
蒲生郡竜王町
あ 綾戸 ｱﾔﾄﾞ 税抜き￥20,000以上

岩井 ｲﾜｲ 税抜き￥20,000以上
鵜川 ｳｶｲ 税抜き￥20,000以上
岡屋 ｵｶﾔ 税抜き￥20,000以上
小口 ｵｸﾞﾁ 税抜き￥20,000以上

か 鏡 ｶｶﾞﾐ 税抜き￥20,000以上
駕輿丁 ｶﾖﾁｮｳ 税抜き￥20,000以上
川上 ｶﾜｶﾐ 税抜き￥20,000以上
川守 ｶﾜﾓﾘ 税抜き￥20,000以上
薬師 ｸｽﾞｼ 税抜き￥20,000以上

さ 七里 ｼﾁﾘ 税抜き￥20,000以上
信濃 ｼﾅﾉ 税抜き￥20,000以上
島 ｼﾏ 税抜き￥20,000以上
庄 ｼｮｳ 税抜き￥20,000以上
須恵 ｽｴ 税抜き￥20,000以上

た 田中 ﾀﾅｶ 税抜き￥20,000以上
な 西川 ﾆｼｶﾜ 税抜き￥20,000以上

西横関 ﾆｼﾖｺｾﾞｷ 税抜き￥20,000以上
は 橋本 ﾊｼﾓﾄ 税抜き￥20,000以上

林 ﾊﾔｼ 税抜き￥20,000以上
や 山面 ﾔﾏﾂﾞﾗ 税抜き￥20,000以上

山中 ﾔﾏﾅｶ 税抜き￥20,000以上
山之上 ﾔﾏﾉｳｴ 税抜き￥20,000以上
弓削 ﾕｹﾞ 税抜き￥20,000以上



蒲生郡日野町
あ 安部居 アベイ 税抜き￥30,000以上

石原 イシハラ 税抜き￥30,000以上
いせの イセノ 税抜き￥50,000以上
内池 ウチイケ 税抜き￥50,000以上
大窪 オオクボ 税抜き￥50,000以上
大谷 オオタニ 税抜き￥30,000以上
奥師 オクシ 税抜き￥30,000以上
奥之池 オクノイケ 税抜き￥30,000以上

か 河原 カワラ 税抜き￥50,000以上
北脇 キタワキ 税抜き￥30,000以上
上野田 コウズケダ 税抜き￥50,000以上
小谷 コダニ 税抜き￥30,000以上
小野 コノ 税抜き￥50,000以上
小御門 コミカド 税抜き￥30,000以上

さ 佐久良 サクラ 税抜き￥30,000以上
里口 サトグチ 税抜き￥50,000以上

た 豊田 トヨタ 税抜き￥30,000以上
鳥居平 トリイヒラ 税抜き￥30,000以上

な 中在寺 ナカザイジ 税抜き￥50,000以上
中之郷 ナカノゴウ 税抜き￥30,000以上
中道 ナカミチ 税抜き￥50,000以上
猫田 ネコダ 税抜き￥50,000以上
野出 ノデ 税抜き￥30,000以上

