
店舗名 地域

マキノ地域

1 愛犬とフレンチデイナーを楽しむ宿 GuZu マキノ

2 AshiのMori　（Shanshui house） マキノ

3 インド料理RAJU　マキノ店 マキノ

4 U·FU·FU Factory マキノ

5 ヴィラ山水 マキノ

6 魚治　ＪＲマキノ駅前店 マキノ

7 お食事処蕪 マキノ

8 髪処おかもと マキノ

9 からあげ　湖葵　〜komari〜 マキノ

10 国境高原スノーパーク マキノ

11 Craft Beer & Restaurant CoCo マキノ

12 クレーヌ マキノ

13 ケヤキ　海津店 マキノ

14 ケヤキ マキノ

15 原木椎茸と無農薬野菜 みなくちファーム マキノ

16 原木椎茸と無農薬野菜 みなくちファーム（里山体験施設） マキノ

17 原木椎茸と無農薬野菜 みなくちファーム（道の駅マキノ追坂峠内） マキノ

18 原木椎茸と無農薬野菜 みなくちファーム（マキノピックランド内） マキノ

19 湖魚民宿 吉平 マキノ

20 Shanshui house マキノ

21 セブン-イレブン　海津大崎店 マキノ

22 セブン-イレブン　マキノ工業団地前店 マキノ

23 高島市マキノ農業公園 マキノピックランド マキノ

24 高島ブルーベリーファーム マキノ

25 たらいち邸 マキノ

26 知内浜オートキャンプ場 マキノ

27 チャンカフェ マキノ

28 中弥 マキノ

29 業平園　駅前店 マキノ

30 northstyle奥琵琶湖 マキノ

31 和ーNODOKAー マキノ



店舗名 地域

32 はなれ山水 マキノ

33 一二三館 マキノ

34 ファミリーマート　高木浜一丁目店 マキノ

35 フォレストヴィラ 夢寿々 マキノ

36 古恒 マキノ

37 古道具 海津 マキノ

38 Fleurs　de　mars マキノ

39 HAIR　GARDEN　aube マキノ

40 hairdresser 　阿UN マキノ

41 Best Location マキノ

42 ペンション　くりっこ マキノ

43 ペンション　メタセコイア マキノ

44 ペンション奥琵琶湖マキノ マキノ

45 （有）ほんだ建築 マキノ

46 （有）マエガワ マキノ

47 薪窯pizzacivediamo マキノ

48 薪窯Pizzaまっきーのお店 マキノ

49 マキノのえぇお店　さいがわ マキノ

50 まつなみ荘 マキノ

51 ミネモリサンチ マキノ

52 メタセコイアGARDEN マキノ

53 もっか マキノ

54 山猫軒 マキノ

55 リカーショップ悦 マキノ

56 ルポゼマキノ マキノ

今津地域

57 青木煮豆店 悠ちゃん 今津

58 赤ちゃんハウスマンマ 今津

59 ERIglobal.japan　（韓国料理　ﾃﾊﾞｷ屋） 今津

60 居酒屋　鶴由 今津

61 IZAKAYAからし 今津

62 居食やきとり えそら　本店 今津



店舗名 地域

63 一番星 今津

64 ｉｍａｇｅ． 今津

65 今津食肉 今津

66 今津文化センター 今津

67 有限会社今津マツダ 今津

68 癒し手もみもみ 今津

69 インザルーム 今津

70 WOOFAN 今津

71 ウエハラ美容室 今津

72 ウエハラ理容室 今津

73 魚清商店　本店 今津

74 魚清商店　西店 今津

75 近江今津西友　辻川店 今津

76 近江今津西友　本店販売店 今津

77 近江今津西友　本店レストラン 今津

78 近江今津西友　駅前店 今津

79 大阪串かつ 今津

80 おこめ食堂なごみ 今津

81 Car Heart 今津

82 可以登楼別館 今津

83 Chiropractic YASAKA 今津

84 cafe FREEDOM 今津

85 Ｃａｆｅ＆Ｇａｌｌｅｒｙ　雨音 今津

86 カフェコーズィ　本店 今津

