
エリア ジャンル ショップ名 サービス内容 優待条件

大津 グルメ
鮎家本店
大津市真野2-24-1
Tel：077-573-0252

DCハッピープレゼントポイント2倍
※対象店舗:鮎家本店/鮎家の郷

大津 グルメ

ブルーベリーフィールズ
紀伊國屋治兵衛 山のレストラン
大津市伊香立上龍華町673
Tel：077-598-2623

ランチ･ディナーのお客さまに、ブルーベリー
酒またはソフトドリンク1杯サービス

大津 ショッピング

ブルーベリーフィールズ
紀伊國屋治兵衛
大津市伊香立上龍華町673
Tel：077-598-2623

DCハッピープレゼントポイント2倍

大津 ホテル
琵琶湖ホテル
大津市浜町2-40
Tel：077-524-7111

DCハッピープレゼントポイント2倍
STIO提示で客室料金20%OFF、レストラン飲
食5%OFF  ※特別営業日を除く

大津 ホテル
湯元館
大津市苗鹿2-30-7
Tel：077-579-1111

DCハッピープレゼントポイント2倍
STIO提示で平日宿泊500円OFF

湖北・湖西 ホテル
北ビワコホテル グラツィエ
長浜市港町4-17
Tel：0749-62-7777

DCハッピープレゼントポイント2倍

大津 エンターテインメント

琵琶湖汽船・ミシガン
大津市浜大津5-1-1
Tel：077-524-5000

ミシガン各クルーズ乗船料を約10%割引
※1枚で5名様まで ※割引併用不可 ※企画
船・イベント船は対象外

湖東 ライフ
油藤商事
犬上郡豊郷町高野瀬645
Tel：0749-35-2081

ご家庭の使用済みてんぷら油、アルミ缶、ス
チール缶、牛乳パック、古紙（雑誌･新聞類）
持参で、リサイクル液体石けん ｢エコ洗車｣ を
半額で実施

［サービスショップ］では、ＳＴＩＯの提示等でショップ

独自のさまざまなサービスが受けられます。

［エコショップ］のご利用で「ショッピング」しながらエコ

にも貢献できます。

［ポイントショップ］での決済で、ＤＣハッピープレゼント

のポイントが通常の２倍たまります。

[ エコショップ ]
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事前に予約をし、ＳＴＩＯ掲示かクレジット
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お支払の際、ＳＴＩＯクレジット決済をする
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バラエティ豊かな提携ショップでの各種優待や、

ポイントサービスなど盛りだくさんのＳＴＩＯ［エスティオ］



エリア ジャンル ショップ名 サービス内容 優待条件

全域 ショッピング
上新電機
所在地・連絡先についてはJoshinホーム
ページよりご確認ください

DCハッピープレゼントポイント2倍
ネットショッピングは｢joshin web｣が対象

大津 グルメ
近江あられ本舗 中西永生堂
大津市苗鹿3-2-10
Tel：0120-544-002

DCハッピープレゼントポイント2倍
対象店舗:本店

大津 グルメ
BREZZA
大津市今堅田2-23-21
Tel：077-574-5087

DCハッピープレゼントポイント2倍

東近江 グルメ
カルビ屋大福 八日市店
東近江市中野町303
Tel：0748-20-1717

DCハッピープレゼントポイント2倍

東近江 グルメ
炭櫓
近江八幡市音羽町26
Tel：0748-31-3325

DCハッピープレゼントポイント2倍

湖南 ショッピング
KINSIN（近新）
草津市新浜町55-1 <近江大橋店>
Tel：077-567-6300

DCハッピープレゼントポイント2倍

湖南 ショッピング
ジテンシャデポ
甲賀市水口町八坂3-57
Tel：0748-62-3334

DCハッピープレゼントポイント2倍
インターネットで自転車をお買い上げの方に
｢空気入れ｣プレゼント ※お買い上げ時、備
考欄に｢STIO会員｣とご記入ください

湖東 ショッピング
BORN FREE
彦根市戸賀町78-4
Tel：0749-23-3553

DCハッピープレゼントポイント2倍

湖北・湖西 ショッピング
タイヤガーデン安曇川
高島市安曇川町西万木1207-1
Tel：0740-32-8123

DCハッピープレゼントポイント2倍

大津 ライフ

大西皮フ科形成外科医院
大津市粟津町4-7
JR石山駅近江鉄道ビル3F
Tel：077-531-2101

DCハッピープレゼントポイント2倍

大津 ライフ

大西メディカルラボ
大津市粟津町4-7
JR石山駅近江鉄道ビル3F
Tel：077-531-2116

DCハッピープレゼントポイント2倍

エリア ジャンル ショップ名 サービス内容 優待条件

大津 グルメ
あたか飯店 浜大津店
大津市浜大津4-7-8
Tel：077-524-0636

杏仁豆腐サービス（お一人さま1個）
※15時以降のご来店に限る

大津 グルメ
う膳
大津市和邇今宿675-3
Tel：077-594-2788

ソフトドリンク1杯サービス
※要予約･10名さま以上 ※現金支払いのみ

大津 グルメ
ヴュルツブルク
大津市由美浜5
Tel：077-526-3500

ご飲食代5％ＯＦＦ

大津 グルメ
近江神宮 善庵
大津市神宮町1-1
Tel：077-521-1207

そばがき（小）プレゼント
※お食事された方に限る

大津 グルメ
大津 魚忠
大津市京町2-4-10
Tel：077-522-4428

ワンドリンクサービス（ソフトドリンク、冷酒）
※他のサービス券との併用不可
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エリア ジャンル ショップ名 サービス内容 優待条件

[ サービスショップ ]

