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飲食

住高島市朽木栃生 318-1
電 0740－38－2053
営 平日    11:30～17:00（16時最終入店）
　 土日祝 11:00～18:00（17時最終入店）
休月曜日（祝日の場合は翌日）
　月に２回火曜休
駐 10台

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。

※ディナーは前日迄のご予約で対応
パスタランチコース ￥1,700 ～
ピッツア ￥1,700～
おふたり様のシェアコース ￥7,000～

オススメオススメ
イチオシイチオシ

栃餅ぜんざい（手作り）・
自家製甘酒・コーヒー

有形文化財のレトロな
建物がおまちしており
ます。従業員もお客様
もレトロです。ほっこ
りした空間が広がって
います。手作りの栃餅
ぜんざい、自家製甘酒
が皆様をおまちしてい
ます。ごゆっくり・・・・・。

住高島市朽木市場 838
電 0740－38－3711
営10時 ～16時半
休火曜日
駐４台
HP kutsuki-maruhachi.com

丸八百貨店
朽木のいやしの空間、丸八百貨店

イチオシイチオシ

宝牧場 しぼりたて工房
朽木の豊かな自然のおくりもの

宝牧場で搾乳した搾りたて牛
乳とこだわり素材を使用した
ソフトクリーム・プリン・バー
ムクーヘン・ドーナツ・パン
等をご用意しております。
宝牧場産ミルキークイーンの
米粉カステラも人気です。

・濃厚なのに後味すっきりの
　　　宝牧場特製ソフトクリーム
・宝牧場産ミルキークイーンの
　　　米粉カステラ

住高島市朽木宮前坊842
電 0740－38－3001
営 10 時～ 17 時 30分
　 月曜日は 16時 30分まで
休毎週水曜日（木曜日も連休で定
　 休日となる週があります。お電話
　 等で確認をお願いいたします。）
駐 50 台

オススメオススメ

住 高島市朽木岩瀬 181
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
山々と山間流れる清流安
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 1,100 円）（税込）
近江シャモ定食 （1,650 円）（税込）

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！

飲食

イチオシイチオシ

オススメオススメ

世界三大スープのひとつ、
ボルシチを是非ご賞味下さい

一火近江牛縁会コース税込 3,500円
プラス1,500円で2時間飲み放題できます。

鴨川のほとりの豊か
な自然の中で、心を
込めて丁寧に作った
お料理とお菓子を
ゆっくりとお楽しみ
頂けるカフェです。
ボルシチなどの欧風
家庭料理と厳選素材

肉あり
魚あり
野菜あり
酒あり
バッチリ営業
がんばってます。

で焼き上げたお菓子をご用意しております。

住高島市安曇川町下小川 2661-3
電 080－5713 －6512
営11:30～17:00（ランチ L.O14:00）
休水・木・金（不定休あり）
駐 15 台
HPhttps://www.2661.jp/

shiga.cafe2661

住高島市安曇川町西万木644-19
電 0740－20 －1968
営18時～ 24時
休毎週水曜日
駐 6 台
HP syuendokoro-ikka.jp/

ikka.adogawa

CAFÉ＆BAKE 2661

酒縁処  一火

欧風家庭料理と焼菓子

美味しいお酒めっちゃ有ります

特典特典

お陰様で、皆様に慕われて
26 年になりました。食べ
放題＋飲み放題２時間男性
3,380円、女性 2,880円。
お好み焼、焼きそば、とん
ちゃん焼き、豚キムチ、生
ビール、チューハイ、焼酎、
日本酒、ハイボール、梅酒、ソフトドリンク 他にも
沢山ございますので HPをご確認ください！
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

住高島市安曇川町西万木 832-7
電 090－1071 －3916
営 17 時～ 23 時
休無休
駐 5 台
HP http://www.okonomiyaki-
　　　　　　　　　senkoma.com/

お好み焼  千駒
食べて下さい。自慢のお好み焼 !!

（天然素材、ミネラル水、黄金のダシ使用。）

本ガイドブック持参で
アベノマスク１枚進呈致します。

イチオシイチオシ

九州産ポーク
カツやカツカ
レー・ハンバー
グ・牛ステーキ・
カニクリームコ
ロッケ・ランチ
など

牛ステーキなどは
前日予約をお願いいたします

住高島市安曇川町西万木1121-2
電 0740－32－2268
営昼11 時～14時 
　 夜16時 30分～20時 
休 水曜日、第４火曜日
駐 6 台

レストラン  コート・ドール
昭和の味を今に、お陰様で44年目を
迎える事が出来ました
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イチオシイチオシ

当店の自慢は、辛
さ・量・トッピング
の組合せ。一人ひと
りの好みに合わせて
自由に選ぶことがで
きます。その数なん
と１億通り以上。家
族の中での好みの違いにも対応可能です！今日の気
分に合わせた一皿を是非どうぞ。

住高島市安曇川町西万木 223-1
電 0740－32 －8006
営 11時～22時
休なし
駐 180台（バローさん共用）
HP https://www.ichibanya.co.jp

ココイチ公式アプリをダウンロードして
安曇川店を「マイショップ」に登録すると
週替わりクーポンが毎週配信されます !!

