
湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

飲食店 中小規模店 

居酒屋まいど 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1-1-18 アルタンスビル 1B 

 077-598-6140 

営業時間：17:30〜24:00  定休日：不定休 

主な取扱商品：鮮魚・近江牛・地鷄・近江鴨 

飲食店 中小規模店 

近江牛焼肉華火 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1 丁目 13－18 相原ビル 

 0775-99-5057  

営業時間：17:30〜22:30  定休日：水曜日 

主な取扱商品：焼肉 

家具・家電販売店 中小規模店 

ナイスプラザニシモト 

〒520-2423 滋賀県野洲市西河原 2383 

 077-589-2035 

営業時間：9:00〜19:00  定休日：日祝 

飲食店 中小規模店 

鮨雅 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野１丁目２１-２５ 

 077-587-3657 

営業時間：11:00〜14:00／18:00〜21:00  定休日：月曜日 

主な取扱商品：寿司・会席料理・酒 

その他小売店 中小規模店 

糀屋吉右衛門 

〒520-2323 滋賀県野洲市三上 1039 

 077-587-0397 

営業時間：9：00〜18：00  定休日：日曜日 

主な取扱商品：糀、味噌、甘酒 

 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

飲食店 中小規模店 

焼肉たから 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 855 

 077-587-0391 

営業時間：7：00〜23：30  定休日：年末年始 

菓子・デザート・パン 中小規模店 

きなこっぺ本店 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 2199-4 

 050-3627-0070 

営業時間：10:00-17:00  定休日：日曜 

主な取扱商品：きなこ揚げパン 

菓子・デザート・パン 中小規模店 

きなこっぺキッチンカー 

〒520-2435 滋賀県野洲市乙窪 205 番地 1 

 050-3627-0070 

営業時間：10:00-17:00  定休日：不定休 

主な取扱商品：きなこ揚げパン 

飲食店 中小規模店 

串焼十段 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1 丁目 7-20 

 077-575-1607 

営業時間：18:00〜24:00  定休日：月曜日（不定休） 

主な取扱商品：鶏肉 

スーパーマーケット・ショッピングセンター 大規模店 

丸善 野洲店 

〒520-2333 滋賀県野洲市栄 5-3 

 077-586-2468 

営業時間：9：30〜21：00  定休日：不定休 

主な取扱商品：食料品等 

 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

その他小売店 中小規模店 

セントラルホテル野洲 

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅９４８－１ 

 077-588-0101 

営業時間：24 時間  定休日：無休 

主な取扱商品：パン・お弁当等 

飲食店 中小規模店 

キッチンピュア 

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅９４８－１ 

 077-586-0831 

営業時間：11:30〜16:00  定休日：土日祝 

飲食店 中小規模店 

本格炭火焼うなぎ近江牛 沙羅 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 940 

 077-587-3131 

営業時間：11:00〜14:00／17:00〜20:30  定休日：不定休 

主な取扱商品：鰻重 近江牛ステーキ膳 

飲食店 中小規模店 

旬彩鰻彩 きた川 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1 丁目 11-6 

 077-586-5005 

営業時間：11:00~14:00／17:30~22:00  定休日：日曜日 

主な取扱商品：うなぎ 

飲食店 中小規模店 

小川珈琲 野洲店 

〒520-2323 滋賀県野洲市三上神守田 498 

 077-587-2175 

営業時間：9:00〜19:00  定休日：無休 

 

 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

飲食店 中小規模店 

大衆酒場 一本松 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 2114-8 

 077-596-3504 

営業時間：17:30〜25:00  定休日：日曜日 

その他小売店 中小規模店 

まるぜん化粧品店 

〒520-2341 滋賀県野洲市行畑 1-13-4 

 077-587-0223 

営業時間：9:30〜19:30  定休日：日曜日、第 1 月曜日 

主な取扱商品：化粧品 

飲食店 中小規模店 

俺のカレー食堂輪 野洲本店 

〒520-2313 滋賀県野洲市大篠原 67 

 077-586-2667 

営業時間：平日 11:00〜14:30／土日祝 11:00〜20:30  定休日：不定休 

飲食店 中小規模店 

炭火やきとりとりちゃん 野洲本店 

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅 2458 

 077-587-2323 

営業時間：11:30〜14:00／17:00〜24:00  定休日：なし 

飲食店 中小規模店 

季節料理 佐兵衛 

〒520-2412 滋賀県野洲市六条 389 

 077-589-5590 

営業時間：11:00〜14：30／17：00〜22：00  定休日：水曜日 

 

