MY応援

クー ポン

「MY 応援クーポン」
を使って、
サービスセンター提携店を
お得に利用しましょう～！

（一財）守山野洲勤労福祉サービスセンター
TEL

守山市吉身三丁目11－43 守山商工会議所1F

077－581－2408（9:00 ～ 17:30［水曜日 18:30］）

（9:00 ～ 16:00［ 第 3 土 曜日 ］）

【3,000円分（500円券6枚）】
●「会員証提示」
によるサービスとの併用はできません。

利用期間内にご利用ください。
●「クーポン券」
の再発行はできません。
●

●

利用内容は、各店舗にてご確認ください。

●「クーポン券」
は、現金との引換はできません。
●

会員外への譲渡は、できません。
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きなこっぺ

鮨

雅

野洲で40余年「法事・テイクアウト」ご予約承ります。

野洲市北野一丁目21-25
077－587－3657
11:00～14:00（L.O13:30）／18：00～21：00（L.O20：30）
月曜日

手づくり舎ふぁーもあ

（オーガニックカフェ・自然食品）

お客様の健康を手助けするお店です。

野洲市小篠原2111-6
077－587－0761
10:00 ～ 19:00（L.O18:00）
日・祝日

パインツリーたまがわ

ちゃんこ鍋、洋風会席、すきやき、しゃぶしゃぶでご
利用いただけます。
前日までのご予約をお願いします。

守山市石田町724-1
077－585－0805
11:30 ～ 22:00
不定休

小川珈琲 野洲店

テラス席では三上山（近江富士）をご覧になりながらお食事い
ただけます。
クーポン券は物販商品でもご利用いただけます。ぜひお待ちし
ております。写真はイメージです。

野洲市三上神守田498
077－587－2175
9:00 ～ 19:00
なし

粋造処わをん

海鮮・和牛・地鶏の創作料理。

守山市浮気町274-1
077－582－6030
月～木18：00～23：00／金・土18：00～24：00
毎日曜日 第1.3月曜日／不定休日 第2.4.5月曜日

LaLaツーリスト

（㈱堀井商店）

LaLaツーリストでは、旅行前～旅行中～旅行後に渡り、お客
様のご旅行をサポートさせて頂きます。どうぞご安心してご利
用くださいませ。ご来店の際は、事前にHPより来店予約をお
願いいたします。

守山市播磨田町 185-1 モリーブ内
077－581－1095
10:00 ～ 19:00（最終受付 18:00）
木曜日及びモリーブ休館日等

本格炭火焼うなぎ・近江牛

沙

羅

朝〆の新鮮なうなぎを生から備長炭で焼きあげます。
入口横の大きな親子だぬきが目印です。
個室多数あり。

野洲市小篠原940
077－587－3131
11:30（土日祝 11:00）～14:00／17:00～21:00（LO 19:30）
不定休
ベーカリーレストラン

サンマルク 守山店

焼きたてパン食べ放題のベーカリーレストラン。
テイクアウトもできます。

守山市播磨田町390
077－581－1309
平日11：00～15：30（L.O.15：00）/17：30～22：00（L.O.20：50）
なし
土日祝11：00～22：00（L.O.20：50）

門前茶屋かたたや

築190年の古民家そば屋。
石臼挽き自家製麺。
打ちたて、茹でたての十割そばのお店です。

守山市守山二丁目2-55
077－514－1778
11:00 ～ 17:00
月曜日

びわこ観光バス㈱

華やいだ旅のベストパートナー『安心とふ
れあいのサービス』いい旅をあなたに・・・

野洲市小篠原386
077－588－4700
8:30 ～ 17:30
年中無休

糀屋吉右衛門

地元産材料を使い、丹精込めて糀（こうじ）、甘酒、
味噌を製造販売しております。味噌教室やパン教室、
発酵教室も開催中。

野洲市三上1039
077－587－0397
9:00 ～ 18:00
日曜日

ブーランジェリー コフレ

（Boulangerie Coﬀret）

ご家族やお友達など大切な方と、パンを食べながら
笑顔で過ごす時間を大切にしていただけたら嬉しい
です。

野洲市市三宅2356｠Petit PLACE
077－584－4038
9:00 ～ 18:00
水・木曜日

あやめ水産

美しいびわ湖をとりもどそうと頑張る漁師おやじの店
です。湖の恵みを是非ご賞味ください。
（電話にて必ず予約してください。）

野洲市菖蒲230
077－589－3939
9:00 ～ 17:00
水曜日

鶴屋吉正ギャラリー美秀

鶴屋吉正は、中仙道守山宿で御茶屋として江戸文化初期に創業
を始めました。
現在は 7 代目 8 代目が近江の羽二重餅をはじめ、フルーツ大福、
琥珀糖など、創作和菓子を販売しています。

守山市守山２丁目2-45
077－582－2378
10:00 ～ 18:00
営業日は金・土曜日・17日

菓志工房うすなが

滋賀県野洲市にある「菓志工房うすなが」は、地元の旬のフルー
ツを活かした手作りケーキと焼き菓子のお店です。
うすながのスイーツには、独自開発によるオリジナル製法を用
いた砂糖を使用。フルーツの甘さを引き立てたり、シンプルで
上質な生クリームをつくったりするにも一役かっています。
地元への思いから近江米をつかったスイーツ「近江づくし」も販売。