飲食

カレーならココ　いちばんや！！

カレーハウス CoCo壱番屋
高島安曇川店

オススメオススメ

寿し入りの幕の内
（２人前から）
1,500円・2,000円
2,500円・3,000円
鯖鮨し（竹の皮１本）
1,600円・2,000円
2,500円

アイカご利用の方消費税サービス
PayPayOK

住高島市安曇川町青柳1212
電 0740－32 －0207
営 11 時～14時、
　 17時～21時（予約制）
休水曜日
駐 10 台

鮨処  仲よし
お弁当・寿司出前します。

特典特典

DONJU.AN
お蔭様で 39年、関西風ベタ焼きのお店です。

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が人気で
す。

本ガイドブック持参の方

（３品以上お持ち帰りの方のみ）
お好み焼・焼きそばは５％OFF

住高島市安曇川町末広２丁目15-2 
電 0740－32－0010
営 11時～21時30分
休月曜日（祝日の場合翌日）
駐10 台

イチオシイチオシ

安曇川駅前
にある、ど
こか懐かし
い雰囲気を
感じる、本
格屋台です。焼きとり、牛、魚介類他、ぎょうざ、カレー
ライス、ハンバーグとたくさんのメニューを準備し
て皆様の御来店をお待ちしております。

住高島市安曇川町中央１丁目5-5 
電 0740－32－1205
営 18時～23時
休月曜日
駐6台

本格屋台　どやさ
炭を使った本格焼き鳥を昭和のムードで！

やきとりおまかせ 8 本
1,100円（税込）
ボリュームあり !!

飲食

イチオシイチオシ

こだわりのチーズを是非
一度お試し下さい。ドイ
ツ産のモッツアレラとオ
ランダ産のゴーダのオリ
ジナルブレンドのチーズ
です。チーズたっぷりの
ピッツァで違いを感じて
頂ければ幸いです。
お待ちしております。

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
　　　　　　17時～21時
　火・土・日 11時～14時30 分
休木曜日
駐 6 台
HP https://r.goope.jp/sr-25-252121s0010/

Pasta_and_dolce_ism

ピッツァ、パスタ、リゾット、その他
一品料理、お持ち帰りしていただけます。

容器及び箱代サービス中

Pasta＆Dolce  ism
気軽にイタリアンはいかがですか？

オススメオススメ

人気のランチプレー
トはメイン料理を 2
種類から選んでいた
だけます。ドリンク
付きで 1,000 円で
提供しております。
さらにお食事された
場合プラス 400 円
でケーキをお付けさせて頂けます。

住高島市安曇川町南古賀 3-5
電 0740－20－7272
営 11時～16時30 分
　 土日祝 11時～17時30分
休木曜日・金曜日
駐 10台
HP https://goope.jp/azzurra

当店の一押しランチ
煮込みハンバーグ

CAFE  AZZURRA
遊び心に溢れた店内でゆっくり寛いで下さい

特典特典

国産小麦や高島米粉、
甜菜糖など体に優しい
材料を選び、パン・ス
イーツを手作りしてい
ます。卵や乳製品、小
麦不使用の商品もござ
います。また、敷地内
にありますヘナ染めサ
ロン「ｙｕｊ」 も特典を御用意してお待ちしており
ます。

住高島市安曇川町四津川642
電 0740－34 －0324
営 10 時～18時
休月・火曜日
駐 10 台
HPhttps://famille2013.
　　　　　jimdofree.com

￥1,000以上お買い上げのお客様に
次回から使える

コーヒーペアチケットプレゼント

Famille
ホッと一息、心もゆるむパン・スイーツを。

オススメオススメ

毎日小浜から朝とれ
たての新鮮な魚貝類
を直送していますの
で、その日限りの珍
しい食材が入荷する
こともございます。
笑顔がたえない気さ
くな店づくりを心が
けています。お気軽にお越し下さい！！

