
1 滋賀県職員生活協同組合 県庁売店 京町四丁目1番1号

2 イオンリテール㈱ イオン西大津店 皇子が丘3-11-1

3 イズミヤ㈱ イズミヤ堅田店 今堅田3丁目11番1号

4 ㈱大光 アミカ瀬田店 玉野浦1-15

5 御饅頭処餅兵 御饅頭処餅兵 中央二丁目5-37

6 (有)クリーニングショップ丸善 大津京店 柳川2丁目6−2

7 生活協同組合コープしが コープぜぜ店 竜が丘1-1

8 生活協同組合コープしが コープかたた店 衣川1丁目17-7

9 ㈱ダイエー 瀬田店 一里山1-3-1

10 ㈱トライアルカンパニー スーパーセンタートライアル滋賀大津店 玉野浦10番1号

11 ㈱トロワランジェ トロワランジェ 梅林１丁目3-4

12 ㈱バロー 真野店 真野6丁目7番1号

13 ㈱バロー 大津店 におの浜四丁目7番6号

14 ㈱バロー 茶が崎店 茶が崎4番3号

15 ㈱ハートフレンド フレスコZEZE店 丸の内町8-24

16 ㈱ハートフレンド フレスコ四ノ宮店 横木1丁目11-3

17 ㈱ハートフレンド フレスコ大津店 中央1丁目8番3号

18 ㈱ハートフレンド フレスコみどり店 緑町1-1

19 ㈱ハートフレンド フレスコ向陽店 向陽町5-1

20 ㈱ハートフレンド フレスコ国分店 国分1丁目34-45

21 ㈱ハートフレンド セリオフレスコ膳所駅前店 馬場2丁目6-10

22 ㈱ハートフレンド フレスコ神領店 神領3丁目8-5

23 ㈱ハートフレンド フレスコ仰木の里店 仰木の里7丁目1-15

24 ㈱ハートフレンド フレスコ堅田店 今堅田 2-19-4

25 ㈱平和堂 フレンドマート唐崎店 見世2丁目11番35号

26 ㈱平和堂 フレンドマート大津京店 柳川2丁目6番2号

27 ㈱平和堂 フレンドマート雄琴駅前店 雄琴北2丁目2-10

28 ㈱平和堂 坂本店 坂本7丁目24番1号

29 ㈱平和堂 アル･プラザ堅田 本堅田5丁目20番10号

30 ㈱平和堂 和迩店 和迩中浜432番地

31 ㈱平和堂 フレンドマート大津西の庄店 西の庄20番1号

32 ㈱平和堂 平和堂石山店 松原町13番15号

33 ㈱平和堂 フレンドマート膳所店 中庄2丁目1番85号

34 ㈱平和堂 フレンドマート石山寺辺店 石山寺4丁目14番1号

35 ㈱平和堂 フレンドマート南郷店 南郷１丁目9番12号

36 ㈱平和堂 フレンドマートグリーンヒル青山店 青山5丁目13番35号

37 ㈱平和堂 フレンドマート瀬田川店 瀬田1丁目31番1号

38 ㈱平和堂 アル･プラザ瀬田 月輪1丁目3番8号

39 ㈱平和堂 スーパーフレンド大石店 大石東4丁目4番12号

40 ㈱平和堂 フレンドマート大津なかまち店 長等2丁目2番17号

41 ㈱平和堂 フレンドマート大津テラス店 打出浜14番30号

42 ㈱平和堂 フレンドマート大津駅前店 春日町1番5

43 マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ膳所店 におの浜3丁目1番14

44 マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ大津京店 二本松1番1

45 マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ大津月輪店 月輪3丁目31番1号

46 ㈱マツヤスーパー マツヤスーパー大津美崎店 美崎町5番地1号

47 ユニー㈱ ピアゴ一里山店 一里山7丁目1番地1号

48 ㈱リカーマウンテン あらいぜき店 黒津2-15-1

49 ㈱リカーマウンテン 西大津店 桜野町2-3-12

50 ㈱リカーマウンテン 雄琴店 雄琴6丁目13番27号

51 ㈱リカーマウンテン 膳所店 竜が丘4-37

52 ㈱リカーマウンテン 瀬田大江店 大江三丁目8-13

53 ㈱リカーマウンテン 真野店 朝日町14-1

54 ㈱リカーマウンテン 石山寺店 石山寺4丁目5

1 イオンビッグ㈱ ザ・ビッグエクストラ彦根店 古沢町255-1

2 滋賀県職員生活協同組合 湖東支部売店 元町4-1

3 ㈱大光 アミカ彦根店 西今町字伊庭929-1

4 生活協同組合コープしが コープながはま店 宮司町1200番地

5 ㈱トライアルカンパニー 彦根店 川瀬馬場町220番地

6 ㈱トライアルカンパニー 彦根松原店 松原町1904番地3

7 ㈱パリヤ パリヤサンペデック店 長曽根南町472-2

8 ㈱バロー 彦根店 西沼波町字カヨ田264-1

9 ㈱バロー 南彦根店 野瀬町170番

10 ㈱フタバヤ 彦根店 高宮町1686

11 ㈱ベイシア 彦根店 馬場2-1-1

12 ㈱平和堂 アル･プラザ彦根 大東町2番28号

13 ㈱平和堂 ビバシティ平和堂 竹ヶ鼻町43番地の1

14 ㈱平和堂 彦根銀座店 銀座町6番10号

15 ㈱平和堂 フレンドマート大藪店 長曽根南町428番地

16 ㈱平和堂 フレンドマート稲枝店 野良田町300番地の1

17 ㈱平和堂 日夏店 日夏町字堀溝3703番地の1

18 ㈱平和堂 フレンドマート彦根地蔵店 地蔵町180番地の3

19 ㈱丸善 彦根店 小泉町692

20 ㈱リカーマウンテン 南彦根店 小泉町866-1

大津市

彦根市

レジ袋無料配布中止実施事業者の店舗一覧(令和４年３月31日現在)