87 有限会社河原田燃料 今津

88 韓国料理　テバギ屋 今津

89 元祖高島とんちゃん鳥中　今津店 今津

90 甘味どころ　茶ぼうず 今津

91 Kikokuya 今津

92 きたがわ鍼灸接骨院 今津

93 CAT HAND WORK 今津

94 牛串居酒屋　曙 今津



店舗名 地域

95 串処 九四三六 今津

96 (有)クボタ （シューズプラザクボタ） 今津

97 CRAG　cafe＆sup 今津

98 ゲストハウス今津 今津

99 ココハウス ヨコイ 今津

100 コバック　今津店 今津

101 ゴロンQ 今津

102 酒どころ里 今津

103 シバトラ 今津

104 シミズ　今津本店 今津

105 シミズ　リプル店 今津

106 Giallo Felice 今津

107 旬彩和風　縁 今津

108 （有）シンワオート 今津

109 杉本自転車店 今津

110 鈴木商会　本社 今津

111 スナック　さちこ 今津

112 スナック　safari 今津

113 セブン-イレブン　近江今津駅前店 今津

114 セブン-イレブン　今津南新保店 今津

115 鮮魚たかぎ　今津店 今津

116 箏曲大和会 今津

117 ＴＳＣ　今津店 今津

118 TSC STORE 今津

119 ＴＫ ｆａｃｔｏｒｙ 今津

120 手打そば　ひょうたん亭（周航そば　ひょうたん亭） 今津

121 藤樹スタジオ 今津

122 トップビューティ　今津店 今津

123 株式会社トリイ 今津

124 鳥居金物店 今津

125 ｎｉｃｅ！　ｌｅｍｏｎ 今津

126 日本銘生　（実生庵） 今津



店舗名 地域

127 Bar Bumble bee twist 今津

128 BARBEYHAIR tanizawa 今津

129 箱館山 今津

130 箱館山スキースクール 今津

131 橋本燃料 今津

132 橋本燃料　（ALMO BioStand） 今津

133 パティスリー ボヌール 今津

134 ハマリビング　湖西店 今津

135 株式会社　ヒヅメ　（ブティック　ミヨ） 今津

136 株式会社　ヒヅメ　（ルナ＆ニーム） 今津

137 ビラデスト今津 今津

138 ファンシーショップれもん 今津

139 Fishing Shopなかむら 今津

140 有限会社藤戸工務店　（還元陶板浴虎杖伝説の里ふじと） 今津

141 有限会社藤戸工務店　（フジトコウム店のカラダがよろこぶ大判焼店） 今津

142 有限会社藤戸工務店 今津

143 フジハシスポーツ（カネカク藤橋商店　近江の茶） 今津

144 フジハシスポーツ 今津

145 babyou 今津

146 verysmile　本店 今津

147 ベルオート 今津

148 ほうじょう　（理容店） 今津

149 ホテル可以登 今津

150 堀定クリーニング 今津

151 本家かまどや　今津店 今津

152 （株）前彦工務店 今津

153 （株）松本石油　箱館山給油所 今津

154 マリンショップ　イワキプランニング 今津

155 みらいファクトリー 今津

156 もったんin再生屋 今津

157 焼肉　中中 今津

158 ヨシハラクリーンニング　リプル今津店 今津



店舗名 地域

159 la fleur 今津

160 LIFETIME PHOTOGRAPHY 今津

161 料理旅館　丸茂 今津

162 リラックスサロン リーフ 今津

163 Restaurant コラボハウス　今津店 今津

164 ローソン　今津桜町店 今津

165 ローソン　今津上弘部店 今津

166 ローソン　今津北浜店 今津

167 わさび 今津

168 和食キッチン　しみず 今津

169 和ろうそく　大與 今津

新旭地域

170 ＡｋａｔｓｕｋｉＦｉeｌｄ 新旭

171 アクティプラザ琵琶 新旭