大津 グルメ
小川酒店
大津市浜大津2-1-31
Tel：077-524-2203

1,000円以上のワインを定価より1割引
2,000円以上のワインを定価より2割引
※但し、国産ワインは除く

大津 グルメ

かど萬
大津市中央1-7-35 2F
食事専用ﾀﾞｲﾔﾙ：050-3786-2903
精肉店：077-524-2504

ソフトドリンク1杯サービス

大津 グルメ
かねよ
大津市大谷町23-15
Tel：077-524-2222

5%OFF
※期間:9/1～3/31 現金支払いのみ
※出前･飲み物代･カード払いは不可

大津 グルメ
きべ
大津市皇子が丘2-9-19
Tel：077-525-1133

ワンドリンクまたはデザート1品サービス
※2階でのご飲食の方

大津 グルメ
近江懐石 清元
大津市雄琴6-1-35
Tel：0120-674-389

ワンドリンクまたはデザートサービス

大津 グルメ
行楽庵
大津市萱野浦25-1
Tel：077-545-6335

4名さま以上懐石メニュー 5%OFF
（前日迄のご予約･STIO提示）

大津 グルメ
松水
大津市北小松996-2
Tel：077-596-0251

ソフトドリンクサービス
※お一人さま3,300円（消費税込み）以上の
コースをご注文の方に限る

大津 グルメ
新月
大津市石山寺1-3-3
Tel：077-537-1436

ちりめん山椒（小袋）プレゼント

大津 グルメ
そば処 めんぼう西大津店
大津市皇子が丘2-10-13  西大津ビル102
Tel：077-521-0011

1グループ各人ご飲食代50円OFF

大津 グルメ
だいず屋
大津市中央2-5-18
Tel：077-527-6456

ワンドリンク無料（アルコール可、ディナータイ
ムのみ）
※対象店舗:だいず屋/だいず屋西武店

大津 グルメ
でんや 石山駅前店
大津市粟津町4-11
Tel：077-534-1511

ちりめん山椒（小袋）プレゼント

大津 グルメ
共弥寿し
大津市千町1-24-12
Tel：077-533-0478

飲食代5%OFF
※3,000円以上ご飲食のお客さま
※セットコースは使用不可

大津 グルメ
はなさび
大津市栄町13-11
Tel：077-534-1034

みたらしもちまたはミニアイスサービス

大津 グルメ
モダンミール
大津市浜大津1-4-1
Tel：077-522-1630

【ランチ】ワンドリンクサービス
【ディナー】お会計10％ＯＦＦ
※ほかの割引やサービスとの併用はできま
せん ※対象店舗/①肉バルモダンミール（大
津）②STEAK＆WINEモダンミール（草津）

大津 グルメ
焼肉 じろう
大津市真野2-27-8
Tel：077-573-1129

ソフトドリンク1杯サービス

大津 グルメ
レストラン オペラ
大津市打出浜15-1  （財）びわ湖ホール2F
Tel：077-521-7170

ワンドリンクサービス
（ソフトドリンクまたはグラスワイン）

大津 グルメ
RISTORANTE LAGO
大津市浜大津1-4-1   旧大津公会堂1F
Tel：077-525-2701

ウェルカムドリンクサービス
※ディナータイムご利用時に限る

大津 ショッピング
大津絵の店
大津市三井寺町3-38
Tel：077-524-5656

商品代金5%OFF
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エリア ジャンル ショップ名 サービス内容 優待条件

[ サービスショップ ]

大津 ショッピング
学生服の店 まるたや
大津市本堅田3-18-7
Tel：077-573-0020

粗品プレゼント
※4,000円（消費税込）以上お買上げの方

大津 ショッピング
唐橋焼窯元
大津市唐橋町18-5
Tel：077-537-0543

商品代5％OFF
※他クーポンとの併用不可

大津 ショッピング
juju
大津市錦織3-11-3
Tel：077-526-4755

ブーケ1点ご購入の方、2点目半額

大津 ショッピング
ハートフルギフト
大津市衣川1-20-30
Tel：0120-003-002

粗品プレゼント

大津 ショッピング
PARTHENON（パルテノン）
大津市南比良467
Tel：077-592-8577

限定商品プレゼント

大津 ショッピング
PEACOCK ROSE
大津市本宮2-21-43
Tel：077-523-6919

商品代金5%OFF
※11,000円（消費税込み）以上お買い上げの
方

大津 ショッピング
松新家具仏壇店
大津市本堅田5-9-15
Tel：077-572-2181

粗品プレゼント ※10,000円以上お買い上げ
の方

大津 ホテル
アヤハレークサイドホテル
大津市におの浜3-2-25
Tel：077-524-2321

モーニングコーヒーチケットサービス
※宿泊ご利用のお客さま

大津 ホテル
びわ湖大津プリンスホテル
大津市におの浜4-7-7
Tel：077-521-1111

宿泊/正規客室料金の10%割引
レストラン/利用金額の5%割引
※STIO提示による現金払いの場合のみ

大津 ホテル
おごと温泉 雄琴荘
大津市雄琴6-1-24
Tel：077-578-1390

夕食時ワンドリンクサービス

大津 ホテル
おごと温泉 びわこ緑水亭
大津市雄琴6-1-6
Tel：077-577-2222

日帰りのお客さま：昼食･夕食時のレストラン
利用料金5%OFF
宿泊のお客さま：宿泊基本料金10%OFF

大津 ホテル
琵琶湖グランドホテル・京近江
大津市雄琴6-5-1
Tel：077-579-2111

1泊2食付き宿泊料10%OFF

大津 ホテル
びわ湖岬おごと温泉 暖灯館きくのや
大津市雄琴6-1-29
Tel：0120-19-1281

夕食時ワンドリンクサービス

大津 スポーツ
S.G.I ゴルフクリニック ロータス美濃
大津市坂本7-13-19
Tel：077-572-6677

3,000円以上お買上げで粗品プレゼント

大津 スポーツ
大津イトマンスポーツクラブ
大津市打出浜33-11
Tel：077-525-7755

入会金無料

大津 スポーツ
ビバスポーツアカデミー 瀬田
大津市一里山1-18-22
Tel：077-543-0887

入会金100%OFF･ビジター利用料50%OFF

大津 スポーツ
モリスポアスリート
大津市一里山7-1-1  フォレオ大津一里山
Tel：077-547-5030

購入金額5%OFF

大津 スポーツ
relaxation cococala ヨガスタジオ
大津市柳川1-7-19
Tel：077-525-0780

入会金半額
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エリア ジャンル ショップ名 サービス内容 優待条件

[ サービスショップ ]

大津 ライフ

日本通運
大津市中庄2-1-73
専用フリーダイヤル：0120-022-703
（8:00～20:00）

・えころじこんぽが基本作業料金（作業員料+
資材料）の20%割引
・単身パックは1基につき通常価格から1,000
円（税抜）引き
※3月10日～4月10日の作業は除く
※各種キャンペーンとの併用割引不可
お問い合わせ、お申し込みは専用ダイアルま
で。インターネットからもお申込み可能。