高島市初
オリオン生ビール

住高島市安曇川町西万木8-2
電 0740－32－2181
営 11時30分～13時30分
　 17時～２１時
休月曜日
駐 14 台

masa_6.21

お食事 一品料理 まさ
良質な食材を丁寧に調理し良心的な価格で！
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飲食

特典特典

喫茶  レストランあど川
美味しい料理とくつろぎのひと時

当店自慢の自家製ハ
ンバーグや揚げたて
のエビフライにタルタ
ルソースが人気です！
サイフォンで淹れる香
り高いコーヒーと共に
アットホームな雰囲気
のレストランでくつろ
ぎの時間をお楽しみ下
さい。送迎可能です。

日替わりランチ 1,000円
サービスランチ 1,400円

住高島市安曇川町青柳1838 
電 0740－32－1966
営 9時～17時30分（毎日）
　18時～21時（木～日・祝）
休元旦のみ
駐22 台
HP adogawasportscenter.com

restaurant_adogawa_

特典特典オススメオススメ

活きのいい、日本
海天然活魚を取り
そろえ、お一人様
から個室（6 名様
ま で ）、18 名 様
までの宴会（予約
制）も可能です。
皆さまのご利用を
お待ち申し上げております♪

日本海の活きた天然の魚を生簀で
泳がし、目の前で調理をします。
新鮮で、美味しいです！

住高島市安曇川町中央 4-1-17 
電 0740－32－2866
営 16時～22時
休毎週木曜日
駐8台
HP http://www.eonet.
　　　ne.jp/~uojin/index.html

どんき～。魚仁
一晩寝かせた自慢のだし四季折々の美味しい旬の料理
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特典特典

善
ぜん

 ～ZEN～
善から愛を！！

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！

宴会予約の方に、
デザートアイスプレゼント！！

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30分～22時30分（L.O22:00）
休火曜日
駐10 台

おもパス持参で（１冊につき１人）
食事と一緒に飲み物かデザートを別途ご注文の
方に、当日100円引きと次回から使える割引
チケット100円分1枚プレゼント

飲食

特典特典

◆ランチ・軽食
◆喫茶・スイーツ
◆雑貨いろいろ
★貸切営業可

（時間・人数・料金・
ご相談下さい。
ピアノ置いています。
発表の場としてもご
利用下さい。）

住高島市音羽 287-1
電 0740－36 －1797
営 11 時～17時
休水曜日・木曜日
駐 8 台

10月よりランチメニューをリニューアルしました
お一人様飲食代 1,000円以上で次回よりご利用いただ
ける「お団子チケット（150 円）」１枚プレゼント

田んぼの風の流れの中で、
のんびりとゆっくりとお過ごしください。

喫茶 田風流 -dimple-
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理容
美容

Barber

Beautyオススメオススメ
当店 1 番人気　

だし巻き玉子です。

お食事処  むら川
ボリュームたっぷり定食

定食弁当各 1,100
円でとり揃えており
ます。他にも多数メ
ニューございますの
で、ぜひ食べにいら
して下さい。
※だし巻き玉子夜のみ

住高島市城山台1-5-24
電 0740－36－0328
営 11時～14時
　 17時～21時
　（金～日のみ夜営業）
休水曜日・第1火曜日
駐４台

理容・美容

オススメオススメ

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。

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」

住高島市鵜川 225-5
電 0740－36－0434
営平日 11 時～ 19 時 30 分
　 土曜 11 時～ 16 時
　 日曜 11 時～ 14 時 30 分
休不定休
駐 10 台

白ひげ食堂
名物！豚汁・おでん

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 900 円～、
おうどん 650 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

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



オススメオススメ

ウエハラ理美容室
ご家族みんなでご利用いただける
気楽な理美容室です

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。

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

住高島市今津町日置前 318-1
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

理容・美容
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イチオシイチオシイチオシイチオシ

大江理容CUT Ａ
ARTIST

 ＆
and

Ａ
ARTISAN

おかげさまでもうすぐ創業100周年気楽な理容室です。

◎感染症対策を徹底します
◎ヘアスタイルのご希望お　
悩みを真剣にききます
◎施術内容をしっかり説明　
します
◎丁寧な仕事を心掛けます

『総合調髪』 ￥3,700
『カット＆カラー』 ￥6,100～
『パーマ』 ￥6,800～

父の代からずっ
とこの場所で営
業を続けていま
す。
自分の代で店を
つぶさないよう
に日々精進して
まいります！

○レディースエステシェービング ￥2,600～
○クイックエステ若返りコース  カット料金＋￥1,800
エステメニューは必ず女性理容師が施術担当します

１日３名様限定　要予約

予約優先 !! 電話予約もOKです
出張散髪もします！
お気軽に電話下さい。

住高島市新旭町新庄456
電 0740－25－2171
営 8時～20時
休毎週月曜日、第 1 月火
　第 3 日月　連休
駐 5台

住高島市今津町桜町2丁目5-1
電 0740－22－1341
営 8時～19時
休月曜日・第 1 月火・第３日月
駐 5台
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理容・美容

