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イチオシイチオシ

店内にたくさんあ
る生地とデザイン
の中から、お好み
の物を選んで、自
分だけのお洋服を
気軽にセミオー
ダーできます。
また、すぐに購入
できるお洋服も置いてあります。

住高島市勝野 1310
電 090－3459 －4632
営 13時～17時
休 月～木（第１週は金～日も休み）
　　臨時休業あり。
駐 小野組総本家跡びれっじ駐車場
　　をご利用ください。
HP https://flange.jimdosite.com

flange0604

Flange —フランジ—
ゆったりふわふわしたナチュラルテイストの服

本ガイドブック持参で

（お一人様１回限り）
お洋服に限り500円引致します

衛生・環境
Health Environment

看板
Signboard

オススメオススメ

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。

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

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 https://miyagawa-
                 cleaning.com

宮川クリーニング店
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

オススメオススメ

高城クリーニング
普段着も仕事着もオシャレ着も気持ち良く！

住高島市拝戸 284-1
電 0740－37－0706
営 9時～19時
休日曜・祝祭日
HP http://www.takagi-
　　　　　　cleaning.com

クリーニングに出し
たいけど忙しくて時
間がない。クリーニ
ング店まで遠い。ご
高齢の方、ご自宅・
会社まで 1点から
市内どこでも無料で
お伺いします！
お気軽にお電話ください。

集配・手仕上げ・個別洗い

オススメオススメ

日頃よりお客様に
喜んでいただけるよ
う、丁寧な仕事を
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。
平和堂あどがわ店（休業日 / 火）　バロー安曇川店（休業日 / 水・金）

クリーニング後、そのまましまえる
「しまいこみコース」
（防虫カバー包装）

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

㈲クリーニングシ
（本社工場）

ョップ丸善
クリーニングでお困りの事は、
是非当店にご相談下さい。

オススメオススメ

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。

・ポイントカード即時発行（当社オリジナル）
・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）

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/

黒田紙業㈱ 高島営業所
紙に新たなを・・・
美しい地球を未来のために

オススメオススメ

屋外・屋内問わず看板の
企画、デザイン、施工ま
で全てお任せください。
金属加工、プラスチック
加工、電飾サインから大
型印刷まで！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。

●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～

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

㈱ミヅホ工芸
お客様の広告をトータルにサポート！！

衛生・環境・看板 衛生・環境・看板医薬品・化粧品・衣類

食料品
Groceries

食料品

2022年７月移転Openしました
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特典特典

四季折々の和菓子
を製造販売しており
ます。30 年余製造
しているいちご大福

（12 月～5月）は大
変好評でリピーター
のお客様も多く喜ば
れています。昔ながらのでっち羊羹、若い人にも人
気のクリーム大福などもご賞味下さい。

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

おもパスご持参の方
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 97 年の和菓子屋

食料品
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特典特典

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。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。お子様から大
人まで楽しめる和菓子教
室も開催しております。
完全予約制です。お気軽
にご連絡下さい。

住高島市今津町今津1974-4
電 0740－22 －0391
営 8時～19 時
休 毎週水曜日
駐 2台

minoriya.takasima

製菓コンクール全国 1 位の職人が作る和菓子

和菓子教室 4 人以上でご予約の方、
５００円引き致します！

（例 大人４人６,０００円⇒５,５００円に!!）

イチオシイチオシ

琵琶湖の四季折々に獲れる
湖魚を厳選し伝統の技法で
佃煮に仕上げております。
また創業以来の自慢のタレ
で焼き上げた鰻の蒲焼はぜ
ひご賞味くださいませ。地
方発送もできますので詳し
くはお電話いただきますと
幸いです。

住高島市今津町今津354-11
電 0740－22－0246
営 8時～18時
　　（鰻がなくなり次第）
休水曜日・不定期で第２木曜日
駐 3 台

鰻の蒲焼

魚 友、
自慢のタレで焼き上げた鰻の蒲焼を是非

オススメオススメ

純米の王様「山田錦」で仕
込んだ、フルボディーで味
わい深い濃厚旨口の純米吟
醸酒です。
お酒だけで飲んでも、お料
理と合わせても相性良く、
女性やあまり召し上がらな
い方にもお勧めです。

