
「2022年版滋賀県民手帳」取扱店舗（セブンイレブンは３ページ以降に掲載）

店名 電話番号

滋賀県職員生活協同組合(県内９か所)

イオンスタイル大津京店（文具売り場） 大津市 皇子が丘3-11-1 077-528-5700

未来屋書店　大津京店 大津市 皇子が丘3-11-1　イオンスタイル大津京店 4F 077-510-2412

アヤハディオ瀬田店 大津市 玉野浦1-1 077-543-4777

龍谷大学　瀬田学舎丸善購買部 大津市 瀬田大江町横谷１－５ 龍谷大学瀬田学舎智光館１階 077-543-5135

滋賀県立美術館　Kolmio in the museum 大津市 瀬田南大萱町1740－1 077-543-2111

ニューヤマザキデイリーストア大津市役所店 大津市 御陵町3-1　大津市役所内新館1F 077-525-0170

澤五車堂 大津市 中央１－５－２ 077-524-2683

アヤハディオ大津店 大津市 におの浜1丁目1-3 077-522-2223

HYPERBOOKS 大津京店 大津市 松山町１２-８ 077-511-4101

本のがんこ堂　石山駅前店 大津市 粟津町3-2　JR石山駅前NKビル2F 077-533-7717

大垣書店 フォレオ大津一里山店 大津市 一里山7-1-1 フォレオ大津一里山1F 077-547-1020

平和書店　TSUTAYA アル・プラザ瀬田店 大津市 月輪1-3-8 アル・プラザ瀬田内 077-543-2458

平和堂アル・プラザ堅田（文具売り場） 大津市 本堅田５丁目20番10号 077-573-3111

平和書店　TSUTAYA 堅田店 大津市 今堅田2-11-5 077-573-1123

コメリハード＆グリーン堅田店 大津市 今堅田二丁目８８１番地の１ 077-571-2433

アヤハディオ堅田店 大津市 衣川1丁目36-7 077-573-1115

アヤハディオ西大津店 大津市 見世1丁目12-20 077-524-8451

平和書店　坂本店 大津市 坂本7-24-1 平和堂坂本店３F 077-578-5356

おかだ書店 大津市 和邇中101-2 077-594-3314

-CONNECT- 大津市 真野２丁目7-1エスカルゴビル３階 077-574-2560

大津びわ湖合同庁舎売店 大津市

宮脇書店　彦根店 彦根市 尾末町2-20 0749-23-8860

太田書店 彦根市 銀座町6-6 0749-22-0748

ホームプラザナフコ　彦根店 彦根市 高宮町1525-1 0749-21-6005

天晨堂　ビバシティブックセンター 彦根市 竹ヶ鼻町43-1　ビバシティ彦根1F 0749-24-2118

ビバシティ平和堂（文具売り場） 彦根市 竹ヶ鼻町43-1　 0749-27-5555

滋賀県立大学生活協同組合 彦根市 八坂町2500　滋賀県立大学内ショップ 0749-25-4832

カインズ彦根 彦根市 馬場2丁目1-1　 0749-26-1000

HYPERBOOKS 彦根店 彦根市 戸賀町145－2 0749-30-5151

アヤハディオ南彦根店 彦根市 戸賀町60-1 0749-26-2533

平和書店　アル・プラザ彦根店 彦根市 大東町2-28 アル・プラザ彦根　１F 0749-27-3459

平和堂アル・プラザ彦根（文具売り場） 彦根市 大東町２番28号 0749-24-4111

コメリハード＆グリーン木之本店 長浜市 木之本町黒田855番 0749-82-8085

カーマホームセンター長浜店 長浜市 川崎町字羽織町226-1 0749-65-6481

三洋堂書店　長浜店 長浜市 小堀町424 0749-64-1834

平和堂アル・プラザ長浜（文具売り場） 長浜市 小堀町450 0749-65-7700

いけだ書店　長浜店 長浜市 小堀町450　平和堂アル・プラザ２階 0749-63-9350

イオン長浜店（文具売り場） 長浜市 山階町271-1 0749-68-5500

Sunmusic 長浜店 長浜市 大辰巳町字樋口37 0749-63-0222

HYPERBOOKS 長浜店 長浜市 八幡中山町681-3 0749-65-7220

長浜市役所内　福祉コンビニ 長浜市 八幡東町632　長浜市役所本庁舎１F 0749-62-2003

アヤハディオ長浜店 長浜市 八幡東町131 0749-63-8111

ホームプラザナフコ　高月店 長浜市 高月町柏原503-1 0749-85-8111

三洋堂書店　高月店 長浜市 高月町東物部三安112-1 0749-85-8134

慶雲館 長浜市 港町2-5 0749-62-0740

長浜鉄道スクエア 長浜市 北船町1-41 0749-63-4091

曳山博物館 長浜市 元浜町14－8 0749-65-3300

本のがんこ堂　アクア店 近江八幡市 鷹飼町179　アクア21　3F 0748-38-5671

カーマホームセンター近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町223-1 0748-38-8787

所在地

県庁新館、南部、守山、甲賀、東近江、湖東、湖北、木之本、高島の各県合同
庁舎内



三洋堂書店　近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町北2丁目3-4 0748-36-0934