 

 

 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

飲食店 中小規模店 

馳走屋とみはら 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1 丁目 21-23 

 077-584-4020 

営業時間：17:00〜24:00  定休日：日曜日 

主な取扱商品：天然魚、地元野菜、地酒 

その他小売店 中小規模店 

苺屋はな 

〒520-2332 滋賀県野洲市妙光寺 215 

 080-1458-2942 

営業時間：10:00〜15:00  定休日：不定休 

主な取扱商品：イチゴ、イチゴジャム 

飲食店 中小規模店 

Cafe＋dining LOOP 

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅 2356 

 077-599-0910 

営業時間：11:00~16:00  定休日：水曜日 

 

飲食店 中小規模店 

酔人 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1-9-18 

 077-587-4325 

営業時間：17:00〜23:00  定休日：日曜日 

理容・美容店 中小規模店 

HAIR MAKE I’s 

〒520-2304 滋賀県野洲市永原 1018-3 

 077-587-2369  

営業時間：8:00〜19:00  定休日：月曜日、第 1・第 3 火曜日 

主な取扱商品：カット・カラーリング・パーマ 

 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

理容・美容店 中小規模店 

ヘアースポットウエムラ 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 826-6 

 077-587-3947 

営業時間：9:00〜19:00  定休日：月曜日、火曜日 

飲食店 中小規模店 

洋食喫茶 武 

〒520-2412 滋賀県野洲市六条３８９番地 

 077-589-2125 

営業時間：11:00〜18：30  定休日：水曜日 

飲食店 中小規模店 

ドロップス 

〒520-2353 滋賀県野洲市久野部 167-2 

 077-509-7179 

営業時間：18:00〜24:00  定休日：無し 

その他小売店 中小規模店 

有限会社南製茶 

〒520-2435 滋賀県野洲市乙窪 122 

 077-589-2158 

営業時間：9:00〜18:00  定休日：水曜日 

主な取扱商品：茶  

家具・家電販売店 中小規模店 

レッツ野洲 

〒520-2342 滋賀県野洲市野洲 941-3 

 077-587-0611 

営業時間：9：30〜19：00  定休日：水曜日 

主な取扱商品：電化製品 

 

 

 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

飲食店 中小規模店 

串かつ×おばんざい ぞのさんち 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1 丁目 7-19 山元ビル 1F 

 077-574-8464 

営業時間：17:00〜24:00  定休日：火曜日 

主な取扱商品：薄衣のサクサク串かつ 

飲食店 中小規模店 

NAMASTE POOJA 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 2039-4 

 077-587-6372 

営業時間：11:00〜15:00／17:00〜22:00  定休日：第 1 火曜日、第 3 火曜日 

主な取扱商品：カレー 

スーパーマーケット・ショッピングセンター 大規模店 

平和堂 アル・プラザ野洲 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 1000 番地 

 077-588-5500 

営業時間：HP 参照  定休日：不定休 

主な取扱商品：食料品、衣料品、住居関連品等 

スーパーマーケット・ショッピングセンター 大規模店 

平和堂 フレンドマート中主店 

〒520-2423 滋賀県野洲市西河原 2 丁目 2372 番地 

 077-589-2346 

営業時間：HP 参照  定休日：不定休 

主な取扱商品：食料品、衣料品、住居関連品等 

衣料・身の回り品取扱店 中小規模店 

しもむら 

〒520-2423 滋賀県野洲市西河原 330-1 

 077-589-2023 

営業時間：9 時 30 分〜18 時 30 分  定休日：月曜日 

 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

その他小売店 中小規模店 

株式会社ヤススポーツ 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 1161 番地 1 

 077-587-1451 

営業時間：09:30〜19:30  定休日：無 

主な取扱商品：スポーツ用品 

その他小売店 中小規模店 

ティーズインフォメーションサービス 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 2213-4 小林ビル 1F 

