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［実施期間］

2022.10/１土～2023.2/28火

５万円分アイカ×２名様、３万円分アイカ×４名様、３千円分アイカ×94名様

参加店（150 店）の中から、スタンプを３つ～９つ集めて応募！
チャンスは最大３回！ 抽選で合計100名様に地域通貨アイカ
総額50,2000円分を進呈！

スタンプラリー台紙　応募用紙付

高島市内お店めぐりガイド

おもてなしパスポートラリーおもてなしパスポートラリー
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おもてなしパスポートラリーおもてなしパスポートラリー

【実施期間】
2022年10月１日（土）～2023年2月28日（火）

この台紙のスタンプ押印期限は上記実施期間のみです。
１回ご来店お買い物につき、１つ押印いたします。
異なったお店のスタンプ３店舗 or ６店舗 or ９店舗分を集めてご応募ください。

※参加店へ１人が複数冊持参して押印を迫る行為は参加店への負担と
　なりますので、絶対お止めくださいませ。
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スタンプ３つなら３千円分アイカの抽選チャンスGET！

スタンプ６つなら３万円分アイカの抽選GET！
ハズレた場合でも３千円分アイカの抽選チャンスも！！

スタンプ９つ集めた方は５万円分アイカの抽選チャンスGET！
ハズレた場合でも３万円分、３千円分アイカの抽選チャンスも！！
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●期間中、参加店に１回ご来店ご利用いただくとスタンプ１つを押印させて
いただきます。
●３店舗 or ６店舗 or ９店舗分のスタンプを集めて、参加店および商工会
本所・北部センターにて応募すると、抽選で100名様に地域通貨アイカ
　総額502,000円分を進呈します。

【応募締切】

【発　　表】 当選通知の発送をもって代えさせていただきます。
2023年３月１日（水）

参 加 方 法

※ご記入いただいた個人情報は、当選時の連絡のみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。
１枚の用紙に同じお店のスタンプを２回押してもらうことはできませんのでご注意ください。

【お問い合わせ】 高島市商工会　TEL 0740－32－1580

お名前

ご住所

連絡先（TEL/ 携帯）

おもてなしパスポートラリーの楽しみ方
飲食、理美容、宿泊、観光、自動車整備、健康・福祉、パソコン、環境・衛生、
ペット、子育て支援、食料品などのお店 150 店が掲載されたガイドブック
です。それぞれのお店のおすすめや特典もいろいろです。是非本ガイドブック
をもってお店をご利用ください。

STAMP
RALLY

ススタタンンププララリリーー
も実施いたします。

スタンプを押す!!1

抽選結果を待つ!!4

本ガイドブックを持って、参加店（150
店）で、お買い物等でご利用になるとス
タンプを１個押します。

ご応募いただいた中から抽選で総額
502,000円分の地域通貨アイカを進
呈

【応募期間】2022年１０月1日㈯～2023年3月1日㈬
当選者の発表は、当選通知の発送をもって代えさせていただきます。【発　　表】

スタンプを集める!!2
期間中、台紙に３つ or６つ or９つの
異なったお店のスタンプを集める。

応募箱に投函!!3
３つ or６つ or９つのスタンプが集まった
ら、台紙を切取、参加店か商工会の応募箱
に投函する。　※一人の応募制限はナシ

お問い合わせ 高島市商工会　TEL 0740－32－1580

有効期限は裏
面に記載当たる!!当たる!!当たる!!当たる!!

◆台紙のスタンプ押印欄にＡ店、Ｂ店、
Ｃ店の３つ、又はＡ店～Ｆ店の６つ、
又はＡ店～Ｉ店の９つ

◆台紙のスタンプ押印欄に同一店舗の
ダブったお店のスタンプが押してあ
る台紙

〇 正しい例 × 誤った例
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１．「おもパス」はどこでお知りになりましたか
　　□ 参加店（ポスター）　□ 商工会　　□ 口コミ（家族、友人ほか）
　　□ 折込チラシ　□ インターネット　　□ その他（　　　　　　　　 　　）

２．「おもパス」ガイドブックをどこで手に入れられましたか
　　□ 参加店　　□ 商工会　　□ 駅観光案内所　□ その他（　　　　　　　）

３．スタンプを集められた期間は？
　　□ １ヶ月以内　　□ ２ヶ月　　□ ３ヶ月　　□ それ以上

４．「おもパス」に参加されて、今まで利用されていないお店に行かれましたか
　　□ はい　⇒　※お店の数（　　　  　店）　　　□ いいえ

５．おもてなしパスポートラリーについてご意見を下さいませ。

***ご協力ありがとうございました ***
【本調査で得られた情報は、取扱いには充分注意し、当部会の事業目的以外に使用しません。】

アンケートにご協力くださいアンケートにご協力ください
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●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、２023年２月28日までです。期間外のご利用は出来ません。
●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、2022年10 月現在のものです。