イチオシイチオシ

乳幼児からご年
配の方まで、幅
広 い 年 齢 層 の
お客様に対応し
ているトータル
サロン。必ず女
性理容師が施術担当するレディースシェービング
も好評です。

・おまかせカット
・レディースシェービング

住高島市安曇川町中央四丁目 6-30
電 0740－32－2155
営 8 時～19 時 30 分
休月曜日、第 1 火曜日、
　 第 3 日曜日
駐 5台
HP http://hirakatu.com

かっこよくしてくれる散髪屋さん

バーバーヒライ

オススメオススメ

頭皮・髪をダメージから
守るネイチャーディープ
オーガニックカラーでツ
ヤ髪をキープします。
男女問わずご来店してい
ただけるユニセックスサ
ロンです。

オーガニックグレイカラー
レディースシェービング

住高島市鴨1472-1 
電 0740－36－0543
営電話受付 9 時～19 時
休毎週月曜日、
　 第１火曜日、第３日曜日
駐 5台

おしゃれの館ミツヤ

おしゃれの館 ミツヤ
ダメージレスにこだわって施術いたします

メニューメニュー

31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
あり続けられるよう努力していきます。

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～

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

カットハウス110番
66歳の夫婦がガンバッテル理容室です。

特典特典

理・美  ほうじょう
【予約制】で営業させていただいております

引き続き消毒など感染予
防対策をし、理容、美容
共に安心してご来店いた
だけるよう予約制で営業
します。送迎をご希望の
方もお気軽にご連絡下さ
い。フェイシャルエステ
でいやされてみません
か？ご予約お待ちしてお
ります。

フェイシャルエステのご予約で
パックを無料でさせていただきます。

住高島市今津町下弘部 262-2
電 0740－22－2382
営 8 時～19 時
休 毎週月曜日・第 1 ㈪㈫・
　 第 3 ㈰㈪
駐 3台

オススメオススメ

メンズはフェード
スタイル、バーバー
スタイルにこだわ
り、レディースは
100％ヘナ「ハナ
ヘナ」取扱いのお
店。
朽木まで是非お試しに来てください。

ポマード各種
Ｄｏ－ s シャンプー取扱

住高島市朽木市場 869-1 
電 0740－38－3338
営 9 時～19 時
休月曜日、第 1火曜日、
　 第３日曜日
駐 4台
HP https://shops.saloon.jp/
　　　　　　　　　　tamagaki/

髪処  玉垣
朽木、山奥の理容室・美容室
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理容・美容

特典特典

パール美容室
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？

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の方」
美髪トリートメント20％ OFF！

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

特典特典

マツザキ美容室
いくつになっても

“おしゃれ心”を大切にしたい。

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。

本ガイドブック持参の方
スマイルカード５倍進呈

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

イチオシイチオシ

髪もココロもトータルにいや
されたい。お客様の笑顔の
ためにアットホームなサロン
です。着付けも賜っておりま
す。店内もリメイクしました。
皆様のご来店を心よりお待ち
しております。

住高島市新旭町旭2107-1 
電 0740－25－4725
営 9時～18時
休毎週月曜日、第 1 火曜日
　 第 3 日曜日
駐 5台

自宅でサロンのような手ざわりを
実感できるブローローション

アメイジングウォーター￥2,000（税抜）

ビューティーサロン マイ
足の悪い方、美容室まで行けない方
送迎いたします
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理容・美容

特典特典

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。

おもパス持参の方
スマイルカード３倍進呈

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

一井美容室
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

特典特典

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。

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
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

オススメオススメ

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。

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

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/

Hair Factory SENCE
“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

ユニオン美容室
アットホームな雰囲気の中で
楽しくキレイに

特典特典
くせ毛、ダメージ改善フュージョントリートメント半額！
　　￥6000 ～　→　￥3000 ～
サラサラ、ツヤ髪へ♪プラチナトリートメント半額！
　　￥2000　→　￥1000
白髪染め半額キャンペーン中！ ¥1,600円～