大津 ライフ

サプリマアム フォレオ大津一里山店
大津市一里山7-1-1
フォレオ大津一里山店1階
Tel：077-544-3623

オリジナルグッズ他プレゼント

大津 ライフ
綜合警備保障
大津市本宮2-37-4  綜警大津ビル
Tel：077-523-1200

ホームセキュリティを新規ご契約の方に対し、
一律20,000円をキャッシュバック
※お問い合わせの際はSTIO会員である旨の
申し出が必要

大津 ライフ
松島産婦人科医院
大津市錦織3-6-22
Tel：077-525-0025

ブライダルドック1￥18,850 →￥17,910
ブライダルドック2￥12,690 →￥12,060
男性ブライダル1￥13,870 →￥13,180
男性ブライダル2￥8,980 →￥8,530
※価格は税別です。

湖南 グルメ
居酒屋 政
草津市川原4-7-5
Tel：077-564-0514

3,000円以上のご飲食で5％OFF

湖南 グルメ

エーデルマン
草津市西大路町7-7-115
ユニハイム草津ユトリオふれあい館1F
Tel：077-562-9526

商品購入時、優待サービス利用の明示をした
場合、焼菓子1つプレゼント

湖南 グルメ
近江スエヒロ 本店
草津市大路3-1-39
Tel：0120-073-651

注文時にSTIO提示し、優待サービス利用の
明示で飲食代5%OFF  ※昼食、軽食は対象外

湖南 グルメ

純近江牛 安田良
草津市西大路5-3
食事専用ﾀﾞｲﾔﾙ：077-598-1529
精肉店：077-564-5529

1グループ500円引き（現金のみ）
※焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き店のご利用に
限る

湖南 グルメ
浜木綿 草津店
草津市矢橋町238-1
Tel：077-561-5661

｢今月のご試食品｣月替りのご試食品を1グ
ループ人数分サービス
※注文時優待サービスの利用を明示の方
※他の試食券、サービス券との併用不可  ※
優待サービスは中国料理浜木綿各店で利用
可能

湖南 グルメ

ホテルボストンプラザ草津
オールデイダイニング リバティー
草津市西大路町1-27  1F
Tel：077-561-3320

ワンドリンクサービス ※カード1枚提示で2名
様まで/一部対象外メニュー有

湖南 グルメ
和食・寿司 たきもと
草津市野村2-5-9
Tel：077-562-1062

ワンドリンクサービス
※グラスビールまたはソフトドリンク1杯

湖南 ショッピング

フラワーショップ「オーキッド」志津店
草津市追分町上柳1
フレンドマート志津東草津店内
Tel：077-569-4970

商品購入時にSTIOを提示し優待サービス利
用の明示で5%OFF

湖南 ショッピング
フローリストなかむら上笠本店
草津市上笠4-4-31
Tel：077-563-8729

3,000円以上お買上げのお客さま5％OFF

湖南 ショッピング
プチジュエリーfef
草津市野村2-1-12-102
Tel：077-567-2289

STIO決済でジュエリーボックスプレゼント

湖南 ショッピング
ラディカ
草津市東矢倉1-5-2
Tel：077-566-1577

STIO決済でメガネスタンドプレゼント
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エリア ジャンル ショップ名 サービス内容 優待条件

[ サービスショップ ]

湖南 ホテル
クサツエストピアホテル
草津市西大路町4-32
Tel：077-566-3333

客室基本料金20％OFF、直営レストラン飲食
代5％OFF

湖南 スポーツ
草津イトマンフィットネスクラブ
草津市西渋川1-9-44
Tel：077-564-6031

入会金無料

湖南 スポーツ
ゴルフキッズ
草津市野村4-2-3グランステージ１Ｆ
Tel：077-561-6502

・2万円以上のクラブお買い上げで5％OFF
・買い取り価格10％UP（中古品に限る）
※対象店舗/草津店、京都南インター店、ソ
フィアモール八幡店

湖南 スポーツ
ミナミ草津ゴルフガーデン
草津市東矢倉3-9-75
Tel：077-562-1135

来場時にSTIOを提示し優待サービス利用の
明示で入場料無料

湖南 スポーツ
ミナミ草津バッティングドーム
草津市東矢倉3-9-75
Tel：077-562-2234

11プレイ券（3,150円）購入時にSTIOを提示し
優待サービス利用の明示で1プレイ無料

湖南 ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
カラオケJOYJOY南草津店
草津市矢倉2-7-18
Tel：077-567-9666

昼50円、夜100円OFF（1人につき、2時間以上
ご利用の場合）

湖南 ライフ
Jewel’s cut Garden
草津市野村2-22-8
Tel：077-507-9962

商品代5％OFF

湖南 ライフ

日本旅行
（草津支店）
草津市大路1-10-1
第二南洋軒ビル
Tel：077-562-2327

赤い風船3％、ベスト・ベストエクセレント5％、
マッハ5％割引
※ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ除く、他割引との重複割引不
可。※割引額の100円未満は切り捨て。ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ限定商品は除く  ※取扱店舗：草津支店、
Tis京都支店、Tis京都西口支店、京都四条支
店トラベルカウンター

