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観光

●参加店の中には、本ガイドブックを持参していただいた方が特典を受けられるお店があります。

●特典サービスをご利用される場合は、下記の基本事項をご覧の上、各店舗にお申し出ください。

●使用期限は、平成 31年２月 28日までです。

●特典を受けられるのは、特に記載のない場合、本ガイドブック１冊を持参された方お一人につ
き、各お店で期間中１回を基本としています。複数人数でのご利用や２回目以降のご利用はご
遠慮ください。

●そのほか、各お店ごとに使用条件が異なる場合は、それぞれのお店の取り決めに従ってください。

●他のサービスやクーポンとの併用はできません。

●本誌の掲載内容は、平成 30年 10月現在のものです。

高島市商工会
地域のビジネスとまちづくりをサポート！

商工会は商工業者のみな
さまの経営や地域振興に
関わるさまざまなことを
お手伝いしていきます。
ご商売でお悩みのことが
ありましたらお気軽に何
でもご相談ください。

①マル経資金が活用できる
②各種補助金の申請支援が受けられる
③販路開拓の支援が受けられる

特典

住高島市安曇川町田中 89
電 0740－32－1580
営 8 時 30分～ 17時 15分
休土曜・日曜・祝日（その他年末年始など）
駐有り
HP http://takashima-syo.jp/

お店紹介ページの表示説明

1 店舗・施設 名称
2 店舗コメント（メニュー紹介や説明など）
3 ＱＲコード（MAPへ飛びます）
4 特典またはオススメのメニュー
5 店舗詳細（住所、電話番号、営業時間など）

1

2

3

4
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マキノピックランド マキノ高原温泉さらさ

道の駅 マキノ追
おっさかとうげ
坂峠

季節に応じた旬の果物が収穫できる観光果樹園 爽やかな風がいざなう高原温泉

四季折々の琵琶湖が展望できる
賑わい溢れる憩いの道の駅♪

施設内の農産物直売所で
は、マキノピックランド
で獲れた、旬の果物に加
えて地元産野菜等も販売
しております。また、手
作りジェラート売場でも
果物を使ったジェラート
を販売しております。

水着着用のバーデゾーン
では、雄大なマキノ高原
や赤坂山を仰ぎ見る迫力
あふれる大パノラマをお
楽しみいただけます。
また、レストラン赤坂の
和洋食メニューも好評で
す。

朝獲れの新鮮野菜を
中心に鯖寿司、お弁
当、佃煮、お惣菜な
ど地元で生産された
食材を原材料にした
加工品や特産品を取
り揃えております。

本ガイドブック持参の方
赤坂定食  1,250円果樹園入園料10％OFF

特典

住高島市マキノ町寺久保 835-1
電 0740－27－1811
営果樹園９時～16時（受付）
休水曜日（祝日の場合は翌日）
駐１６０台
HP http:// マキノピックランド.com/

住高島市マキノ町牧野 931-3
電 0740－27－8126
営
休第２、第４水曜日
駐１２０台
HP http://www.makinokougen.co.jp

住高島市マキノ町海津 897-27
電 0740－28－8081
営 9 時～18時
休火曜日、年末年始
駐普通車40台／大型車27台
HP http://ossaka-touge.com/

（平日）10時～21時
（土・日・祝祭日）10時～22時※受付終了は各 30分前

オススメ

特典 本ガイドブックご持参の方
直売所で1,800円以上ご購入の方に限り、
直営レストラン「好湖」（ここ）のコーヒー
１杯無料チケット１枚プレゼント！

【一押しメニュー】



宿泊
Lodging

宿泊観光
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観光

グリーンパーク想い出の森
朽木里山れすとらん「天空」

マキノ白谷温泉 八王子荘

湖西観光

㈱中田運送・中田観光バス

大自然に囲まれた総合レジャースポット

マキノの自然に囲まれた天然温泉

快適なバスの旅　楽しいひとときを演出します。

レジャーにビジネスに安心安全のバス旅を！

自然の中のレスト
ランで当店自慢の
鯖寿司、新鮮なイ
ワナ料理や鹿肉を
使ったシチュー、
高島名物とんちゃ
んなどをお楽しみ
下さい。

マキノスキー場の北、風光明媚
なマキノ高原の奥にある温泉
宿。天然ラドン温泉で療養温泉
に指定されています。露天風呂
やぶなの湯、さくらの湯、貸切
風呂（つばきの湯）もあります。
また、四季折々の旬の素材の会
席料理も自慢です（要予約）

湖西観光は白浜荘の姉妹
会社で安心してご利用い
ただけます。
貸切バスのみのご用命か
ら、ご宿泊プランまで幅
広くご利用下さい。

観光はもちろん団体様や
学校行事、地域活動など
の移動にご利用できます
のでお気軽にご相談くだ
さい。また、宿泊場所や
食事場所などの利用を含
めたご相談も承っており
ます。

本ガイドブック持参の方
お食事（3,900円以上）をして頂きますと
１人ソフトドリンク１杯サービス

ご宿泊を伴うバスツアーをお申し込み時

小型観光バス（21名乗り）から
大型観光バス（60名乗り）までお客様の
ニーズに応じたバスをご用意致します。

「缶ビール１箱」進呈
（一押しメニュー）鯖寿司２切と
栃餅入りうどんの鯖寿司膳

オススメ

特典

特典

オススメ

住高島市朽木柏 341-3
電 0740－38－2770
営 10 時～21時（温泉）
休
駐３００台
HP http://www.gp-kutsuki.com/

住高島市マキノ町白谷 370-1
電 0740－27－0085
営 10 時～21時（20：30受付終了）
休木曜日
駐 3０台
HP http://hachioujisou.com/

住高島市安曇川町下小川2300-1
電 0740－32－2006
営 8 時～ 17時
休なし
駐 5０台
HP biwako@kosei-kanko.jp

住高島市マキノ町下開田 711-1
電 0740－27－0710
営 9 時～17時
休日曜・祝日
駐 5 台
HP http://nakata-bus.com/
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12 月～２月は毎週火曜日、
３月～ 11月は第２火曜日（８・９月は無休）

保有車：13 人乗りハイエース・23 人乗・28 人乗小型バス
　　　　28 人乗・39 人乗中型バス

ゼログラビティ

奥琵琶湖マキノグランドパークホテル

Gulliver Marina
本格的なアウトドアアクティビティ体験を！

四季折々のマキノの自然が楽しめる、
奥琵琶湖畔の隠れ家的なリゾートホテル

白鬚神社を湖上から参拝！インスタ映え◎！

シャワークライミング・ロッククライミング・ハイ
キング・スノーシュー・ガイド登山など様々なア
ウトドア・アクティビティＴＯＵＲの企画・主催を
行うゼログラビティは、日常を離れて山や川など
大自然と触れ合いたい、大自然の中で遊びたい
という方に、安全で楽しいツアーをご提供してお
ります。兵庫・大阪・京都・京阪神からＪＲ１本
でＯＫ！の短時間の場所で、シャワークライミン
グ、ロッククライミング、スノーシュー、トレッキ
ングなどの様々なアクティビティーを冒険心のお
もむくままに体験してみてください！皆さまのオフ
タイムにゼログラビティーは、感性の刺激と寛ぎ
を提供いたします。

広がる雄大な奥琵琶湖の
景色・きらめくプライベー
トビーチ・そしてその先に
浮かぶ竹生島を一望でき
る１８０度レイクビューの

「レストラン　竹生」

白鬚神社を湖上から参拝してみま
せんか？？ 湖上から見る鳥居は迫
力満点です。あなたもぜひ体験し
てください。白鬚神社湖上参拝へ
は小型ボート（23 フィート）乗船し
て頂きます。乗船時間は約１時間
で、湖上からの景色をゆったり楽
しんでいただきます。
①湖上観光船
　琵琶湖のパワースポット！白鬚神社湖上参拝ツアー
　お一人 2,000 円（お二人より申込可※要予約　最大乗船人数９名）
②湖上散策　ロマンスボード 3,000 円 / 回（２時間）
　　　　　　ローボード 2,000 円 / 回（２時間）

参加当日 ￥1,000キャッシュバック

料理長おすすめ

是非ご賞味下さい

（夏）シャワークライミング  （春、秋）ロッククライミング
（冬）スノーシュー

洋コースランチ
「プレミアムレイクビューランチ」新登場！

特典

オススメ

特典

住高島市勝野 1400	びれっじ７号館
電 075－925－8775
営 8 時～ 20時
休不定休
駐３0台（びれっじ無料駐車場）
HP http://www.zero-gra.com