ダメージ、くせ、髪の
加齢。改善してサラ
サラ潤いツヤ髪に♪
縮毛矯正でのダメー
ジ に お 悩 み の 方 に
フュージョントリート
メントがオススメ。ト
リートメントだからダ
メージゼロでくせ毛の改善が出来ます。

住高島市音羽 413-1 
電 0740－36－0629
営 8時～19時30分
休月曜日、第 1 火曜日
　 第 3 日曜日
駐 5台
HP https://www.hfryu.com/

hair factory RYU
すべてのお客様に満足を

特典特典

あなたのキレイを
もっとキレイに！
コロナ禍 の生 活
衛生の一端も。あ
りがとうのこころ
いっぱいサポート
させていただきま
す。
パーマ・カット・カラー・着付…etc。

本ガイドブック持参の方
スマイルカード３倍進呈

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

クイーン美容室
皮フ変色対応化粧品あります。
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理容・美容

特典特典

本ガイドブック持参の方
全商品１割引（10％引き）

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。

住高島市安曇川町田中1443-6
電 0740－32－3080
営 9 時～18 時（予約制）
休 日・月曜日
駐 5台

イチオシイチオシ

1 人 1 人の髪にじっ
くり向き合い再現性
の高いスタイルを提
案させていただきま
す！
ご来店を心よりお待
ちしています。
ＰａｙＰａｙ使えます。

住高島市安曇川町田中 41-2 
電 0740－32－0123
営 8時～18時（ラストオーダー 17時）
休毎週月曜日、
　 第 1 火曜、第 3 日曜
駐 5台
HP https://beauty.hotpepper.
　　　　　jp/slnH000175331/

最新脱毛も大好評 !!

SUEHIRO
髪の毛のご相談・脱毛のご相談
お待ちしています!!

特典特典

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。

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

美容室ゆき
まごころこめて
癒しの美容室がモットーです

理容・美容メルシー
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。
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イチオシイチオシ

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。
着付もご予約賜ります。一期
一会、日々お客様のご要望に
沿うよう精進します。持続性
トリートメント500円キャン
ペーン実施中。髪の手入れ忘
れないでね。

頭皮ケア　ヘッドスパ＆カット
￥5,500 で提供

（お電話でご予約いただくと待ち時間ありません）
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

理容・美容

ヘアービューティＡ
エ 愛
Ｉ

あなたを彩る髪と心の癒しのサロン。
美肌とおしゃれ心は笑顔で愛永遠に。

福祉・健康
Welfare Health

子育て支援
Child care support

子育て支援
福祉・健康

特典特典

メンズ・レディース
どちらにも対応、気
軽にお越し頂ける
アットホームな お
店です。レディース
シェービングやヘッ
ドスパ、髪をケアし
ながら染めるカラー
も好評です。〔予約優先制〕

住高島市新旭町旭 1052-2 
電 0740－25－7407
営 9時～20時
休月曜日・第 1 月火・
　 第 3 日月
駐 3台

カットハウス セリーヌ
『髪から始まるふれあいサロン』

本ガイドブック持参の方
スマイルカード３倍進呈

特典特典

日々忙しく、よく寝て
も疲れが取れずお疲れ
気味…、ストレスも溜
まってきている…、体
も動かせていない…。
そんなあなたに寛いで
頂きたい…。頑張る自
分にご褒美を！感染対
策をしながら年中無休
でお待ちしています。

本ガイドブック持参で期間中
ボディケア（30 分）3,300円（税込）

→２，２００円（会員価格）
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 https://iyashitemomimomi.com

特典特典

ALBA  BODY  CARE
ピラティスとエステで心も身体も健やかに

現役看護師である認定イ
ンストラクターがレッス
ンするピラティススタジ
オです。併設するエステ
サロンスタッフも現役看
護師です。専門知識と経
験をもとに美と健康をサ
ポートいたします♪
すぐ近くに移転しました！

①ピラティスレッスン体験初回無料
②フェイシャルエステ ￥6000／回 →
　　　　　　　       ￥3000／回（税別）

住高島市今津町名小路 1-3-10 ２Ｆ
電 090－9093 －0331
営 9 時 30 分～20時 30 分
休日曜日
駐 5台
HP alba-body-care

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。

hair epi



特典特典

石本指圧物療院
こり・痛み・しびれ・だるみを取ります。

指圧
マッサージ
骨格の調整

パスポート持参で
当院ポイント２倍

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 3台

子育て支援
福祉・健康
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オススメオススメ

初回 10％ｏｆｆ

住高島市安曇川町西万木238-11
電 0740－32－2308
営 10 時～21時
休日曜日
駐 3 台
HP https://r.goope.jp/regalo