172 あさひ動物病院 新旭

173 一心 新旭

174 伊庭吉菓舗 新旭

175 Aコープ パネス 新旭

176 笑工房 新旭

177 大江モータース　本社 新旭

178 大江理容　（大江理容店） 新旭

179 岡田屋　鶴亀　（杜若） 新旭

180 岡田屋　鶴亀 新旭

181 おしゃれサロン　センス 新旭

182 お料理　仕出し　川新 新旭

183 カットハウスセリーヌ 新旭

184 カフェハル 新旭

185 川島酒造 新旭

186 関西ユニフォーム 新旭

187 喫茶古良慕 新旭

188 喫茶洋菓子TiMEFORTEA 新旭

189 京もつ鍋ホルモン朱々 びわ湖高島店 新旭



店舗名 地域

190 京和自動車整備 新旭

191 クイックプラスヤマモト 新旭

192 CURA 新旭

193 ＣＯＦＦＥＥＷＯＲＫＳＰＬＵＳ 新旭

194 湖西山方自動車 新旭

195 Shanshui house　（AshiのMori） 新旭

196 JAアシスト　なごみ 新旭

197 酒菜や 阿蔵 新旭

198 スパイス厨房 来風 新旭

199 セブン-イレブン　新旭バイパス店 新旭

200 セブン-イレブン　滋賀新旭店 新旭

201 蕎麦舗はり江 新旭

202 たかしまじかん　（wacca） 新旭

203 Chama　（waffle cafe chama） 新旭

204 TSC STORE　（TSC PARK） 新旭

205 株式会社デンキーズ 新旭

206 田場以蔵 新旭

207 天平キムチ 新旭

208 永井自工 新旭

209 ナチュール 新旭

210 のすたる路　（カフェ） 新旭

211 パネクラシコイタリアーノ 新旭

212 ハピネスホーム（株） 新旭

213 びわこ市場 新旭

214 びわ湖高島観光協会　（たかしま・まるごと百貨店） 新旭

215 Ｈａｉｒ＆ＨｅａｄＳｐａ　ＢＩＯ 新旭

216 ヘアーサロンそね 新旭

217 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｂｉｎｏ 新旭

218 ペットショップラブ 新旭

219 放課後デイサービス　みんなのね 新旭

220 有限会社　松田自動車整備工場 新旭

221 ミマツ 新旭



店舗名 地域

222 宮川クリーニング店 新旭

223 株式会社ヤマモト 新旭

224 Ｌａｒｋ　ｓｐｏｒｔｓ 新旭

225 Racine home 針江 新旭

226 Ｌａｓｃａｕｘ　Ｑ　Ｈ 新旭

227 料理旅館 鳥居楼 新旭

228 Restaurant hinata 新旭

229 ローソン　高島新旭店 新旭

朽木地域

230 アジワイカン 朽木

231 ORIYORI 朽木

232 カネハチ食品 朽木

233 髪処 玉垣 朽木

234 ギャラリー朽木R367 朽木

235 グリーンパーク 想い出の森　（朽木里山レストラン天空） 朽木

236 グリーンパーク 想い出の森　（売店） 朽木

237 グリーンパーク 想い出の森　（くつき温泉てんくう） 朽木

238 さかいオトリ店 朽木

239 鯖ずし　朽木旭屋 朽木

240 鯖寿司みうら 朽木

241 JA西びわこ　朽木本店 朽木

242 旬菜料理 和 朽木

243 手打蕎麦　鯖寿司　蕎麦工房　楽 朽木

244 栃生梅竹 朽木

245 パラディゾ 朽木

246 道の駅 くつき新本陣　（お食事処さと） 朽木

247 道の駅 くつき新本陣　（特産品販売所） 朽木

248 道の駅 くつき新本陣　（観光案内所） 朽木

249 村上おとり店 朽木

250 ローソン　朽木市場店 朽木

251 ロータスリーフカフェ 朽木



店舗名 地域

安曇川地域

252 あいしらい 安曇川

253 アオイオートサービス 安曇川

254 味工房　こころ 安曇川

255 安曇川山羊農園 安曇川

