
食料品 食料品

オススメ

青木煮豆店  悠ちゃん
雑誌「Ｌｅａｆ」に掲載さ
れた人気商品です。自慢
の煮豆を手焼きの生地に
挟みました。添加物を一
切使っておりませんので、
安心してお召し上がり頂
けます。秋から春にかけ
ては、煮豆ぜんざいも是
非ご賞味下さい。

住高島市今津町深清水16-157
電 090－5098 －5916
営 10時～18時
休不定休
駐 2 台
HP https://aokinimame-
                        you.com/

煮豆入りどら焼き
関西テレビ「よ～いドン！」で
織田信成さんに紹介されました！

琵琶湖が目の前、素材にこだわる煮豆専門店

特典

近江今津  西友
（辻川店・駅前店）

香ばしさと旨みが自慢のうなぎ・川魚の専門店

近江湖西の自然に恵まれた
地で、代々伝承してきた西
友の味と心！永年受け継が
れた「たれ」を使い炭火で
丹念に焼き上げたうなぎ蒲
焼。素材の持味を活かした
風味豊かな佃煮等、味わい
深い品々をどうぞご賞味く
ださい。

（駅前店）
住高島市今津町名小路 1-6-9
電 0740－22－1888
営 9 時～18時
休木曜日（変更有）
駐 5 台

（辻川店）
住高島市今津町今津224-1
電 0740－22－2105
営 8 時～19時
休木曜日（変更有）
駐 10 台

HP http://www.nishitomo.co.jp/

本ガイドブック持参の方
5,000円以上お買い上げの方に

粗品プレゼント！

オススメ

昭和 27 年に煎餅
やボーロなどの菓
子屋をはじめ、昭
和 48 年にサンド
イッチとつづいて
焼きパンのお店に
転身。以来、地域
の皆さんのご愛顧
のもと、気軽な日常のパンを焼き続けています。

住高島市今津町今津244
電 0740－22 －2171
営 7時～19 時 30 分
休日曜・祝日
駐なし

ブール今津店
街のパン屋さん

フルーツいっぱい生クリームサンドや
フレンチトースト、マリトッツォなど。
甘いパンが人気です。

特典

手づくり和菓子 みのりや
四季折々の手作り和菓子を
楽しめるお店です。地元産
の羽二重もち米を使った杵
つき草餅が特に人気です。
SNS を活用したり、全国
発送も大変人気です。また
和菓子屋の『あんパン』も
毎朝 10 時頃に焼きあがり
ます。

住高島市今津町今津1974-4
電 0740－22 －0391
営 8時～19 時
休水曜日
駐 2台
HP http://www.facebook.com
　　　　/minoriya.takasima

製菓コンクール全国1位の職人が作る
和菓子店

和菓子・あんパンを2,000円以上お買
い上げのお客様100円引き致します！

本ガイドブックご持参の方
特典

パティスリーボヌール
自然な食材を選び、安心
安全なスイーツを提供して
います。
一番人気はサクサクのクッ
キー生地にコクのあるカス
タードクリームをたっぷり
詰めたシュークリームです。
焼菓子やギフトも多数そろ
えております。

住高島市今津町住吉2-12-16
電 0740－20 －6928
営 10時～19 時
休水曜日
駐 3台

テイクアウト専門のスイーツ店。
美味しい幸せをお届けします。

バースデーケーキ前金予約で５％OFF
（キャラクターケーキは対象外です）

本ガイドブック持参の方
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特典

㈲今津食肉
肉とフライ

牛、豚、鶏、羊、手作
り惣菜、フライなどを
小売や卸販売していま
す。店内でカットしてい
ますので多様なニーズ
に応えます。お気軽に
お電話で注文してくだ
さい。

住高島市今津町今津 231-1
電 0740－22－2336
営 9時～19時 30分
休月曜日
駐 2 台
HP https://www2.hp-ez.com

パスポート持参のお客様
当店クーポンチケットを

プレゼント！！

イチオシ

創業百余年の製造直売店

魚清商店・本店
昔から変わらない味を守り続
けている琵琶湖岸の魚屋です。
ちょっとしたお土産品からお中
元・お歳暮、法事・法要の返礼
にお客様からたいへん喜んでい
ただいております。ご用命の際
は、お気軽にお問合せください。

