
【スロープ】

名称 住所 業種

1 上板並自治会 米原市上板並59 自治会

2 串揚げ三昧honoobono 大津市末広町8-16 飲食

3 滋賀県中小企業家同友会 草津市野路8丁目13番1号 その他

【可動式テーブル】

名称 住所 業種

1 （医）水原医院 近江八幡市安土町小中218 医療

【車いす】

名称 住所 業種

1 石塚内科クリニック 蒲生郡竜王町小口1658-1 医療

【助聴器】

名称 住所 業種

1 しばやま耳鼻咽喉科クリニック 大津市春日町2-1ＣＯＣＯＬＡＳ大津202 医療

【筆談ボード】

１　大津地域

名称 住所 業種

1 （株）ピアライフ 大津市衣川一丁目18-31 不動産

2 ｃａｆｅ　ｂｏｎｂｏｎ 大津市京町四丁目5-23 飲食

3 ＳＡＬＯＮ　ＤＥ　ＥＴＯＩＬＥ 大津市梅林一丁目2-4 美容

4 ＴＨＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ 大津市春日町1-3 飲食

5 ビストロチッチ 大津市松本1丁目3-5森田ビル１Ｆ 飲食

6 道の駅妹子の郷 大津市和邇中528 観光

7 道の駅　びわ湖大橋米プラザ 大津市今堅田三丁目1-1 観光

8 𠮷川歯科医院 大津市大萱一丁目18番２号 医療

9 フロンティア薬局本宮店 大津市本宮一丁目2-9-26 医療

10 医療法人八木歯科 大津市神領一丁目12番15号 医療

11 スズキ薬局株式会社　スズキ調剤薬局 大津市大萱１丁目16-1 医療

12 スズキ薬局株式会社　スズキ調剤薬局におの浜店 大津市におの浜２丁目2-5スカイハイツ109号 医療

13 スズキ薬局株式会社　スズキ調剤薬局西大津店 大津市皇子が丘２丁目10-25大津マリー102号 医療

14 スズキ薬局株式会社　スズキ調剤薬局南郷店 大津市千町２丁目15-30 医療

15 株式会社ラパスファルマシア　おの薬局 大津市湖青一丁目1番14 医療

16 うかい歯科クリニック 大津市真野1-1-62江若交通ビル４Ｆ 医療

17 有限会社エム・ケイ・ファーマシー比良薬局 大津市本堅田1-18-17 医療

18 本宮調剤薬局株式会社 大津市本宮二丁目9－27 医療

19 佐田歯科医院 大津市和邇中浜336－3 医療

20 古藤歯科医院 大津市松原町13－37 医療

21 有限会社　サンエイ薬局 大津市中央3丁目5－9 医療

22 しらゆり歯科クリニック 大津市馬場1－7－12ＴＯＫＩＭＥＫＩビル3Ｆ 医療
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23 戸崎歯科医院 大津市和邇春日3－857－16 医療