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・HP等へ飛びます）
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）

マキノ高原温泉さらさ
爽やかな風がいざなう高原温泉

大自然を満喫できる
マキノ高原温泉さら
さ。
アウトドアを楽しん
だ後、温泉で体を癒
してください。
また、レストラン赤
坂の和洋食メニュー
も好評です。

和牛ハンバーグ定食  1,300円
住高島市マキノ町牧野 931-3
電 0740－27－8126
営 10時～21時 ※受付終了は20時30分
休 第２、第４水曜日（祝日の場合はその翌日）
　　＊冬期（12 月～３月）は毎週水曜日
駐１２０台
HP http://www.makinokougen.co.jp

オススメオススメ
【一押しメニュー】

観光・レジャー

特典特典

高島市商工会
地域のビジネスとまちづくりをサポート！

1

2

3

4

5

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

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/

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。

観光
レジャー

sightseeing

Leisure

6

道の駅 マキノ追
おっさかとうげ
坂峠

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♪

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。

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

「マキノ産コシヒカリ」を使った
ふんわりもちもちの米粉パン

オススメオススメ

㈱中田運送・中田観光バス
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。
オススメオススメ

レジャーにビジネスに安心安全のバス旅を！

大型バス（60名乗り）からマイクロバス（14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。

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 20台
HP http://nakata-bus.com/

新型コロナ対策（マスク着用、アルコール消毒、換気、
検温、アクリル板設置、チタンコーティング）実施。
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高島市内唯一のゴル
フ場。アウトコース
は攻撃型、インコー
スは 戦 略型とバリ
エーション豊かな全
18 ホール。宿泊施
設を併設し、皆様が
楽しめるイベントも
ご用意しております。詳しくはホームページで！

住高島市朽木宮前坊１番地２
電 0740－38 －2201
営 7 時～
休なし（降積雪時休場）
駐 150台
HP https://www.kutsukigolf
　　　　　　　club.co.jp

kutsukigolfclub

オススメオススメ
ホームページ内の「オンライン予約」
からはお得な料金（他の予約サイトよ
り最安値）で予約できます。

湖西観光は白浜荘
の姉妹会社です。
ご宿泊プランの送
迎や、貸切観光バ
スのご用命まで幅
広くご利用いただ
けます。

住高島市安曇川町下小川2300-1
電 0740－32－2006
　 0120－055－466
営 8 時 30 分～17 時 30 分
休なし
駐 150 台
HP http://www.kosei-kanko.jp

特典特典 白浜荘宿泊に伴うバスツアーを
お申し込み時

「缶ビール１箱」プレゼント！
 

高島のええもんを食
品・地酒・工芸品・
繊維製品と幅広く品
ぞろえ。特に発 酵
食品や高島ちぢみの
衣料品、高島帆 布
の製品は充実してい
ます。手土産やギフトの好適品も取りそろえて、
包装等も丁寧に対応いたします。

住高島市新旭町旭 1-10-1
　　　　　高島市観光プラザ１F
電 0740－33 －7103
営 10時～18 時
休 火曜日、年末年始（12/29 ～ 1/3）
駐 61 台
HP https://takashima-kanko.jo/
　　spot/2018/06/post-49.html

本ガイドブック持参の方
高島のオリジナル

観光ポストカード１枚進呈（先着順）

オススメオススメ

観光・レジャー 観光・レジャー

たかしま・まるごと百貨店
高島で生まれたええもんが詰まったお店

朽木ゴルフ倶楽部
自然美と造形美が巧みに調和した全18ホール

㈱湖西観光
快適なバスの旅　楽しいひとときを演出します。

道の駅 藤樹の里あどがわ
地元の名産・特産品を豊富
に取り扱う『高島みちくさ
市場』、炭火焼ハンバーグ
と近江牛ステーキをお楽し
みいただける『安曇川グリ
ル』、発酵食と新鮮野菜を
提供する『安曇川キッチン』
をぜひご利用ください。

住高島市安曇川町青柳 1162-1
電 0740－32 －8460
営 9 時～18時（変更あり）
休第２水曜日
　４月・８月・11 月は無休
駐 100 台
HP http://adogawa.net