湖魚佃煮、鰻かば焼、
鮒寿し、鮮魚

住高島市今津町今津 310
電 0740－22 －2039
営 8時～18時
休木曜日（祝祭日は営業）
駐 5 台

特典

四季の和菓子を製
造販売しております。
30 年余り製造して
いるいちご大福（12
月～5月）は大変好
評でリピーターのお
客様も多く大変喜ば
れています。生クリーム大福（抹茶、珈琲）は若い
方にも人気があります。

住高島市今津町今津 1549-2
電 0740－22 －2257
営 8 時～19時
休月曜日
　（祝日の場合、翌火曜日）
駐 3 台

おもパス持参の方
1,000円以上お買い上げで５％割引

御菓子司 二葉屋菓舗
創業96年



特典

とも栄
創業90年を迎える和菓子とケーキの専門店

全て自家製餡にこだわる
菓子職人の店。おやつか
らギフトまで美味しい和
洋菓子、アドベリースイー
ツが揃います。店内の和
カフェでいこいのひととき
を。「現代の名工」の三代
目店主作品も展示中。ANA 機内食採用商品多数。

住高島市安曇川町西万木 211-1
電 0740－32 －0842
営 9時30分～18時30分
休元日のみ
駐 10 台
HP http://www.sweet-tomoe.com/

本ガイドブック持参の方
1,000 円以上お買い上げで

人気のどら焼き「雲平さん」を１個プレゼント

特典 オススメ

特典

手作り無添加にこだわる
和菓子店です。冬の人気
商品「いちご大福」や定
番商品の「竹の皮ようか
ん」がおすすめです。ま
た高島産の餅米を使った
赤飯やお餅・大福など四
季折々の和菓子を是非ご
賞味ください。

高島の地酒のおい
しさを、各種地酒
ごとに管理してい
ますので、飲み心
地よくご飲酒して
いただけます。ど
うぞ、冷蔵の地酒
もお選びください。

創業明治２9 年以来
おいしい近江牛をお
届けしたい。近江牛
の伝統を受け継ぎ伝
えたいという思いを
モットーに日々取り
組んでおります。
近江牛の美味しさをお客様にお届けできますよう
一生懸命頑張っております。

住高島市新旭町深溝 963
電 0740－25 －2453
営 7 時 30 分～19時
休水曜日
駐 3 台
HP https://www.instagram.
　　　　　　com/ibakichi/

住高島市安曇川町田中404
電 0740－32 －0023
営 8時～20時
休水曜日
駐なし
HPインスタグラム　
　　yasuhara_saketen

住高島市安曇川町田中252
電 0740－32 －0001
営 9時30分～17時30分
休水・日
駐 10 台
HP http://1129.co.jp

おもパス持参の方
500円以上のお買い上げで

焼菓子１個プレゼント！
不老泉　松の花　萩の露　

琵琶の長寿　竹生島　地酒各種

粗品プレゼント
　イチオシ

鮮度にこだわり、味に
こだわり作り上げた味
付けかしわです！
この美味しい鶏肉をご
進物に、ご贈答に是非
ご利用下さい。

住高島市安曇川町末広３丁目 25-3
電 0740－32 －1981
営 9 時～18 時
休水曜日、木曜日
駐 2台

味付かしわ真空パック
　 500g 700 円（税込）
　 １kg 1,350 円（税込）

食料品 食料品

特典

当店は味の確かなフルーツ専
門の店として開店以来18年
になります。美味しいフルー
ツをお客様に！をモットーと
して果物はもちろん生絞り
ジュース、高級ゼリー等ギフ
トにも最適な品を各種取り揃
えております。

パスポート持参のお客様

（他の割引サービスとの併用は不可）
お買い上げの５％割引

住高島市安曇川駅東300ｍ
電 0740－32 －3747
営 9 時～18 時 30 分
休年始（元旦から４日）のみ
駐 5台

オススメ

〇パン販売は金・土・
日・祝日

〇毎月隔週土曜日に
焼きたてピザ販売

（予約限定）
〇人気のアップルパ

イはりんごのたっ
ぷり入ったサクサ
ク生地です。

住高島市安曇川町
　　　西万木1122-48 
電 0740－32 －3580
営 9時～18時
休水曜日
駐 2 台

生地から手作り
サクサクアップルパイ

サンティール
笑顔あふれる美味しさを届けします

伊庭吉菓舗 山形屋  安原酒店

大吉商店㈱

明治創業の老舗和菓子屋 地酒販売店

明治29年創業、120年の伝統を誇る
近江牛一筋の専門店です

高島市唯一のフルーツ専門店

フルーツみのりや

また食べたくなる、この美味しさ!!