事業者名 店舗名店舗所在市町 住所



1 イオンビッグ㈱ ザ・ビッグ高月店 高月町東物部45-1

2 イオンリテール㈱ イオン長浜店 山階町271-1

3 滋賀県職員生活協同組合 湖北支部売店 平方町1152-2

4 滋賀県職員生活協同組合 木之本支部売店 木之本町黒田1234

5 ㈱大光 アミカ長浜店 八幡中山町字上居屋町500-2

6 ㈱バロー 長浜店 神照町神田39番地

7 ㈱フタバヤ 長浜店 八幡中山町1141-1

8 ㈱平和堂 アル･プラザ長浜 小堀町450

9 ㈱平和堂 フレンドマート長浜駅前店 北船町1番15号

10 ㈱平和堂 木之本店 木之本町木之本字五位1570番地の4

11 ㈱平和堂 フレンドマート浅井店 三田町1322番地

12 ㈱平和堂 フレンドマート湖北店 湖北町八日市1011番

13 ㈱平和堂 フレンドマート長浜祇園店 祇園町298番1

14 ㈱平和堂 フレンドマート長浜平方店 平方町331番地

15 ㈱リカーマウンテン 虎姫店 五村193

16 ㈱リカーマウンテン 長浜店 八幡東町浅ノ本435-2

17 ㈱リカーマウンテン 高月店 高月町井口下ワサ田1400-1

1 イオンリテール㈱ イオン近江八幡店 鷹飼町南3丁目7番

2 グリーン近江農業協同組合 安土支店 安土町下豊浦4735

3 グリーン近江農業協同組合 大中の湖支店 大中町579

4 グリーン近江農業協同組合 八幡東支店 上田町1310

5 グリーン近江農業協同組合 八幡北支店 多賀町614

6 グリーン近江農業協同組合 ジェネット八幡 小船木町578－2

7 グリーン近江農業協同組合 ファーマーズマーケットきてか～な 多賀町872

8 ㈱トライアルカンパニー スーパーセンタートライアル近江八幡店 小船木町831番地1

9 ㈱平和堂 アル･プラザ近江八幡 桜宮町202-1

10 ㈱平和堂 篠原店 上野町1番地1

11 ㈱平和堂 フレンドマート・Ｄ武佐店 武佐町字鳥居前518番地の1

12 ㈱平和堂 フレンドマート安土店 安土町下豊浦2780番地の1

13 ㈱平和堂 フレンドマート江頭店 江頭町418番地の2

14 ㈱平和堂 フレンドマート八幡上田店 上田町1285番地1

15 ㈱平和堂 フレンドマート八幡鷹飼店 鷹飼町452

16 ㈱丸善 近江八幡店 堀上町127-8

17 ㈱リカーマウンテン 近江八幡店 西庄町2018-1

1 イオンリテール㈱ イオン草津店 新浜町300番地

2 滋賀県職員生活協同組合 南部支部売店 草津3丁目14-75

3 スター㈱ グリーンヒル店 若草1丁目2-1

4 (株)パスカルシステム パスカル薬局 大路1-11-16

5 ㈱バロー 草津店 草津町1986

6 ㈱阪食 阪急ｵｱｼｽ草津店 大路1-1-1JR草津駅前ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ草津1階