256 居酒屋　直蔵 安曇川

257 イヅ　デコレーション 安曇川

258 有限会社伊藤嘉商店 安曇川

259 WESTLAKE　HOTEL　可以登楼 安曇川

260 魚仁 安曇川

261 ウメノコヤ 安曇川

262 お好み焼　千駒 安曇川

263 お食事　一品料理　まさ 安曇川

264 ＣＡＦＥ　ＡＺＺＵＲＲＡ 安曇川

265 Cafe&Bake 2661 安曇川

266 川魚のよしうめ 安曇川

267 元祖高島とんちゃん鳥中　安曇川駅前店 安曇川

268 元祖高島とんちゃん鳥中　安曇川本店 安曇川

269 Kukka 安曇川

270 Clann and Cnoc 安曇川

271 クリーニングショップ丸善　バロー安曇川店 安曇川

272 クリーニングショップ丸善　平和堂あどがわ店 安曇川

273 クリーニングショップ丸善　本社工場 安曇川

274 グリーンスポット・デン 安曇川

275 グリーンプランハットリ 安曇川

276 厨 安曇川

277 原木椎茸と無農薬野菜 みなくちファーム　（道の駅藤樹の里あどがわ内） 安曇川

278 （株）湖西観光 安曇川

279 小判寿し　安曇川店 安曇川

280 彩花 安曇川

281 雑貨屋アズーラ 安曇川

282 さわいメディカル 安曇川



店舗名 地域

283 サンティール 安曇川

284 JA西びわこ 安曇川

285 JA西びわこ　営農部 安曇川

286 JA西びわこ　仏壇展示場 安曇川

287 JA西びわこ　営農部 安曇川

288 シェリーズラック安曇川店 安曇川

289 滋賀三菱自動車販売株式会社　高島店 安曇川

290 シミズ　アドガワ店 安曇川

291 株式会社写真の野上　安曇川本店 安曇川

292 酒縁処一火 安曇川

293 食卓彩り　さいがわ 安曇川

294 しらい 安曇川

295 白浜荘　キャンプ場 安曇川

296 白浜荘　フロント 安曇川

297 鍼灸マッサージ宮本治療院 安曇川

298 SUEHIRO 安曇川

299 鈴木扇子店 安曇川

300 スナックＪ 安曇川

301 セブン-イレブン　安曇川駅前店 安曇川

302 セブン-イレブン　滋賀安曇川五番領店 安曇川

303 鮮魚たかぎ　安曇川店 安曇川

304 ソエダ 安曇川

305 ソード 安曇川

306 ソラノネ食堂 安曇川

307 大吉Grill牧場　（道の駅 藤樹の里あどがわ店） 安曇川

308 大吉商店 安曇川

309 大吉商店　（平和堂あどがわ店） 安曇川

310 たいさんじ風花の丘 安曇川

311 大忠 安曇川

312 谷時計店 安曇川

313 玉垣芳文堂 安曇川

314 多楽福 安曇川



店舗名 地域

315 長兵衛 安曇川

316 電化ハウス ふちだ 安曇川

317 陶房彌榮ギャラリー 安曇川

318 トップビューティ　安曇川店 安曇川

319 とも栄 安曇川

320 ＴｒａｉｎｉｎｇＳｔｕｄｉｏＲＥＧＡＬＯ 安曇川

321 どんじゃん 安曇川

322 とんちゃん焼　はしもと 安曇川

323 有限会社 仲よし 安曇川

324 （株）ニッシン 安曇川

325 ＮＡＩＬＣＡＦＥ　ＥＣＬＡＴ 安曇川

326 農家の嫁 安曇川

327 note 安曇川

328 ノホリワークス 安曇川

329 バーバーヒライ 安曇川

330 パイレーツハーバー　ウエスト店 安曇川

331 Ｐａｓｔａ＆Ｄｏｌｃｅ　ｉｓｍ 安曇川

332 原宿ＰＡＲＴ２ 安曇川

333 ひだまり整骨院 安曇川

334 美容室　原宿PART2 安曇川

335 美容室ゆき 安曇川

336 ビワコマリンスポーツクラブ　ウエスト店 安曇川

337 ビワコマリンスポーツクラブ　本部 安曇川

338 Famille 安曇川

339 ファミリーマート　安曇川西万木店 安曇川

340 ＦＵＫＵＺＵＫＩ　本店 安曇川