 077-588-3351 

営業時間：平日 9:00〜18:00／土曜日 9:00〜16:00  定休日：日祝 

主な取扱商品：パソコン修理、販売 

飲食店 中小規模店 

仕出し・御料理 魚万楼 

〒520-2313 滋賀県野洲市大篠原 1743-1 

 077-587-0398  

営業時間：10:00〜19:00  定休日：水曜日 

主な取扱商品：日本料理、幕の内弁当、TakeOutBento 

その他小売店 中小規模店 

サイクルロード ISOBE 

〒520-2332 滋賀県野洲市妙光寺 316-1 

 077-588-3171 

営業時間：10:00〜19:00  定休日：水曜日、木曜午前中 

主な取扱商品：スポーツサイクル販売修理 

飲食店 中小規模店 

アラディン 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1-21-20 

 077-587-2208 

営業時間：8:00~17:00  定休日：水曜日 

主な取扱商品：コーヒー 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

その他小売店 中小規模店 

ERI のふうせん屋さん 

〒520-2323 滋賀県野洲市三上 1222-1 

 077-587-1235 

営業時間：10:00〜18:00  定休日：火曜日、第 2・第 4 水曜日 

飲食店 中小規模店 

中国菜 秀 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1-8-23-101 

 077-587-4818 

営業時間：昼)月曜日〜金曜日(祝日除く)11:30〜13:30/夜)月曜日〜土曜日 17:30〜22:00 

定休日：日曜日 

理容・美容店 中小規模店 

Trip Salon くれよん 

〒 滋賀県(出張範囲→野洲市、守山市、栗東市) 

 090-1713-9040  

営業時間：9:00〜18:00  定休日：不定休 

主な取扱商品：訪問美容(カット、カラー、パーマ) 

理容・美容店 中小規模店 全店共通 PT 専用 PT 

CREW HAIR 

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅 948-1 イワイビル 1 階 

 077-586-6879 

営業時間：10:00~20:00  定休日：月曜日、第 1 月曜日・火曜日、第 3 日曜日・月曜日 

菓子・デザート・パン 中小規模店 

梅元老舗 本店 

〒520-2342 滋賀県野洲市野洲２６７ 

 077-587-0068 

営業時間：9:00〜18:00  定休日：火曜日 

主な取扱商品：和菓子 

 

 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

菓子・デザート・パン 中小規模店 

梅元老舗 駅前店 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原２２１３－４小林ビル 

 077-588-0200 

営業時間：09:15〜18:00／日祝日は 17:00 閉店  定休日：不定休 

主な取扱商品：和菓子 

飲食店 中小規模店 

やきとり大吉 野洲南店 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 1990-1 中央ハイツエクセレンス 

 077-587-3804 

営業時間：17:45〜23:00  定休日：月曜日、火曜日 

その他サービス業 中小規模店 

あなたの今を最高に撮る 株式会社ななイロ 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 2111-11 

 090-1581-4343 

営業時間：9:00〜17:00 （受付終了）  定休日：無休 

主な取扱商品：出張撮影 前撮り（成人式、結婚式）、お宮参り、終活、思い出写真、 

宣材写真撮影 ホームページ写真差替え撮影 

その他サービス業 中小規模店 

ちかまつ鍼灸整骨院 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1 丁目 13-6-1 階 

 077-588-2227 

営業時間：月〜金 9:00〜12:00／15:30〜19:40（13:00〜14:30 自費のみ受付） 

土曜日 9:00〜13:30 

定休日：土曜日午後、日曜日、祝日 

主な取扱商品：自費整体、自費骨盤矯正、自費鍼灸治療 

飲食店 中小規模店 

地酒・一品料理 せかんどはうす 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1-9-9 

 077-586-2411 

営業時間：11:00~14:00／17:00~24:00  定休日：日曜日 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