は 日田 ヒダ 税抜き￥50,000以上
ま 増田 マシダ 税抜き￥30,000以上

松尾 マツオ 税抜き￥50,000以上
三十坪 ミソツ 税抜き￥30,000以上

や 山本 ヤマモト 税抜き￥30,000以上
ら 蓮花寺 レンゲジ 税抜き￥30,000以上



東近江市
あ 愛東外町 アイトウトノチョウ 税抜き￥10,000以上

青野町 アオノチョウ 税抜き￥20,000以上
青葉町 アオバチョウ 税抜き￥10,000以上
青山町 アオヤマチョウ 税抜き￥10,000以上
阿弥陀堂町 アミダドウチョウ 税抜き￥10,000以上
池庄町 イケショウチョウ 税抜き￥10,000以上
池田町 イケダチョウ 税抜き￥10,000以上
池之尻町 イケノシリチョウ 税抜き￥10,000以上
池之脇町 イケノワキチョウ 税抜き￥20,000以上
石谷町 イシダニチョウ 税抜き￥20,000以上
石塔町 イシドウチョウ 税抜き￥20,000以上
市ケ原町 イチガハラチョウ 税抜き￥10,000以上
市子沖町 イチコオキチョウ 税抜き￥20,000以上
市子川原町 イチコカワラチョウ 税抜き￥20,000以上
市子殿町 イチコトノチョウ 税抜き￥20,000以上
市子松井町 イチコマツイチョウ 税抜き￥20,000以上
市辺町 イチノベチョウ 税抜き￥10,000以上
市原野町 イチハラノチョウ 税抜き￥20,000以上
一色町 イッシキチョウ 税抜き￥20,000以上
稲垂町 イナタリチョウ 税抜き￥20,000以上
猪子町 イノコチョウ 税抜き￥10,000以上
伊庭町 イバチョウ 税抜き￥10,000以上
今在家町 イマザイケチョウ 税抜き￥10,000以上
今崎町 イマサキチョウ 税抜き￥10,000以上
今代町 イマダイチョウ 税抜き￥10,000以上
今町 イマチョウ 税抜き￥10,000以上
今堀町 イマボリチョウ 税抜き￥10,000以上
妹町 イモトチョウ 税抜き￥10,000以上
鋳物師町 イモノシチョウ 税抜き￥30,000以上
上中野町 ウエナカノチョウ 税抜き￥10,000以上
梅林町 ウメバヤシチョウ 税抜き￥10,000以上
瓜生津町 ウリウヅチョウ 税抜き￥10,000以上
永源寺相谷町 エイゲンジアイダニチョウ 税抜き￥50,000以上
永源寺高野町 エイゲンジタカノチョウ 税抜き￥50,000以上
大沢町 オオザワチョウ 税抜き￥10,000以上
大清水町 オオシュウズチョウ 税抜き￥10,000以上
大塚町 オオツカチョウ 税抜き￥20,000以上
大萩町 オオハギチョウ 税抜き￥10,000以上
大林町 オオバヤシチョウ 税抜き￥10,000以上
大森町 オオモリチョウ 税抜き￥10,000以上
岡田町 オカダチョウ 税抜き￥10,000以上
小川町 オガワチョウ 税抜き￥10,000以上
沖野 オキノ 税抜き￥10,000以上
小倉町 オグラチョウ 税抜き￥10,000以上
長町 オサチョウ 税抜き￥10,000以上
乙女浜町 オトメハマチョウ 税抜き￥10,000以上
小脇町 オワキチョウ 税抜き￥10,000以上



か 垣見町 カキミチョウ 税抜き￥10,000以上
柏木町 カシワギチョウ 税抜き￥10,000以上
春日町 カスガチョウ 税抜き￥10,000以上
葛巻町 カズラマキチョウ 税抜き￥20,000以上
綺田町 カバタチョウ 税抜き￥20,000以上
上麻生町 カマアソウチョウ 税抜き￥20,000以上
上大森町 カミオオモリチョウ 税抜き￥10,000以上
上岸本町 カミギシモトチョウ 税抜き￥10,000以上
上南町 カミナチョウ 税抜き￥20,000以上
上羽田町 カミハネダチョウ 税抜き￥10,000以上
上平木町 カミヒラギチョウ 税抜き￥10,000以上
上二俣町　 カミフタマタチョウ 税抜き￥20,000以上
上山町 カミヤマチョウ 税抜き￥10,000以上
蒲生大森町 ガモウオオモリチョウ 税抜き￥20,000以上
蒲生岡本町 ガモウオカモトチョウ 税抜き￥20,000以上
蒲生寺町 ガモウテラマチ 税抜き￥20,000以上
蒲生堂町 カモウドウチョウ 税抜き￥20,000以上
川合町 カワイチョウ 税抜き￥20,000以上
河合寺町 カワイデラチョウ 税抜き￥10,000以上
川南町 カワミナミチョウ 税抜き￥10,000以上
祇園町 ギオンチョウ 税抜き￥10,000以上
北坂町 キタサカチョウ 税抜き￥10,000以上
北清水町 キタシュウズチョウ 税抜き￥10,000以上
北須田町 キタスダチョウ 税抜き￥10,000以上
北花沢町 キタハナザワチョウ 税抜き￥10,000以上
北菩提寺町 キタボダイジチョウ 税抜き￥10,000以上
きぬがさ町 キヌガサチョウ 税抜き￥10,000以上
木村町 キムラチョウ 税抜き￥20,000以上
栗見新田町 クリミシンデンチョウ 税抜き￥10,000以上
栗見出在家町 クリミデザイケチョウ 税抜き￥10,000以上
小池町 コイケチョウ 税抜き￥10,000以上
小今町 コイマチョウ 税抜き￥10,000以上
合戸町 ゴウドチョウ 税抜き￥20,000以上
五個荘石川町 ゴカショウイシカワチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘石塚町 ゴカショウイシヅカチョウ 税抜き￥5,000以上
五個荘石馬寺町 ゴカショウイシバジチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘伊野部町 ゴカショウイノベチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘奥町 ゴカショウオクチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘小幡町 ゴカショウオバタチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘河曲町 ゴカショウカマガリチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘川並町 ゴカショウカワナミチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘北町屋町 ゴカショウキタマチヤチョウ 税抜き￥5,000以上
五個荘木流町 ゴカショウキナガセチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘五位田町 ゴカショウゴイデチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘金堂町 ゴカショウコンドウチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘七里町 ゴカショウシチリチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘清水鼻町 ゴカショウシミズハナチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘新堂町 ゴカショウシンドウチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘竜田町 ゴカショウタツタチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘塚本町 ゴカショウツカモトチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘中町 ゴカショウナカチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘日吉町 ゴカショウヒヨシチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘平坂町 ゴカショウヒラサカチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘三俣町 ゴカショウミツマタチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘簗瀬町 ゴカショウヤナゼチョウ 税抜き￥10,000以上
五個荘山本町 ゴカショウヤマモトチョウ 税抜き￥5,000以上
五個荘和田町 ゴカショウワダチョウ 税抜き￥10,000以上
小田苅町 コタカリチョウ 税抜き￥5,000以上
五智町 ゴチチョウ 税抜き￥10,000以上
小八木町 コヤギチョウ 税抜き￥10,000以上