24 さくら歯科医院 大津市大平2丁目4－15 医療

25 サポート薬局 大津市横木2丁目13－1 医療

26 (株）アイセイ薬局　アイセイ薬局唐崎店 大津市蓮池町14－25 医療

27 （株）ファーマエッジ　アイリス薬局 大津市唐崎3－1－10 医療

28 奥村歯科診療所 大津市本堅田3丁目4－7 医療

29 たかやま歯科医院 大津市馬場3丁目13－31 医療

30 ニスムラ薬局 大津市国分1丁目9番25号 医療

31 （株）マーメイド　さかのいち調剤薬局 大津市坂本3丁目32－21 医療

32 （株）ケイ・エム・シー　はぴねす調剤薬局 大津市御幸町1－28 医療

33 やまざき歯科クリニック 大津市園山2－15－20 医療

34 （株）マーメイド　ショコラ調剤薬局 大津市見世2丁目19－22コーポイボス101号 医療

35 ふるさと薬局（株）アモス 大津市里5丁目2－11 医療

36 ふるさと薬局石山駅前店　（株）アモス 大津市粟津町4－7石山駅前近江鉄道ビル1Ｆ 医療

37 （株）なの花西日本なの花薬局仰木の里店 大津市仰木の里7丁目1番13号 医療

38 （株）ティエスプラン　ティエス調剤薬局くろづ店 大津市黒津2丁目16－23 医療

39 （株）ベネディカル　ぱんだ薬局瀬田店 大津市大将軍3丁目24－8 医療

２　南部地域（草津、守山、栗東、野洲）

名称 住所 業種

1 草津市まちなか交流施設草津夢本陣 草津市草津二丁目10-21 観光

2 草津市観光案内所 草津市渋川一丁目1-16 観光

3 （株）オフィスワイズ 草津市草津町1514-1-104 小売

4 琵琶湖博物館レストランにほのうみ 草津市下物町1091 観光

5 （株）クサツエストピアホテル 草津市西大路町４番32号 宿泊

6 （医）耕悠会　草津いりえ歯科クリニック 草津市渋川1-2-26ザ・草津タワー２Ｆ 医療

7 （有）ムラセ薬局南草津店 草津市野路一丁目14番47号 医療

8 スズキ薬局株式会社　スズキ調剤薬局南草津店 草津市南草津１丁目1-8 医療

9 後藤歯科医院 草津市草津1-5-24 医療

10 純歯科医院 草津市大路1－1－1エルティ932　２F 医療

11 あすなろ薬局 草津市下笠町76－6 医療

12 医療法人あきひこ　アキヨシデンタルクリニック 草津市青地町692番地8 医療

13 （株）マーメイド　マリーピア薬局 草津市西大路町4－32 医療

14 医療法人きのせ歯科医院 草津市東矢倉2丁目8－5 医療

15 滋賀県中小企業家同友会 草津市野路8丁目13番1号 その他

16 医療法人かがやき歯科クリニック 草津市追分町南2丁目1－9 医療

17 （株）ティエスプラン　ティエス調剤薬局野路店 草津市野路5丁目4－1 医療

18 （株）ティエスプラン　ティエス調剤薬局草津駅前店 草津市渋川１丁目2－26ザ草津タワー２Ｆ 医療

19 （株）ティエスプラン　ティエス調剤薬局矢橋前店 草津市矢橋町1565－１ 医療

20 （有）未来　ドリーム薬局南草津店 草津市野路1丁目6－5 医療

21 米安珈琲焙煎所 守山市守山一丁目11-12 飲食

22 株式会社　清原 守山市古高町477番地の15 小売

23 あまが池プラザ 守山市勝部一丁目13-1 観光
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24 高橋歯科医院 守山市今宿1－2－15 医療