7 ㈱平和堂 アル･プラザ草津 西渋川1丁目23番30号

8 ㈱平和堂 くさつ平和堂 大路1丁目10番27号

9 ㈱平和堂 フレンドマート上笠店 上笠4丁目4番18号

10 ㈱平和堂 フレンドマート南草津店 南草津5丁目1番地1

11 ㈱平和堂 フレンドマート追分店 追分町1236番地

12 ㈱平和堂 フレンドマート志津東草津店 追分町5番

13 ㈱平和堂 フレンドマート草津大路店 大路2丁目1－36

14 マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ駒井沢店 駒井沢町78

15 ㈱マツヤスーパー 矢倉店 東矢倉4丁目555番地

16 ㈱リカーマウンテン 草津西店 野村4丁目1-16

17 ㈱リカーマウンテン 南草津店 南草津3丁目2-1

18 ㈱リカーマウンテン 笠山店 笠山5丁目3番25号

1 おうみ冨士農業協同組合 ファーマーズマーケットおうみんち 洲本町2785

2 滋賀県職員生活協同組合 守山支部売店 守山町5-26

3 ㈱大光 アミカ滋賀守山店 大門町23

4 スター㈱ 守山水保店 水保町1490

5 生活協同組合コープしが コープもりやま店 勝部3丁目15-30

6 ㈱バロー 守山駅東店 浮気町361

7 ㈱バロー 守山小島店 小島町1376-1

8 ㈱平和堂 アル･プラザ守山 播磨田町185-1

9 ㈱平和堂 守山店 梅田町5番6号

10 ㈱平和堂 フレンドマート河西店 播磨田町739番地

11 ㈱平和堂 フレンドマート守山水保店 水保町1267番地

12 ㈱丸善 守山店 古高町379

13 ㈱リカーマウンテン 守山店 古高町395番3

1 アグリの郷栗東㈱ 道の駅アグリの郷栗東 出庭961-1

2 アグリの郷栗東㈱ アグリちゃんハウス 大橋2丁目5

3 スター㈱ 栗東辻店 辻527-1

4 スター㈱ 栗東安養寺店 安養3丁目2-18

5 ㈱バロー 栗東苅原店 栗東市苅原146

6 ㈱平和堂 アル･プラザ栗東 綣2丁目3番22号

7 ㈱平和堂 フレンドマート・D小柿店 小柿9丁目11番13号

8 ㈱平和堂 フレンドマート栗東御園店 御園810番

9 ㈱平和堂 フレンドマート栗東店 安養寺八丁目1番12号

長浜市

草津市

守山市

店舗所在市町

近江八幡市

店舗名 住所事業者名

栗東市



1 イオンビッグ㈱ ザ・ビッグエクスプレス甲南店 甲南町野尻558

2 滋賀県職員生活協同組合 甲賀支部売店 水口町水口6200

3 ㈱ツジヤ ジョイ甲南店 甲南町深川1718

4 ㈱ツジヤ ジョイ甲賀店 甲賀町大原市場9-1

5 ㈱バロー 水口店 水口町水口5975-1

6 ㈱ベイシア 甲賀店 水口町泉1405

7 ㈱リカーマウンテン 水口店 水口町水口5546-1

8 ㈱平和堂 アル･プラザ水口 水口町本綾野566番地の1

9 ㈱平和堂 フレンドマート土山店 土山町頓宮175番地

10 ㈱平和堂 フレンドマート信楽店 信楽町長野623-3

11 ㈱平和堂 フレンドマート甲南店 甲南町竜法師338-3

1 イオンビッグ㈱ ザ・ビッグエクストラ野洲店 乙窪字長繰480番1

2 ㈱魚忠 魚忠ママセンター 吉地1155

3 おうみ冨士農業協同組合 ファーマーズマーケットおうみんち中主店 六条1319-1

4 おうみ冨士農業協同組合 ファーマーズマーケットおうみんち野洲店 小篠原2142-3

5 ㈱平和堂 アル･プラザ野洲 小篠原1000番地

6 ㈱平和堂 フレンドマート中主店 西河原2丁目2372番地

7 ㈱丸善 野洲店 栄5-6

8 ㈱リカーマウンテン 野洲店 冨波乙810-4

1 イオンビッグ㈱ ザ・ビッグ・エクストラ湖南店 岩根4580

2 ㈱トライアルカンパニー スーパーセンタートライアル湖南店 柑子袋250番地5

3 ㈱平和堂 甲西中央店 中央1丁目38番地

4 ㈱平和堂 石部店 石部中央6丁目1番31号

5 ㈱平和堂 甲西店 岩根867番地の5

6 ㈱平和堂 フレンドマート菩提寺店 菩提寺新町3丁目65

7 ㈱丸善 石部店 石部東6-1-2

8 ㈱リカーマウンテン 甲西店 吉永330-1

1 (有)クリーニングショップ丸善 丸善平和堂あどがわ店 安曇川町西万木55

2 (有)クリーニングショップ丸善 工場 安曇川町五番領185

3 (有)クリーニングショップ丸善 丸善平和堂エスパ店 新旭町旭１丁目8-5

4 (有)クリーニングショップ丸善 今津Ａコープ店 今津町住吉2丁目5-1

5 (有)クリーニングショップ丸善 丸善バロー店 安曇川町西万木230

6 滋賀県職員生活協同組合 高島支部売店 今津町今津1758

7 新旭町農業協同組合 Ａコープパネス 高島市新旭町旭一丁目10-5

8 ㈱バロー 安曇川店 安曇川西万木230番

9 ㈱平和堂 あどがわ店 安曇川町西万木55番地

10 ㈱平和堂 今津店 今津町今津1688番地

11 ㈱リカーマウンテン 安曇川店 安曇川町西万木230

12 ㈲綿庄食品店 綿庄食品店 勝野209-6

1 グリーン近江農業協同組合 五個荘支店 五個荘竜田町327

2 グリーン近江農業協同組合 能登川支店 東近江市栗見新田町28-1

3 グリーン近江農業協同組合 八日市南支店 中小路町444

4 グリーン近江農業協同組合 八日市北支店 建部日吉町634

5 グリーン近江農業協同組合 八日市西支店 下羽田町162

6 グリーン近江農業協同組合 永源寺支店 市原野町33

7 湖東農業協同組合 湖東味咲館 横溝町424

8 滋賀県職員生活協同組合 東近江支部売店 八日市緑町7-23

9 ㈱ハートフレンド フレスコ能登川店 林町137

10 ㈱平和堂 アル･プラザ八日市 浜野町3番1号

11 ㈱平和堂 フレンドマート五個荘店 五個荘石塚町24番地

12 ㈱平和堂 フレンドマート湖東店 下岸本町77番地

13 ㈱平和堂 フレンドマート蒲生店 市子殿町1386番地

14 ㈱平和堂 フレンドマート能登川店 垣見町1515番地　

15 マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ八日市店 岡田町字野上118