住高島市マキノ町西浜 763-2
電 0740－28－1111
営ランチ	 11時30分～14時
　夕食	 17時30分～20時
休特になし
駐 140 台
HP http://www.gphotels.jp/

住高島市勝野 1543-2
電 0740－36－0313
　090－3358－6890
営６時～17時
休なし
駐 100台
HP https://www.shokokai.or.jp/
																					25/252121S0028/

本ガイドブック持参の方
湖上散策（１時間延長サービス）

ガリバー マリーナ



宿泊 宿泊
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今津サンブリッジホテル
湖の辺ダイニング葦海

御料理旅館  鳥居楼 政府登録旅館 白浜荘

メタセコイア並木が見える宿で自分発見！！ １００年の水と自然の中で
泊まる・食べる・遊ぶ『ハリエライフ』

おいでやす、丸茂旅館です。
びわ湖の湖西にある、
お風呂とお得な料理が自慢の旅館です。

９９％手作の和惣菜ランチバイキング お昼のランチ￥980でソフトドリンク付きです

美しき琵琶湖の恵みに育まれた地に宿を置き、
百年以上も伝統の味を守り続ける料理旅館です。 湖畔の露天風呂で癒しの時間をどうぞ！

気取った料理はありません。しい
て言えば自慢の囲炉裏で焼いた魚
達。とれたての季節の有機野菜。
煮てよし。焼いてよし。生で食べて
も絶品の味。きっと満足していただ
けます。夜は満点の星に囲まれて
風を感じてゆっくりお過ごしくださ
い。忘れていた自分を見つけること
が出来るかもしれません。
一泊二食付　８, ６００円

針江の湧き水をテーマにした
レストラン・宿泊・日帰り入
浴・デニム雑貨ショップの総
合施設です。レストランでは、
湧き水が庭から店内を流れ鮎
や鯉がゆったり泳いでいます。
料理にも湧き水を使用してい
ます。近江牛、ビワマス、地
産地消の野菜や有機肥料米
を味わえます。

創業８０年の老舗旅館。旬の
食材を使った料理と家庭的な
サービスでおもてなし。ご家
族、ビジネス、スポーツ合宿、
観光等どんなご宿泊でも大歓
迎です。その他、大小 宴会、
冠婚葬祭、歓送迎会、ご法要、
仕出し、幕の内弁当にオード
ブル、なんでも承っております。
まずは、お電話お待ちしてい
ます。無料送迎バスもござい
ます。（２４人乗マイクロバス）

丸三旅館はびわ湖の四季を思
う存分楽しめます。合宿に、
ご旅行に、またビジネスの際
もぜひ当旅館をご利用くださ
い。びわ湖の四季を感じなが
らの合宿も好評をいただいて
おります。

毎日開催中のランチ
バイキングは、ホテ
ル１番の人気商品。
お客 様 の前 であげ
る、あつあつの天プ
ラや、季節のおそう
ざいが楽しめます。

ウェディング、宴会、
小宴会、忘年会、新
年会、ビジネスホテ
ル、各種お食事にご
利用いただけます。

明治創業の老舗で、100 年
以上も伝統の味を守り続け
る「鳥居楼」ならではの自
慢の一品をお召し上がりく
ださい。琵琶湖の新鮮な川
魚料理、海の幸、山の幸の
会席料理、そして伝統の鴨
すき、名物のしゃもすき等、
湖国の郷土料理を味わえる
店として定評があります。

近江白浜にある白浜荘
では日帰り入浴が可能
です。露天風呂からは
松林越しに琵琶湖を望
むことができます。ほ
んのひと時、日常を離
れ癒しの時間をすごさ
れてはどうでしょう。

パスポートラリー期間中は予約にて、
ランチ営業実施中！
地元の食材を使った
こだわりランチ1,500円

ガイドブック持参でお食事代10％オフ
・発酵のまち　高島御膳（1,500円）
・高島名物  とんちゃんシリーズ（920円）
・ケーキセット（700円）
・湧き水でいれたオーガニックコーヒー（400円）

丸茂名物  きじ鍋
お一人様 5,500円～（税サ込） 料理・仕出しご予約承ります 期間中100円引き！

※１冊につき２名様

ランチバイキング（大人） ￥2,160
シニア（65才以上） ￥1,944
お子様　 ￥1,080　　

ランチバイキングは11:30～14:00

【本しゃもすき鍋コース】
　　お一人様5,400円（税サ込）
【季節の会席料理】
　　お一人様4,536円～（税サ込）

特典 特典
オススメ

オススメ オススメオススメ 特典

オススメ オススメ

住高島市マキノ町牧野 294
電 090－5043－2196
営チェックイン15時
　チェックアウト10時
休不定休
駐 3 台

住高島市新旭町針江 235
電 0740－20－6570

営

休不定休
駐 10台
HP https://www.harie.jp/

住高島市今津町住吉 2-2-4
電 0740－22－1915
営 7 時～ 22時（IN15時OUT10時）
休年中無休（年末年始除く）
駐普通車20台（マイクロ４台、大型２台）
HP www.marumoryokan.jp/

住高島市安曇川町西万木₁₀₄₅番地
電 0740－32－1339
営 11時～ 22時
休月曜日（祝日の場合は翌日）
駐 40台
HP http://www.marusan-ryokan.com

住高島市今津町今津 1689-2
電 0740－22－6666
営 7 時～ 21時
休なし
駐 70台
HP http://www.sunbridge-hotel.co.jp

住安曇川町中央２丁目 1-6
電 0740－32－3131
営

休 12/31・１/1
駐 60台
HP www.kaitorou.com/

住高島市安曇川町下小川 2300-1
電 0740－32－0451
営

休なし
駐 100台
HP http://www.shirahamaso.co.jp

住高島市新旭町新庄 482
電 0740－25－3377
営 IN/15 時　OUT/10 時
休不定休
駐 5０台
HP http://www.mjnet.ne.jp/tori iro/
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【しょうずﾚｽﾄﾗﾝ 11 時～ 20時（LO.19 時 30分）】
【ﾏｲｺｼｮｯﾌﾟ 11 時～ 19時】
【ﾗｼｰﾇﾎｰﾑ宿泊		IN15 時（20時最終受付）OUT10時】
【しょうずの湯	11 時～ 20時（最終受付 19時 30分】

シングルルーム素泊り
5,400円（税込）

昼 11時30分～14時
夜 17時～21時

13時～21時
最終受付20時30分

11



藤樹の宿 恵美寿荘

和風お食事処 ととろ

お食事処　丸喜
超少食ファスティングで健康に生きる

敦賀の旬魚・マキノ産旬菜おいしく

～びわ湖畔に佇むお宿～ 創業60余年うどん一筋に４代目です

古民家少食ファスティング
（超少食）を指導、指南し

ます。
各自の目的に合わせたメ
ニューづくり生涯にわたる
メンテナンス指導。

日本海でとれた四季折々
の新鮮な魚介類、地元
の安心・安全な野菜など
厳選・自慢の素材を使っ
たメニューを提供してい
ます。ご予算に応じて、
お客様にご満足いただけ
る料理を承ります。

喧騒からはなれ、古く
は城下町として栄えた
勝野エリア、少し歩け
ば古い町並みが、顔を
見せてくれます。観光
やビジネス・各種合宿
など様々な目的でご利
用下さいませ♪

今津図書館（高島市立図
書館）前で長年に亘り営
業を続ける、麺類・丼・
定食・一品料理のお店で
す。手打ちにこだわった
うどんと豊富なメニュー
に自信があります。夜は
小宴会も承ります。

メディカルハーブティセットを
期間中利用者に贈呈

ビワイチのお客様に
ペットボトルドリンクサービス

おすすめメニュー
「ちゃんぽんうどん」

特典 特典

オススメ

オススメ

住高島市安曇川町南船木192-7
電 0740－34－0210
営 9 時～ 20時
休年中無休
駐 3 台
HP Tojunoyado.jp

住高島市勝野 1593
電 0740－36－0012
営

休不定休
駐 15 台
HP http://ebisusou.com/

（IN）15時～（OUT）10時
最終受付　20時 30分

宿泊 飲食
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住高島市マキノ町高木浜 2-6-17
電 0740－28－1105
営