住高島市今津町今津 221
電 0740－22 －2112
営 9 時～20 時
　 日・祝は10時30分～
　　　　　　18時30分
休不定休

琵琶の長寿　純米吟醸酒　
生酒「蔵人」720ml 

池本酒造㈲
深い味わいのある旨口のお酒です

特典特典

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！

青木煮豆店  悠ちゃん
煮豆入りどら焼きが
情報誌の「Ｌｅａｆ」
に掲載されました。
生地を銅板で焼き上
げて自慢の煮豆を挟
んだ人気商品です。
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。新たなどら焼きを開発中ですので、こちら
も是非お試しくださいませ。

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/

オススメオススメ 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

オススメオススメ

昭和 50 年から、地元で
焼きパンとサンドイッチの
お店を続けています。季節
の総菜パンや菓子パン、サ
ンドイッチなどを販売して
います。

住高島市今津町今津244
電 0740－22 －2171
営 7時～19時25分
休日曜・祝日
駐なし

ブール今津店
街のパン屋さん

フレッシュなフルーツと生クリームがギッシリ
詰まったフルーツサンドや、ヴォーリズ通り
にちなんだヴォーリズパンなどがあります。

特典特典

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
（イラスト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://www.rakuten.co.jp/
　　　　　　　　　　　　imasyoku/

パスポート持参のお客様
1,000円以上お買い上げで

お楽しみ抽選参加！

イチオシイチオシ

琵琶湖の恵みをお届けします！

魚清西店

小鮎醤油煮 やわらか炊き

住高島市今津町今津 218
電 0740－22 －2069
営 9時～18時
休木曜日
駐５台
HP http://www.uosei-nishi.jp

自然豊かな高島で水揚げ
される鮎や湖魚を真心込
めて炊き上げます。やわ
らかく炊き上げる「小鮎
醤油煮」がおすすめです。
また、炭火で焼き上げる

「鰻蒲焼」が大人気！ご進
物に、ご家庭の食卓に、
ぜひどうぞ。

イチオシイチオシ

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～17時30分
休木曜日（祝祭日は営業）
駐 5 台

オススメオススメ

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

特典特典

平和堂あどがわ店内
のパン屋です。おい
しいパンを作ること
を第一に考え、素材
全てを厳選し、安心
して毎日食べて頂く
パンを焼きあげてい
ます。懐かしのパン
から個性豊かなパンまで数多く取り揃えております。

住高島市安曇川町西万木 55
　 平和堂あどがわ店 1F 南入口 
電 0740－32 －2056
営９:30～19:30
休 水（月２回程度）
駐有

パンドール
Pain D‘or（パン・ドール）は
フランス語で「輝く黄金のパン」

イチオシイチオシ

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。

旬のフルーツを使った
フルーツ大福あります

伊庭吉菓舗
明治創業の老舗和菓子屋

（熊野本店）
住高島市新旭町熊野本１丁目10-18
電 0740－20－4235
営 10時～17時
休水曜・木曜
駐３台

（深溝店）
住高島市新旭町深溝 963
電0740－25－2453
営７時30分～18時30分
休水曜日
駐３台

HP https://www.instagram.com/ibakichi/

オススメオススメ

パティシエオーナーが
作る人気のアップルパ
イを中心に四季折々の
素材を使った手作りパ
イや焼き菓子・パンの
販売。バースデーケー
キのご予約も承りま
す。焼きたてパン販売
は金・土・日・祝日限
定です。

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３台

3580sentir

人気 No,1　サクサク生地に
りんごたっぷりアップルパイ

サンティール
笑顔あふれるお菓子をみなさまに

特典特典

企業組合ビュースパイア
暮らしになじむ、腸活をご提案

健康な心身と美を目指すな
ら、まずは腸内環境を整
えることから。弊社は「植
物性乳酸菌」による腸活を
テーマに、お米のヨーグル
ト「マイシュワグルト」をプ
ロデュース。健康づくりの
お手伝いについて考え提案
します。

おもパス利用で
初回購入者にマイシュワグルト500ｇ

3,024円⇒2,484円に
住高島市安曇川町中央３丁目１-16
電 0740－20－5905
営10 時～17 時
休土・日・祝日
駐１台

mysuregurt
＠komegurt
https://lin.ee/8AYYNY7J

おもパス持参の方
500円以上のお買い上げで

お試しラスク（小袋）プレゼント！※数量限定
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特典特典

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
1,500 円（税込）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

　イ
チオシイチオシ

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）

また食べたくなる、この美味しさ!!