北川かしわ店

4342

オススメ

酒類全般をお取
り扱いしており
ます。
高島市内発送い
たします。
地 域 通 貨 アイ
カ取り扱い店で
す。ぜひご利用
ください。

住高島市新旭町針江 591 
電 0740－25 －2221
営 8時～20時
休不定休
駐 4 台

各種ビール、地酒、ジュース等
飲み物からパン、お菓子まで

取り揃えております。

前田酒店
お気軽にお立ち寄りください



市内観光マップ

オススメ

江戸末期創業の酒屋。日本遺
産の一つ、大溝の水辺景観の
ガイドコースにある「びれっじ」
界隈にお店を構えています。
お土産に萩の露 300ml ３
本飲み比べセットとれもん酒・
ゆず酒等の 500ml の果実酒
がヒット商品でございます。

住高島市勝野 1398
電 0740－36 －0035
営 8時～18時
休火曜日
駐びれっじ共同駐車場 20台

福井市之進商店
高島癒しのええとこ、素敵な景観教えます

高島のお土産に
直汲み無ろ過生原酒・

畑の棚田米で作った里山

食料品

44 45

使えるお店、139 店舗が地図に出ます！
Check it out!!

https://www.google.com/map/d/edit?mid=1b-
wSeofSIPZ2alD-DVjVDaUXB2Sc4b5w&usp=sharing

イチオシ

地元素材を使い、長年
培ってきた技で醸し出
すお酢。
厳選した素材を究極の
割合で作り出すお菓子。
イートインコーナーでは
お酢のドリンク・コー
ヒーや紅茶と一緒にシュークリームやロールケーキ
も楽しめます。

住高島市勝野 1406-2
電 0740－36 －0218
営 9時～18時
休水曜日
駐店裏合わせて5台

淡海ロール
（生クリーム・アドベリークリーム）

バスク風チーズケーキ

淡海堂
地元産にこだわった酢とスイーツの店
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カテゴリー 参　加　店　名 頁

マ　キ　ノ
観光・レジャー 道の駅　マキノ追坂峠 P7
観光・レジャー マキノ高原温泉さらさ P7
観光・レジャー ㈱中田運送・中田観光バス P8

宿　泊 ペンションメタセコイア P10
宿　泊 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル P10
宿　泊 まつなみ荘 P10
飲　食 蔵カフェ Fleurs de mars P13
飲　食 葉山珈琲 メタセコイアGARDEN P13
飲　食 和風お食事処 ととろ P13
飲　食 レストラン道の駅マキノ追坂峠 P14
飲　食 鉄板焼もっか P14
飲　食 Koti  Café P14
美　容 マツザキ美容室 P26
自動車 ㈲カイデン P31
自動車 ㈲クリモト P31
環　境 黒田紙業㈱ 高島営業所 P38

今　　　津
観光・レジャー ユタカ観光 今津営業所 P7

宿　泊 今津サンブリッジホテル ダイニング葦海 P11
宿　泊 料理旅館　丸茂 P11
飲　食 ジャッロ・フェリーチェ P14
飲　食 ビーパス年輪 P15
飲　食 Café　Ｃｏｚｙ P15
飲　食 近江今津  西友 P15
飲　食 体験交流センター ゆめの P15
飲　食 喫茶パロマ P16
飲　食 軽食＆喫茶 きく P16
飲　食 西庵 P16
飲　食 わさび P16
理　容 ほうじょう P23
理　容 ウエハラ理美容室 P24
理　容 カットＡ＆Ａ P24
美　容 パール美容室 P26
健　康 癒し手もみもみ P30
健　康 ＡＬＢＡ　ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ P30

パソコン パソコン年輪 P32

参加店一覧（地域別）
カテゴリー 参　加　店　名 頁

パソコン ＣＡＴ　ＨＡＮＤ　ＷＯＲＫ P33
雑　貨 ファンシーショップ れもん P33

スポーツ フジハシスポーツ P34
メガネ メガネ・時計・補聴器・宝飾のシミズ P35
医薬品 ㈲今井薬局 P35
衣　料 赤ちゃんハウス  マンマ P36
ギフト ハリカミプレ近江今津店 P37
食料品 魚友、 P39
食料品 池本酒造㈲ P39
食料品 御菓子司  二葉屋菓舗 P40
食料品 青木煮豆店  悠ちゃん P40
食料品 近江今津  西友 P40
食料品 ブール今津店 P40
食料品 手づくり和菓子 みのりや P41
食料品 パティスリーボヌール P41
食料品 魚清商店・本店 P41
食料品 ㈲今津食肉 P41