休水曜日（ご予約があれば営業いたします）
駐 10台
HP http://makino-totoro.com/

昼　11時 30分～ 14時
夜　17時 30分～お客様が帰るまで

【敦賀直送の鮮魚を使った】
おまかせ定食 1,480円
海鮮丼 1,800円

住高島市今津町桜町 1-7-6
電 0740－22－3215
営 10時～14時、17時～20時
休火曜日
駐 1０台

飲食

体験交流センター ゆめの

志美寿

レストランでは、打ち立てのそばを
提供させていただいております。

お気軽にどうぞ

レストランと喫茶部門が
中心です。またご予約制
となりますが、地元特産
のそば粉と本格道具を
使ったそば打ち体験もし
ております。その他定食
も取りそろえておりますの
で、どうぞお越しください。

各種宴会、仏事、御食事、
仕出しをしております。幕ノ
内弁当（1,500 円～）オード
ブル、寿しも予算に応じて作
らせて頂きます。魚の煮付も
ご好評いただいております。
要予約となりますのでお電話
お待ちしております。

オススメ

特典

箱館山麓でとれた香り高いお蕎麦
ざるそば  830円

本ガイドブック持参で
ソフトドリンク１杯無料
（１グループ５名様まで）

住高島市今津町日置前 2435-3
電 0740－22－5556
営 11時～18時	※17:30	LO
　　　　　（ランチタイム14：00	LO）
休

駐 80台
HP http://soba-yumeno.jp/

住高島市新旭町藁園 1597
電 0740－25－4328
営 11 時～ 21時
休水曜日
駐 6 台

月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌日火曜日）
年末、１月、２月

岡田家鶴亀

旬の味覚を贅沢に盛り込んだ
彩り豊かな会席料理をご賞味下さい。

オススメ

住高島市新旭町旭1214-6
電 0740－25－2145
営 11 時～22時
休不定休
駐 30台

料理はボリューム
満点。きっとご満足
いただけます。部屋
も個室となっていま
す。お気軽にお電
話下さい。ご予算
に応じてお料理を
承ります。

女性にお勧めの女子会会席あります！
3,800円（税サ別）～ デザート・コーヒー付

13

飲食
Dietary
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飲食

美松

お料理・仕出し 川新うどんの花里

高島でごはんを食べたこと喜びたい

旬な素材と湖国の味
個室でゆっくりと癒しのひとときを！

石臼挽きさぬきの夢
小麦粉を煎って作る煎りうどん

酒粕、水、米、近江牛、Sw
eets、魚など高島の素材をメイ
ンに使い気取らない元気の出
るメニュー。おすすめは、と
ろとろビーフシチューオムライ
ス、トロトロ玉子で包んだあっ
さりとしたバターライスとの相
性最高。シンプルな味わいを
楽しんで下さい。

慶事、仏事、接待や宴会、
友達との気さくな飲み会
や大切な方との節目のお
祝い等いろいろなシーン
でご利用ください。

生水の郷御膳 1, 500 円
松花堂弁当 1,404 円　　定食・丼他

石臼挽きさぬきの夢

小麦粉を煎ってから

国産小麦粉とブレンド

した「うどんの花里」

独自の作り方「煎りう

どん」です。

2018年　年内にて
年配の方からお子様まで楽しんでもらえる
イス席での飲食フルモデルチェンジ
（法事などでも使用可能になります）

ランチタイムに本ガイドブック持参の方
コーヒーサービス（平日に限る）

オススメ

特典特典

住高島市新旭町藁園 1594
電 0740－25－2037
営ランチ 11時 30分～15時（LO14時）
　ディナー17時 30分～23時（LO22時）
休月曜日（祝日の場合は翌日）
駐 15 台

住高島市新旭町旭 1145
電 0740－25－2237
営 11 時 30分～ 15時	夜は予約制
休不定休
駐 40台
HP http://oryori-kawashin.com/

住高島市新旭町深溝 1435
電 050－3610－4179
営 11 時 30分～15時
休月・火曜日
駐 3 台
HP http://hanasato.main.jp/
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本ガイドブック持参の方
うどんメニュー100円引き！
※但し、お一人様一回限りとさせていただきます。

飲食

丸八百貨店

お食事処  まさ

ゆっくり、のんびり、
憩いの場でお茶を一杯どうぞ！

吟味した食材をもとに　
一品ずつ丹誠をこめておつくりします。

どなたでも、気軽にお
立ち寄りいただける愛
情いっぱいのコミュニ
ティカフェです「朽木で
ちょっといっぷく！」に
ぴったりのお店です。

季節感を大切に、手間暇かけて
調理しています。「毎日、小浜か
ら朝とれたての新鮮な魚介類を
直送しているので、その日限りの
珍しい食材が入荷することもあり
ます！季節ごとの旬の味をご堪能
下さい。」笑顔がたえない気さく
な店づくりを心がけていますので
お気軽にお越し下さい。ご来店
前にお電話いただければ、お席
をご用意してお待ちしております。

オススメ

オススメ季節のコース料理 ８品 4,000円～
季節の鍋料理　各種 3,500円～
お昼の定食 800円～

住高島市朽木市場 838
電 0740－38－3711
営 9 時 30分～16時
休

駐 3～4台
HP http://kutsuki-maruhachi.com/

住高島市安曇川町西万木8番地2
電 0740－32－2181
営昼 11時30分～13時30分
　夜 17時～22時
休月曜日（祝日の場合は火曜日）
駐 10 台

火曜日・金曜日
（他臨時休業させていただく日もあります）

～人気メニュー～
○栃餅ぜんざい300円  
○甘酒　　　　200円
（当店手づくりです）

～軽食～
おにぎり
　　　　etc

旬彩料理  和
なごみ

自然の風景を楽しみながら、ゆっくり食事を！

オススメ

住 高島市朽木岩瀬 183
電 0740－38－3753
営 11 時 30分～14時
　17時～22時
休 水曜日
駐 4 台

店内から緑 豊かな朽木の
山 と々山間流れる清流安曇
川を眼下に臨み、四季折々
の風景を感じながら、旬の
新鮮素材にこだわり、地元
朽木の山の幸と若狭や敦賀
から仕入れる海の幸を使っ
た多彩な料理を提供してい
ます。安曇川のせせらぎを聞
きながら、ゆっくりお食事を。

メイン２種類に、小鉢、吸物、御飯、
漬物が付く２種類の「日替わり定食」
 （各1,080円）
近江シャモ定食 （1,620円）
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憩い処  あかり

地元新鮮野菜いっぱいのお昼ご飯が食べられる
縁側みたいな“居場所”

ＮＰＯ法人  元気な仲間

誰かとお話したい時、外出時
ちょっとひと休みしたい時、
ひとりでも、気軽にお立ち寄
りくださいね。いちばん人気
は日替わり定食（コーヒー付
き）７００円♪

お食事、お飲み物をご利用の方に
スタンプ進呈！

特典

住高島市新旭町旭 1-8-5
電 0740－33－7805
営 10 時～17時
休日曜日・月曜日
駐ショッピングセンター駐車場 40台
HP http://www.npo-genki.com/tasukeai/

いき生き水文化 かばた館
名物「しょいめし」と郷土料理のお店

「しょいめし」は、地元産米
と天然水を使用して「湯立
て」と呼ばれる独特の調理法
で炊き込んだ郷土料理、鶏肉
をはじめ具材の一つひとつに
うま味がしみ込んだ昔ながら
の味わいです。定食メニュー
は、しょいめしとメイン料理
のほかに７～８品と食後のメ
ニュー付きでしょいめし御膳
850 円や姫御膳 800 円（写
真）などがおすすめです。

特典 本ガイドブック持参の方
しょいめし１パック進呈

住高島市新旭町旭 707
電 0740－25－3790
営 11 時～16時
休年中無休（年始のみ休業）
駐 50台
HP Tsckabatakan7.wixsite.com/kabatakan



飲食

鮨処  仲よし

お食事処  むら川

3,000円のミニ会席（かならずお寿司が入る）
２名様よりご予約で

楽しい食事のひとときを
ご家族でくつろげる空間です。

鯖街道・西近江路沿い
にある、店は創業 50 年
を迎えたお寿司屋。季
節ごとに厳選の鯖を使用
し、シャリは地元近江米

（高島産）こしひかりを
使用しています。おみや
げに、鯖寿司（焼鯖寿司）
をどうぞ。

近江高島駅の駐輪場の
裏手にあるお食事処で
す。お昼は￥850 のラ
ンチは日替りでメインと
小鉢をボリューム豊富
に提供させて頂いてお
ります。どうぞお気軽に
ご来店下さい。