さ 幸町 サイワイチョウ 税抜き￥10,000以上
栄町 サカエマチ 税抜き￥10,000以上
桜川西町 サクラガワニシチョウ 税抜き￥20,000以上
桜川東町 サクラガワヒガシチョウ 税抜き￥20,000以上
佐生町 サソチョウ 税抜き￥10,000以上
佐野町 サノチョウ 税抜き￥10,000以上
尻無町 シナシチョウ 税抜き￥10,000以上
芝原町 シバハラチョウ 税抜き￥10,000以上
柴原南町 シバハラミナミチョウ 税抜き￥10,000以上
下麻生町 シモアソウチョウ 税抜き￥30,000以上
下一色町 シモイシキチョウ 税抜き￥10,000以上
下岸本町 シモギシモトチョウ 税抜き￥10,000以上
下里町 シモザトチョウ 税抜き￥10,000以上
下中野町 シモナカノチョウ 税抜き￥10,000以上
下羽田町 シモハネダチョウ 税抜き￥10,000以上
下二俣町 シモフタマタチョウ 税抜き￥10,000以上
清水中町 シュウズナカチョウ 税抜き￥10,000以上
勝堂町 ショウドウチョウ 税抜き￥10,000以上
昭和町 ショウワチョウ 税抜き￥10,000以上
新宮町 シングウチョウ 税抜き￥10,000以上
神郷町 ジンゴウチョウ 税抜き￥10,000以上
新出町 シンデチョウ 税抜き￥20,000以上
神田町 ジンデンチョウ 税抜き￥10,000以上
鈴町 スズチョウ 税抜き￥20,000以上
聖徳町 セイトクチョウ 税抜き￥10,000以上
聖和町 セイワチョウ 税抜き￥10,000以上
僧坊町 ソウボウチョウ 税抜き￥10,000以上
曽根町 ソネチョウ 税抜き￥10,000以上
園町 ソノチョウ 税抜き￥10,000以上

た 大覚寺町 ダイカクジチョウ 税抜き￥10,000以上
躰光寺町 タイコウジチョウ 税抜き￥10,000以上
田井町 タイチョウ 税抜き￥20,000以上
大中町 ダイナカチョウ 税抜き￥10,000以上
高木町 タカギチョウ 税抜き￥20,000以上
建部上中町　 タテベカミナカチョウ 税抜き￥10,000以上
建部瓦屋寺町 タテベカワラヤジチョウ 税抜き￥10,000以上
建部北町 タテベキタチョウ 税抜き￥10,000以上
建部堺町 タテベサカイチョウ 税抜き￥10,000以上
建部下野町 タテベシモノチョウ 税抜き￥10,000以上
建部日吉町 タテベヒヨシチョウ 税抜き￥10,000以上
建部南町 タテベミナミチョウ 税抜き￥10,000以上
種町 タネチョウ 税抜き￥10,000以上
長勝寺町 チョウショウジチョウ 税抜き￥10,000以上
寺町 テラチョウ 税抜き￥10,000以上
土器町 ドキチョウ 税抜き￥10,000以上
外町 トノチョウ 税抜き￥10,000以上
外原町 トノバラチョウ 税抜き￥20,000以上

