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カテゴリー 参　加　店　名 頁
マ　キ　ノ

観　光 道の駅　マキノ追坂峠 P9
観　光 マキノピックランド P9
観　光 マキノ高原温泉さらさ P9
観　光 ㈱中田運送・中田観光バス P10
宿　泊 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル P12
宿　泊 農家民宿たらいち亭 P13
宿　泊 ちょい宿あだち P13
飲　食 和風お食事処ととろ P16
飲　食 レストラン 道の駅マキノ追坂峠 P16
飲　食 Koti  Café P21
美　容 マツザキ美容室 P27
自動車 ㈲カイデン P32
自動車 ㈲クリモト P33
環　境 黒田紙業㈱ 高島営業所 P35

花 みのりフラワー P36
今　　　津

観　光 ユタカ観光 P10
宿　泊 今津サンブリッジホテル ダイニング葦海 P13
宿　泊 料理旅館　丸茂 P13
飲　食 近江今津　西友 P16
飲　食 体験交流センターゆめの P16
飲　食 西庵 P17
飲　食 Café　Ｃｏｚｙ P21
飲　食 ジャッロ・フェリーチェ P22
飲　食 喫茶パロマ P23
理　容 ウエハラ理美容室 P25
理　容 ほうじょう P25
美　容 ｉｍａｇｅ． P27
美　容 パール美容室 P27
健　康 癒し手もみもみ P31
健　康 ＡＬＢＡ　ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ P32

パソコン ＣＡＴ　ＨＡＮＤ　ＷＯＲＫ P33
パソコン パソコン年輪 P34
スポーツ フジハシスポーツ P36
化粧品 はなつばき大橋 P36
衣　料 ブティック　ミヨ P37
ギフト ハリカミプレ近江今津店 P37
食料品 魚友、 P38
食料品 川魚の西友 P38
食料品 魚清商店（本店） P38
食料品 魚清商店（西店） P39
食料品 青木煮豆店 P39
食料品 ㈲今津食肉 P39
食料品 タキノベーカリー P40
食料品 手づくり和菓子みのりや P40
食料品 池本酒造㈲ P41

新　　　旭
観　光 たかしま・まるごと百貨店 P10
宿　泊 御料理旅館　鳥居楼 P14
宿　泊 Ｒａｃｉｎｅ ｈｏｍｅ 針江 P14
飲　食 岡田屋鶴亀 P17
飲　食 いき生き水文化　かばた館 P18
飲　食 美松 P18
飲　食 うどんの花里 P18
飲　食 お料理　川新 P18
飲　食 憩い処　あかり（元気な仲間） P19
飲　食 MIZU café COCCO P22
飲　食 スパイス厨房　来風 P23
美　容 一井美容室 P28
美　容 エコ美容室 P28
美　容 サロン・ド・きよみ P28
美　容 クイーン美容室 P28

カテゴリー 参　加　店　名 頁
美　容 ＨａｉｒＦａｃｔｏｒｙＳＥＮＣＥ P29
美　容 ビューティーサロンマイ P29
美　容 ユニオン美容室 P29

子育て支援 たすけあい高島（元気な仲間） P30
福　祉 NPO 法人元気な仲間　 P31
医　療 石本指圧物療院 P31
自動車 ㈱永井自工 P33
衛　生 宮川クリーニング店 P34
ペット あさひ動物病院 P35
衣　料 桂田呉服店 P37
ギフト ギフトショップおうみ P37

朽　　　木
観　光 グリーンパーク想い出の森　 P10
飲　食 丸八百貨店 P17
飲　食 旬彩料理　和 P17
飲　食 宝牧場  しぼりたて工房 P21
飲　食 カントリーテーブル　パラディゾ P23
理　容 髪処　玉垣 P25

安　曇　川
観　光 ㈱湖西観光 P11
観　光 道の駅  藤樹の里あどがわ P11
宿　泊 宝船温泉 P14
宿　泊 ウエストレイクホテル可以登楼 P14
宿　泊 政府登録旅館　白浜荘 P15
宿　泊 丸三旅館 P15
飲　食 エルブライド寿光苑 P19
飲　食 お食事処　まさ P19
飲　食 鮨処　仲よし P19
飲　食 Famille P21
飲　食 Ｐａｓｔａ＆Ｄｏｌｃｅ　ｉｓｍ P23
飲　食 レストラン　コート・ドール P24
飲　食 DUNJU.AN P24
飲　食 おばんざい茜 P24
飲　食 善　～ ZEN ～ P24
理　容 カットハウス 110 番 P26
理　容 バーバーヒライ P26
理　容 理容・美容　メルシー P26
美　容 ヘアービューティ　ＡＩ P29
美　容 ビューティーサロン　ミエ P30
美　容 美容室ゆき P30
健　康 ダイエット・デトックス専門店　ガリラヤの風 P31
健　康 Training Studio REGALO P32
衛　生 ㈲クリーニングショップ丸善 P35
看　板 ㈱ミヅホ工芸 P35
食料品 北川かしわ店 P39
食料品 フルーツみのりや P40
食料品 とも栄 P40

高　　　島
観　光 うかわファームマート P11
観　光 ガリバー・マリーナ P11
観　光 ゼロ・グラビティ P12
観　光 Ｂｌｕｅ　ｂｉｋｅ＆ｓｏａｐ（高島陣舎） P12
宿　泊 恵美寿荘 P15
飲　食 お食事処  むら川 P20
飲　食 丁子屋 P20
飲　食 白ひげ食堂 P20
飲　食 どんき～。 P20
飲　食 田風流 P22
飲　食 蔵カフェ  アリビオ P22
理　容 おしゃれの館ミツヤ P26
理　容 ヘアーファクトリーリュウ P27

事務用品 ㈲ハヤシ P34
食料品 福井市之進商店 P41

参加店一覧（地域別）

市内観光マップ
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