25 うの家 守山市守山一丁目10-2 観光

26 アロハ歯科 守山市勝部4-1088-101 医療

27 二町中西歯科医院 守山市二町町216－3 医療

28 hair's BEAU Ｌｉｅｎ 栗東市綣五丁目7-2 美容

29 栗東市観光物産協会 栗東市手原三丁目1-30 観光

30 （有）オーク　はな薬局栗東店 栗東市岡195番４ 医療

31 芦田歯科医院 栗東市御園1825 医療

32 大宝歯科医院 栗東市綣７丁目11-41 医療

33 浅田歯科医院 栗東市目川1057 医療

34 スズキ薬局株式会社　スズキ調剤薬局大宝店 栗東市霊仙寺一丁目2-19ESPO栗東１F 医療

35 スズキ薬局株式会社　スズキ調剤薬局栗東駅前店 栗東市綣二丁目4-5ウイングプラザ１F 医療

36 スズキ薬局株式会社　スズキ調剤薬局栗東店 栗東市安養寺１丁目１番20-102号 医療

37 ビックリー（株）マロン薬局 栗東市綣1丁目10－12 医療

38 （有）協同プラン　つなぐ薬局栗東店 栗東市手原5丁目6番14号 医療

39 （有）未来　ドリーム薬局手原店 栗東市手原3丁目11－4 医療

40 （株）ベネディカル　ツタ薬局栗東店 栗東市野尻590あかつきビル１Ｆ 医療

41 （株）ケイ・エム・シー　パンプキン調剤薬局 野洲市吉地1丁目1193－2 医療

42 樋上歯科医院 野洲市北野1丁目13番9 医療

３　甲賀地域(甲賀、湖南）

名称 住所 業種

1 hair's BEAU total ｂｅａｕｔｙ 甲賀市水口町的場１ 美容

2 hair's BEAU ａＲｃ 甲賀市水口町松栄3-20 美容

3 hair's BEAU Ｃｉｅｌ 甲賀市水口町貴生川233-2 美容

4 水口センチュリーホテル（株） 甲賀市水口町名坂170番地の１ 旅館

5 甲賀市ひと・まち街道交流館 甲賀市水口町八坂７の７ 観光

6 （医）馬場歯科医院 甲賀市水口町貴生川561番地１ 医療

7 （有）ひまわり薬局　東名坂店 甲賀市水口町東名坂189－1番地 医療

8 （有）ひまわり薬局　水口店 甲賀市水口町西林口440 医療

9 地方独立行政法人　公立甲賀病院 甲賀市水口町松尾1256番地 医療

10 木村歯科クリニック 甲賀市水口町城東4－8 医療

11 甲賀市観光協会 甲賀市甲南町野田810 観光

12 （株）レークケア甲賀薬局甲南店 甲賀市甲南町野尻499－1 医療

13 （有）さいとう調剤薬局信楽店 甲賀市信楽町長野1336－6 医療

14 湖南市観光協会案内所 湖南市岩根678-28 観光

15 十二坊温泉ゆらら 湖南市岩根678-28 観光

16 （有）福澤薬局 湖南市石部東2丁目5－37 医療

17 （有）福澤薬局　甲西店 湖南市平松北3丁目70 医療

18 （株）ティエスプラン　ティエス調剤薬局甲西店 湖南市正福寺1316番地1 医療

3 ページ



４　東近江地域（東近江、近江八幡、日野、竜王）

名称 住所 業種

1 奥永源寺渓流の里運営協議会 東近江市蓼畑町５１０番地 観光

2 日本料理　魚繁大王殿 東近江市小脇町2321 飲食

3 ベーカリーカフェＫＯＫＯＮ～江近～ 東近江市八日市本町7-8 飲食

4 （有）能登川薬局片山回天堂 東近江市垣見町786 医療

5 おがわ東歯科 東近江市佐野町403－7 医療

6 みなみ歯科 東近江市八日市金屋2-6-3 医療

7 スズキ薬局株式会社　スズキ調剤薬局能登川店 東近江市佐野町397-1 医療

8 井田歯科本院 東近江市八日市町10－21 医療

9 加藤歯科医院 東近江市横溝町874 医療

10 近江八幡駅北口観光案内所 近江八幡市鷹飼町 観光

11 白雲館（観光案内所） 近江八幡市為心町元9-1 観光

12 井田歯科医院武佐診療所 近江八幡市武佐町586‐3 医療

13 スナックハイフン 近江八幡市鷹飼町457-23 飲食

14 安土駅観光案内所 近江八幡市安土町上豊浦1303 観光

15 安土城郭資料館 近江八幡市安土町小中700 観光

16 （医）水原医院 近江八幡市安土町小中218 医療

17 おおまえ矯正歯科 近江八幡市出町917－2 医療

18 プラスファーマ株式会社 近江八幡市桜宮町299番地1 医療

19 （有）ひまわり薬局　ひまわり薬局近江八幡店 近江八幡市西本郷町東6番6 医療