湖南 グルメ
味千両
栗東市高野335
Tel：077-552-5466

ご飲食代5%OFF
※宴会･ランチタイムは対象外

湖南 グルメ
アンジェリック・ドーワ
栗東市安養寺6-9-61
Tel：077-552-8576

デコレーションケーキ10％OFF（イベント・フェ
ア対象商品除く）
シフォンケーキ5％OFF（併用可）

湖南 グルメ

快食空間makanaiya
栗東市野尻597
グレーシィ栗東エクサーブ１Ｆ
Tel：077-552-3885

夜得セットをオーダーするとデザートがグレー
ドアップ（他クーポンとの併用不可）

湖南 ショッピング
熱帯魚と水草の専門店 ナジェール
栗東市辻438-3
Tel：077-552-5339

5,000円以上の熱帯魚をお買い上げで割引券
プレゼント ※セール時の利用不可

湖南 ライフ
Wan Scene
栗東市綣4-12-16  アクアリンピア1F
Tel：077-553-5777

粗品プレゼント ※なくなり次第終了

湖南 ライフ
リバティ
栗東市辻480-2
Tel：0120-54-3440

車購入時20,000円OFF/車検代 3,000円OFF/
板金塗装代 20%OFF
※他のクーポンとの併用不可
※対象店舗/栗東店、大津店、本店

湖南 ショッピング
リサイクルマート滋賀守山店
守山市播磨田町3104
Tel：0120-714-825

5％OFF

湖南 スポーツ
琵琶湖レークサイドゴルフコース
守山市木浜町2300
Tel：077-585-1321

売店商品5%OFF ※ゴルフ用品のみ
レンタルシューズ無料貸出し

湖南 スポーツ
ミナミスポーツクラブガイム
守山市吉身5-2-45
Tel：077-582-7337

入会金無料
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湖南 スポーツ
守山イトマンスイミングスクール
守山市吉身6-5-4
Tel：077-582-0151

入会金無料

湖南 ライフ
株式会社 宝山園
守山市荒見町132-1
Tel：077-583-2225

造園･エクステリア工事の5%割引サービス
（個人さまを対象に申込時にSTIO提示）

湖南 ライフ
守山コンタクト（米倉眼科グループ）
守山市勝部1-1-21-501  小島ﾋﾞﾙ5F
Tel：0120-138-349

オプティフリー洗浄液240ｍｌ（2000円相当）
プレゼント  ※指定商品購入時

湖南 グルメ

御菓子司 梅元老舗
◇本店： 野洲市野洲267
 Tel：077-587-0068
◇駅前店： 野洲市小篠原2213-4
 Tel：077-588-0200

どらやき｢近江富士｣1個プレゼント
※2,000円（消費税込み）以上お買い上げの
方

湖南 グルメ
寿司時空割烹 沙羅
野洲市小篠原940
Tel：077-587-3131

平日ランチの方に「近江牛にぎり寿司（2カ
ン）」または「食後のデザート盛合せ（ハーフサ
イズ）」をサービス ※4名様までのグループ
に限る、1枚の会員証でＯＫ

湖南 グルメ
中国菜 秀
野洲市北野1-8-23マンションセブン
Tel：077-587-4818

ソフトドリンク1杯サービス

湖南 グルメ
Bean’s Tostino
野洲市市三宅2341-1
Tel：077-588-1000

オリジナルブレンド200g購入で5％OFF

湖南 グルメ

RAYSキッチン
野洲市小篠原2101-2
フィネスビル1-Ａ
Tel：077-586-0655

ランチ：ディナーで使用出来るワンドリンクチ
ケットプレゼント
ディナー：ミニ前菜サービス

湖南 グルメ
溶岩焼肉 徳志満
湖南市菩提寺西4-4-27
Tel：0748-74-2944

キムチ盛り合わせサービス

湖南 ショッピング
ビークル
野洲市妙光寺204-1
Tel：077-588-3355

新艇購入でライフベスト1着プレゼント、用品
5％OFF

湖南 ショッピング
立入ふとん店
湖南市柑子袋795-1
Tel：0748-72-0718

オーダーメードまくら＆マットレス無料体験を
された方に粗品プレゼント

湖南 スポーツ
甲西イトマンスイミングスクール
湖南市平松104
Tel：0748-72-2612

入会金無料

湖南 グルメ
居楽屋 新鮮 め組
甲賀市北泉1-50-5
Tel：0748-65-3777

ファーストドリンクサービス
※5名様まで

湖南 グルメ
魚仙
甲賀市信楽町長野1334-2
Tel：0748-82-0049

ソフトドリンク1杯サービス

湖南 グルメ
魚豊
甲賀市水口町虫生野中央16
Tel：0120-88-4645

ソフトドリンクお一人様1杯サービス（お二人さ
ままで）

湖南 グルメ
魚松
甲賀市甲賀町神2376
Tel：0748-88-2206

魚松特製松茸釜めしの素+魚松特製山ぶき+
お土産もう一品  ※STIO提示の方のみ

湖南 グルメ
Gen喜
甲賀市水口町虫生野中央55
Tel：0748-62-5564

ワンドリンク無料（500円以内）

湖南 グルメ
四季彩 たちばな
甲賀市水口町宮の前2-24
Tel：0748-62-6055

ご飲食代金3,000円以上で300円引き
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湖南 グルメ
Japan Dining emu
甲賀市水口町東林口5-10
Tel：0748-60-5505

STIOスペシャルコース￥3,000（事前予約）

湖南 グルメ
蛸蔵
甲賀市水口町北内貴348-1
Tel：0748-63-2701

ソフトドリンク1杯サービス（2名さま以上は2杯
まで）

湖南 グルメ
ちゃこうろ
甲賀市水口町虫生野中央106
Tel：0748-63-7722

ウーロン茶1杯サービス

湖南 グルメ
中国四川料理 湖南飯店
甲賀市水口町北泉1-78
Tel：0748-63-0117

ソフトドリンク１杯サービス
※グループの方全員

湖南 グルメ
錦茶屋
甲賀市甲賀町大原中1034
Tel：0748-88-3168

ソフトドリンク1杯サービス

湖南 グルメ
焼肉 かどたに
甲賀市水口町虫生野中央182
Tel：0748-63-3200

ソフトドリンク1杯サービス（2名さま以上は2杯
まで）

湖南 グルメ
和楽 DINING 忍
甲賀市甲南町森尻856
Tel：0748-86-1327

ソフトドリンク１杯無料 ※お食事された方に
限る

湖南 ショッピング
KAWAKYU
甲賀市水口町中邸5-48
Tel：0748-63-2577

切花・花鉢購入時、優待サービスの明示をさ
れた場合5％OFF

湖南 ショッピング
高原のうつわや 藤陶
甲賀市信楽町長野1485-68
Tel：0748-83-1177

商品代金10%OFF
※2,000円（消費税込み）以上ご購入の方

湖南 ショッピング
モードウカイ
甲賀市水口町綾野566-1
Tel：0748-62-1343

300円の割引券を進呈

湖南 グルメ
山本園/WITH TEA
甲賀市信楽町上朝宮275-1
Tel：0748-84-0014

2,200円（消費税込み）以上お買い上げの方
に｢朝宮茶｣一煎パックプレゼント

湖南 ショッピング
よしかわでんき
甲賀市甲賀町上野1361
Tel：0748-88-2171

33,000円（消費税込み）以上お買い上げで、
オリジナル粗品プレゼント

湖南 ホテル
小川亭
甲賀市信楽町長野876
Tel：0748-82-0008

夕食時ワンドリンクサービス

湖南 ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
ろくろ体験工房 遊器陶舎
甲賀市信楽町勅旨2344
Tel：0748-83-0570