341 Flange　-フランジ-〔handmade服〕 安曇川

342 フルーツみのりや　安曇川駅前店 安曇川

343 フローラルアダチ 安曇川

344 ヘアビューティーAI 安曇川

345 坊主‘ん 安曇川

346 北欧直販 安曇川



店舗名 地域

347 星降港 安曇川

348 ホソイフクロモノ 安曇川

349 White Clover 安曇川

350 ホンダカーズ滋賀南　高島店 安曇川

351 マーブル 安曇川

352 マタニティー・産後ケアサロン　Lima 安曇川

353 まるたや 安曇川

354 道の駅 藤樹の里あどがわ 安曇川

355 メガネのフクイ 安曇川

356 ももcafe 安曇川

357 ももcafe　レンタルスペース 安曇川

358 やきとり大吉　安曇川店 安曇川

359 薬膳サロンつむぎ 安曇川

360 有限会社　安原エンジンサービス 安曇川

361 山里暮らし交房　風結い 安曇川

362 養鶏　かた岡 安曇川

363 よこいファーム　（農家の嫁） 安曇川

364 よこいファーム 安曇川

365 ヨシハラクリーンニング　業務スーパー安曇川店 安曇川

366 ラーメン大学 安曇川

367 ラウンジ　ピュア 安曇川

368 リカーマウンテン　安曇川店 安曇川

369 ローソン　安曇川店 安曇川

370 ローソン　滋賀安曇川店 安曇川

371 yyclub 安曇川

高島地域

372 あっぱれ 高島

373 ＡＷＡＮＯコーティング 高島

374 一棟貸し棚田の古民家庵じゅ～る 高島

375 伊藤製畳株式会社 高島

376 うかわファームマート 高島

377 恵美寿荘 高島



店舗名 地域

378 淡海堂 高島

379 Auto Tech Hirai 高島

380 おしゃれの館ミツヤ 高島

381 お食事処むら川 高島

382 風と湖 高島

383 カフェ　ルヴァン 高島

384 カフェアリビオ 高島

385 ガリバー青少年旅行村 高島

386 Gulliver　village 高島

387 ガリバーフィールド 高島

388 ガリバーフィッシングガーデン 高島

389 麒麟倶楽部 高島

390 GOODTIMES　高島店 高島

391 雑貨屋 ルヴァン 高島

392 JA西びわこ　まごころホール 高島

393 JA西びわこ　生活部 高島

394 自家製うどんの店　どんき～。 高島

395 滋賀トヨペット　高島店 高島

396 セブン-イレブン　しらひげ神社前店 高島

397 ゼログラビティ滋賀事務所 高島

398 染織工芸いふう 高島

399 セントラルベーカリー 高島

400 曽根農園 高島

401 高城クリーニング 高島

402 高島仏光堂 高島

403 高島ワニカフェ 高島

404 千野写真　本店 高島

405 茶屋いろとはな 高島

406 丁子屋 高島

407 発達支援ルーム　みんなの木 高島

408 Barong 高島

409 美骨サロンMonreve 高島



店舗名 地域

410 福井弥平商店 高島

411 伏見屋　（ＢＫＣランチストリート） 高島

412 伏見屋　（炭まる） 高島

413 フライボード琵琶湖　白髭ビーチ店 高島

414 ＢＬＵＥ　ＢＩＫＥ＆ＳＯＡＰ 高島

415 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＧＲＡＮＴ 高島

416 hair factory ryu 高島

417 有限会社三矢デンキ 高島

418 ローソン　近江高島駅前店 高島

419 綿庄食品店 高島

※上記一覧の表記はPayPayのデータです。

　問合せ等につきましては、PayPayにお願いします。

（地図表示設定を行っていない店舗は掲載していません）

※上記一覧表を参考に、実際のキャンペーン参加は各店舗にご確認ください