20 医療法人中村歯科医院 近江八幡市古川町字川向1173番50 医療

21 横矢診療所 近江八幡市鷹飼町1588 医療

22 富永歯科医院 近江八幡市千僧供町591－1 医療

23 竜王町観光協会 蒲生郡竜王町大字小口３番地 観光

24 コウ歯科クリニック 蒲生郡竜王町大字小口1658－1 医療

25 金谷歯科医院 蒲生郡竜王町大字山之上4599 医療

26 住井歯科医院 蒲生郡日野町河原1-7 医療

５　湖東地域（彦根、愛荘、多賀、甲良、豊郷）

名称 住所 業種

1 鳥羽や旅館 彦根市河原三丁目1-23 旅館

2 （有）ブックプラザ 彦根市銀座町6-4 小売

3 彦根観光協会 彦根市本町一丁目12-5 観光

4 彦根市観光案内所 彦根市古沢町40-7 観光

5 彦根観光センター 彦根市尾末町1-51 観光

6 小鉢クリーニング店 彦根市京町1丁目7-10 小売

7 カフェ＆キッチンぽえむ 彦根市船町2-11 飲食

8 ヨシダ書店 彦根市京町三丁目３番２１号 小売

9 （有）魚浩 彦根市河原2-2-2 小売

10 曽我歯科医院 彦根市後三条町260-3 医療

11 北村歯科医院 彦根市城町2丁目15-7 医療

12 ステムメンズヘアー 彦根市戸賀町95-17 美容
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13 （株）薬膳企画　いなえ澁谷薬局 彦根市西川町385－3 医療

14 いけだ内科医院 彦根市野瀬町18－8 医療

15 愛知川駅コミュニティハウス・るーぶる愛知川 愛知郡愛荘町市895-3 観光

16 中山道愛知川宿街道交流館・愛知川ふれあい本陣 愛知郡愛荘町愛知川38-2 観光

17 湖東三山館あいしょう 愛知郡愛荘町松尾寺1395-1 観光

18 （株）サン・アイビー　ツタ薬局愛荘店　 愛知郡愛荘町市916-4 医療

19 カドヤ薬局 愛知郡愛荘町島川1236 医療

20 山口歯科医院 犬上郡多賀町多賀1614－21 医療

21 甲良町観光案内所 犬上郡甲良町金屋1549-4 観光

22 （株）ファルマスター　ヤクゴ薬局豊郷店 犬上郡豊郷町8丁目19－2 医療

６　湖北（長浜、米原）

名称 住所 業種

1 長浜駅観光案内所 長浜市北船町1-5 観光

2 笹口歯科医院 長浜市弥高町100 医療

3 岡野歯科医院 長浜市元浜町７番30号 医療

4 医療法人社団中村歯科 長浜市神照町34-7 医療

5 草野歯科 長浜市神照町668 医療

6 森島歯科医院 長浜市高田町6－3 医療

7 道の駅塩津海道あじかまの里 長浜市西浅井町塩津浜1765 観光

8 近江塩津駅　海道・あぢかまの宿 長浜市西浅井町余266 観光

9 永原駅　コミュニティハウス 長浜市西浅井町大浦1098-4 観光

10 木ノ本駅観光案内所 長浜市木之本町木之本1472 観光

11 長浜市立湖北病院 長浜市木之本町黒田1221番地 医療

12 （株）クスリのアオキ　クスリのアオキ宮司薬局 長浜市宮司町677番地 医療

13 （有）グッドライフ　にしあざい調剤薬局 長浜市西浅井町大浦2590 医療

14 松原歯科医院 米原市下多良一丁目16番地 医療

15 （有）くすりのタケシタ 米原市下多良1-59 医療

16 （株）ヤマグチ薬局　ヤマグチ薬局米原入江店 米原市入江1673－2 医療

７　高島

名称 住所 業種

1 道の駅くつき新本陣 高島市朽木市場777 観光

2 道の駅マキノ追分峠 高島市マキノ町海津897-27 観光

3 道の駅藤樹の里あどがわ 高島市安曇川町青柳1162-1 観光

4 横木歯科医院 高島市安曇川町西万木793 医療

5 公益社団法人びわ湖高島観光協会 高島市新旭町旭一丁目10番地１ 観光

6 六ツ矢崎浜オートキャンプ場 高島市新旭町深溝 観光

7 近江今津駅観光案内所 高島市今津町名小路１丁目 観光

8 安曇川駅観光案内所 高島市安曇川町西万木 観光

9 近江高島駅観光案内所 高島市勝野 観光

10 医療法人社団松田歯科医院 高島市新旭町新庄459番地2 医療

11 藤本歯科医院 高島市新旭町新庄625番地1 医療

12 とうじゅ薬局 高島市新旭町旭1－8－5　エスパ内 医療
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