｢電気ろくろ基本コース｣3,800円→3,500円（消
費税込み）  ※グループ利用可

湖南 ライフ
ITOGEN
甲賀市水口町本綾野1-7
Tel：0748-65-2345

パソコンスクール入学金半額
2,200円→1,100円（消費税込み）

東近江 グルメ
御菓子司にしかわ
近江八幡市船木町1119-4
Tel：0748-33-4425

菓子パン1個サービス

東近江 グルメ
SASUKE
近江八幡市牧町2586-3
Tel：0748-31-3557

ミニクロワッサン１個サービス

東近江 グルメ
ステーキハウスRIGI
近江八幡市友定町494-1
Tel：0748-37-4686

100円割引（ランチに限る・現金支払いのみ）

東近江 グルメ
万吾樓
近江八幡市安土町常楽寺420
Tel：0748-46-2039

5％割引（現金のみ）
※他のサービスとの併用不可
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東近江 グルメ
焼肉 吉挑
近江八幡市安土町香庄339-1
Tel：0748-46-4487

5％OFF（割引は最大3千円・他券との併用不
可）

東近江 グルメ
山甚水産
近江八幡市白王町1423
Tel：0748-33-1733

5%OFF

東近江 グルメ
漁師の店 川田商店
近江八幡市長命寺町48-20
Tel：0748-32-3140

10%OFF
※3,000円（消費税込み）以上のお買い上げ
の方

東近江 グルメ
レストラン近江牛毛利志満
近江八幡市東川町866-1
Tel：0748-37-4325

食後のワンドリンク無料サービス（コーヒーま
たは紅茶）  ※本店のみ

東近江 グルメ
レストランバー シーズ
近江八幡市中村町2-3 キワダビル1F
Tel：0748-32-5950

ワンドリンクサービス

東近江 グルメ
和洋旬彩 遊菜
近江八幡市安土町下豊浦4717-1
Tel：0748-46-3579

ワンドリンクサービス（ソフトドリンクまたはタ
ルハイ）
※他のｻｰﾋﾞｽ券との併用不可

東近江 ショッピング
ふとんのワタセ
近江八幡市下豊浦2
Tel：0748-46-2103

粗品プレゼント
※お買上げのお客さま限定

東近江 ホテル
ビジネスホテル シェル
近江八幡市友定町494-1
Tel：0748-37-8451

宿泊料5％ＯＦＦ

東近江 ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
BIWAKO ALL BLUE fishing
近江八幡市北津田町334
Tel：0748-33-9082

レンタル釣竿1本無料
※ボートをレンタルされた方に限る

東近江 スポーツ
WEB BEACH CLUB
近江八幡市牧町2187-27
Tel：0748-32-5767

スクール受講料10%OFF

東近江 スポーツ
近江八幡イトマンスイミングスクール
近江八幡市桜宮町206
Tel：0748-33-1135

入会金無料

東近江 グルメ
勇魚
東近江市五個荘竜田町675-15
Tel：0748-48-6357

5％OFF

東近江 グルメ
カネ正
東近江市上平木町1507
Tel：0748-22-6251

商品代金割引
商品代（消費税込み） 1,100円 → 100円
OFF、2,200円 → 200円OFF、3,300円 → 300
円OFF、4,400円 → 400円OFF、5,500円 →
500円OFF

東近江 グルメ
松研
東近江市小田苅町834-1
Tel：0749-45-0471

ワンドリンクサービス ※注文時にSTIO提
示、他の割引券との併用不可、対象店舗：五
個荘店、守山店、草津店

東近江 グルメ
すき焼 にしむら
東近江市東中野町2-22
Tel：0748-22-3010

ソフトドリンク1杯サービス
※すき焼きまたはしゃぶしゃぶをお召し上がり
の方 ※現金支払いのみ

東近江 グルメ
patisserie PAPIER
東近江市小脇町402-1
Tel：0748-26-2111

商品代5％OFF

東近江 グルメ
晴家
東近江市五個荘石塚町307-1
Tel：0748-48-3110

ご飲食代5％ＯＦＦ

東近江 ショッピング
雛匠東之湖 人形の布施
東近江市五個荘竜田町661-3
Tel：0748-48-6288

5%OFF

東近江 ホテル
永源寺温泉 八風の湯
東近江市永源寺高野町352
Tel：0748-27-1126

岩盤浴1回サービス
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東近江 スポーツ
八日市イトマンスイミングスクール
東近江市八日市東本町7-7
Tel：0748-22-8456