身体の痛みに困っている方
はもちろん、キレイな身体
を目指す方にも好評です。
確かな知識と技術力で幅
広い身体のお悩みに対応し
ます。
お友達同士で受講できるピ
ラティスもおすすめです。

トレーニングスタジオ レガーロ
健康で・美容のスペシャリスト

子育て支援
福祉・健康
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特典特典

心と体の整体院
カイロプラクティック・操体法・
オステオパシー

肩こり・腰痛・頭痛・め
まい・耳なり・不眠症な
ど繰り返す辛い症状でお
困りの方、根本的に改善
されてみませんか？
お気軽にご相談くださ
い。

 （予約優先）

本ガイドブック持参の方
通常5,500円→特別価格3,900円

住高島市勝野 1311番地
電 080－9755 －8685
営10 時～20 時
休不定休
駐 2 台

自動車関係
Automotive

自動車関係

オススメオススメ

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。

土曜日の相談会にお越し頂いた方に
スタンプ進呈

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/

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

子育て応援します！育て講座参加者募集中♪

オススメオススメ

「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。

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。

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/

ＮＰＯ法人元気な仲間
介護や生活の困りごと、ご相談ください。

オススメオススメ

150 インチスクリーンでの
プライベートシアター利用！

住高島市新旭町深溝 902
電 080－3245 －8568
休不定休
駐 5台
HPwacca.space/

wacca.2020

・イベント　セミナー
・レンタルスペース
・PR コンサル
・SNS 相談
・たかしまじかん運営
納屋リノベーション
の貸スペース。不定休でコワーキングスペースとして
営業。

コミュニティースペース wacca
あったらいいなを高島に

オススメオススメ

有限会社 カイデン
あなたの車のホームドクター

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。

カーセンサーカイデン 検索

二輪もＯＫ！ 1日車検（要予約）
割引特典あります。

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

特典特典

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。

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

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/

株式会社 永井自工
「くるま」のなんでも屋さん
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パソコン
Computer

事務用品

パソコン・
事務用品

特典特典

CAT HAND WORK
パソコンのお困りごと、ご相談ください。

パスポート経由の初訪問
１，０００円引

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

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・修理

（訪問）/イベント
写真・動画・撮影・
編集など/ その他

（アイカ・PayPay
使えます）
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オススメオススメ

丸いポストが目印です。
【紙類多種取り揃え】
・コピー用紙
・色上質紙
・ボール紙
・図面表紙
・短冊  しきし  金封
・のし紙
・文房具

①印刷・コピー・スキャンサービス A2図面も可能です
②事務機器・事務用品の販売
③書籍・雑誌販売

住高島市勝野 1336
電 0740－36－0006
営 9 時～18時
休日曜日・祝日・隔週土曜日
駐公営駐車場をご利用ください
HP http://oa-hayashi.co.jp/

㈲ハヤシ
OA ＆ BOOKS

パソコン・
事務用品 雑貨・本・家電

本・家電
Home electronicsBooks

雑貨
Goods

オススメオススメ

㈲松田自動車整備工場
お車の事なら何でも！
自動車ライフをプロデュース！

新車中古車販売、車検一
般整備・保険等お車の事
なら何でもお気軽にご相
談下さい。エンジン洗浄・
中古パーツ窒素ガス充填
等エコ整備充実。店内、
代車感染対策済み。LINE お友達登録でお店のお知
らせなど発信してます！

★きちんと整備で地球に優しく★

住高島市新旭町安井川1196-1
電 0740－25－4131
営 9 時～18時
休毎週日曜日・祝日
　 その他夏期、年末年始
駐多数あり
HP https://instagram.com/mtd-jico

＠905fzifa

専用添加剤によるエンジン洗浄で
燃費効率向上！

特典特典

パソコン年輪
パソコンの悩み事はプロにお任せを！

パソコン歴 40 年 !
 パソコントラブル
  何でも解決 !!
   まずはご相談を !!
◆ドローン技能認証取得◆
　国土交通省認定講習、
　DRONEフライトオペレーター講習会開催

［ドローンインストラクター常駐］

「本ガイドブックご持参の方」
パソコン購入・修理割引！

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

office supplies 特典特典

ファンシーショップ れもん
小さい子どもからお年寄りまでの店

1,000円以上ご購入で駄菓子プレゼントいたします。
（パスポートラリー参加の方のみでご本人１冊限りの
みハンコと駄菓子プレゼントです。）
２冊目の方はまたハンコを押さえていただきます。