宮脇書店　近江八幡店 近江八幡市 鷹飼町南3-7　イオン近江八幡4F 0748-38-8008

イオン近江八幡店（文具売り場） 近江八幡市 鷹飼町南3丁目7番 0748-38-0330

キタジマ和光堂 近江八幡市 西本郷町221-4 0748-37-7337

平和書店　アル・プラザ近江八幡店 近江八幡市 桜宮町202-1 アル・プラザ近江八幡3F 0748-31-2707

平和堂アル・プラザ近江八幡（文具売り場） 近江八幡市 桜宮町202-1 0748-31-2880

Sunmusic 近江八幡店 近江八幡市 白鳥町97－1 0748-32-3011

アヤハディオ八幡西ノ庄店 近江八幡市 西ノ庄町1251 0748-33-2121

ショップのぞみ 草津市 草津三丁目13-30 草津市役所 地下1F 077-561-5802

BookHouseひらがき　エイスクエア店 草津市 西渋川1-23-23　ＳＡＲＡ2F 077-561-6598

ディオワールド草津店 草津市 西渋川１丁目23-1 077-561-6555

平和堂アル・プラザ草津（文具売り場） 草津市 西渋川１丁目23-30 077-561-6200

TSUTAYA BOOKSTORE 近鉄草津 草津市 渋川1-1-50　近鉄百貨店草津４階 077-598-0059

HYPERBOOKS 駒井沢店 草津市 駒井沢町85 077-568-0111

イオンスタイル草津（文具売り場） 草津市 新浜町300番地 077-599-6000

喜久屋書店 草津店 草津市 新浜町300番地 イオンモール草津2F 077-516-1118

ジュンク堂書店　滋賀草津店 草津市 大路1-1-1 ガーデンシティ草津　B1F 077-569-5553

HYPERBOOKS かがやき通り店 草津市 追分南3丁目25番4号 077-566-0077

アヤハディオ追分店 草津市 追分南２丁目11番11号 077-596-3611

琵琶湖博物館　ミュージアムショップおいでや 草津市 下物町1091 077-568-4846

本のがんこ堂　守山店 守山市 古高町福田393-19（丸善スーパー横） 077-582-7560

平和書店　アル・プラザ守山店 守山市 播磨田町185-1 アル・プラザ守山2F 077-581-1963

平和堂アル・プラザ守山（文具売り場） 守山市 播磨田町185-1 077-581-1800

アヤハディオ守山店 守山市 播磨田町680-1 077-582-9411

Sunmusic 守山店 守山市 梅田町28-1 077-581-2777

本のがんこ堂　守山駅前店 守山市 勝部一丁目1-21 077-584-5460

宮脇書店　ピエリ守山店 守山市 今浜町2620-5 ピエリ守山1F 077-584-4106

平和書店　アル・プラザ栗東店 栗東市 綣2丁目3-22 アル・プラザ栗東2F 077-554-9898

アヤハディオ栗東店 栗東市 小柿8丁目1-13 077-552-2222

コメリパワー栗東店 栗東市 下鈎41番地１ 077-554-8611

ケーヨーデイツー甲賀店 甲賀市 甲南町竜法師338-3 0748-86-1700

ウイング甲南店（フレンドタウン内） 甲賀市 甲南町竜法師338-3フレンドタウン甲賀 0748-86-6910

HYPERBOOKS 水口店 甲賀市 水口町名坂８３８ 0748-65-1220

アヤハディオ水口店 甲賀市 水口町水口5555 0748-62-7771

TSUTAYA BOOKSTORE 水口 甲賀市 水口町水口6084-1　西友水口店１階 0748-63-0383

カインズ甲賀店 甲賀市 水口町泉1405 0748-63-8000

コメリパワー水口店 甲賀市 水口町水口5914番地 0748-65-4975

平和書店　アル・プラザ水口店 甲賀市 水口町本綾野566-1 アル・プラザ水口1F 0748-65-3510