北川かしわ店

日本三大和牛の一つ近江牛の生産・加工・販売を
しております。ギフト商品やお土産品、ご家庭用
まで近江牛商品をご用意しております。
大吉自慢の近江牛を是非ご賞味下さい。

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

大吉商店㈱
明治29 年創業、近江牛専門店

オススメオススメ

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。

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

不老泉　松の花　萩の露　
琵琶の長寿　竹生島　地酒各種

山形屋  安原酒店
地酒販売店

特典特典

当店は味の確かなフルーツ専
門の店として開店以来 20 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。

パスポート持参で
1,000円以上お買い上げの場合

５％割引（他券との併用不可）

住高島市安曇川駅東300ｍ
電 0740－32 －3747
営 9 時～18時30分
休正月三が日のみ
駐 5台

高島市唯一のフルーツ専門店

フルーツみのりや

イチオシイチオシ

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

食料品

47



4948



5150



5352



5554

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 P7

宿　泊 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル P9
宿　泊 まつなみ荘 P10
飲　食 レストラン coco P12
飲　食 蔵カフェ Fleurs de mars P12
飲　食 葉山珈琲 メタセコイアGARDEN P12
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 P13
飲　食 鉄板焼 もっか P13
飲　食 Koti  Café P13
美　容 マツザキ美容室 P28
自動車 ㈲カイデン P33
環　境 黒田紙業㈱ 高島営業所 P41

今　　　津
宿　泊 今津サンブリッジホテル 湖畔のレストランあしみ（葦海） P10
宿　泊 料理旅館 丸茂 P10
飲　食 びわ湖ブルワリー P14
飲　食 周航そば ひょうたん亭 P14
飲　食 韓国料理 テバギ屋 P14
飲　食 焼肉 中中 P14
飲　食 牛串居酒屋 曙 P15
飲　食 和食 Kitchen しみず P15
飲　食 ジャッロ・フェリーチェ P15
飲　食 B・PASS 年輪 P15
飲　食 Café  Cozy P16
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 喫茶パロマ P16
飲　食 軽食＆喫茶 きく P17
飲　食 西庵 P17
飲　食 わさび P17
理　容 ほうじょう P26
理　容 ウエハラ理美容室 P26
理　容 カットＡ＆Ａ P26
美　容 パール美容室 P28
健　康 癒し手もみもみ P31

参加店一覧（地域別）
カテゴリー 参　加　店　名 頁

健　康 ALBA  BODY  CARE P31
パソコン パソコン年輪 P34
パソコン CAT  HAND  WORK P35
雑　貨 ファンシーショップ れもん P35

スポーツ フジハシスポーツ P36
メガネ メガネ・時計・補聴器・宝飾のシミズ P37
ギフト ハリカミプレ近江今津店 P37
医薬品 ㈲今井薬局 P38
衣　料 赤ちゃんハウス  マンマ P39
食料品 魚友、 P42
食料品 池本酒造㈲ P42
食料品 御菓子司  二葉屋菓舗 P42
食料品 青木煮豆店  悠ちゃん P42
食料品 近江今津  西友 P43
食料品 ブール今津店 P43
食料品 手づくり和菓子 みのりや P43
食料品 パティスリーボヌール P43
食料品 魚清商店・本店 P44
食料品 魚清西店 P14
食料品 ㈲今津食肉 P44