入会金無料

東近江 ライフ
滋賀県中古車査定センター
東近江市垣見町529
Tel：0748-42-0004

車検の事務手数料1,000円ＯＦＦ

東近江 グルメ
焼肉処 祥雲
蒲生郡日野町松尾1-49
Tel：0748-52-4570

食後デザートサービス（グループの方全員）
※サービス内容については、店の都合により
変更になる場合あり

東近江 グルメ
れすとらん芭蕉
蒲生郡日野町別所967-21
Tel：0748-52-1637

ソフトドリンク1杯サービス

東近江 ショッピング
ヨシノヤ
蒲生郡日野町上野田167-1
Tel：0748-53-0708

商品購入時、STIO提示または、STIOクレジッ
ト決済で粗品プレゼント

湖東 グルメ
あゆの店きむら
彦根市後三条町725
Tel：0749-22-1775

ご来店時にSTIOで本体価格3,000円以上を
クレジット決済すれば粗品を進呈
※対象店舗:本店/京橋店/長浜黒壁店

湖東 グルメ
くつろぎDINING 風花
彦根市肥田町1010-1 アルファヴィラ1F
Tel：0749-43-5633

ワンドリンクサービス（現金決済のみ）

湖東 グルメ
中国料理 龍鱗
彦根市旭町9-11 石原ビル5F
Tel：0749-24-3570

ワンドリンクサービス

湖東 グルメ
Food’s Bar 笑点
彦根市小泉町106-9
Tel：0749-27-1819

飲食代5％OFF

湖東 グルメ
ほっこりカフェ 朴
彦根市尾末町1-59 護国神社境内
Tel：0749-22-0839

彦根市地域通貨｢彦｣1枚プレゼント
※1回のご精算につき、1,000円以上の方

湖東 ショッピング
アルファフローリスト 本店
彦根市肥田町1009-1
Tel：0749-43-2543

商品購入時に優待ｻｰﾋﾞｽ利用の明示をした
場合5％ＯＦＦ

湖東 ショッピング
湖東焼一志郎窯
彦根市本町1-6-22
Tel：0749-24-6711

3,000円以上をSTIO決済で、粗品プレゼント

湖東 ショッピング
酒蔵ひのや
彦根市清崎町241-15
Tel：0749-25-3363

日本酒・本格焼酎・ワイン・こだわりおつまみ
をお買い上げで5％引き

湖東 ショッピング
メガネのハヤミ
彦根市平田町578
Tel：0749-24-8833

商品代金5%OFF
※5,000円（消費税込み）以上のメガネ一式ま
たはレンズお買い上げの方

湖東 スポーツ
彦根イトマンスイミングスクール
彦根市古沢町500
Tel：0749-26-1821

入会金無料

湖東 ライフ
彦根自動車学校
彦根市岡町180
Tel：0120-20-4654

入校時STIO提示で5,000円商品券プレゼント
（他の特典併用はできません）

湖東 グルメ
ステーキハウス サン・ヴィラ
愛知郡愛荘町中宿156
Tel：0749-42-4500

ご飲食代5％OFF

湖東 グルメ
藤居本家
愛知郡愛荘町長野793
Tel：0749-42-2080

粗品プレゼン
※お買上げのお客さま限定

湖東 グルメ
料理旅館 竹平楼
愛知郡愛荘町愛知川1608
Tel：0749-42-4007

ワンドリンクサービス

提示

提示

提示

提示

提示 決済

決済

提示

提示

決済

提示

提示

提示

提示

提示

決済

提示

提示

提示

提示



エリア ジャンル ショップ名 サービス内容 優待条件

[ サービスショップ ]

湖東 ショッピング
クリタフラワー
愛知郡愛荘町市714-5
Tel：0749-42-4576

5%OFF
※3,240円（税込み）以上の商品お買い上げ
の方

湖東 ショッピング

タカダ/ベルスールタカダ
愛知郡愛荘町愛知川58
平和堂愛知川店内1F
Tel：0749-42-7008

時計20%OFF 眼鏡･宝飾30%OFF
※特価品･赤札、ネットショップは対象外

湖東 ホテル
近江屋
愛知郡愛荘町愛知川883
Tel：0749-42-2427

粗品プレゼント

湖東 グルメ
岡村本家
犬上郡豊郷町吉田100
Tel：0749-35-2538

清算時にSTIO提示頂くと粗品サービス
※対象店舗：株式会社岡村本家蔵しっく館
（本社）/遊亀亭（滋賀豊郷）/遊亀淀屋橋（大
阪）

湖東 グルメ
豊辰
犬上郡豊郷町石畑455
Tel：0749-35-2053

お食事代金10％OFF

湖東 ライフ
宮川石油
犬上郡豊郷町吉田1480-5
Tel：0749-35-2561

電気自動車レンタル10％OFF（土日のみ）・そ
の他レンタカー10％OFF・レンタサイクル100
円引

湖北・湖西 グルメ
イタリア厨房 マンマ
長浜市大島町29
Tel：0749-63-7672

1,500円以上お買い上げの方、お一人様100
円引き

湖北・湖西 グルメ
魚菜食房 吉太郎
長浜市大宮町5-20
Tel：0749-62-0231

飲食代金5％ＯＦＦ
※現金支払のみ、他の割引券との併用不可

湖北・湖西 グルメ

うどん・そば 吉野
長浜市元浜町6-16（大手門商店街内海洋
堂フィギュアミュージアム前）
Tel：0749-62-1910

のっぺいうどんセット 1,200円→1,100円

湖北・湖西 グルメ
沖縄料理 めんそーれ
長浜市南呉服町1-8
Tel：0749-62-7759

ワンドリンクサービス

湖北・湖西 グルメ
菓匠 禄兵衛
長浜市木之本町木之本1087
Tel：0749-82-2172

でっち羊羹、金のでっち羊羹10%OFF
※対象店舗/本店

湖北・湖西 グルメ

菓子乃蔵 角屋
長浜市木之本町木之本1072
【木之本地蔵院前】
Tel：0749-82-2031

1,500円以上お買い上げで5%OFF
3,000円以上お買い上げで10%OFF

湖北・湖西 グルメ
炭火焼肉 牛角 長浜店
長浜市八幡中山町120-7
Tel：0749-68-1729

ワンドリンクサービス

湖北・湖西 グルメ
住茂登
長浜市大宮町 10-1
Tel：0749-65-2588

ご飲食代金5%OFF

湖北・湖西 グルメ
中華そば 福松
長浜市西浅井町塩津中295
Tel：0749-88-0180

餃子100円引き

湖北・湖西 グルメ
パン工房ポム・ド・テール
長浜市地福寺町11-12
Tel：0749-65-6388

商品代10%OFF

湖北・湖西 グルメ
丸忠
長浜市木之本町木之本1340-2
Tel：0749-82-2169

ワンドリンクサービス ※アルコールを除く

湖北・湖西 グルメ 長浜市八幡東町200-1
Tel：0749-57-6322

牛タン1人前サービス

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示



エリア ジャンル ショップ名 サービス内容 優待条件

[ サービスショップ ]