住 高島市今津町今津1688 リプル１F
電 0740－22－6501
営 10時～19時30分
休 第２火曜日（だいたい）
駐平和堂の駐車場をお使い下さい
HP fancyshop-lemon.com

fancyshop_lemon
fancyshop.lemon

駄菓子、文房具、
BT21、お世話や
さんの 330 円ア
クセサリー、わだ
のめぐみ様の当店
とメタセコイヤし
か売っていないオ
リジナル商品、韓国グミ等たくさん商品があります。
是非ご来店下さい。

3月15日に平和堂今津店リプル
1Fにオープンしました。
韓国コスメ・BTS・駄菓子

・文房具・アクセサリー等

詳しくはQRコードかファンシー

ショップれもんでお調べください

☎22-6501



特典特典

電化ハウス ふちだ
電気のことならおまかせください！

電化製品、電気
工事、住宅設備
等のお困りごと
をお気軽にご相
談いただけるお
店を目指してい
ます。
スタッフ 4 人でお待ちしております。

アイカでお支払い分、
スマイルカード２倍ポイント進呈

住高島市安曇川町
　　　　　西万木 17-5
電 0740－32－0343
営 9時～20時
休第２土曜日・日曜日、祝日
駐 3 台

スポーツ・メガネ
ギフト・写真
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スポーツ
メガネ

Sports

Glasses

ギフト・写真
PhotoGift

全国どこからでも！インターネットで注文！店舗
で受け取れる、インターネット書店の e-hon 加
盟店です♪お店にない本、CD、DVD も最短２日
で届きます。ぜひご利用下さいませ。

図書カード・アイカも使えます！

住高島市安曇川町末広 1-14
電 0740－32－2364
営 10時～19時　　休土・日・祝　　駐 30台

ブックス年輪
気楽な本屋さん♪

雑貨・本・家電

特典特典

当店は地域のみな
さまのより快適な視
力と聴力の機能アッ
プの為、認定眼鏡士・
補聴器販売認定者
が丁寧に測定調整
し満足を提供致しま
す。見え方と聴こえ方でお悩みの方はお気軽にご来
店ください。

住高島市安曇川町末広１丁目7-2
電 0740－32－0558
営 9時30分～19時
休 木曜日
駐 1台

・聴力測定無料（試聴も相談もお気軽に）
・視力測定無料（メガネ一式お買い上げの方にクリーナー 1 本サービス）
・腕時計電池交換 1,100円を770円（日曜日限定）

タニ
時計・メガネ・宝飾・補聴器
見える喜び、聴こえる喜びを確かな技術でご提供

特典特典

滋賀県・高島市
認定店

送迎、出張販売
承ります。お気
軽にお電話下さ
い。

住高島市安曇川町田中426番地
電 0740－32－2959
営 9時～19時30分
休 水曜日
駐 3台
HP me-fukui.com

メガネ御購入の方にクリーナープレゼント
補聴器御購入の方に電池10パックプレゼント

メガネ・補聴器の フクイ
メガネ・補聴器を販売して 38 年。
お客様第一に営業しています。
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特典特典

認定眼鏡士・認定補
聴器技能者が常駐
する眼鏡・時計・補
聴器・宝飾品のシミ
ズです。創業 82 年
目を迎え、信頼でき
る品質と技術、安心
できる価格とアフターサービスを提供する地域密
着店です。

住高島市今津町名小路１-1-5
電 0740－22－2427
営 9時30分～18時30分
休 月曜日
駐名小路商店街駐車場をご利用下さい
HP http://optical-shimizu.
　　　com/hearingaid.html

メガネ・補聴器　５％割引
（他の重複割引を除く）

シミズ
メガネ・時計・補聴器・宝飾の
地元で愛され80年。湖西で４店舗展開中

特典特典

フジハシスポーツ
㈲カネカク藤橋商店
全スポーツ用品取扱い　地域のスポーツ応援団

部活動からグラウン
ドゴルフまで、あらゆ
るスポーツ用品を取
扱。各スポーツ用品
のメンテナンス修理等

（野球グローブ・スパ
イク・バット等、テニス・
バドミントンガット張替）もお任せ下さい。オリジナル
T シャツ・トレーナー・ジャンパー好評受付中。

住高島市今津町名小路１-1-9
　 JR近江今津駅前ローラン名小路
電 0740－22－1278
営 10:00～19:00
休 なし
駐名小路商店街の駐車場を
　 ご利用下さい