16 マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ東近江店 青葉町2番8-1

17 ㈱丸善 能登川店 佐野町609-8

18 ㈱リカーマウンテン 八日市店 八日市本町4-14

19 ㈱リカーマウンテン 能登川店 林町110番1

1 NPO法人いきいきおうみ 物産交流館さざなみ(道の駅近江母の郷) 宇賀野1364-1

2 (有)伊吹・旬彩 伊吹の里旬彩の森 伊吹1732-1

3 醒井水の宿駅 醒井水の宿駅 醒井688-10

4 ㈱バロー 近江店 飯15番1

5 ㈱フタバヤ 近江店 顔戸1063-1

6 ㈱平和堂 フレンドマート山東店 間田字東柏戸413番地

7 ㈱平和堂 フレンドマート米原駅前店 下多良二丁目45番地

8 ㈱リカーマウンテン 近江店 顔戸1392-1

1 グリーン近江農業協同組合 ジェネット日野 大字河原2丁目55

2 ㈱平和堂 フレンドマート日野店 松尾844-10

1 グリーン近江農業協同組合 ジェネット竜王 大字弓削1670－1

2 ㈱平和堂 フレンドマート竜王店 小口1664番地1

3 ㈱みらいパーク竜王 道の駅竜王かがみの里 大字鏡1231番地‐2

4 ㈱みらいパーク竜王 アグリパーク竜王 大字山之上6526番地

1 ㈱平和堂 愛知川店 愛知川58

2 ㈱平和堂 フレンドマート秦荘店 東出490番2

3 ㈱リカーマウンテン 秦荘店 東出字柳の北505

1 イオンビッグ㈱ ザ・ビッグ豊郷店 大字高野瀬197番地1

2 ㈱丸善 アスト店 沢250-8

甲良町 1 ㈱丸善 Kモール店 在士800

店舗所在市町

愛荘町

住所

東近江市

事業者名 店舗名

甲賀市

米原市

日野町

竜王町

野洲市

高島市

湖南市

豊郷町



1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津石山駅前 粟津町6番3号

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津伊香立公園前 伊香立下在地町566-5

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津一里山 一里山3丁目15-1

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津仰木の里 仰木の里1丁目2-10

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津月輪 月輪2丁目622-1

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津国分１丁目 国分1丁目24-16

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津坂本３丁目 坂本3丁目1451-1

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津駅前 春日町2-1

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津松山町 松山町74-6

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津真野２丁目 真野2丁目2399-2

11 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 琵琶湖大橋西口 真野2丁目30-25

12 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津真野４丁目 真野4-20-16

13 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津神領 神領3丁目8-14

14 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津瀬田西インター 瀬田3丁目24-6

15 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 瀬田駅前 大萱1丁目17-5

16 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津大萱３丁目 大萱3丁目15-18

17 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津大江７丁目 大江7丁目8-11

18 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津大将軍 大将軍1丁目14ｰ12

19 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津唐崎２丁目 唐崎2丁目8-21

20 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津鏡が浜 鏡が浜1番5号

21 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津南志賀４丁目 南志賀4丁目18-7

22 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江舞子 南小松931-4

23 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津膳所駅前通り 馬場2丁目7-1

24 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津阪本 比叡辻1丁目15-11

25 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津美崎町 美崎町14-17

26 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津苗鹿 苗鹿1丁目1-8

27 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津平津 平津1丁目17-20