新　　　旭
観光・レジャー たかしま・まるごと百貨店 P8

飲　食 いき生き水文化 かばた館 P17
飲　食 喫茶洋菓子タイムフォーティー P17
飲　食 岡田屋鶴亀 P17
飲　食 お料理 川新 P17
飲　食 御料理旅館 鳥居楼 P18
飲　食 スパイス厨房 来風 P18
飲　食 笑福 P18
飲　食 美松 P18
理　容 大江理容 P24
美　容 ビューティーサロン マイ P26
美　容 クイーン美容室 P26
美　容 一井美容室 P27
美　容 Ｈａｉｒ  Ｆａｃｔｏｒｙ  ＳＥＮＣＥ P27
美　容 ユニオン美容室 P27
美　容 カットハウス セリーヌ P27

子育て支援 たすけあい高島（元気な仲間） P29
福　祉 NPO 法人元気な仲間　 P29
健　康 石本指圧物療院 P30

参加店一覧（地域別）
カテゴリー 参　加　店　名 頁

自動車 ㈱永井自工 P32
自動車 トーア自動車学校 湖西自動車教習所 P32
衣　料 近江屋㈱ P36
ギフト ギフトショップおうみ P37
衛　生 宮川クリーニング店 P37
ペット あさひ動物病院 P39
食料品 前田酒店 P42
食料品 伊庭吉菓舗 P42

朽　　　木
観光・レジャー 朽木ゴルフ倶楽部 P8
観光・レジャー グリーンパーク想い出の森 朽木里山レストラン「天空」 P8

飲　食 丸八百貨店 P19
飲　食 宝牧場 しぼりたて工房 P19
飲　食 旬彩料理 和 P19
理　容 髪処 玉垣 P24

安　曇　川
観光・レジャー ㈱湖西観光 P9
観光・レジャー 道の駅 藤樹の里あどがわ P9

宿　泊 藤樹の宿 P11
宿　泊 政府登録旅館 白浜荘 P11
宿　泊 丸三旅館 P12
宿　泊 宝船温泉 湯元ことぶき P12
宿　泊 ウエスト・レイク・ホテル  可以登楼 P12
飲　食 レストラン コート・ドール P19
飲　食 Ｐａｓｔａ＆Ｄｏｌｃｅ ｉｓｍ P20
飲　食 CAFE AZZURRA P20
飲　食 Famille P20
飲　食 お食事 一品料理  まさ P20
飲　食 カレーハウス CoCo 壱番屋 高島安曇川店 P21
飲　食 鮨処 仲よし P21
飲　食 本格屋台 どやさ P21
飲　食 DUNJU.AN P21
飲　食 善　～ ZEN ～ P22
飲　食 喫茶レストランあど川 P22
飲　食 魚仁 P22
理　容 バーバーヒライ P25
理　容 カットハウス 110 番 P25

カテゴリー 参　加　店　名 頁

美　容 SUEHIRO P28
美　容 ビューティサロン ミエ P28
美　容 美容室ゆき P28
美　容 理容・美容メルシー P28
美　容 ヘアービューティ ＡＩ P29
健　康 トレーニングスタジオ レガーロ P30

本 ブックス年輪 P34
家　電 電化ハウスふちだ P34
メガネ 時計・メガネ・宝飾・補聴器 タニ P35
写　真 写真の野上 P35
化粧品 アブラサ．カネボウ P36
衣　料 Flange －フランジ－ P36
衛　生 ㈲クリーニングショップ丸善 P38
看　板 ㈱ミヅホ工芸 P38
食料品 サンティール P42
食料品 大吉商店㈱ P42
食料品 山形屋 安原商店 P43
食料品 フルーツみのりや P43
食料品 北川かしわ店 P43
食料品 とも栄 P43

高　　　島
観光・レジャー Gulliver Marina P9
観光・レジャー ゼログラビティ P9

宿　泊 恵美寿荘 P12
飲　食 白ひげ食堂 P22
飲　食 喫茶田風流 -dimple- P23
飲　食 お食事処 むら川 P23
理　容 おしゃれの館ミツヤ P25
理　容 hair  factory  RYU P25
健　康 心と体の整体院 P31

事務用品 ㈲ハヤシ P33
衛　生 高城クリーニング P38
食料品 淡海堂 P44
食料品 福井市之進商店 P44
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