通常サービス（スマイルカード、割引等）に加え
5,000円以上お買い上げの方

「甘味どころ 茶ぼうず」ご利用券200円分進呈

スポーツ・メガネ
ギフト・写真

特典特典

ハリカミプレ近江今津店
贈り物専門店

本ガイドブック持参の方
スマイルカード２倍進呈

各種キャッシュレスご利用できます

住高島市今津町今津 314

電 0740－24 －7060

営 10 時～19時
休水曜日

いろいろな贈り物のお
手伝いをしております。
冠婚葬祭のお返しは、

「難しくて大変」と思
われがちです。お気軽
に何でもご相談くださ
い。お客様が納得して
贈り物が出来る様にお
手伝いさせていただいております。
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結婚、出産、快気、仏
事など数多くの商品を
取り揃えております。
のし紙他、メッセージ
カードもご用意致して
おりますので、お気軽
にお申し付け下さい。
皆様のご来店を心より
お待ちしております♪

住高島市新旭町旭 1-8-5
　 新旭駅西エスパ内
電 0120－26－5525
営 10 時～18時
休月曜日
駐エスパ駐車場をご利用ください
HP https://r.goope.jp/sr-
　　25-252121s0042/about

お供用のお線香、ろうそくセットあります。
PayPay使えます！

イチオシイチオシ
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ギフトショップおうみ
冠婚葬祭ギフト専門店

医薬品
Medicine

化粧品・衣類
Cosmetics Clothing

住高島市安曇川町西万木828-2
電 0740－32－0386
営月～土 　9 時～18時
　 日・祝日 10 時～17時
休 不定休
駐 10 台
HP https://www.stnogami.com

studio_nogami

写真の野上

オススメオススメ

お店は安曇川町
西万木交差点の
角にあり、年中
無休で営業。
カネボウ化粧品
を取り扱ってい
ます。とにかく
気楽に入って頂ける化粧品店です。

月に2回のセール日は、スマイルカード
ポイント５倍・ポイント10倍実施 !!

住高島市安曇川町西万木939
電 0740－32－1236
営 9時～18時
休 なし

アブラサ．カネボウ
あなたのきれい応援！

イチオシイチオシ

処方せん調剤、一般
用医薬品、医療機器
などの販売を通じて
地域社会の皆様方の
健康推進をお手伝い
する薬局を目指しま
す。

今井薬局はクレジットカード、
モバイル決済（Pay）でのお支払いに

対応しています。
住高島市今津町名小路 1-3-7
電 0740－22－4193
営 月～金 9時～18時
　 土 ９時～ 12 時
休 日曜・祝日
駐 5台

今井薬局
あなたの心に「おもてなし」を。

イチオシイチオシ

弊社は洋裁事業も行っておりま
す。お直しはもちろん、お仕立
てオーダーメイドのお洋服から
ウエディングドレスまで、デザ
イン製作致しております。ズボ
ンの裾上げから何でもお気軽に
ご相談くださいませ。

合皮とウレタンを使用した
製品も作れます。

住高島市新旭町藁園 1540
電 0740－25－2137
営 9時～17時
休 土・日（土・日を除く祝日は営業）
駐 5台
HP https://www.awamorikan.com/

近江屋㈱
洋裁のことなら何でもお任せください。

特典特典

★育児用品のお店★
・お話絵本・犬印腹
帯・ベビー服、こど
も服・子守帯・ベビー
トイ・木製トイ、ま
まごと・三輪車、バ
ランスバイク・ジャ
ングルジム・ラキュー・知育玩具・はんどめいど、
通園通学袋物

お誕生日のお子さまに
「えほん」プレゼント

住高島市今津町桜町１丁目 8-3
電 0740－22－3630
営 9時～18時
休 水曜日
駐 3台

赤ちゃんハウス マンマ
ベビーと子どもの夢をいっぱいつめこんだ店

（￥3,000以上お買い上げのお客様に限り）

※えほんは毎月
　変わります

スポーツ・メガネ
ギフト・写真 医薬品・化粧品・衣類医薬品・化粧品・衣類

オススメオススメ

Shelly’S Rack 安曇川店
「毎日を楽しくする」くつと雑貨のお店

シェリーズラック

住高島市安曇川町西万木 838
電 0740－32－0317
営 10時～19時
休毎週水曜日・第３火曜日
駐９台
HP http://www.studiok.co.jp/

shiga_shellysrack

カジュアルテイスト
な靴にカバン、洋服
に小物まで、オシャ
レで心地いいアイテ
ムを取り揃えており
ます。靴は履き心地
を大切に、フィッティ
ングのサービスやお買上げ後のメンテナンスも行っ
ております。

靴・カバン・傘の修理も承っており
ますのでお気軽にご相談下さい。