28 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 名神高速草津ＰＡ上り 月輪5丁目28-1

29 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津本堅田５丁目 本堅田5丁目10-5

30 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津木下町 木下町18番23号

31 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津おごとマリーナ 雄琴4丁目494-1

32 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインビエラ大津 春日町1-3

33 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ大津京駅前 皇子が丘2丁目8-1

34 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ膳所駅改札口 馬場2丁目11-8

35 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ石山駅南口 粟津町6丁目3番

36 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ堅田駅前 真野１丁目１－７０

37 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン キヨスクＪＲ比叡山坂本駅改札口 坂本3丁目31

38 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津竜が丘 竜が丘27番1号

39 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン キヨスクＪＲ瀬田駅改札口 大萱1丁目10

40 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 大津螢谷 螢谷2-15

41 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインJRおごと温泉駅前 雄琴北1丁目3－18

42 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン KOYO大津赤十字病院 長等1丁目1－35

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根岡町 岡町１０５－５

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根日電硝子前 下稲葉町４９４－１

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根銀座町 河原２丁目１番１号

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ彦根駅北口 古沢町４０－２

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根小泉町 小泉町１２８－１　

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根新海町 新海町２１８３他１２筆

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 南彦根駅北　 西今町１３４

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 南彦根駅東口 西今町宇品井戸５９

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根駅前 大東町１－１

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根大堀町 大堀町７１６

11 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根中藪町 中藪町６０１－７

12 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根地蔵町 東沼波町１８３－１

13 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根南川瀬町 南川瀬町１４９０番１

14 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根日夏 日夏町堀溝３６８４－２

15 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根市立病院 八坂町１８８２

16 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根八坂町 八坂町２０４２－１

17 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根城前 尾末町７番

18 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根平田町 平田町１５２－２

19 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根平田小学校前 平田町６３０－２

20 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根平田南 平田町７９０番地

21 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根野瀬町 野瀬町１６２番地

22 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 彦根蓮台寺　 蓮台寺町６４－１

彦根市

住所店舗名

レジ袋削減取組実施事業者の店舗一覧(令和４年３月31日現在)

事業者名店舗所在 市町名

大津市



