦人服・呉服販売

993 ㈱丸善　能登川店 佐野町609-1 0748-42-5177 スーパーマーケット
食料、住居関連品
等の総合小売業

1055 メガネ２１　能登川店 林町52 0748-42-0179 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器取扱い
メガネ・コンタクトレ
ンズ販売

919 森野酒店 乙女浜町498 0748-45-0208 酒類販売

655 夢はうす　清水電化 佐野町535-3 0748-42-4034 テレビ＆オール電化 家電販売

228 ㈱朝比自動車工業所 川合町306 0748-55-0215
新車・中古車販売・車検・修理etc　お車の事なら
何でもおまかせ下さい

自動車修理・販売・
車検

4177 いよもんカフェ 市子川原町716-2 0748-55-8550
32種のドリンクと手づくりケーキ、軽食、ランチの
あるお店

飲食店

11 臼井製材 鋳物師町965-2 0748-55-0457 製材・木材販売

106 ENEOS 近江蒲生SS㈲池田石油 市子松井町160-1 0748-55-1048 ガソリンスタンド

200 オカスポーツ 桜川東町260 0748-55-0049 スポーツ用品店

115 ㈱蒲生工務店 市子河原町716-2 0120-76-5610
お客様のニーズに合わせて新築からちょっとし
た修繕まで対応しております

建築・設計　監理・
施工

3 かんべえ 鋳物師町857 0748-55-0420
衣料品全般・ギフト贈答品・雑貨・布団打直し、
学生服など

衣類品販売

16 ㈲共栄ガス 鋳物師町855-2 0748-55-2341 コスモガス・ダイヤガス・住設機器・燃料総合
ガス・住宅機器・燃
料総合
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101 さか川 市子殿町365 0748-55-5551
仕出し弁当・飲食
店

2577 (有)さかせマエダクリーニング蒲生店 市子川原町616-1 0748-55-1415
ふとん・着物・革製
品・コインランドリー

218 ㈱ショッパー桜川 桜川西町119-1 0748-55-0023 食料・仕出し弁当

48 しんみせ 鈴町18-1 0748-55-0519 酒類・たばこ・塩・ギフト
酒・たばこ・塩・ギフ
ト販売

2678 Dining 喰楽部　あんど 桜川西町801　第二蒲生ビル101 0748-55-2888 待ってま～す！！ 飲食店

182 ㈲ツジノオート 石塔町655 0748-55-0094
自動車販売・修理・
車検

66 ㈱寺嶋製作所 宮川町339-2 0748-55-0191
プレス加工・照明器
具販売

195 西川工務店 蒲生寺町205 0748-55-1300 住宅の新築・リフォーム
建築・設計　監理・
施工

252 野村醤油店 川合町1616 0748-55-0523 醤油製造販売

80 Y-style BARBER YASUDA 葛巻町275-4 0748-55-0824 理容業・カット総合など　ヘアカラー 理容所

260 林畳店 川合町1501 0748-55-0127
畳（各種畳新調・表替え他）売りっぱなしの商い
はいたしません！！

畳販売

251 ㈲平井百貨店 川合町1687 0748-55-0888
ガス・燃料販売・設
備工事

65 ファミリーヘアーサロン　ミルク 蒲生堂町543 0748-55-5210 美容室

231 フードショップ木又 木村町23 0748-55-0068
食品全般だけでなく仕出し・弁当にも御利用出
来ます。

食品・酒・弁当・た
ばこ・仕出し弁当等

204 福永喜三郎商店 桜川西町361-2 0748-55-0037 直営牧場で極めた本物の味 精肉販売

2574 ㈱フレンドマート蒲生店 市子殿町1386 0748-55-1116
食料、住居関連品
等の総合小売業

220 ㈲文平堂 桜川西町118 0748-55-3535 書籍　雑誌・文房具　ファンシー文具小売業 書籍・文具販売

199 ヘアーサロン　オオホラ 桜川東町429-1 0748-55-0145 理容所

110 Honda　Cars東近江　蒲生店 市子川原町640-2 0748-55-0043
ホンダの新車・中古車揃っております。車検・点
検・板金・保険もおまかせ下さい。

自動車販売･修理

136 増樹園 宮川町683-116 0748-55-5011
造園・外構・エクステリア石材工事・設計施工管
理

造園・外溝・エクス
テリア石材工事

20 日本料理　ますや 蒲生岡本町624 0748-55-0430
各種御宴会、会食、ランチ、仕出し料理、寿司、
弁当など　要予約

仕出し弁当・飲食
店

4183 まつい工芸 石塔町43-28 0748-56-1203
建築・設計　監理・
施工

60 松村電機 蒲生堂町467-1 0748-55-0250
家電販売・電気工
事

70 ㈲宮川自工 宮川町236-2 0748-55-0123
お車の販売から整備、鈑金などあなたの車をサ
ポートします！

自動車修理・販売・
車検

91 焼肉処　壱 市子殿町729 0748-55-3629 飲食店

83 安田電設 葛巻町388 0748-55-1587 電気工事

128 リカーショップコタニ 宮川町244-319 0748-55-2980
酒類小売業　酒類・たばこ・切手類　クリーニン
グ取次・クロネコ取次

酒類販売

4184 リフォーム設計滋賀 石塔町56 080-6162-3516
家のリフォームの設計や工事・住宅設備機器の
取替や修理依頼

リフォーム・住宅設
備工事

39 理容すず 田井町258 0748-55-2200 理容所