オススメオススメ
『安曇川グリル』…
　赤身ステーキ＋炭火焼ハンバーグ１個　S セット

『安曇川キッチン』…
　高島発酵お魚定食、高島発酵お肉定食

ホッとする心とからだに道草を

特典特典

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。

参加当日 ￥1,000 キャッシュバック
（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

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 https://www.zero-gra.com

ゼログラビティ
本格的なアウトドアアクティビティ体験を！
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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高
島名物とんちゃんなど
をお楽しみ下さい。
同施設内にあるくつき
温泉「てんくう」は、
豊富な湯量と良泉が魅
力の天然温泉です。

住高島市朽木柏 341-3
電 0740－38－2770
営 10時～21時（温泉最終受付20時30分）
休 10月～３月16日は毎週火曜日（12 月に
　　臨時休館あり）、４月～７月は第２火曜日
　　（６月に臨時休館あり、８月・９月は無休）
駐３００台
HP http://www.gp-kutsuki.com/

オススメオススメ （一押しメニュー）
鯖寿司２切と栃餅入りうどんの

セット「鯖寿司膳」

大自然に囲まれた総合レジャースポット

グリーンパーク想い出の森
朽木里山れすとらん「天空」

宿泊
Lodging

特典特典

奥琵琶湖マキノグランドパークホテル
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

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」

ランチメニュー（お食事）のみ
５％割引

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 gphotels.jp

宿泊
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宿泊宿泊

特典特典

まつなみ荘
びわ湖畔の宿（要予約）

まつなみ荘は琵琶湖
畔にあり、海津大崎
の桜やメタセコイヤ
並木等の観光やビジ
ネス、合宿、湖水浴
にご利用いただいて
おります。
竹生島を望む朝日は
絶景です。
自家栽培米使用。

住高島市マキノ町西浜763-1
電 0740－28－0206
営 11時～20時
休不定休
駐 15 台
HP http://matsunamiso.
　　　　okoshi-yasu.com/

おもパス持参で
粗品進呈

オススメオススメ

白浜荘では日帰り
入浴も可能です。
オートキャンプ場
も併設しておりま
すので、高島観光
の際にはぜひお立
ち寄りください。

展望露天風呂・
日帰り入浴も可能です。

※場合によってご利用できない場合もあります。
住高島市安曇川町下小川 2300-1
電 0740－32－0451
営 9時～18時
休なし
駐 150台
HP http://www.shirahamaso.co.jp

政府登録旅館 白浜荘
全国の渚百選に選ばれた近江白浜の宿

特典特典

今津サンブリッジホテル
湖畔のレストランあしみ（葦海）

琵琶湖を眺めがら気軽にランチ！

ホテル１F のレイク
ビューレストラン。ご
予約無しでも気軽に利
用いただけます。お顔
合わせなどのお祝い事
やご法宴、その他様々
なシーンに対応可能な
個室利用も賜ります。

（個室ご利用は要予約）

住高島市今津町今津 1689-2
電 0740－22－6666
営昼11時30分～15時（LO.14時30分）
　 夜17時～21時（LO.20時30分）
休なし
駐 70台
HP https://sunbridge-hotel.co.jp

レストランご利用で会計時おもパス提示で

※おもパス1冊につき1名様１ヶ　無くなり次第終了
ホテルメイドギモーヴ１ヶプレゼント

オススメオススメ

料理旅館  丸
まるも
茂  

おいでやす、丸茂旅館です。

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。（２9人乗マイクロバス）

丸茂名物  きじ鍋
お一人様 6,600円～（税サ込）

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/

特典特典

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♪

ビワイチのお客様に
ペットボトルドリンクサービス

住高島市勝野 1593
電 0740－36－0012
営（IN）15 時～（OUT）10 時
　　最終受付　20 時 30 分
休不定休
駐 15 台
HP http://ebisusou.com/

特典特典

立ち寄り湯、お食事
処は予約なしで利用
可。近江牛ハンバー
グなど地元食材を
使った料理が人気。
温泉は美肌効果の
期待できるにごり湯
でＴＶや雑誌メディアにも数多く取り上げられてき
た隠れた名湯である。

住高島市安曇川町下小川 2248-2
電 0740－32－1293
営 11時～20時
休月曜日
駐 10 台
HP takarabuneonsen.com

ご飯大盛り無料

宝船温泉 湯元ことぶき
天然温泉立ち寄り湯・お食事処

恵美寿荘
～びわ湖畔に佇むお宿～

オススメオススメ

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。

料理・仕出しご予約承ります

住高島市安曇川町西万木1045 番地
電 0740－32－1339
営 9時～ 22時
休不定休
駐 40台
HP http://www.marusan-ryokan.com