新　　　旭
観光・レジャー たかしま・まるごと百貨店 P8

飲　食 田場 以蔵 P17
飲　食 いき生き水文化 かばた館 P18
飲　食 岡田屋鶴亀 P18
飲　食 お料理 川新 P18
飲　食 御料理旅館 鳥居楼 P18
飲　食 スパイス厨房 来風 P19
飲　食 笑福 P19
飲　食 美松 P19
理　容 大江理容 P26
美　容 ビューティーサロン マイ P28
美　容 クイーン美容室 P29
美　容 一井美容室 P29
美　容 Hair  Factory  SENCE P29
美　容 ユニオン美容室 P29
美　容 カットハウス セリーヌ P30
健　康 石本指圧物療院 P32

子育て支援 たすけあい高島（元気な仲間） P32

参加店一覧（地域別）
カテゴリー 参　加　店　名 頁

福　祉 NPO法人 元気な仲間　 P33
福　祉 コミュニティースペース wacca P33
自動車 ㈲松田自動車整備工場 P34
自動車 ㈱永井自工 P34
ギフト ギフトショップおうみ P38
衣　料 近江屋㈱ P39
衛　生 宮川クリーニング店 P40
食料品 前田酒店 P44
食料品 伊庭吉菓舗 P45

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 食事処 くろべえ P19
飲　食 カントリーテーブル パラディゾ P20
飲　食 丸八百貨店 P20
飲　食 宝牧場 しぼりたて工房 P20
飲　食 旬彩料理 和 P20
理　容 髪処 玉垣 P27

安　曇　川
観光・レジャー ㈱湖西観光 P8
観光・レジャー 道の駅 藤樹の里あどがわ P9

宿　泊 政府登録旅館 白浜荘 P10
宿　泊 丸三旅館 P11
宿　泊 宝船温泉 湯元ことぶき P11
宿　泊 ウエスト・レイク・ホテル  可以登楼 P11
飲　食 CAFÉ ＆ BAKE  2661 P21
飲　食 お好み焼 千駒 P21
飲　食 酒縁処 一火 P21
飲　食 レストラン コート・ドール P21
飲　食 Pasta ＆ Dolce ism P22
飲　食 CAFE AZZURRA P22
飲　食 Famille P22
飲　食 お食事 一品料理  まさ P22
飲　食 カレーハウス CoCo 壱番屋 高島安曇川店 P23
飲　食 鮨処 仲よし P23
飲　食 本格屋台 どやさ P23
飲　食 DUNJU.AN P23
飲　食 善 ～ ZEN ～ P24
飲　食 喫茶 レストランあど川 P24

カテゴリー 参　加　店　名 頁

飲　食 魚仁 P24
理　容 バーバーヒライ P27
理　容 カットハウス 110 番 P27
美　容 SUEHIRO P30
美　容 美容室ゆき P30
美　容 理容・美容メルシー P30
美　容 ヘアービューティ AI P31
健　康 トレーニングスタジオ レガーロ P32

本 ブックス年輪 P36
家　電 電化ハウスふちだ P36
メガネ 時計・メガネ・宝飾・補聴器 タニ P37
メガネ メガネ・補聴器のフクイ P37
写　真 写真の野上 P38
化粧品 アブラサ．カネボウ P39
衣　料 Shelly’S Rack P39
衛　生 ㈲クリーニングショップ丸善 P40
看　板 ㈱ミヅホ工芸 P41
食料品 企業組合 ビュースパイア P45
食料品 パンドール P45
食料品 サンティール P45
食料品 大吉商店㈱ P46
食料品 山形屋 安原商店 P46
食料品 フルーツみのりや P46
食料品 北川かしわ店 P46
食料品 とも栄 P47

高　　　島
観光・レジャー ゼログラビティ P9

宿　泊 恵美寿荘 P11
飲　食 どんき～。 P24
飲　食 白ひげ食堂 P25
飲　食 喫茶田風流 -dimple- P25
飲　食 お食事処 むら川 P25
理　容 おしゃれの館ミツヤ P27
理　容 hair  factory  RYU P28
健　康 心と体の整体院 P32

事務用品 ㈲ハヤシ P35
衣　料 Flange －フランジ－ P40
衛　生 高城クリーニング P41
食料品 淡海堂 P47
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