1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 湖北下山田 下山田９７５

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜加納町 加納町８８７－１

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜祇園町 祇園町１３８－１１

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜球場前　 宮司町１４７番地

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜駅前 元浜町１番３号

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 湖北町速水 湖北町速水２７５

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜公園町 長浜市公園町１４１４番地

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 北近江高月 高月町井口１３９２－１６

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 滋賀高月 高月町高月９１７番

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 湖北小谷 小谷郡上町１０－１

11 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜神照町 神照町７２５－６

12 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜インター 西上坂町２８２－３

13 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 西浅井塩津　 西浅井町祝山６４６

14 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン びわ町曽根 曽根町１２５９－１

15 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜バイオ大学前 田村町１４０１－１

16 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜内保東　 内保町２３８－１５

17 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜北中学校前 八幡中山町１１５４－１

18 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜馬車道通り　 八幡中山町４６１－１

19 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜八幡東町 八幡東町４２４－６

20 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 国道八幡東 八幡東町５８－１

21 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜平方町 平方町１００番地

22 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン キヨスクＪＲ長浜駅改札口 北船町１－５

23 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 長浜本庄町 本庄町７０１－３

24 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 木之本インター口 木之本町黒田１０８５－２

1 (有)マイン薬局 マイン薬局 土田町268-4

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 安土常楽寺 安土町常楽寺1993-1

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡江頭町 江頭町本尺寺433

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡桜宮町 桜宮町212番地12

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡千僧供町 千僧供町259-1

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡鷹飼町 鷹飼町1373-3

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡駅南 鷹飼町南1丁目3-9

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡駅東 鷹飼町北4丁目1-12

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡池田本町 池田本町1100

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ＫＯＹＯ近江八幡総合医療センター 土田町1379

11 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡土田町 土田町811

12 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡白鳥町 白鳥町96-1

13 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡野田町 野田町18番

14 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江八幡若宮町 東町57番地1

15 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン キヨスクＪＲ近江八幡駅改札口 鷹飼町JR近江八幡駅構内