平和堂アル・プラザ水口（文具売り場） 甲賀市 水口町本綾野566-1 0748-62-7101

陶芸の森　陶芸館 甲賀市 信楽町勅旨2188－7 0748-83-0909

本のがんこ堂　野洲店 野洲市 栄5-3（丸善スーパー内） 077-586-3226

ふたば書房 アルプラザ野洲店 野洲市 小篠原1000番 アル・プラザ野洲2F 077-586-3751

近江富士花緑公園 野洲市 三上519 077-586-1930

TSUTAYA甲西店 湖南市 吉永355-5 0748-72-6800

西谷書店 湖南市 下田1517-1 0748-75-0051

本のがんこ堂　石部店 湖南市 石部東6-1-7（丸善スーパー横） 0748-76-2520

平和書店　石部店 湖南市 石部中央6丁目1-31 平和堂石部店2F 0748-77-8625

アヤハディオ安曇川店 高島市 安曇川町西万木２０２ 0740-32-8090

玉垣芳文堂 高島市 安曇川町田中299 0740-32-0171

平和書店　TSUTAYAあどがわ店 高島市 安曇川町西万木55 （平和堂あどがわ店隣接） 0740-32-3482

B.PASS　年輪 高島市 今津町舟橋2-7-1 0740-22-4770

平和書店　今津店 高島市 今津町今津1688 平和堂今津店2F 0740-22-8182



ホームプラザナフコ　高島店 高島市 新旭町旭346番1 0740-25-8291

アヤハディオ今津店 高島市 今津町今津1653 0740-22-1116

有限会社ハヤシ 高島市 勝野1336 0740-36-0006

アヤハディオ湖東店 東近江市 小田苅町2003 0749-45-0500

あいとうマーガレットステーション 東近江市 妹町184-1 0749-46-1110

文平堂 東近江市 桜川西町１１８ 0748-55-3535

コメリハード＆グリーン八日市店 東近江市 中野町５４８番地 0748-25-1522

カーマホームセンター能登川店 東近江市 林町９１ 0748-43-6033

三洋堂書店　八日市店 東近江市 東中野町４－２３ 0748-20-1334

平和書店　TSUTAYA能登川店 東近江市 垣見町1515 （フレンドマート能登川店隣接） 0748-42-8225

HYPERBOOKS 八日市店 東近江市 東沖野1丁目4番6号 0748-20-4550

コミュニティショップMitte 東近江市

平和書店　アル・プラザ八日市店 東近江市 八日市浜野町3-1 アル・プラザ八日市3F 0748-20-0505

ホームプラザナフコ　米原店 米原市 間田６３４ 0749-55-8191

コメリパワー米原店 米原市 飯1022番地１ 0749-52-8501

コメリハード＆グリーン日野店 蒲生郡 日野町松尾８４４番７ 0748-52-9005

平和書店　フレンドタウン日野店 蒲生郡 日野町松尾８４４－１０　１階 0748-52-9200

ホームプラザナフコ　日野店 蒲生郡 日野町松尾８９５－１ 0748-52-9561

カルチャーハウス・イシオカ 蒲生郡 日野町松尾5-47 0748-53-3451

平和堂フレンドマート 竜王店（サービスカウンター） 蒲生郡 竜王町小口1664-1（竜王町役場向い） 0748-58-5400

希望が丘文化公園　青年の城 蒲生郡 竜王町薬師1178 077-586-2110

コメリハード＆グリーン愛知川店 愛知郡 愛荘町豊満砂川原１２６５番 0749-42-8150

ブックプラザ文栄堂　愛知川店 愛知郡 愛荘町豊満490-2 0749-42-3372

三洋堂書店　豊郷店 犬上郡 豊郷町沢250-1　アストパワーセンター内 0749-35-4234

セブン-イレブン 県内 ※一部の店舗のみ。以下に別掲しています。

ふたば書房　山科駅前店 京都府 京都市山科区安朱中小路町５　ビエラ山科２Ｆ 075-592-3530