湖北・湖西 グルメ
料亭 成駒家
長浜市南呉服町5-25
Tel：0749-62-3031

ご利用代金5%OFF

湖北・湖西 グルメ
料亭すし慶
長浜市木之本町木之本988
Tel：0749-82-2115

のと珠洲「天然塩」プレゼント

湖北・湖西 グルメ
和菓子とcafé ちゃらく
長浜市大戌亥町1284
Tel：0749-62-6178

5%OFF

湖北・湖西 ショッピング
リブランキクヤ
長浜市木之本町木之本1717-1
Tel：0749-82-2245

店頭割引価格よりさらに10％OFF ※オー
ダーカーテン10万円以上ご購入の方 ※セー
ル期間を除く

湖北・湖西 ホテル
国民宿舎つづらお荘
長浜市西浅井町菅浦580
Tel：0749-89-0350

つづらお荘 お茶菓子プレゼント（お茶菓子の
セット） ※1グループにつき1個、カード決済で
も優待可能

湖北・湖西 ホテル
須賀谷温泉
長浜市須賀谷町36
Tel：0749-74-2235

入湯料（税込み）大人1,000円⇒900円 子供
500円⇒400円

湖北・湖西 ホテル
鈴乃や清泉閣
長浜市木之本町木之本1325
Tel：0749-82-2233

幸せを呼ぶ布引焼グッズ プレゼント

湖北・湖西 ホテル
想古亭 源内
長浜市木之本町大音1529-1
Tel：0749-82-4127

自家製シソふりかけプレゼント

湖北・湖西 ホテル
ホテルYes長浜 駅前館
長浜市南呉服町9-30
Tel：0749-65-8080

宿泊料金5%OFF

湖北・湖西 ホテル
旅館 紅鮎
長浜市湖北町尾上312
Tel：0749-79-0315

紅鮎特製入浴剤プレゼント
※食事の場合1グループにつき1個･宿泊の場
合は1部屋につき1個

湖北・湖西 ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ

海洋堂フィギュアミュージアム黒壁
龍遊館
長浜市元浜町13-31
Tel：0749-68-1680

入館料10%OFF

湖北・湖西 ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
黒壁スクエア
長浜市元浜町12-38
Tel：0749-65-2330

黒壁ガラス体験教室の5%割引

湖北・湖西 グルメ
北新商店
米原市米原521
Tel：0749-52-0048

宅配セットに生ゆばプレゼント

湖北・湖西 グルメ
醒井楼
米原市上丹生2054
Tel：0749-54-0120

湧水を使ったコーヒー、または自家製梅酒を
人数分サービス

湖北・湖西 グルメ

四季彩工房 ゆるり
米原市下多良2-63
セリマンション107号
Tel：0749-52-3071

ご飲食代5%OFF ※現金決済のみ

湖北・湖西 グルメ
正直屋

Tel：0749-54-0401

500円ＯＦＦ。焼肉3,000円以上ご利用の方。
現金決済のみ  ※定食（ランチ）不可

湖北・湖西 グルメ
鮨ふもと
米原市下多良505
Tel：0749-52-0022

飲食代5％OFF ※宴会対象外

湖北・湖西 グルメ
和café たち季
米原市醒井410
Tel：0749-54-0664

飲食代金5％OFF

湖北・湖西 グルメ
鮎池元 吉本
高島市新旭町藁園1588
Tel：0120-25-4641

商品購入の際STIO提示で粗品をプレゼント

提示

提示

提示

提示

提示 決済

提示

提示

提示

決済

決済提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示
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[ サービスショップ ]

湖北・湖西 グルメ
パン・ドール
高島市安曇川町末広3-25-4
Tel：0740-32-2056

500円以上お買い上げの方に粗品（ラスク）プ
レゼント

湖北・湖西 ショッピング
淡海堂
高島市勝野1406-2
Tel：0740-36-0218

粗品プレゼント
※3,300円（消費税込み）以上お買い上げの
方

湖北・湖西 ショッピング
乾杯スタジアム 安曇川店
高島市安曇川町西万木381-10
Tel：0740-32-2219

3,000円（消費税込み）以上お買い上げで
粗品プレゼント

湖北・湖西 ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
家族旅行村ビラデスト今津
高島市今津町深清水2405-1
Tel：0740-22-6868

ソフトドリンク1杯サービス （レストハウス赤坂
平またはバーベキューの館でお食事ご注文
のお客様）

湖北・湖西 ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ

レストランひだまり・体験交流センター
ゆめの
高島市今津町日置前2435-3
（今津総合運動公園内）
Tel：0740-22-5556

お食事100円割引券進呈（次回来店時から）

湖北・湖西 ライフ
他谷無線商会
高島市安曇川町田中47-16
Tel：0740-32-0145

STIO決済時に販売価格を3％割引

京都 グルメ
小川珈琲本店
京都市右京区西京極北庄境町75
Tel：075-313-7334

ハウスブレンドコーヒー（ホット） 5%OFF
※対象店舗:京都地区14店、滋賀地区4店

京都 グルメ
開晴亭
京都市左京区下鴨前萩町5-8
Tel：075-706-6966

グラスワイン1杯サービス
※予約時にSTIO会員の申出が必要

京都 グルメ

京料理 魚常
京都市中京区竹屋町通室町東入亀屋町
143
Tel：075-231-1421

5％OFF

京都 グルメ

こと路
京都市上京区出水通室町西入る近衛町
46-3
Tel：075-432-9283

5%OFF

京都 グルメ

dining HARIMAYA
京都市東山区縄手通三条下ル新伍軒町
181 西側 Cabin三条AQUA1F
Tel：075-551-5671

生ビール、もしくはソフトドリンク一杯無料

京都 グルメ
丹波ワイン
京都府船井郡京丹波町豊田鳥居野96
Tel：0771-82-2002

・レストラン利用時、グラスワインまたは、グラ
スジュースサービス
・ショップでお買い物時、ワイン5％ＯＦＦ

京都 グルメ
特選和牛炭火 一寸法師
京都市北区紫竹下緑町89 5F
Tel：075-493-2330

ワンドリンクサービス
※生ビールまたはソフトドリンク

京都 グルメ

日本料理 京甲屋
京都府京都市中京区堺町通蛸薬師上ル甲
屋町390
Tel：075-708-5605

ソフトドリンク一杯サービス

京都 グルメ
焼き肉家 益市
京都市南区吉祥院西浦町33
Tel：075-661-7057

ワンドリンクサービス（420円までのドリンク）

京都 ショッピング
アートギャラリー伝々
京都市北区衣笠御所の内町29
Tel：075-461-5921

1,000円（消費税込み）以上お買い上げで粗品
プレゼント

京都 ショッピング

iiivko（アブコ）
京都市中京区三条通富小路西入ﾙ中之町
20ｻｸﾗﾋﾞﾙ2F
Tel：075-254-0909

自社ポイントカードの2倍ポイント（ダブルポイ
ント）

提示

提示

提示

提示

提示

決済

提示

提示

提示

提示

予約

提示

提示

提示

提示

提示

提示

提示
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京都 ショッピング
ギャラリー雅堂
京都市北区平野宮敷町27
Tel：075-464-1655