16 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ近江八幡駅北口 鷹飼町597-1

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津下笠 下笠町335

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津南笠町 笠山5丁目1-76

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津志那中 志那中町17-1

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津若草 若草1-6-1

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津青地町 青地町522番地

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津川原 川原2丁目16番33

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津中学校前 草津3丁目14番16号

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津湖南農業高校前 草津町1670

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津大路２丁目 大路2丁目12-11

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津追分町 追分1丁目5番21号

11 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津平井町 平井1丁目1-10-2

12 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津野村１丁目 野村1-2-5

13 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津野村５丁目 野村5丁目4番3号

14 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 南草津 野路1丁目9-14

15 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津野路 野路7丁目18-1

16 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津野路老上 野路町459番地6

17 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津パナソニック前 野路東2丁目1番6号

18 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江草津バイパス 野路東5丁目1番2号

19 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津矢橋北 矢橋町1813-1

20 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津南笠東 南笠東1丁目5-27

21 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 名神高速草津ＰＡ下り 笠山5丁目2-60

22 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 草津矢倉２丁目 矢倉2ｰ6ｰ18

23 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ＫＯＹＯ滋賀医科大学附属病院 笠山7丁目6-53

24 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン キヨスクＪＲ南草津駅改札口 野路1丁目14-1

25 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ草津駅改札内 渋川1-1

26 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ南草津駅東口 野路1丁目14-1

27 (株)ヒキタ事務機 HIKITA 上笠三丁目17-9

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山成人病センター前 下之郷1丁目15番21号

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山吉身５丁目 吉身1丁目11-38

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山市民ホール前 金森町471番地1

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山古高町 古高町275番地

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山市民病院前 守山4-13-14

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 琵琶湖大橋東口 水保町1357番地

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山水保町 水保町字北川1311-3

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山石田町 石田町599-3

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山播磨田町 播磨田町1266-1

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山駅東口 浮気町300-29

11 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 守山立田町 立田町4196-3

12 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン キヨスクＪＲ守山駅改札口 梅田町1

13 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ守山駅西口 梅田町1-1

草津市

長浜市

近江八幡市

店舗所在 市町名

守山市

住所事業者名 店舗名



1 ABC薬局 ABC薬局 霊仙寺2-1-32

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東工業団地前 下鈎836-3

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東金勝 御園2000

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東出庭 出庭2009

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東宅屋 出庭542

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東小野 小野186-33

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東中央 上鈎167番1

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東上鈎南 上鈎300-1

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東中沢 中沢３丁目2-2

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東林西 林字瀬戸町417-1

11 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東駅前 綣3丁目7番12

12 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 栗東綣 綣9丁目13-13

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 甲賀大原市場 甲賀町大原市場893

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 甲賀市役所前 水口町水口字狐塚６０３５－７

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 甲南病院前 甲南町葛木宇田１０１６番

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 信楽町中野 信楽町中野591-1

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 信楽長野 信楽町長野1183番地1

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 水口綾野 水口町綾野2080-4

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 水口庚申口 水口町牛飼字流2216番1

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 水口テクノパーク 水口町山2806-1

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 水口町松尾 水口町水口692-7

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 水口泉 水口町泉1415-4

11 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 土山町市場 土山町大野4949-1

12 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 土山サービスエリア 土山町南土山甲1122

13 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 土山中学校前 土山町北土山548-4

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 野洲中主 吉地596-10

