
からだ元気治療院 心陽守山店
（サテライトオフィス） AKALA 植物屋　HATONE

Brugge Osteria bar COSI COSI

Shinkyu Massage botanical shop plant shop

Men's & Lady's Salon Italian Bar

025 026 029

027 028

　身体の痛みが緩和することで
の「日常の小さな感動を積み重
ねよう」という理念から高齢者や
身体障がい者の自宅に伺い、は
り・きゅう・マッサージ・リハビリを
施術する訪問型の治療院。お試
し無料体験も実施中。

　他では手に入りにくい珍し
い植物からハイセンスなヴィン
テージ雑貨まで豊富に取り揃
える。商品の大半に使用してい
る鉢カバーはオーナーのオリ
ジナルハンドメイドだからギフ
トにもぴったり。

サボテンや多肉、塊根、観葉、
水草など多種にわたる植物を
取り扱うこちらは2017年12
月オープン。中には海外から輸
入する珍しい植物も。気さくな
オーナーが育て方など親身に
なって相談に乗ってくれます。

　昨年の暮れにオープンした白と
水色を基調とする清潔感あふれる
雰囲気の中、美肌脱毛や増毛エク
ステなどの施術が受けられます。特
におすすめはセルフホワイトニン
グ。2台完備しているからカップル
や友人同士での来店も多い。

　人気イタリア料理店で研鑽を積ん
だオーナーが提供するメニューは本
格ながらにしてリーズナブル。一人で
もグループでも気軽に立ち寄れる空
間で、大津駅から徒歩5分という立地
と深夜3：00まで営業しているのもう
れしい。

☎️ 077-596-3731
守山市勝部4-3-1ウィスペリア102
9：00〜18：00
土・日曜・祝日休
P有

☎️ 077-545-3013
大津市大江5-11-17(大津市立瀬田中学校グランド前）

平　日10：00〜17：00
土日祝12：00〜18：00
火・水曜休　Pあり（2台）
HP  akala-green.com

☎️ 077-516-4518
守山市水保町1336-37
13：00〜18：00
水曜休　他、不定休
P有（4台）

☎️ 077-598-1398
守山市勝部5-6-23 竹中ビル2F
10：00〜19：00(受付18:00）
木曜休　第2・4日曜休
P有(5台）

☎️ 077-572-6056
大津市御幸町5-27シブヤビル1F
18：00〜翌3：00（LO翌2：00）
Pなし
(近隣にコインPあり)
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アナタのお店を紹介します！

検索検索AKALA 瀬田

検索検索ブルージュ　守山 検索検索大津 COSICOSI

まずは
ご相談ください！

　当協会を通じて、創業資金をご利用されたお客さま
に対し、お店のひとことPRを当協会の広報誌『信用保
証レポート』に掲載させていただいています。
　掲載料は無料ですので、興味のある方は是非この
機会にご利用ください！

多数のご応募
お待ち

しております！

（担当）総務企画部 企画課
TEL	 077-511-1310
FAX	 077-521-2189

13 14REPORT 2018 SPRING REPORT 2018 SPRING



からだ元気治療院 心陽守山店
（サテライトオフィス） AKALA 植物屋　HATONE

Brugge Osteria bar COSI COSI

Shinkyu Massage botanical shop plant shop

Men's & Lady's Salon Italian Bar

025 026 029

027 028

　身体の痛みが緩和することで
の「日常の小さな感動を積み重
ねよう」という理念から高齢者や
身体障がい者の自宅に伺い、は
り・きゅう・マッサージ・リハビリを
施術する訪問型の治療院。お試
し無料体験も実施中。

　他では手に入りにくい珍し
い植物からハイセンスなヴィン
テージ雑貨まで豊富に取り揃
える。商品の大半に使用してい
る鉢カバーはオーナーのオリ
ジナルハンドメイドだからギフ
トにもぴったり。

サボテンや多肉、塊根、観葉、
水草など多種にわたる植物を
取り扱うこちらは2017年12
月オープン。中には海外から輸
入する珍しい植物も。気さくな
オーナーが育て方など親身に
なって相談に乗ってくれます。

　昨年の暮れにオープンした白と
水色を基調とする清潔感あふれる
雰囲気の中、美肌脱毛や増毛エク
ステなどの施術が受けられます。特
におすすめはセルフホワイトニン
グ。2台完備しているからカップル
や友人同士での来店も多い。

　人気イタリア料理店で研鑽を積ん
だオーナーが提供するメニューは本
格ながらにしてリーズナブル。一人で
もグループでも気軽に立ち寄れる空
間で、大津駅から徒歩5分という立地
と深夜3：00まで営業しているのもう
れしい。

☎️ 077-596-3731
守山市勝部4-3-1ウィスペリア102
9：00〜18：00
土・日曜・祝日休
P有

☎️ 077-545-3013
大津市大江5-11-17(大津市立瀬田中学校グランド前）

平　日10：00〜17：00
土日祝12：00〜18：00
火・水曜休　Pあり（2台）
HP  akala-green.com

☎️ 077-516-4518
守山市水保町1336-37
13：00〜18：00
水曜休　他、不定休
P有（4台）

☎️ 077-598-1398
守山市勝部5-6-23 竹中ビル2F
10：00〜19：00(受付18:00）
木曜休　第2・4日曜休
P有(5台）

☎️ 077-572-6056
大津市御幸町5-27シブヤビル1F
18：00〜翌3：00（LO翌2：00）
Pなし
(近隣にコインPあり)

勝部4

JR琵琶湖線

ローソン

ウェーブ東洋電機

ファミリーマート

守 山

千代町

セブン
イレブン

瀬 田

大江4
JR琵琶湖線 1

1
瀬田中

ローソン

セブンイレブン

び
わ
湖

琵琶湖大橋
477

セブン
イレブン

セブン
イレブン

佐川美術館

ピエリ

勝部4

JR琵琶湖線

ローソン

ウェーブ東洋電機

ファミリーマート

守 山

千代町

セブン
イレブン

上栄町

京
阪
京
津
線

JR琵琶湖線

日赤

1

裁判所
セブン
イレブン

京町3

大 津

京町1 京町2

御幸町

161

コインP

アナタのお店を紹介します！

検索検索AKALA 瀬田

検索検索ブルージュ　守山 検索検索大津 COSICOSI

まずは
ご相談ください！

　当協会を通じて、創業資金をご利用されたお客さま
に対し、お店のひとことPRを当協会の広報誌『信用保
証レポート』に掲載させていただいています。
　掲載料は無料ですので、興味のある方は是非この
機会にご利用ください！

多数のご応募
お待ち

しております！

（担当）総務企画部 企画課
TEL	 077-511-1310
FAX	 077-521-2189

13 14REPORT 2018 SPRING REPORT 2018 SPRING