寿し入りの幕の内弁当（1,000円、1,500円、
2,000円、2,500円、3,000円）とあります。

＜予約をお願いします＞

本ガイドブック持参で
アイスコーヒー￥300を半額の￥150で
サービス（￥850以上お食事された方）

オススメ

特典

住高島市安曇川町青柳1212
電 0740－32－0207
営テイクアウト	 10 時～21時
　店舗	 17時～21時
休水曜日
駐 10 台

住高島市城山台1-5-24
電 0740－36－0328
営 11 時～14時
　17時～22時
休第1火曜日・毎週水曜日
駐 6 台

白ひげ食堂
名物！豚汁・おでん

国道 161 号線沿いにあり、
白鬚神社から南へ 100 ｍほ
ど行った琵琶湖の景色の良
い、食堂。創業以来、変わ
らない味の「豚汁」と、そ
の豚汁を使用した　“ 豚汁
うどん ” や “ 豚汁ラーメン ”
年中提供している「おでん」
が人気です。

オススメ

住高島市鵜川 225-5
電 0740－36－0434

営

休不定休
駐 10 台

豚汁ラーメンをバージョンアップした
「コク辛スープの豚汁ラーメン」

平日 11時～ 19時 45分
土曜 11時～ 19時 30分
日曜 11時～ 14時 30分
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飲食

喫茶パロマ

仲良し夫婦が営むマキノ町のピザ屋さんです!!

懐かしい味のスパゲッティがおすすめ

特注の薪窯で一枚一枚心を
込めて焼きあげます。 他、
季節野菜のサラダ、お肉料
理などございます。①ピッツ
アランチセット：972 円～（ラ
ンチピッツアはＳサイズとな
ります）②レギュラーサイズ
ピッツア（Ｍサイズ）：972
円～（電話注文でのお持帰
り可能です）

湖西線開通と共に開
店。近江今津駅前の
三角屋根のゴージャズ
なお店！！アットホーム
的な雰囲気がイイと言
う声を頂きながら４０
年以上頑張っていま
す。

特典

オススメイタリアンスパゲッティ 780円
自家製ハンバーグ 1,130円

住高島市マキノ町中庄17-2
電 0740－27－2381
営

休

駐 5台
HP http://pizzeriacivediamo.com

住高島市今津町今津中沼1-2-7
電 0740－22－3020
営 9 時～19時
休不定休
駐 14 台

11：30～ 14：30
17：30～ 20：30（LO各30分前）
月・火曜日（１・２月は冬季休業）
他、出張販売に伴う臨時休業有り

ジャッロ・フェリーチェ

マキノのお米と美味しいおかずで、
おもてなし

特典

住 高島市今津町桜町2-7-12
電 0740－22－4000
営 11 時～13時 45分 L.O
　 17時 30 分～21時30分 L.O
休 月曜日
駐 7 台

近江今津駅から西へ
４００ｍ（※桜町のご
はん屋さんの看板が
目印）洋風料理から
名物かしわ・味付けま
で幅広く御用意してい
ます。

本ガイドブック持参で（1冊で4名様まで可）
お食事された方ソフトドリンクを1杯サービス

高島では珍しい・・肉吸いのあるお店

P
ピッツェリア
izzeria  M

マキノ
akino

本ガイドブックをご持参の方

（ご注文時にご提示下さいませ）
チーズトッピング増量いたします！！

（桜町のごはん屋さん）

オススメ

17

どんき～。

熟成させた手打ちうどんと
一晩寝かせた自慢のだし

旧高島町の勝野で築 280 年
の歴史ある旧商家「びれっじ
２号館」内にあるお店。定食
や宴会等、気軽にお食事が
楽しめます。定食 880 円～、
おうどん 550 円～

（宴会要相談）

本ガイドブック持参の方
定食を注文された方へコーヒーサービス

特典

住高島市勝野1320
電 0740－36－0403
営 11 時 30分～14時（L.O）
　18時～21時 30分（L.O）
休不定休
駐 25台

エルブライド寿光苑
楽しいご宴会のひとときを

大 好 評！！「 み る く 豚
だししゃぶ」お一人様
4,000 円（税込）宝牧場
で搾った牛乳を与えて育
てた、甘み凝縮ブランド
みるく豚をお楽しみいた
だけます。エルブライド
寿光苑特製のみるく豚味
噌漬けもおすすめ。

オススメ
お料理、仕出しのご予約承ります。

住高島市安曇川町青柳 1472
電 0740－32－2215
営 10 時～22時
休 1月 1日
駐 80台
HP http://www.elbride.com



飲食

スパイス厨房  来
らいふ
風

Pasta＆Dolce  ism

琵琶湖を眺めながらちょっぴり
スパイスの効いたお料理をどうぞ・・

皆様に支えられておかげ様で10周年

おかげさまで８年目
を迎えさせていただ
きました。カレー以
外 の メ ニ ュ ー も 多
数ございます。個室
もありますので、グ
ループ・ご家族での
お食事会などご利用
お待ちしています。

おもてなしパスポート
ラリーのお客様だけに
ご用意させて頂きまし
た特別メニュー。香り
豊かなポルチーニ茸と
キノコたっぷりの濃厚
クリームソースパスタ。
皆様のご来店お待ちし
ております。

特典

オススメ

住高島市新旭町饗庭1586-6
電 0740－25－6666
営 11 時～21時
休木曜日
駐 10 台

住高島市安曇川町末広 2-10
電 0740－20－5715
営月・水・金 11時～14時 30分
　火・土・日11時～21時
　　　　　（15時～ 17時休み）
休木曜日
駐 6 ～ 8台

本ガイドブック持参で
【平日限定】ランチ後のコーヒー

サービス

カントリーテーブル　パラディゾ

数量限定のパスタランチも前日迄なら
ご予約承ります！

ヨーロッパの片田舎を思わせる
店内は肩肘張らずにお過ごし頂
ける食の空間です。ピッツア、
パスタはもちろんジビエやコー
スのお料理が人気。カフェ、燻
製品のお持ち帰りだけでもどう
ぞお気軽にご来店下さい。テラ
ス席はワンちゃんもＯＫです。
お昼休みはございません。

特典
住高島市朽木栃生 318-1
電 0740－38－2053
営 11 時半～19時最終入店
　土日祝日は 11時開店
休月曜日（祝日の場合は翌日）
　月に一度火曜休
駐 10 台

パスタランチコース ￥1,500　６種以上の前菜盛り合わせ、
パスタ、ソフトドリンク（14時迄の数量限定、ご予約がオススメ）

26種類のピッツア￥1,500～
おふたり様のシェアコース￥6,000

★本ガイドブック持参の方はボトルワイン３0％OFF

オススメ

パスタランチセット￥1,300～
（前菜、パスタ、デザート盛合せ、ドリンク）

レストラン  コート・ドール
手こねハンバーグステーキ

豚は九州産ジューシーなトンカツ　
エビを３ビキフライに

ランチ、ハヤシライスも有ります。

住高島市安曇川町西万木1121-2
電 0740－32－2268
営 11 時～20時	45分
休水曜日
駐 6 台

お か げ 様 で 38 年、
自家製商品をご提供
する事を心かけてい
ます。お昼のＡランチ、
Ｂランチがお得です。
クリーム・カニコロッ
ケも人気です。

オススメ

飲食

高島ワニカフェ

築100年をこえる納屋を改装した、
オーガニックカフェです。

○ワニカフェ季節のおすす
めランチ…1,780 円（税込）

・スープ・季節のおばんざ
い盛合せ＋ミニデザート・
古代米ご飯・週替りメイン
料理・コーヒー
○そのほか、生パスタやオ
ムライスの単品などもござ
います。

おすすめランチをご注文の方に
手作りクッキーをサービス

特典

住高島市勝野1401びれっじ６号館
電 0740－20－2096
営火水木 11時 30分～17時
　金土日11時 30分～20時
休月曜日（祝日の場合翌日）
駐共同 20台
HP http:wanicafe.com
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K
コティ
oti c