滋賀県情報発信拠点　ここ滋賀 東京都 中央区日本橋2-7-1　東京日本橋タワー１Ｆ 03-6281-9871

入荷数が少ない店舗もあります

店      名     電話番号

大津鏡が浜 大津市 鏡が浜1-5 077-525-5011

大津松山町 大津市 松山町74-6 077-525-2728

ハートインJR大津京駅前 大津市 皇子が丘２丁目8-1 077-528-5220

KOYO大津赤十字病院 大津市 長等１丁目1－35 077-527-0225

ハートインビエラ大津 大津市 春日町1-3 077-510-5571

JR大津駅前 大津市 春日町2-1 077-521-0373

大津おごとマリーナ 大津市 雄琴4-494-1 077-579-0425

大津阪本 大津市 比叡辻1-15-11 077-579-5133

ハートインJRおごと温泉駅前 大津市 雄琴北１丁目3-18 077-578-1920

大津坂本３丁目 大津市 坂本3-1451-1 077-579-5305

ハートインJR堅田駅前 大津市 真野１丁目1-72 077-574-2051

大津真野２丁目 大津市 真野2-7-41 077-573-7227

大津真野４丁目 大津市 真野4-20-16 077-574-1144

大津本堅田５丁目 大津市 堅田5-10-5 077-573-7890

大津仰木の里 大津市 仰木の里1-2-10 077-574-0655

大津伊香立公園前 大津市 伊香立下在地町4-566-1 077-598-2236

近江舞子 大津市 南小松931-4 077-596-1174

大津膳所駅前通り 大津市 馬場２丁目7-1 077-521-7386 

ハートインJR膳所駅改札口 大津市 馬場２丁目11-8 077-521-1131

大津木下町 大津市 木下町18-23 077-523-5607

ハートインJR石山駅南口 大津市 粟津町3-1 077-531-2313

大津石山駅前 大津市 粟津町6-3 077-537-8787

セブン-イレブン「2022年版滋賀県民手帳」販売店一覧

所在地

八日市緑町10-5　東近江市役所本館1Ｆ



大津国分１丁目 大津市 国分1-24-16 077-537-3722

大津瀬田西インター 大津市 瀬田3-24-6 077-543-8823

大津大江７丁目 大津市 大江7-8-11 077-545-8006

キヨスクJR瀬田駅改札口 大津市 大萱１丁目10 077-545-8585

瀬田駅前 大津市 大萱１丁目17-5 077-543-2707

大津大将軍 大津市 大将軍１丁目14-12 077-544-1404

大津月輪 大津市 月輪２丁目6-25 077-543-3711

大津一里山 大津市 一里山3丁目15-1 077-544-6578

彦根城前 彦根市 尾末町7 0749-26-3835

ハートインJR彦根駅北口 彦根市 古沢町40-2 0748-21-2435

彦根大堀町 彦根市 大堀町716 0749-27-6882

彦根地蔵町 彦根市 東沼波町183-1 0749-27-0512

彦根蓮台寺 彦根市 蓮台寺町64-1 0749-25-3501

彦根岡町 彦根市 岡町105-5 0749-23-1911

彦根平田町 彦根市 平田町152-2 0749-22-6978

彦根平田小学校前 彦根市 平田町630-2 0749-24-7634

彦根平田南 彦根市 平田町790 0749-22-3181

彦根小泉町 彦根市 小泉町128-1 0749-27-2441

彦根日夏 彦根市 日夏町3684-2 0749-28-2505

彦根中薮町 彦根市 中藪町601-7 0749-24-5107

南彦根駅東口 彦根市 西今町59 0749-24-4433

南彦根駅北 彦根市 西今町134 0749-26-7250

彦根野瀬町 彦根市 野瀬町162 0749-23-0112