飲食店 中小規模店 

NOBODA store 

〒520-2323 滋賀県野洲市三上 1218-4 

 077-507-9482 

営業時間：11:00〜17:00  定休日：不定休 

飲食店 中小規模店 

飲み食い処にゃんこ 

〒520-2333 滋賀県野洲市栄 2-8 湖南工芸 1F1 号 

 077-586-3837 

営業時間：13:00〜24:00  定休日：日曜日 

その他小売店 中小規模店 

リカーショップ ナカヤマ 

〒520-2423 滋賀県野洲市西河原 2534 

 077-589-3768 

営業時間：9:00〜19:30  定休日：毎月曜日、第 3 日曜日 

主な取扱商品：酒類・飲料 

その他小売店 中小規模店 

メナードフェイシャルサロン野州西河原 

〒520-2423 滋賀県野洲市西河原 2322-1 

 077-576-1550 

主な取扱商品：化粧品、健康食品 

その他小売店 中小規模店 

松喬堂 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 1992-7 

 077-588-2430 

営業時間：10：00〜18：00  定休日：木曜日・日祝 

主な取扱商品：漢方薬 

 

 

 

 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

菓子・デザート・パン 中小規模店 

梅元老舗 駅前店 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原２２１３－４小林ビル 

 077-588-0200 

営業時間：09:15〜18:00／日祝日は 17:00 閉店  定休日：不定休 

主な取扱商品：和菓子 

飲食店 中小規模店 

やきとり大吉 野洲南店 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 1990-1 中央ハイツエクセレンス 

 077-587-3804 

営業時間：17:45〜23:00  定休日：月曜日、火曜日 

その他サービス業 中小規模店 

あなたの今を最高に撮る 株式会社ななイロ 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 2111-11 

 090-1581-4343 

営業時間：9:00〜17:00 （受付終了）  定休日：無休 

主な取扱商品：出張撮影 前撮り（成人式、結婚式）、お宮参り、終活、思い出写真、 

宣材写真撮影 ホームページ写真差替え撮影 

その他サービス業 中小規模店 

ちかまつ鍼灸整骨院 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1 丁目 13-6-1 階 

 077-588-2227 

営業時間：月〜金 9:00〜12:00／15:30〜19:40（13:00〜14:30 自費のみ受付） 

土曜日 9:00〜13:30 

定休日：土曜日午後、日曜日、祝日 

主な取扱商品：自費整体、自費骨盤矯正、自費鍼灸治療 

飲食店 中小規模店 

地酒・一品料理 せかんどはうす 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1-9-9 

 077-586-2411 

営業時間：11:00~14:00／17:00~24:00  定休日：日曜日 



湖国のお店応援『ここクーポン』 野洲市商工会会員 参加店舗 

（令和 4 年 2 月 1 日時点、順不同） 

その他サービス業 中小規模店 

ISHIZUKA MARINE 

〒524-0201 滋賀県野洲市吉川１６４５－３ 

 077-589-5148   営業時間：9:00〜18:00 

定休日：火曜日 

飲食店 中小規模店 

w シークレット 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1 丁目 9-18 チアーハウス 3F-2 

 077-587-6666  営業時間：11:00〜14:00、17:00〜21:00 

定休日：不定休 

主な取扱商品：ふぐ料理 滋賀の地酒 

飲食店 中小規模店 

鳥男 birdman 

〒520-2361 滋賀県野洲市北野 1 丁目 12-18 

 077-599-1239  営業時間：17:30〜24:00 

定休日：月曜日 

主な取扱商品：焼き鳥 

飲食店 中小規模店 

BISTRO cote 

〒520-2341 滋賀県野洲市行畑 1 丁目 8-2 

 077-535-1768  営業時間：11:00〜14:30、18:00〜21:30 

定休日：月曜日、第 1 日曜日、第 3 火曜日 

菓子・デザート・パン 中小規模店 

シカゴピザ 野洲店 

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 1990-1 中央ハイツエクセレンス 1F 

 077-586-5777  営業時間：11:00〜22:00 

定休日：なし 
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スーパーマーケット・ショッピングセンター 大規模店 

西友 野洲店 

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅 1013 

 077-586-3601  営業時間：24 時間 

定休日：無し 

 

 

 

 

 

 

 

 