STIO決済で5%OFF
※10,000円（消費税込み）以上お買い上げの
方

京都 ショッピング

HINAYA KYOTO 清水五条坂店
京都市東山区五条橋東4-452 ラティエール
五条坂1･2F
Tel：075-551-3558

粗品プレゼント ※商品お買い上げの方

京都 ショッピング

ブランドショップよちか
京都市上京区青龍町218グランコスモ鴨川
102
Tel：075-257-5844

粗品プレゼント

京都 ショッピング

ル・ノーブル 京都四条本店
京都市下京区四条通柳馬場西入ル立売中
之町102-2
Tel：075-222-0887

粗品プレゼント
※3,000円以上（消費税込み）お買い上げの
方  ※対象店舗/京都四条本店･梅田ディア
モール店･梅田フコク店･京都長岡店

京都 ショッピング

おびやはぎれや
京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝
屋町362-18
Tel：075-525-3323

1,000円（消費税込み）以上お買い上げで粗品
プレゼント

京都 ホテル

京小宿 八坂 ゆとね
京都市東山区下河原通高台寺下る南町
413
Tel：075-533-6226

平日宿泊500円OFF

京都 ホテル
京 YUNOHANA RESORT 翠泉
亀岡市ひえ田野町芦ノ山イノシリ6-3
Tel：0771-22-7575

平日宿泊500円OFF

京都 ホテル
ロテル・ド・比叡
京都市左京区比叡山一本杉
Tel：075-701-0201

宿泊基本料金10%OFF、レストラン飲食5%OFF
※優待特典の除外日:クリスマス、年末年始、
ゴールデンウィーク、お盆

京都 ライフ
yippee
京都市北区上賀茂桜井町54
Tel：075-702-4731

DOG GOOD SHOPにて3,000円以上の商品お
買い上げで5％OFF（一部除外品あり）

京都 ライフ

北山通り松ヶ崎クリニック
京都市左京区松ヶ崎小脇町16-3 グラシオ
ビル2階
Tel：075-703-2900

メディカルコスメ10%OFF

京都 ライフ

近畿日本ツーリスト関西
京都市下京区東塩小路釡殿町31-1 近鉄
京都駅構内八条口1階
Tel：075-681-7211

国内ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾂｱｰ「近畿日本ツーリスト日本の
旅」3％割引、海外ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾂｱｰ「近畿日本
ツーリスト世界の旅」3％割引 ※現金、ﾂｰﾘｽ
ﾄ旅行券、当社KNTカード利用のみ

京都 ライフ
五健堂 引越サービス
京都市伏見区横大路菅本2-58
Tel：075-612-6688

引越し代金20％OFF＆荷造り用具プレゼント

京都 ライフ

皮膚科 岡田佳子医院
京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町
480 オフィスワン四条烏丸5F
Tel：075-365-3337

初回の方に限り、レーザー脱毛カウンセリン
グ+レーザー脱毛テスト2ヵ所1,000円
※ぬり薬代200円のみ別途必要

京都 ライフ

ビューティースキンラボラトリー
フェアネス
京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町
480 オフィスワン四条烏丸
Tel：075-344-3500

お悩み改善コースを受けられた方は会計時
に1,000円割引券プレゼント

大阪・静
岡・三重・
福井

ショッピング
da BOSCO（ダ・ボスコ）
大阪府枚方市田宮本町14-10
Tel：072-843-0144

木の手作り小物プレゼント
※50,000円（消費税込み）以上お買い上げの
方
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決済

提示
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提示

提示

提示
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提示
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大阪・静
岡・三重・
福井

ホテル
ホテル京阪 ユニバーサル・タワー
大阪市此花区島屋6-2-45
Tel：06-6465-1001

（1）宿泊:基本宿泊料金の10%割引
（予約時申告必要、ほかの優待との併用不
可、特定日対象外）
（2）レストラン:お食事料金の10%割引
（会計時STIO提示必要、朝食バイキング・ドリ
ンクは対象外）

大阪・静
岡・三重・
福井

スポーツ
滝谷イトマンスイミングスクール
大阪府河内長野市木戸2-33-12
Tel：0721-54-1858

入会金無料

大阪・静
岡・三重・
福井

ホテル
熱海 伊豆山温泉ハートピア熱海
静岡県熱海市伊豆山717-18
Tel：0120-405-056

ワンドリンクサービス ※夕食時

大阪・静
岡・三重・
福井

グルメ
喫茶・軽食 シャコンヌ
三重県伊賀市上野丸之内62-2
Tel：050-1538-8871

プチスイーツセットご注文のお客さまはドリン
ク100円引き

大阪・静
岡・三重・
福井

グルメ
中華ダイニング 秀苑
三重県伊賀市丸之内31-2
Tel：0595-24-3996

ソフトドリンク１杯サービス

大阪・静
岡・三重・
福井

グルメ

小牧かまぼこ敦賀本店
福井県敦賀市余座（よざ）13-1-1
フリーダイヤル：0120-22-0615
手作り工房受付：0120-17-0615

1,000円（消費税込み）以上お買い上げで粗品
プレゼント（敦賀本店のみ）

大阪・静
岡・三重・
福井

ライフ

アート引越センター
大阪府大阪市中央区城見1-2-27
クリスタルタワー3F（大阪オフィス）
Tel：0120-0123-66

引越基本料金の30%割引
※引越基本料金とは、車輌費+人件費です
※3月15日～4月10日のお引越しは、除外期
間
受付時間9:00～18:00（12/31～1/3を除き年
中無休）
・お申込み際に必ず『STIOカードの会員』と告
知ください。・当社が同時期に実施する他の
キャンペーンとの重複利用不可。・お見積後
のお申し出には対応できません
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