野洲市乙窪478-13
077－589－6053
9:30 ～ 19:00
木曜日

BIWAKO DAUGHTERS

（ビワコドーターズ）

琵琶湖のアンテナショップ。
地元の方々はもちろん、遠方の方、若い方にも、湖魚（こぎょ）
の美味しさを知ってほしい。昔ながらの佃煮に加え、産地にこ
だわった新しい商品づくりを行い店頭販売はもちろん、通信販
売も行っています。

野洲市菖蒲230
090－2101－8604
10:00 ～ 17:00
水曜日

㈱花のオカダ

花束とアレンジメントの注文を受付しております。花キュー
ピットの取扱いをしています。葬儀のお花を専門にお取扱いし
ております。花屋だからできる新しい葬儀の“カタチ”お気軽
にご相談ください。

野洲市比留田702
077－589－2851
9:00 ～ 18:00
元旦

ににぎ ほのあかり

伝統的な京菓子にとらわれることなく、親しみやすく
“おいしい”を念頭に素材の組み合せなどに試行錯誤
を重ね、革新的な京菓子を創造してまいります。

守山市千代町108-1
077－582－6622
10:00 ～ 18:00
火曜日

御菓子司梅元老舗

どら焼きと季節の和菓子を取揃えて、ご来店をお待ち
しています。

野洲市野洲267
077－587－0068
9:00 ～ 18:00
火曜日

麦笑ぼうし

無添加で体に安心安全な食パンを皆様にお求めやすい
価格でご提供できるよう心がけています。

守山市勝部一丁目15-23 シャリエ守山勝部1F
077－576－3104
火・水・金10:00～18:30／土・祝8:30～17:00
日・月・木曜日

㈱比叡ゆば本舗ゆば八守山店

比叡山延暦寺御用達のゆば専門店。
生ゆばの他、ゆば商品を多数取り揃えています。

守山市今市町299
077－514－1105
10:00 ～ 17:00
年末年始

モンレーブ

地域の素材を生かした洋菓子専門店

守山市勝部一丁目4-11
077－583－4116
9:00 ～ 19:30
水曜日

はるやま守山店

（はるやま商事㈱守山店）

ビジネスウェアからカジュアルまで豊富に取扱っております。
またリラクゼーションコーナーにて、お客様がくつろげるス
ペースを完備しておりますので、気軽にご来店くださいませ。
※リラクゼーションコーナーは、有料会員様限定。

守山市下之郷一丁目1-19
077－583－8870
10:00 ～ 20:00
年中無休

エヌアイ珈琲

冷めても美味しいコーヒーを目指し、珈琲豆の焙煎店を始めて、
この10月で6年になりました、エヌアイ珈琲の北中哲也です。
宜しくお願い致します。
事前予約必要 : カスタマー焙煎 ( 生豆20ヶ国44品目からの焙煎 )
お受取りの前日までにご注文ください。
事前予約不要 : 店頭焙煎豆在庫 8 品目有り

野洲市市三宅1964
077－514－7099
10:00 ～ 19:00
水・木曜日（駐車場 : 3台可）

北

陸

ご用途に応じたお料理・お弁当、ご予算に応じて店内
飲食又は目的の場所までおとどけ致します。

守山市守山六丁目8-6
077－582－4069
9:00 ～ 19:00
水曜日

高級食パン専門店

さすがにオテアゲ

鈴鹿山脈のミネラルバランスのよい天然水、地元滋賀県産の
百花蜂蜜や国産バターなどのこだわり素材をふんだんに使用
した食パンを中心に、皆様に愛される食パン専門店を目指し
ます。

守山市勝部五丁目6-23
077－584－4180
10:00 ～ 18:00（食パンがなくなり次第終了）
水曜日

守山タクシー㈱

タクシーのほか、キャンピングカーレンタ
ルにもご利用いただけます。

守山市守山三丁目3-44
077－582－2590
6:00 ～ 25:00
なし

パン工房まひろ

安心安全、酸味も少なく食べやすい天然酵母パンです。

守山市岡町106-10
077－582－3505
月に2～4回工房にて販売。WEBにてご確認ください。
不定休

きなこっぺ

（コケッコーズ合同会社）

野洲産大豆のきなこをたっぷりまぶした「きなこ揚げ
パン」が自慢のコッペパン専門店です。
キッチンカーにて出張販売も行っております。

野洲市小篠原2199-4
050－3627－0070
10：00～15：00
日・月・火曜日

㈲南製茶

南製茶のお茶は、滋賀県土山・信楽のお茶畑で摘まれた茶葉を
中心に独自に精選加工、ブレンドしています。
こだわりの近江茶を自社工場から直送でお客様へお届けし、店
舗でも販売させていただいております。

野洲市乙窪122
077－589－2158
9:00 ～ 18:00
水曜日

wine shop

AZURE BLUE

体に自然と染み入る美味しいワインです。
日常の食卓にワインで彩りを。

守山市守山二丁目10-27
077－598－6418
11:30～18:00（日・祝）／11:30～17:00
不定休

FACTORY

豊かなライフスタイルに花のある暮らしを…
店内には、あまり見かけない珍しいお花が揃います。
花束やアレンジも優しい雰囲気に仕上がります。
大人な雰囲気のお店、覗いてみて…

守山市吉身3丁目11-15 南ビル1-Ａ
077－583－5566
11:00 ～ 18:00
木曜日