カフェ
afe

メタセコイア並木道を望むカフェ

高島の食材、野菜を
使ったランチ、ケー
キ、自家製ドリンク
を提供させていただ
いています。

特典

住高島市マキノ町沢1443-1
電 0740－27－0021
営 11 時～18時（LO:17 時）
休水曜日（他臨時休業あり）
駐 7 台
HP http://www.facebook.com/koticafe/

本ガイドブック持参で
焼き菓子（150円）１袋プレゼント

甘味どころ 茶ぼうず C
かふぇ
afé  C

こーずい
ozy

お茶屋の美味しいお抹茶が頂ける
落ち着きのある空間の喫茶店 緑に囲まれたギャラリーカフェ

特典 特典

住高島市今津町名小路 1-1-9
　フジハシスポーツ２Ｆ	
電 0740－22－1278
営 10 時～16時
休水曜日・日曜日
駐名小路商店街の駐車場をご利用下さい

住高島市今津町舟橋 2-8-10	
電 0740－22－1414
営 10 時～22時
休火曜日
駐 10 台

当店では、抹茶セット（和
菓子付き）や抹茶パフェ
など甘味をご用意致して
おります。ホッと一息つ
きにお一人様でも、お友
達とご一緒でもお気軽に
お立ち寄り下さいませ。
ご来店　心よりお待ちし
ております。

半月毎に変わるギャラ
リーの展示会や４月と
１１月に行われる「手づ
くり市」も好評。生地も
自家製の 30ｃｍのピザ
やハンバーグも開店時か
ら人気メニュー。１０名
様程の個室もあります。

本ガイドブック持参の方限定
当店オリジナルティーバック

（緑茶・ほうじ茶・玄米茶・etc･･･）進呈
　　抹茶セット￥500/抹茶パフェ￥700

持ち帰りＭＩＸピザ  1,050円ご注文の方
シフォンケーキ２個をプレゼント

（電話注文も可能です）オススメ



飲食
和食と洋食が、コラボした
異空間のごはん屋さん

田んぼの風の流れの中で、
のんびりとゆっくりと・・・ 小さな蔵を改装したカフェ＆バーです。

先人達が伝えてくれた発酵食をアレンジ。

喫茶  古良慕とレスト
ラン nature がコラボ
して木、金、土、日
の 17 時 30 分～お昼
とはまた違った雰囲
気で『食』を楽しん
でいただけるお店を
ＯＰＥＮしました。

◆ランチ「わが家の
定食 ( 日替り )」限定
10 食　￥850 ～
◆喫茶・スイーツ
◆雑貨いろいろ
★貸切営業等（時間・
人数・料金・ご相談
下さい）

○モーニングセット￥500
○ 30 雑穀米の塩レモンサ
ラダカレー￥680　○季節
のフルーツ＆シフォンケー
キとドリンク￥700 ～
○フレンチシフォンとドリ
ンク￥750 ～　○バータイ
ム：ドリンク￥500 ～
不定期ライブあり

高島の野菜をたっぷ
り使い、体にも心に
も 優 し い 発 酵 ラ ン
チ。果実を発酵させ
たドリンクも人気の
ひとつです。

特典

オススメ 特典

特典

住高島市新旭町旭 460
電 080－5710－5257
営 17 時 30分～21時
休月・火・水
駐 10台
HP http://kissa-collabo.jp/

住高島市音羽 287-1
電 0740－36－1797
	　090－1671－5445
営 11 時～18時
休水曜日・木曜日
駐 8 台
HP http://takashima-sho.jp/member/1569.html/

住高島市勝野1320　高島びれっじ８号館
電 0740－36－1828
営

休

駐 25 台
HP https://www.facebook.com/cafe.alivio/

住高島市新旭町旭 1-10-1
　観光物産プラザ１Ｆ
電 0740－25－8131
営 10 時～16時
休火曜日・祝日
駐共有35台
HP http://mizucafe-cocco.com/
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本ガイドブック持参で

◆「わが家の定食」プラス￥250でドリンク・お団子付
◆スイーツセット（写真）スイーツ３種+ドリンク￥６５０

ランチメニューをご注文のお客様は
デザートメニューorドリンクメニュー

￥２００引き！

本ガイドブック持参で

「ワンドリンク一杯」サービス ランチご注文の方は
「ランチデザート」をサービス

カフェ	 9 時～ 16時
バー	 20 時～ 24時
カフェ	 日曜日・月曜日
バー	 月曜日～木曜日

D
どんじゃん

ONJU.AN

とんちゃん焼はしもと 善
ぜん
 ～ZEN～

おばんざい茜
お蔭様で35年、関西風ベタ焼きのお店です。

安曇川駅前の地産・地消・鶏肉専門店 善から愛を！！

各種宴会承ります。（16名様まで）

特典

オススメ 特典

オススメ

住高島市安曇川町末広２丁目15-2	
電 0740－32－0010
営 11 時～22時
休月曜日（祝日の場合翌日）
駐 10 台

住高島市安曇川町末広 1-2	
電 0740－32－3648
営 16 時～22時
休火曜日
駐なし

住高島市安曇川町川島 368	
電 0740－34－0067
営 11 時 30分～ 13時 30分（L.O13:00）
					17 時～23時（L.O22:30）
休火曜日
駐 10 台

住高島市安曇川町末広1-2	
電 0740－32－3738
営 17 時～23時
休日・祝

本格的な洋風メニュー
も揃うカジュアルな鉄板
ビストロ、ランチ営業も
行っています。定番のそ
ばうどん入りの広島焼き
風のお好み焼きが人気で
す。

実家の鶏舎から仕入れて
いる近江黒鶏・近江シャ
モのお料理を提供してい
ます。地元野菜を仕入れ、
安心・安全な食材を使用
しています。当店自慢の自
家製の味噌だれの “とん
ちゃん焼き ” も人気です。

最高級を求めず、今あなた
に最高なものを求めて！！
春夏秋冬平飼地近江軍鶏料
理をどうぞ！！
高 島 市 唯 一　 本 格 ダ ー ツ
ブース完備！

◎ オ ー ド ブ ル・ 飲 み
放 題 4,000 円 ～ １ 人

（６名様より）◎とり
鍋・飲み放題　4,000
円 /1 人（６名様より）
◎道の駅「あどがわ」
にシフォンケーキ・ビ
スコッティ他　焼菓子
を出品しております。

飲食

本ガイドブック持参の方

（３品以上お持ち帰りの方のみ）

お酒の締めに
自家製味噌ダレにつけた鶏肉の丼 宴会予約の方に、

生ビール・おでん３種盛り　
又は　グラスワイン（赤or白）と

おつまみビスコッティ
お好み焼・焼きそばは10％OFF

とんちゃん丼 デザートアイスプレゼント！！
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海
（伏見屋）

鮮七輪炭火焼  炭まる 朽木ラーメン  へ乃河童

朝どれの鮮魚、活貝類をお刺身、炭火焼き
美味しく、楽しく食べていただけます。

自宅の様にくつろげる
“朽木のオアシス”です。

全国の港市場から直送さ
れる鮮魚と、全国の地酒、
焼酎そして炭火焼が焼
く、うまみたっぷりの活
貝（帆立・ハマグリ・サ
ザエなど）が最高に美味
しいです！！

「我が家の様なほっこ
りした雰囲気」と「ラー
メンと豊富な一品料
理」が評判のラーメン
屋です。ぜひ一度ご賞
味下さい！！詳しくは

「朽木へのかっぱ」で
検索！！

特典 オススメ

住高島市勝野 1615
電 0740－36－0144
営〔平日のみ〕11時 30分～14時（ラスト13：30）
　　18時～ 24時（ラスト23：30）
休不定休	※詳しくはお問い合せ下さい。
駐 15 台

住高島市朽木市場 612-1
電 080－3690－8138
営 11 時～ 14時
　17時～ 22時
休月・火
駐 5 台

飲食 理容・美容

理容
美容

Barber

Beauty

本ガイドブック持参の方
お会計から1,000円引き！
（お会計5,000円以上）

チャーハン定食
（お好きなラーメン＋半チャーハン）

￥９８０－
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髪
かみどころ
処  おかもと

滋賀県初！ リンパ流しのできるヘアサロン

●リニューアルオープン
●上半身のリンパ流しを
新しくメニューに加え、よ
りリラックスしていただけ
るようなサロンを作りまし
た。初めての方、大歓迎！

カット　￥3,890
リンパ流し（12 分）￥760

【本ガイドブック持参の方】
カット＋リンパ流し￥4, 300

特典

住高島市マキノ町蛭口 1359-1
電 0740－27－0131
営平日	 8：30～ 18：30
　日・祝	 8：00～ 18：00
休毎週月曜日、第 1月・火曜
　第 3日・月曜
駐 8台
HP Kami-okamoto.com