彦根市立病院 彦根市 八坂町1882 0749-27-7557

彦根八坂町 彦根市 八坂町2042-1 0749-26-7071

彦根駅前 彦根市 大東町1-1 0749-24-4050

彦根銀座町 彦根市 河原2丁目1-1 0749-27-4655

彦根南川瀬町 彦根市 南川瀬町1490-1 0749-25-2722 

彦根日電硝子前 彦根市 下稲葉町494-1 0749-43-4872

彦根新海町 彦根市 新海町2183他12筆 0749-47-8010

長浜神照町 長浜市 神照町725-6 0749-64-3040

長浜馬車道通り 長浜市 八幡中山町461-3 0749-64-3177

長浜北中学校前 長浜市 八幡中山町1154-1 0749-65-3871

国道八幡東 長浜市 八幡東町58－1 0749-62-7837

長浜八幡東町 長浜市 八幡東町424-6 0749-65-8525

長浜平方町 長浜市 平方町100 0749-65-2961

長浜宮前町 長浜市 宮前町6-4 0749-63-4005

長浜祇園町 長浜市 祇園町138-11 0749-63-7178

長浜駅前 長浜市 元浜町1-3 0749-65-7366

長浜公園町 長浜市 公園町1414 0749-65-5036

びわ町曽根 長浜市 曽根町1259-1 0749-72-5202

北近江高月 長浜市 高月町井口1392－16 0749-85-2370

滋賀高月 長浜市 高月町高月917 0749-85-5447

長浜内保東 長浜市 内保町238-15 0749-74-4818

湖北下山田 長浜市 下山田975 0749-78-1805

湖北小谷 長浜市 小谷郡上町10－1 0749-78-0010

湖北町速水 長浜市 湖北町速見275 0749-78-0056

木之本インター口 長浜市 木之本町黒田1085-2 0749-82-2063

西浅井塩津 長浜市 西浅井町祝山646 0749-88-0071

長浜インター 長浜市 西上坂町282-3 0749-63-2359

長浜加納町 長浜市 加納町字上角田887-1 0749-63-4480

長浜本庄町 長浜市 本庄町701-3 0749-63-8561

長浜バイオ大学前 長浜市 田村町1401-1 0749-65-3810

長浜球場前 長浜市 宮司町147 0749-65-8288

近江八幡野田町 近江八幡市 野田町18 0748-37-8567



近江八幡千僧供町 近江八幡市 千僧供町259-1 0748-37-7303

近江八幡白鳥町 近江八幡市 白鳥町96-1 0748-34-8120

近江八幡若宮町 近江八幡市 東町57-1 0748-37-1993

近江八幡池田本町 近江八幡市 中小森町1277-1 0748-32-5638

近江八幡江頭町 近江八幡市 江頭町本尺寺433 0748-36-8882

近江八幡土田町 近江八幡市 土田町811 0748-33-7541

KOYO近江八幡総合医療センター 近江八幡市 土田町1379 0748-32-4741

近江八幡鷹飼町 近江八幡市 鷹飼町1634-11 0748-36-5753

ハートインJR近江八幡駅北口 近江八幡市 鷹飼町字上地蔵597－1 0748-31-3120

近江八幡桜宮町 近江八幡市 桜宮町212-12 0748-36-6979

近江八幡駅南 近江八幡市 鷹飼町南3-5-8 0748-37-4876

安土常楽寺 近江八幡市 安土町常楽寺1993-1 0748-46-3053

草津志那中 草津市 志那中町1７-1 077-568-3135

草津平井町 草津市 平井1丁目10-2 077-566-3491

ハートインJR草津駅改札内 草津市 渋川1-1 077-561-0686

草津野村５丁目 草津市 野村5-4-3 077-567-0122

草津中学校前 草津市 草津3丁目14-16 077-567-6737