な 中一色町 ナカイシキチョウ 税抜き￥10,000以上
中岸本町 ナカギシモトチョウ 税抜き￥10,000以上
中里町 ナカザトチョウ 税抜き￥10,000以上
中戸町 ナカトチョウ 税抜き￥10,000以上
中野町 ナカノチョウ 税抜き￥10,000以上
中羽田町 ナカハネダチョウ 税抜き￥10,000以上
中小路町 ナコオジチョウ 税抜き￥10,000以上
鯰江町 ナマズエチョウ 税抜き￥10,000以上
西中野町 ニシナカノチョウ 税抜き￥10,000以上
西菩提寺町 ニシボダイジチョウ 税抜き￥10,000以上
糠塚町 ヌカズカチョウ 税抜き￥10,000以上
布引台 ヌノビキダイ 税抜き￥10,000以上
野口町 ノグチチョウ 税抜き￥10,000以上
能登川町 ノトガワチョウ 税抜き￥10,000以上
野村町 ノムラチョウ 税抜き￥10,000以上



は 林田町 ハヤシダチョウ 税抜き￥10,000以上
林町 ハヤシチョウ 税抜き￥10,000以上
東今崎町 ヒガシイマサキチョウ 税抜き￥10,000以上
東沖野 ヒガシオキノ 税抜き￥10,000以上
東中野町 ヒガシナカノチョウ 税抜き￥10,000以上
ひばり丘町 ヒバリオカチョウ 税抜き￥10,000以上
百済寺甲町 ヒャクサイジコウチョウ 税抜き￥10,000以上
百済寺町 ヒャクサイジチョウ 税抜き￥10,000以上
百済寺本町 ヒャクサイジホンマチ 税抜き￥10,000以上
平尾町 ヒラオチョウ 税抜き￥10,000以上
平田町 ヒラタチョウ 税抜き￥10,000以上
平林町 ヒラバヤシチョウ 税抜き￥20,000以上
平松町 ヒラマツチョウ 税抜き￥10,000以上
平柳町 ヒラヤナギチョウ 税抜き￥10,000以上
福堂町 フクドウチョウ 税抜き￥10,000以上
布施町 フセチョウ 税抜き￥10,000以上
札の辻 フダノツジ 税抜き￥10,000以上
蛇溝町 ヘビミゾチョウ 税抜き￥10,000以上

ま 御園町 ミソノチョウ 税抜き￥10,000以上
三津屋町 ミツヤチョウ 税抜き￥10,000以上
南清水町 ミナミシュウズチョウ 税抜き￥10,000以上
南須田町 ミナミスダチョウ 税抜き￥10,000以上
南花沢町 ミナミハナザワチョウ 税抜き￥10,000以上
南菩提寺町 ミナミボダイジチョウ 税抜き￥10,000以上
宮井町 ミヤイチョウ 税抜き￥20,000以上
宮川町 ミヤガワチョウ 税抜き￥20,000以上
宮庄町 ミヤショウチョウ 税抜き￥10,000以上
妙法寺町 ミョウホウジチョウ 税抜き￥10,000以上

や 山上町 ヤマカミチョウ 税抜き￥20,000以上
山路町 ヤマジチョウ 税抜き￥10,000以上
湯屋町 ユヤチョウ 税抜き￥10,000以上
八日市金屋 ヨウカイチカナヤ 税抜き￥10,000以上
八日市上之町 ヨウカイチカミノチョウ 税抜き￥10,000以上
八日市清水 ヨウカイチシミズ 税抜き￥10,000以上
八日市町 ヨウカイチチョウ 税抜き￥10,000以上
八日市野々宮町 ヨウカイチノノミヤチョウ 税抜き￥10,000以上
八日市浜野町 ヨウカイチハマノチョウ 税抜き￥10,000以上
八日市東浜町 ヨウカイチヒガシハマチョウ 税抜き￥10,000以上
八日市東本町 ヨウカイチヒガシホンマチ 税抜き￥10,000以上
八日市本町 ヨウカイチホンマチ 税抜き￥10,000以上
八日市松尾町 ヨウカイチマツオチョウ 税抜き￥10,000以上
八日市緑町 ヨウカイチミドリマチ 税抜き￥10,000以上
横溝町 ヨコミゾチョウ 税抜き￥10,000以上
横山町 ヨコヤマチョウ 税抜き￥20,000以上
読合堂町 ヨミアイドウチョウ 税抜き￥10,000以上



犬上郡甲良町
あ 尼子 アマゴ 税抜き￥20,000以上

池寺 イケデラ 税抜き￥20,000以上
長寺 オサデラ 税抜き￥20,000以上

か 金屋 カナヤ 税抜き￥20,000以上
北落 キタオチ 税抜き￥20,000以上
呉竹 クレタケ 税抜き￥20,000以上
小川原 コガワラ 税抜き￥20,000以上