理容・美容

ウエハラ理美容室

髪処  玉垣 ヘアーサロン  ウエマエ

ほうじょう

ご家族みんなでご利用いただける
気楽な理美容室です

高島市朽木　山の中の理容美容店 仲良し夫婦が営む“村の床屋さん”

カットの前のシャンプーで気分一新

理容・美容どちらも対応、
老若男女問わずにご利用
いただけるサロン。地域
の皆様に支えられて、「親
切・丁寧・真心サービス」
をモットーにお気軽に癒
しを得られる空間をご提
供できるように心がけて
います。

「楽しいお店」になる
ように・・・
遊びに来る感覚でお
越し下さい。

親切、丁寧をモットー
に朽木で創業 75 年
夫婦２人で頑張って
います。出張カット
サービスも行ってい
ます。いつでもお気
軽 にお 尋 ね下さい。
お待ちしています。

髪は切っても絆は切ら
ない深めようみんなの
力で！
滋賀県理容生活衛生同
業組合加盟店厚生労働
大臣認可
標準営業約款登録店

電話でのご予約もできます
車いすの方も安心してご来店いただけます
　　　訪問理容サービスも行っています

Ｄｏ－ｓ　シャンプー
100％ヘナ「ハナヘナ」取扱店 出張カット承っております。

訪問理容サービス受付中
※滋賀県理容組合訪問理容サービスを検索して

高島支部を見て下さい。
http://riyo-shiga.jp.houmon

オススメ

オススメ オススメ

オススメ

住高島市今津町日置前 318-7
電 0740－22－0382
営 8 時～19時
休毎週月曜日、第 1月・火曜日
　第 3日・月曜日
駐 4台

住高島市朽木市場 869-1	
電 0740－38－3338
営 8 時～19時
休毎週月曜日、第 1月・火曜日
　第 3日・月曜日連休
駐 3台
HP http://shops.saloon.jp/tamagaki/

住高島市朽木市場 815	
電 0740－38－2457
営 8 時～19時
休毎週月曜日、
　第 1月・火	連休いたします
　第 3日・月	連休いたします
駐 4台

住高島市今津町下弘部 262-2
電 0740－22－2382
営 8 時～19時
休毎週月曜、第 1月・火曜日
　第 3日・月曜日
駐 5台
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理容・美容

カットハウス110番

おしゃれの館ミツヤ マツザキ美容室

ヘアーファクトリーリュウ
60歳の夫婦がガンバッテル理容室です。

つるピカ、もちもちタマゴ肌 いくつになっても
“おしゃれ心”を大切にしたい。

すべてのお客様に満足を

27 年間地元の皆様
にご来店していただ
き、続けてこられま
した。これからも皆
様にご来店いただけ
るお店であり続ける
よう努力していきま
す。

お顔そりをするため
に理容室に通う女性
が増えています。今、
話題の「 レディース
シェービング」でキ
レイなお肌への基礎
作りをお手伝いしま
す。

お客様が、「より美しく」
「より素敵」をモットーと

して、いつまでも「美し
く」「笑顔」でいてもらえ
るよう、そのお手伝いを
させていただいています。
ご連絡・ご来店をお待ち
いたしております。

皆さまに満足、楽し
んでいただける技術、
接待を心掛けており
ます。
カット … 3,600 円
レディースシェーピング
　　　… 1,000 円
エステ … 1,500 円

カット　　3,600円～　　高校生　3,500円～
パーマ　　7,500円～　　中学生　2,700円～
女性顔剃　2,500円～　　小学生　2,500円～

レディースシェービング
お顔そり ￥3,240－
お顔そりエステ ￥4,320－

本ガイドブック持参の方
スマイルカード５倍進呈

パスポートをお持ちの新規カットのお客様
  …Tポイント２０倍！
パスポートをお持ちのお客様
  …白髪染め半額 3,000円⇒1,500円に！

メニュー

オススメ 特典

特典

住高島市安曇川町南船木206	
電 0740－34－1238
営 8 時 30分～19時
休毎週月曜日、第 1月・火曜日
　第3日・月曜日　連休
駐 4台

住高島市鴨1472-1	
電 0740－36－0543
営 9 時～19時
休毎週月曜日
　連休　第 1㈪㈫、第 3㈰㈪
駐 5台
HP https://www.instagram.com/osyare-mitsuya/

住高島市マキノ町海津 2313	
電 0740－28－0366
営 8 時～18時
休月曜日、第 1月・火曜日
　第 3日・月曜日
駐 2台

住高島市音羽 413番地 1	
電 0740－36－0629
営 8 時～19時 30分
休毎月曜日、第 1月・火曜日
　第 3日・月曜日
駐 5台
HP http://hfryu.crayonsite.net/
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理容・美容

ｉｍａｇｅ．

おしゃれサロン あすなろ クイーン美容室

パール美容室

貴方のキレイになりたいを応援、
お手伝いさせて頂きます。

地域に密着した気楽に立ち寄って気分転換し
ていただける店です。

日常のスタイルをバッチリ決める
シャンプー等を提案します

アットホームな雰囲気の中　
髪の毛のリフレッシュはいかがですか？

居心地の良い心休まる空間と、
質の高い技術とサービスをご
提供します。
ＣＵＴ ………… ￥3,810
Ｐａ r ｍａ …… ￥8,560～
縮毛矯正 ……… ￥12,360～ 
Ｃｏｌｏｒ ……… ￥5,250～
Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ … ￥2,070～
　　　【予約優先制】

丁寧な仕事と親切な
対応で満足していた
だけるスタイルをと考
えております。電話
での予約で、待時間
は有りません。

美しさのために今で
きること！
カット＆パーマ・ヘ
アーカラー、着付…
etc。
あなたの “ キレイ ”
をサポートします。

日々ダメージの重なる髪に集中
トリートメントご用意しており
ます。

「美髪トリートメント」　
　　…￥1,500 ～

本ガイドブック持参で
Treatment

トリートメント10％OFF！！

本ガイドブック持参の方
スマイルカード

金、土曜日２倍にします
本ガイドブック持参の方
スマイルカード５倍進呈

「本ガイドブック持参の方」
美髪トリートメント30％OFF！

特典

特典 特典

特典

住高島市今津町住吉2丁目12-12
電 0740－22－4780
営平日9時～18時
　日・祝 8時～18時
休毎週月曜日、第 1月曜日・火曜日
　第 3日曜日・月曜日
駐 4台

住高島市今津町今津1477
電 0740－22－3339
営 9 時～16時
休毎週日・月曜日
　第 1火曜日
駐 2台

住高島市新旭町藁園2749
電 0740－25－2983
営 9 時～17時
休月・火曜日、第 3日曜日
駐 8台

住高島市今津町今津182
電 0740－22－2773
営 8 時～18時
休毎週月曜日、第 1火曜日
　第 3日曜日
駐 2台
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理容・美容

ビューティーサロン マイ

ユニオン美容室 エコ美容室

サロン・ド・きよみ
お客さまの笑顔のためにアットホームなサロン

アットホームな雰囲気の中で
楽しくキレイに

アットホームな雰囲気で
気軽にお越し頂ける美容室

髪の悩みから着付けまで
トータルに提案します

美しく年齢をかさねたいと言う
女性の願い。呼吸をする髪を
コンセプトにいたわり育てる。
スタッフ一同お待ちしておりま
す。
時間外もＯＫ！　
送迎あり

年齢を重ねるごとに増
える髪の悩みを気楽に
おしゃべりを楽しみな
がら解決しませんか？
いくつになってもキレ
イ！！を応援します。着
付の予約も承っており
ます。

「心から安らげる空間」をテー
マに、いつまでもキレイでいる
為のお手伝いをさせていただい
ています。人と人とのつながり
を大切にし、「笑顔」「喜び」等
共有し、一緒に楽しい時間を過
ごしましょう。
　　メニュー
　　　カラー 6,000 円～
　　　パーマ 7,500 円～
　　　カット 3,500 円～