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 野洲行畑１丁目 行畑1丁目7-3

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 野洲栄 小篠原1825-3

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 野洲市役所前 小篠原字木ﾉ下2057-6

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 野洲南桜 南桜1792-1

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 野洲冨波 冨波甲994-1

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 野洲妙光寺 妙光寺296-1

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 野洲市三宅 市三宅2642

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン キヨスクＪＲ野洲駅改札口 小篠原2222-1

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン ハートインＪＲ野洲駅南口 小篠原2222-1

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 甲西ダイハツ工場前 下田656番地1

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 湖南岩根 岩根583-5

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 湖南岩根中央 岩根中央3丁目42

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 湖南三雲 三雲271-1

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 甲西郵便局前 針228-1

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 甲西水戸 水戸町3-1

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 石部文化ホール前 石部中央4丁目8番57号

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 甲西駅前 平松字堂ノ前767

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 甲西菩提寺 菩提寺1031-1

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 海津大崎 マキノ町海津字北ﾉ端2000番1

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン マキノ工業団地前 マキノ町西浜1172-2

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 滋賀安曇川五番領 安曇川町五番領118-3

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 安曇川駅前 安曇川町末広3丁目2-1

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江今津駅前 今津町中沼1丁目3-5

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 今津南新保 今津町南新保371-1

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン しらひげ神社前 鵜川288-1

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 新旭バイパス 新旭町饗庭1629-1

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 滋賀新旭 新旭町熊野本字上土立143番1

1 小嶋薬品 小嶋薬品平和堂店 下岸本町78

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 湖東横溝 横溝町２５６－１

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 能登川垣見 垣見町１３６９

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 能登川中学校前 垣見町１６０３

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 滋賀蒲生蒲生堂 蒲生堂町９８４－１

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 東近江栗見新田 栗見新田町９２１番１

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 五個荘清水鼻 五個荘清水鼻町１１４－１

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 五個荘日吉町 五個荘日吉町１４

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 五個荘南 五個荘北町屋町２３５

10 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 名神高速黒丸ＰＡ上り 蛇溝町字長谷野１２５１－２

11 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 東近江小田苅 小田苅町１９５３－１

12 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 八日市小脇　 小脇町２３７２番地１

13 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 東近江永源寺 青野町４７１０番

14 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 八日市上之町　 八日市上之町８番３２号

15 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 八日市布施 布施町２２４３－３

16 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 八日市インター 妙法寺町７１５－１

17 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン キヨスクＪＲ能登川駅改札口 林町２２

栗東市

高島市

東近江市

店舗名

湖南市

店舗所在 市町名

甲賀市

野洲市

住所事業者名



1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 米原一色 一色１２９－１

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 近江宇賀野　 宇賀野２３９番地５

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 米原顔戸南 顔戸６２２－１

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 伊吹春照 春照２１４７

5 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 米原中多良　 中多良６３６－２

6 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 米原梅ヶ原 梅ヶ原３２６

7 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 米原インター 樋口２２４

8 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン キヨスクＪＲ米原駅改札口 米原４７５

9 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 米原野一色 野一色４７１－２

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 日野三十坪 三十坪1259－1

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 滋賀日野高校前 大字日田里の浦63-1

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 日野町工業団地前 北脇字大破谷249-10

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 滋賀竜王町綾戸 綾戸805番1

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 竜王インター 小口1304-3

1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 秦荘安孫子 安孫子943-3

2 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 愛荘町市 市105番地

3 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 愛知川中宿 中宿179-4

4 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 愛知川豊満 豊満557-2

甲良町 1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 甲良尼子 尼子1204-3

多賀町 1 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン 多賀大社前 多賀1675-1

愛荘町

店舗所在 市町名

米原市

事業者名 店舗名

日野町

竜王町

住所