さ 在士 ザイジ 税抜き￥20,000以上
下之郷 シモノゴウ 税抜き￥20,000以上
正楽寺 ショウラクジ 税抜き￥20,000以上

は 法養寺 ホウヨウジ 税抜き￥20,000以上
や 横関 ヨコゼキ 税抜き￥20,000以上



犬上郡豊郷町
あ 雨降野 アメフリノ 税抜き￥10,000以上

安食西 アンジキニシ 税抜き￥10,000以上
安食南 アンジキミナミ 税抜き￥10,000以上
石畑 イシバタケ 税抜き￥10,000以上
大町 オオマチ 税抜き￥10,000以上

か 上枝 カミエダ 税抜き￥10,000以上
さ 沢 サワ 税抜き￥10,000以上

四十九院 シジュウクイン 税抜き￥10,000以上
下枝 シモエダ 税抜き￥10,000以上
杉 スギ 税抜き￥10,000以上

た 高野瀬 タカノセ 税抜き￥10,000以上
は 八目 ハチメ 税抜き￥10,000以上

八町 ハッチョウ 税抜き￥10,000以上
日栄 ヒエ 税抜き￥10,000以上

ま 三ツ池 ミツイケ 税抜き￥10,000以上
や 吉田 ヨシダ 税抜き￥10,000以上



愛荘町
あ 安孫子 アビコ 税抜き￥10,000以上

石橋 イシハシ 税抜き￥10,000以上
市 イチ 税抜き￥10,000以上
岩倉 イワクラ 税抜き￥10,000以上
愛知川 エチガワ 税抜き￥10,000以上
円城寺 エンジョウジ 税抜き￥10,000以上
沖 オキ 税抜き￥10,000以上

か 蚊野 カノ 税抜き￥10,000以上
蚊野外 カノトノ 税抜き￥10,000以上
上蚊野 カミガノ 税抜き￥10,000以上
苅間 カリマ 税抜き￥10,000以上
軽野 カルノ 税抜き￥10,000以上
川久保 カワクボ 税抜き￥10,000以上
川原 カワラ 税抜き￥10,000以上
北八木 キタヤギ 税抜き￥10,000以上
沓掛 クツカケ 税抜き￥10,000以上
栗田 クリタ 税抜き￥10,000以上
香之庄 コノショウ 税抜き￥10,000以上

さ 島川 シマガワ 税抜き￥10,000以上
下八木 シモヤギ 税抜き￥10,000以上
常安寺 ジョウアンジ 税抜き￥10,000以上

た 竹原 タケハラ 税抜き￥10,000以上
東円堂 トウエンドウ 税抜き￥10,000以上
豊満 トヨミツ 税抜き￥10,000以上

な 中宿 ナカジュク 税抜き￥10,000以上
長塚 ナガツカ 税抜き￥10,000以上
長野 ナガノ 税抜き￥10,000以上
西出 ニシデ 税抜き￥10,000以上
野々目 ノノメ 税抜き￥10,000以上

は 畑田 ハタケダ 税抜き￥10,000以上
東出 ヒガシデ 税抜き￥10,000以上
平居 ヒライ 税抜き￥10,000以上
深草 フコソ 税抜き￥10,000以上

ま 松尾寺 マツオジ 税抜き￥10,000以上
南野々目 ミナミノノメ 税抜き￥10,000以上
宮後 ミヤウシﾛ 税抜き￥10,000以上
目加田 メカダ 税抜き￥10,000以上
元持 モトモチ 税抜き￥10,000以上