着付けを熟知した上級着付師
が全身をコーディネートいたし
ます。着付けはもちろんのこ
と、アップスタイルやお客様
のお持ちのお着物のコーディ
ネート＆アドバイスもさせてい
ただきます。貸衣装も相談お
受けします。電話予約の方優
先させて頂きます。

新商品トリートメント「プレックスメント」
トリートメントでクセ・ウネリを取りたい方

￥3,000円 → ￥2,000

本ガイドブック持参の方
眉カットサービス

本ガイドブック持参の方
金・土・日曜日に限り

スマイルカード2倍進呈

本ガイドブック持参の方
スマイルカード２倍進呈

特典

メニュー 特典

特典

住高島市新旭町旭2107-1	
電 0740－25－4725
営 9 時～18時 30分
休毎週月曜日、第 1月・火
　第 3日・月
駐 5台

住高島市新旭町新庄948	
電 0740－25－3175
営 9 時～17時
休毎週月曜日、第 1月曜・火曜日
　第3日曜・月曜日
駐 2台

住高島市新旭町安井川598-3	
電 0740－25－5102
営 9 時～17時
休毎月曜日・第 1月・火曜日
　第 3日曜日・月曜日
駐 6台

住高島市新旭町新庄920-4	
電 0740－25－2122
営 8 時～17時
休毎週月曜日・第 1月・火曜日
　第3日曜日・月曜日連休
駐 4台
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理容・美容

一井美容室

理容・美容メルシー ビューティ イクタ

Hair Factory SENCE

お子様からご年配の方まで
お気軽にご来店いただけるお店

理容と美容で御家族皆様で、
お気軽にご利用いただけます。

地域に密着・アットホームな美容室

“癒し”をテーマに心地よい距離感を
感じてもらえる夫婦で営む小さな美容室

お客様に合わせて最初から
最後まで丁寧に仕上げます。
○パーマ、カット等予約なし

でもＯＫ
○お正月・成人式等、お喜

びの日のお手伝い予約受
付いたします。

○着物着付け予約受付致し
ます。

親切丁寧真心サー
ビスをモットーに、
お客様のニーズに
お応えして営業中
です。女性の方の
お顔そりもさせて
頂きます。

子どもから大人まで、みんなに
オシャレを楽しんでいただける
美容室です。気軽に立ち寄れ
る温かみのある店舗を目指して
います。ご予約優先にて承りま
す。ご予約お待ちしています。

今まで学んできた
ことを全知全能に
注ぎ、地域に愛さ
れる店づくりを目
指しています。 皆
様のご来店を心よ
りお待ちしており
ます。

本ガイドブック持参の方
スマイルカード５倍進呈

本ガイドブック持参で
ヘアートリートメント施術を

無料サービス
本ガイドブック持参で

スマイルカード・ポイント５倍進呈

スキャルプエステ
頭皮のクレンジングしませんか！
頭皮がべたつく、かゆみ、臭い、
フケでお悩みのお客様におすすめ

特典

特典 特典

オススメ

住高島市新旭町藁園1455	
電 0740－25－2144
営 8 時～18時
休月曜日、第 1月・火曜日
　第3日・月曜日
駐 2台

住高島市安曇川町中央４丁目6-18	
電 0740－32－0362
営 8 時 30分～美18時
　8時 30分～理19時
休毎月曜日、第 1月・火曜日
　第 3日・月曜日連休
駐 3台

住高島市安曇川町青柳1114-3	
電 0740－32－2899
営 9 時～18時
休月曜日、第 1火曜日
　第 3日曜日
駐 5台

住高島市新旭町旭1丁目 6-3
電 0740－25－2214
営 9 時～17時（レディス部門）
休月曜日、第 1月・火曜日
　第 3日・月曜日
駐 5台
HP http://hairsalon-sence.com/
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理容・美容

ビューティサロン ミエ

美容室ゆき 石本指圧物療院 こじま鍼灸治療院SUEHIRO

ヘアービューティＡＩ
美しい髪形は最新テクノロジーマシンで提案

まごころこめて
癒しの美容室がモットーです 疲れ・痛み・だるみの症状でお困りの方は… 治りたい、身体のチカラをサポートします！信頼の技術で幅広い年齢層から支持！！

あなたを彩る髪と心の癒しのオアシス

最新デジタルパーマの
マシンを導入いたしまし
た。 所 要 時 間 40 分、
カールでデザインする・
時 短 パーマ 待 望 の デ
ビュー！！髪にやさしい
弱アルカリのお薬使用。
是非一度お試し下さい。

幅広い年代の方にご利用いた
だき、一人一人の魅力を最大
限に引き出せるように様々な
提案をさせていただいており
ます。癒しの空間として、心
のよりどころとして、日々お
客様の御希望にそえるよう
に、つとめています。

国 家 資格 有、40 年
の 実 績。 指 圧 マッ
サージ・整体・電気
治療・カイロプラク
ティック（骨の歪みを
正す骨調整 ）・目の
疲れをとるアイマッ
サージ。

鍼灸治療に不安をお
持ちの方も是非お越
しください。身体の
不調と共にすべて解
消いたします。また、
ご相談は納得いくま
で無料でさせて頂き
ます。

お客様 1 人１人の髪に
じっくり向き合い再現
性の高いヘアスタイル
を提案！！色、艶、間
違いなしのイルミナカ
ラーが大好評。

髪もお肌もトータルビュー
ティーにお客様を応援しま
す。着付も予約承ります。持
続性トリートメント￥２，０００
が￥５００でキャンペーン中
です。

当店オリジナルスタンプカード（満点2枚1,000円）で
オイルヘッドマッサージ（3,600円相当）を

させて頂きます。

本ガイドブック持参の方
全商品１割引（10％引き）

指圧、マッサージ、骨格調整本ガイドブック持参の方
ワンシャンプーサービス！！

本ガイドブック持参の方

（お電話での予約で待ち時間ありません）

頭皮ケアーヘッドスパ＋カット
￥5,500で提供

オススメ

特典 オススメ 特典特典

特典

住高島市安曇川町常盤木201
電 0740－32－1070
営 8 時 30分～18時
休月曜日、第 1月・火曜日
　第 3日・月曜日
駐 6台

住高島市安曇川町田中1443-6
電 0740－32－3080
営 9 時～18時
休日・月曜日
駐 5台

住高島市新旭町熊野本１丁目7-6
電 0740－25－5056
営 9 時～18時 30分
休 火曜日
駐 4台

住高島市勝野2245-9
電 0740－36－8101
営 9 時～19時
休日曜日、祝日
駐 4台
HP

住高島市安曇川町田中 41-2
電 0740－32－0123
営 8 時～18時
休 毎週月曜、
　第1月・火曜、第 3日・月曜
駐 5台

住高島市安曇川町西万木1180-8
電 0740－20－1167
営 8 時 30分～18時
休毎週月曜日、第 1月・火曜日
　第3日・月曜日
駐 7台
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医療・福祉・健康

医療
Medical care

福祉
Welfare

癒し手　もみもみ

肩こりや腰痛、ストレスなど・・・
あなたのコリと疲れをほぐします。

当店は、毎日忙し
く、辛い思いを我
慢して頑張ってい
るそんなあなたに
寛いで頂きたい・・・
年中無休で熟練ス
タッフがお待ちし
ています。

本ガイドブック持参で期間中
ボディケア（30分）3,000円（一般価格）

→２，０００円（会員価格）

特典

住高島市今津町今津1688
　平和堂今津店リプル内
電 0740－22－6545
営 10 時～20時
休年中無休
駐 700台
HP http://iyashitemomimomi.com

（出張有・新旭駅まで送迎有）
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http://www.shokokai.or.jp/
25/252121S0020/index.htm

【本ガイドブック持参の方】
お一人様２回目まで10％ＯＦＦ！！

Health

健康



医療・福祉・健康 自動車関係

ＮＰＯ法人元気な仲間

有限会社 カイデン

介護や生活の困りごと、ご相談ください。

あなたの車のホームドクター

「通い」を中心として、必要に応じ
て、「訪問」や「宿泊」を組み合
わせた小規模多機能型居宅介護、
ディサービス、ホームヘルパー、
ケアマネージャーなど自宅での生
活が継続できるようお手伝いしま
す。※移送サービス、生活支援有
償ボランティアなど制度外のサー
ビスもご相談ください。