草津青地町 草津市 青地町522 077-562-7112

草津若草 草津市 若草1丁目6-5 077-562-7749 

近江草津バイパス 草津市 野路東5-1-2 077-565-3966

ハートインJR南草津駅東口 草津市 野路１丁目14-1 077-561-3813

国道南くさつ 草津市 野路1-17-27 077-565-9788

草津野路 草津市 野路7-18-1 077-567-4317

草津矢橋北 草津市 矢橋町1813-1 077-564-6580

草津南笠東 草津市 南笠東１丁目5－27 077-565-9666

草津南笠町 草津市 笠山5丁目1-76 077-561-6738

KOYO滋賀医科大学付属病院 草津市 笠山７丁目6－53 077-567-2032

守山播磨田町 守山市 播磨田町1266-1 077-583-4698

守山成人病センター前 守山市 下之郷１丁目字上鎌田654-1 077-581-3200

守山石田町 守山市 石田町599-3 077-585-2381

守山吉身５丁目 守山市 吉身1-11-38 077-582-6056

守山市民病院前 守山市 守山4-13-18 077-583-3449

守山駅東口 守山市 浮気町300-29 077-583-7163

守山古高町 守山市 古高町275 077-582-5872

守山市民ホール前 守山市 金森町471-1 077-581-0646

守山水保町 守山市 水保町字北川1311-3 077-585-7366

琵琶湖大橋東口 守山市 水保町1357 077-585-4321

守山立田町 守山市 立田町4196-3 077-585-5882

栗東金勝 栗東市 御園2000 077-558-0911

栗東小野 栗東市 小野186-33 077-554-1230

栗東中央 栗東市 上鈎167-1 077-552-0231

栗東上鈎南 栗東市 上鈎300-1 077-552-0660

栗東中沢 栗東市 中沢３丁目1-1 077-552-2951

栗東工業団地前 栗東市 下鈎836-3 077-551-1411

栗東駅前 栗東市 綣3-7-12 077-554-2850

栗東綣 栗東市 綣９丁目１３－１３ 077-554-5405

栗東宅屋 栗東市 出庭542 077-552-1118

栗東出庭 栗東市 出庭2009 077-554-1230

栗東林西 栗東市 林字瀬戸町417-1 077-554-3039

水口町松尾 甲賀市 水口町水口692-7 0748-63-4660

甲賀市役所前 甲賀市 水口町水口字狐塚6035-7 0748-62-1777

水口庚申口 甲賀市 水口町牛飼字流2216-1 0478-62-7890

水口泉 甲賀市 水口町泉1415-4 0748-63-7789

土山中学校前 甲賀市 土山町北土山548-4 0748-66-0118



土山町市場 甲賀市 土山町大野4949-1 0748-67-0368

信楽牧 甲賀市 信楽町牧1370-1 0748-83-1234

信楽町中野 甲賀市 信楽町中野591-1 0748-82-2122

信楽長野 甲賀市 信楽町長野1183-1 0748-82-3808

甲南町新治 甲賀市 甲南町新治2037-1 0748-86-0876

甲南病院前 甲賀市 甲南町葛木宇田1016 0748-86-5883

甲賀大原市場 甲賀市 甲賀町大原市場893 0748-88-5505

野洲南桜 野洲市 南櫻1792-1 077-586-3222

野洲栄 野洲市 小篠原1825-3 077-586-2627

野洲市役所前 野洲市 小篠原字木ノ下2057-6 077-586-2701

野洲妙光寺 野洲市 妙光寺296-1 077-586-6745

野洲行畑１丁目 野洲市 行畑１丁目7-3 077-586-7701

野洲冨波 野洲市 冨波甲994-1 077-586-7817