や 山川原 ヤマガワラ 税抜き￥10,000以上
矢守 ヤモリ 税抜き￥10,000以上
斧磨 ヨキトギ 税抜き￥10,000以上



近江八幡市
あ 間之町 アイノマチ 税抜き￥10,000以上

赤尾町 アコウチョウ 税抜き￥10,000以上
浅小井町 アサゴイチョウ 税抜き￥10,000以上
安土町石寺 アヅチチョウイシデラ 税抜き￥10,000以上
安土町内野 アヅチチョウウチノ 税抜き￥10,000以上
安土町上出 アヅチチョウカミデ 税抜き￥10,000以上
安土町上豊浦 アヅチチョウカミトヨウラ 税抜き￥10,000以上
安土町桑実寺 アヅチチョウクワノミジ 税抜き￥10,000以上
安土町小中 アヅチチョウコナカ 税抜き￥10,000以上
安土町香庄 アヅチチョウコノショウ 税抜き￥10,000以上
安土町慈恩寺 アヅチチョウジオンジ 税抜き￥10,000以上
安土町下豊浦 アヅチチョウシモトイラ 税抜き￥10,000以上
安土町常楽寺 アヅチチョウジョウラクジ 税抜き￥10,000以上
安土町中屋 アヅチチョウナカヤ 税抜き￥10,000以上
安土町西老蘇 アヅチチョウニシオイソ 税抜き￥10,000以上
安土町東老蘇 アヅチチョウヒガシオイソ 税抜き￥10,000以上
安土町宮津 アヅチチョウミヤヅ 税抜き￥10,000以上
安養寺町 アンヨウジチョウ 税抜き￥10,000以上
池須町 イケスチョウ 税抜き￥10,000以上
池田本町 イケダホンマチ 税抜き￥10,000以上
池田町 イケダマチ 税抜き￥10,000以上
為心町上 イシンチョウカミ 税抜き￥10,000以上
為心町中 イシンチョウナカ 税抜き￥10,000以上
為心町元 イシンチョウモト 税抜き￥10,000以上
板屋町 イタヤチョウ 税抜き￥10,000以上
市井町 イチイチョウ 税抜き￥10,000以上
上田町 ウエダチョウ 税抜き￥10,000以上
上野町 ウエノチョウ 税抜き￥10,000以上
上畑町 ウエハタチョウ 税抜き￥10,000以上
宇津呂町 ウツロチョウ 税抜き￥10,000以上
魚屋町上 ウワイチョウカミ 税抜き￥10,000以上
魚屋町中 ウワイチョウナカ 税抜き￥10,000以上
魚屋町元 ウワイチョウモト 税抜き￥10,000以上
江頭町 エガシラチョウ 税抜き￥10,000以上
江南町 エナミチョウ 税抜き￥10,000以上
大杉町 オオスギチョウ 税抜き￥10,000以上
大房町 オオブサチョウ 税抜き￥10,000以上
大森町 オオモリチョウ 税抜き￥10,000以上
沖島町 オキシマチョウ 税抜き￥10,000以上
長田町 オサダチョウ 税抜き￥10,000以上
小田町 オダチョウ 税抜き￥10,000以上
音羽町 オトワチョウ 税抜き￥10,000以上
小幡町上 オバタチョウカミ 税抜き￥10,000以上
小幡町中 オバタチョウナカ 税抜き￥10,000以上



か 鍵之手町 カギノテチョウ 税抜き￥10,000以上
鍛冶屋町 カジヤチョウ 税抜き￥10,000以上
加茂町 カモチョウ 税抜き￥10,000以上
川原町 カワラマチ 税抜き￥10,000以上
北末町 キタスエチョウ 税抜き￥10,000以上
北津田町 キタツダチョウ 税抜き￥10,000以上
北之庄町 キタノショウチョウ 税抜き￥10,000以上
北元町 キタモトチョウ 税抜き￥10,000以上
倉橋部町 クラハシベチョウ 税抜き￥10,000以上
御所内町 ゴショウチチョウ 税抜き￥10,000以上
小船木町 コブナキチョウ 税抜き￥10,000以上
金剛寺町 コンゴウジチョウ 税抜き￥10,000以上

さ 佐久間町 サクマチョウ 税抜き￥10,000以上
桜宮町 サクラミヤチョウ 税抜き￥10,000以上
佐波江町 サバエチョウ 税抜き￥10,000以上
慈恩寺町上 ジオンジチョウカミ 税抜き￥10,000以上
慈恩寺町中 ジオンジチョウナカ 税抜き￥10,000以上
慈恩寺町元 ジオンジチョウモト 税抜き￥10,000以上
篠原町 シノハラチョウ 税抜き￥10,000以上
島町 シマチョウ 税抜き￥10,000以上
十王町 ジュウオウチョウ 税抜き￥10,000以上
正神町 ショウガミチョウ 税抜き￥10,000以上
浄土寺町 ジョウドジチョウ 税抜き￥10,000以上
白王町 シラオウチョウ 税抜き￥10,000以上
白鳥町 シラトリチョウ 税抜き￥10,000以上
新左衛門町 シンザエモンチョウ 税抜き￥10,000以上
新栄町 シンサカエマチ 税抜き￥10,000以上
新巻町 シンマキチョウ 税抜き￥10,000以上
新町 シンマチ 税抜き￥10,000以上
水茎町 スイケイチョウ 税抜き￥10,000以上
末広町 スエヒロチョウ 税抜き￥10,000以上
杉森町 スギノモリチョウ 税抜き￥10,000以上
仲屋町上 スワイチョウカミ 税抜き￥10,000以上
仲屋町中 スワイチョウナカ 税抜き￥10,000以上
仲屋町元 スワイチョウモト 税抜き￥10,000以上
千僧供町 センゾクチョウ 税抜き￥10,000以上