中古車さがしのお手伝
い車輌情報毎週８万台。
常時 在 庫３０台以 上。
きっと見つかるあなたの
１台。

相談、見学、体験随時受け付けています。
お気軽にお越しください。

二輪もＯＫ！ 1日車検（要予約）
割引特典あります。

オススメ

オススメ

住高島市新旭町安井川148-4
電 0740－25－5703
営 8 時30分～17時30分
休なし
駐 5台
HP http://www.npo-genki.com/

住 高島市マキノ町高木浜１丁目１６番地の７
電 0740－28－0215
　　レンタカー予約	20－1002
営 9 時～18時
休日曜日・祝日
駐 5台

自動車関係
Automotive

カーセンサーカイデン 検索
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有限会社 クリモト

車販売・整備・車検　　栗本モータース
レンタカー　　　　　　マキノレンター

新車・中古車販売から車検・
点検・整備はもちろん、タ
イヤ・オーディオ・ナビゲー
ション・ETC の取付、販売
をしています。旅行・ビジ
ネス・引越し・レジャーに、
整備工場完備で、点検・整
備の行き届いたお車をご提
供いたします。

10人乗りハイエースなど
豊富な車種のレンタカーをラインナップ！！

　　　マイクロバス　21,000～
　　　ワゴン（10人乗り）　12,500～
　　　トラック　7,500～　【６時間の価格です】
ほか、小型バン、小型乗用車、軽自動車を取り揃えています

オススメ

住高島市マキノ町大沼 684
電 0740－27－0237
営 8 時30分～17時30分
休日曜日、祝日、第２土曜日
駐 9 台
HP http://www.eonet.ne.jp/~kurimoto/

パソコン自動車関係

有限会社 松田自動車 株式会社 永井自工
各メーカー新車・中古車販売
エコ保険・エコ整備・民間車検

「くるま」のなんでも屋さん

各メーカー新車・中古車
販売・エコ車検・エコ整備・
民間車検・一般整備・保
険・鈑金などお車のことな
ら何でもＯＫ！エコ車検・
エコ整備は環境省策定エ
コアクション２1 認証登録
事務所へお気軽にご相談
ください。

車の買い方も乗り方も
多様化する昨今。リー
スとローンの違い？車
検 の 違 い？保 険 の 違
い？様々な「？」への答
えと、あなたの最適な
カーライフに対する用
意があります。

燃費改善対策商品や
　　サービスの提供 など

自動車持込にて、オイル交換（現金支払）で
　　割引券進呈（使用時制約あり）
　　地域通貨アイカ使用可

オススメ 特典

住高島市新旭町安井川100
電 0740－25－4131
営 9 時～18時
休第1日曜、第5日曜、祝祭日
駐 30台

住高島市新旭町藁園2764-2
電 0740－25－3480
営（平日・土曜）8時30分～17時30分
　　（日・祝）9時～15時
休年末・年始、GW、お盆
HP http://nagai-jiko.deca.jp/

パソコン年輪
パソコンの悩み事はプロにお任せを！

豊富な知識と経験
を持つパソコン歴
40 年のプロが 何
処で買われたパソ
コンでもトラブル
解決・修理いたし
ます。空撮もお任
せ！

「本ガイドブックご持参の方」
パソコン購入・修理割引！

特典

住高島市今津町舟橋 2-7-1
電 0740－22－3336
営 10 時～18時30分
休不定休
駐 6 台

パソコン
Computer
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CAT HAND WORK

宮川クリーニング店 ㈲クリーニングシ
（本社工場）

ョップ丸善

パソコンのお困りごと、ご相談ください。

１962年創業の老舗クリーニング店　
トヨタ生産方式導入工場

クリーニングでお困りの事は、
是非当店にご相談下さい。

まずはお電話でご相
談下さい。

【メニュー】パソコン
サポート（訪問・教室）
/イベント写真・動画・
撮影・編集など / そ
の他

良心的な料金設定にて、

京洗いによる着物クリー

ニングサービスをご提供。

ただし、特殊薬剤による

着物染み抜きは行ってお

りません。

日頃よりお客様に喜ん
でいただけるよう、丁
寧な仕事心がけていま
す。染み抜きやスピー
ド仕上げ、洗濯代行も
行っております。
Ａコープ今津店（休業日 / 第２木曜）　平和堂あどがわ店（休業日 / なし）
バロー安曇川店（休業日 / なし）

パスポート経由の初回訪問
１，０００円引

【クリーニング料金（カビなし）】
黒留袖　￥８，０００～
訪問着　￥６，０００～

本ガイドブック持参で、
「500円以上お支払いの方」
１００円ＯＦＦ（本社工場のみ）

特典

オススメ 特典

住高島市今津町浜分408-26
電 090－7115－3438
営 9 時～21時
休不定休
駐 2台
HP www.cat-hand.work

住高島市新旭町安井川63-1
電 0740－25－3045
営 8 時30分～18時30分
休水曜日・日曜日・祝日
駐 5台
HP www.shokokai.or.jp/25/
　　252121s0013/index.htm

住高島市安曇川町五番領185
電 0740－32－0268
営 9 時～18時
休日曜日・祝日
駐 10 台

パソコン

衛生・環境
Health/Environment

看板・ペット
Signboard/Pet

子育て支援
Child care support

衛生・環境
看板・ペット
子育て支援
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衛生・環境
看板・ペット
子育て支援

黒田紙業㈱ 高島営業所

あさひ動物病院 ワンちゃんのしつけ教室 ＮＰＯ法人　元気な仲間
高島市ファミリーサポートセンターたすけあい高島

㈱ミヅホ工芸

紙に新たなを・・・
美しい地球を未来のために

ワンちゃんが「家族の一員」として
幸せな生涯を送るために。

子育て応援します！育て講座参加者募集中♪

お客様の広告をトータルにサポート！！

廃棄物の減量と資源の再利
用を自らの社会的使命とし
て、あらゆる古紙を「捨てない・
埋めない・燃やさない」のリ
サイクル３ないシステムを推
進し、地球環境保全と地域
社会への貢献を目指して日々
活動しております。

甘咬みが・・・いたず
らが・・・初めて犬を
飼うのだけれど・・・
将来必要なことは？・・・

「ほめるトレーニング」
でワンちゃんと良い関
係を築きましょう！

子 育 ての 困りごと、
何でもお気軽にご相
談ください。毎月第
３土曜日は、ファミ
サポご相談＆説明会
開催中です。まずは
お気楽にお電話くだ
さい。

屋外広告看板・大型看板の企画
からデザイン・設計・施工まで
全てお任せください。ネオン看
板はもちろんＬＥＤ看板の製作も
いたします。大きな屋外広告看
板から特殊ネオン、ＬＥＤサイン、
ＬＥＤ看板まで！広告に関するも
のすべて、ご予算に合った無理
のない広告媒体をご提案させて
いただきます。

・ポイントカード即時発行（当社オリジナル）
　　　　　　　　　　毎週水曜日ポイント２倍デー
・10Ｋｇ＝10Ｐ
・500Ｐごとに下記商品いずれかと交換できます。
・ＵＣギフト券（500円分）　・図書カード（500円分）
・トイレットロール20 個（当社オリジナル）

本ガイドブック持参の方
参加費用10％OFF 土曜日の相談会にお越し頂いた方に

スタンプ進呈１１月２３日（金祝）「ワンちゃんの歯みがき
講座（無料）」を開催します！

●屋外広告　●デザイン・設計　●インクジェット出力
●カッティング文字　●電飾看板　●ＬＥＤサイン　
●プラスチック加工　など　

～お気軽にご相談ください～

オススメ

特典 オススメ

オススメ

住高島市マキノ町中庄 1254-2 番地
電 0740－27－8027
営 8 時50分～17時
休日曜日・祝日
HP http://kuroda-kk.co.jp/

住高島市新旭町熊野本1-7-20
電 0740－25－5675
営平日午前9時～12時、午後4時～7時
　火日祝午前9時～12時
休木曜日
駐 20台
HP http://www.asahivet.info/

住高島市新旭町旭	1-8-5
電 0740－33－7805
営 10 時～17時
休日・月
駐ショッピングセンター駐車場 40台
HP http://www.npo-genki.com/tasukeai/

住高島市安曇川町青柳1172-1
電 0740－32－0857
営 9 時～18時
休日曜日・祝日
駐あり