野洲市三宅 野洲市 市三宅字渕ケ上2642 077-586-6760

野洲中主 野洲市 吉地596-10 077-589-3004

石部文化ホール前 湖南市 石部中央4-8-57 0748-77-6767

甲西ダイハツ工場前 湖南市 下田676 0748-75-3677

甲西水戸 湖南市 水戸町3-1 0748-75-4936

湖南三雲 湖南市 三雲271-1 0748-72-0907

甲西郵便局前 湖南市 針228-1 0748-72-8158

甲西駅前 湖南市 平松字堂ノ前767 0748-72-5857 

甲西菩提寺 湖南市 菩提寺1031-1 0748-74-2748

湖南岩根 湖南市 岩根583-5 0748-75-3675

湖南岩根中央 湖南市 岩根中央3-42 0748-72-2228

滋賀安曇川五番領 高島市 安曇川五番領11-1 0740-32-3567

安曇川駅前 高島市 安曇川町末広3-2-1 0740-32-2991

新旭バイパス 高島市 新旭町饗庭1629-1 0740-25-4893

滋賀新旭 高島市 新旭町熊野本字上土立143-1 0740-25-5594 

今津南新保 高島市 今津町南新保371-1 0740-22-3950

近江今津駅前 高島市 中沼１丁目３－５ 0740-22-0088

海津大崎 高島市 マキノ町海津2000-1 0740-28-0202

マキノ工業団地前 高島市 マキノ町西浜1172-2 0740-28-1117

八日市東浜町 東近江市 八日市東浜町195-1 0748-22-7675

八日市インター 東近江市 妙法寺町715－1 0748-24-1533

八日市布施 東近江市 布施町2243-3 0748-23-2715

八日市小脇 東近江市 小脇町2372-1 0748-25-5085

東近江小田苅 東近江市 小田苅町1953-1 0749-45-1572

湖東横溝 東近江市 横溝町302 0749-45-0617

東近江永源寺 東近江市 青野町4710 0748-27-0288

能登川垣見 東近江市 垣見町1369 0748-42-3380

能登川中学校前 東近江市 垣見町1603 0748-42-1322

東近江栗見新田 東近江市 栗見新田町921-1 0748-45-0220

五個荘日吉町 東近江市 五個荘日吉町14 0748-48-5023

五個荘南 東近江市 五個荘北町屋町235 0748-48-5811

五個荘清水鼻 東近江市 五個荘清水鼻町123-4 0748-48-6400

キヨスクJR米原駅改札口 米原市 米原475 0749-52-8659

米原インター 米原市 樋口224 0749-54-0115

米原一色 米原市 一色字諏訪129-1 0749-54-3455

近江宇賀野 米原市 宇賀野239-5 0749-52-6763

米原顔戸南 米原市 顔戸622-1 0749-52-2767

米原野一色 米原市 野一色471-2 0749-55-0170

伊吹春照 米原市 春照2147 0749-58-1668

日野町松尾 蒲生郡 日野町松尾三丁目斗862 0748-53-1137

滋賀日野高校前 蒲生郡 日野町日田里の浦63-1 0748-52-5206



日野町工業団地前 蒲生郡 日野町北脇字大破谷249-10 0748-53-0233

滋賀竜王町綾戸 蒲生郡 竜王町綾戸805-1 0748-57-2187

竜王インター 蒲生郡 竜王町小口1304-3 0748-58-2112

秦荘安孫子 愛知郡 愛荘町安孫子943-3 0749-37-4544

愛荘町市 愛知郡 愛荘町市字前田105 0749-42-5288

愛知川中宿 愛知郡 愛荘町中宿179-4 0749-42-5606

愛知川豊満 愛知郡 愛荘町豊満557-2 0749-42-5107

多賀大社前 犬上郡 多賀町多賀1675-1 0749-48-0448