た 大工町 ダイクチョウ 税抜き￥10,000以上
大中町 ダイナカチョウ 税抜き￥10,000以上
鷹飼町 タカカイチョウ 税抜き￥10,000以上
鷹飼町北 タカカイチョウキタ 税抜き￥10,000以上
鷹飼町東 タカカイチョウヒガシ 税抜き￥10,000以上
鷹飼町南 タカカイチョウミナミ 税抜き￥10,000以上
多賀町 タガチョウ 税抜き￥10,000以上
竹町 タケチョウ 税抜き￥10,000以上
田中江町 タナカエチョウ 税抜き￥10,000以上
玉木町 タマキチョウ 税抜き￥10,000以上
玉屋町 タマヤチョウ 税抜き￥10,000以上
長光寺町 チョウコウジチョウ 税抜き￥10,000以上
長福寺町 チョウフクジチョウ 税抜き￥10,000以上
長命寺町 チョウメイジチョウ 税抜き￥10,000以上
津田町 ツダチョウ 税抜き￥10,000以上
土田町 ツチダチョウ 税抜き￥10,000以上
鉄炮町 テッポウチョウ 税抜き￥10,000以上
出町 デマチ 税抜き￥10,000以上
友定町 トモサダチョウ 税抜き￥10,000以上



な 中小森町 ナカコモリチョウ 税抜き￥10,000以上
中之庄町 ナカノショウチョウ 税抜き￥10,000以上
永原町上 ナガハラチョウカミ 税抜き￥10,000以上
永原町中 ナガハラチョウナカ 税抜き￥10,000以上
永原町元 ナガハラチョウモト 税抜き￥10,000以上
中村町 ナカムラチョウ 税抜き￥10,000以上
縄手町末 ナワテチョウスエ 税抜き￥10,000以上
縄手町中 ナワテチョウナカ 税抜き￥10,000以上
縄手町元 ナワテチョウモト 税抜き￥10,000以上
西宿町 ニシジュクチョウ 税抜き￥10,000以上
西末町 ニシスエチョウ 税抜き￥10,000以上
西畳屋町 ニシタタミヤチョウ 税抜き￥10,000以上
西庄町 ニシノショウチョウ 税抜き￥10,000以上
西本郷町 ニシホンゴウチョウ 税抜き￥10,000以上
西本郷町西 ニシホンゴウチョウニシ 税抜き￥10,000以上
西本郷町東 ニシホンゴウチョウヒガシ 税抜き￥10,000以上
西元町 ニシモトチョウ 税抜き￥10,000以上
西生来町 ニショウライチョウ 税抜き￥10,000以上
野田町 ノダチョウ 税抜き￥10,000以上
野村町 ノムラチョウ 税抜き￥10,000以上

は 博労町上 バクロチョウカミ 税抜き￥10,000以上
博労町中 バクロチョウナカ 税抜き￥10,000以上
博労町元 バクロチョウモト 税抜き￥10,000以上
八幡町 ハチマンチョウ 税抜き￥10,000以上
東川町 ヒガシカワチョウ 税抜き￥10,000以上
東畳屋町 ヒガシタタミヤチョウ 税抜き￥10,000以上
東町 ヒガシチョウ 税抜き￥10,000以上
東横関町 ヒガシヨコゼキチョウ 税抜き￥10,000以上
日杉町 ヒスギチョウ 税抜き￥10,000以上
日吉野町 ヒヨノチョウ 税抜き￥10,000以上
船木町 フナキチョウ 税抜き￥10,000以上
船町 フナマチ 税抜き￥10,000以上
古川町 フルカワチョウ 税抜き￥10,000以上
堀上町 ホリカミチョウ 税抜き￥10,000以上
本町 ホンマチ 税抜き￥10,000以上

ま 牧町 マキチョウ 税抜き￥10,000以上
孫平治町 マゴヘイジチョウ 税抜き￥10,000以上
益田町 マスダチョウ 税抜き￥10,000以上
馬淵町 マブチチョウ 税抜き￥10,000以上
丸の内町 マルノウチチョウ 税抜き￥10,000以上
円山町 マルヤマチョウ 税抜き￥10,000以上
緑町 ミドリマチ 税抜き￥10,000以上
南津田町 ミナミツダチョウ 税抜き￥10,000以上
南本郷町 ミナミホンゴウチョウ 税抜き￥10,000以上
宮内町 ミヤウチチョウ 税抜き￥10,000以上
武佐町 ムサチョウ 税抜き￥10,000以上
元水茎町 モトスイケイチョウ 税抜き￥10,000以上
元玉屋町 モトタマヤチョウ 税抜き￥10,000以上
森尻町 モリジリチョウ 税抜き￥10,000以上

や 八木町 ヤギチョウ 税抜き￥10,000以上
薬師町 ヤクシチョウ 税抜き￥10,000以上
柳町 ヤナギマチ 税抜き￥10,000以上

わ 若葉町 ワカバチョウ 税抜き￥10,000以上
若宮町 ワカミヤチョウ 税抜き￥10,000以上



彦根市
あ 安食中町 アンジキナカマチ 税抜き￥20,000以上

石寺町 イシデラチョウ 税抜き￥20,000以上
稲枝町 イナエチョウ 税抜き￥10,000以上
稲里町 イナザトチョウ 税抜き￥20,000以上
稲部町 イナベチョウ 税抜き￥10,000以上
犬方町　 イヌカタチョウ 税抜き￥30,000以上
宇尾町 ウオチョウ 税抜き￥30,000以上

か 海瀬町 カイゼチョウ 税抜き￥10,000以上
開出今町 カイデイマチョウ 税抜き￥30,000以上
賀田山町 カタヤマチョウ 税抜き￥20,000以上
金沢町 カナザワチョウ 税抜き￥10,000以上
金田町 カネダチョウ 税抜き￥10,000以上
上稲葉町 カミイナバチョウ 税抜き￥10,000以上
上岡部町 カミオカベチョウ 税抜き￥20,000以上
上西川町 カミニシカワチョウ 税抜き￥10,000以上
川瀬馬場町 カワセババチョウ 税抜き￥30,000以上
甘呂町 カンロチョウ 税抜き￥30,000以上
清崎町 キヨサキチョウ 税抜き￥20,000以上
小泉町 コイズミチョウ 税抜き￥50,000以上
甲崎町 コウザキチョウ 税抜き￥10,000以上
広野町 コウノチョウ 税抜き￥30,000以上
極楽寺町 ゴクラクジチョウ 税抜き￥30,000以上
金剛寺町 コンゴウジチョウ 税抜き￥30,000以上

さ 薩摩町 サツマチョウ 税抜き￥20,000以上
下稲葉町 シモイナバチョウ 税抜き￥10,000以上
下岡部町 シモオカベチョウ 税抜き￥20,000以上
下西川町 シモニシカワチョウ 税抜き￥20,000以上
新海町 シンガイチョウ 税抜き￥10,000以上
新海浜 シンガイハマ 税抜き￥10,000以上
須越町 スゴシチョウ 税抜き￥30,000以上

た 太堂町 タイドウチョウ 税抜き￥20,000以上
高宮町 タカミヤチョウ 税抜き￥50,000以上
竹ヶ鼻町 タケガハナチョウ 税抜き￥50,000以上
田附町 タヅケチョウ 税抜き￥10,000以上
田原町 タワラチョウ 税抜き￥10,000以上
千尋町 チヒロチョウ 税抜き￥20,000以上
辻堂町 ツジドウチョウ 税抜き￥30,000以上
葛籠町 ツヅラマチ 税抜き￥20,000以上
出路町 デッチチョウ 税抜き￥10,000以上
出町 デマチ 税抜き￥20,000以上
戸賀町　 トガチョウ 税抜き￥50,000以上

な 西今町 ニシイマチョウ 税抜き￥50,000以上
西葛籠町 ニシツヅラマチ 税抜き￥30,000以上
楡町 ニレチョウ 税抜き￥20,000以上
野口町 ノグチチョウ 税抜き￥20,000以上
野瀬町 ノセチョウ 税抜き￥50,000以上
野良田町 ノラダチョウ 税抜き￥10,000以上



は 八坂町 ハッサカチョウ 税抜き￥30,000以上
服部町 ハットリチョウ 税抜き￥10,000以上
彦富町 ヒコトミチョウ 税抜き￥10,000以上
肥田町 ヒダチョウ 税抜き￥10,000以上
日夏町 ヒナツチョウ 税抜き￥30,000以上
普光寺町 フコウジチョウ 税抜き￥10,000以上
法士町 ホウゼチョウ 税抜き￥30,000以上
堀町 ホリチョウ 税抜き￥30,000以上
本庄町 ホンジョウチョウ 税抜き￥10,000以上

ま 三津町 ミツチョウ 税抜き￥10,000以上
三津屋町 ミツヤチョウ 税抜き￥20,000以上
南川瀬町 ミナミカワセチョウ 税抜き￥20,000以上
南三ツ谷町 ミナミミツヤチョウ 税抜き￥10,000以上
森堂町 モリドウチョウ 税抜き￥30,000以上

や 柳川町 ヤナガワチョウ 税抜き￥10,000以上
ら 蓮台寺町 レンダイジチョウ 税抜き￥30,000以上



多賀町
下記地区税抜き￥50,000以上
・猿木 （サルギ）
・敏満寺 （ビンマンジ）
・近江鉄道多賀大社前駅周辺
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