丸三旅館
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。

オススメオススメ

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。

住安曇川町中央２丁目 1-6
電 0740－32－3131
営昼 11時30分～14時
　 夜 17時～21時
休 12/31・１/1
駐 60台
HP www.kaitorou.com/

シングルルーム素泊り
6,000円（税込）

ウエスト・レイク・ホテル  可
かいとうろう
以登楼

お昼のランチ、ソフトドリンク付きです。

10
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特典特典

お魚は越前産のみ
使用、お肉は養老
より仕入れた飛騨
牛、豚や鶏も国産
を使用しておりま
す。
クラフトビールも少量ですが生で置いており
県内のブルワリー中心に楽しんで頂けます。

飲食 飲食

オススメオススメ

和風お食事処 ととろ
敦賀の旬魚・マキノ産旬菜おいしく

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。

住高島市マキノ町高木浜 2-6-17
電 0740－28－1105
営 昼11時30分～13時30分（LO13時15分）
　　夜17時30分～ 20時閉店
休水曜日
駐 10台
HP http://makino-totoro.com/

【大将自ら仕入れた敦賀の鮮魚】
おまかせ定食 1,500 円
海鮮丼 2,000 円

飲食
Dietary

レストラン COCO
クラフトビールとおいしい料理

おもパスご持参の方、
お好きなソフトドリンク１杯サービス

特典特典

イチオシイチオシ

葉山珈琲
メタセコイアGARDEN店
メタセコイア並木道を一望できる倉庫カフェ

メタセコイア並木道を一望
できるカフェ。
四季折々ここからしか見ら
れない景色を眺めながら、
こだわりのコーヒーやお食
事をお楽しみいただけます。
店舗入口に焼きたてパンの
店「MG BAKERY」もオー
プン！

ドリップバック

・ＭＧプレート　・ＭＧカレー
住高島市マキノ町牧野 505-2 
電 0740－20－9021
営 9時～17時
　 ※９月～12月 土・日・祝 ９時～18時
　　　（LО17時半）に変更有
休年末年始
駐 30台/第２駐車場10台（マイクロバス可）
HP https://metasequoia.cafe

@hayama.metasekoiagarden
＠443oymym

オススメオススメ

御先祖が残した130
年以上建つ蔵！8 月で
2 周年を迎えました。
平日は週替りランチ。
肉・魚を各 5 食限定 !!
土日・祝日は、大人気
の牛スジ入りカレー♡スイーツのパウンドケーキ
も大好評です。食べに来てね♡

LINE を登録してポイントを貯めると

住高島市マキノ町海津 2317
電 0740－28－1764
営 11時 30 分～17 時
　 土日祝 10 時 30 分～18 時
休月曜・木曜（変更する場合有）
駐 4 台

蔵カフェ Fleurs de mars
琵琶湖の景色と風に癒されて !!

ケーキセットが無料で食べられます。

住高島市マキノ町中庄 288-5 
電 0740－20－7959
営 11 時 30 分～ 14 時
　 17 時 30 分～ 22 時
休毎週火曜日、最終水曜日
　 不定休あり
駐 10 台

オススメオススメ

レストラン道の駅マキノ追
おっさかとうげ

坂峠
地元産蕎麦を当駅で製粉、製麺しております。

マキノの道の駅の
中にある展 望レ
ストランです。メ
ニューは多彩です
が中心は何といっ
ても蕎麦です。地
元野菜を使った天
ぷらそばなどが人
気です。

住高島市マキノ町海津 897-27
電 0740－28－1281
営 9 時～18時、モーニング 9 時～11 時、
　 ラストオーダー 17 時 30 分
休火曜日、年末年始
駐普通車 40 台、大型車 27 台
HP http://ossaka-touge.com/

蕎麦（温・冷）+ミニ丼またはミニカツカレー ￥1,000
天ざるそば ￥1,350
モーニングセット（米粉パン使用） ￥600

特典特典

鉄板焼 もっか
マキノ駅スグ！の鉄板焼屋

自然豊かなケア
キ並木の前にあ
るお店です。鉄
板焼き、お好み
焼き、他にもメ
ニュー多く楽し
んでいただけま
す。

テイクアウト１,０００円毎に
50円引き
住高島市マキノ町高木浜 1-5-3
電 0740－28－0872
営平日 11時～14時、17時～22時
　 金・土・日・祝 11時～22時
休火曜日、不定休あり
駐 10 台

特典特典

Koti cafe
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。

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・木曜日
駐 7 台
HPhttp://www.facebook
　　　　　　　.com/koticafe/

ランチまたはケーキセットをご注文の方
焼き菓子（150円）を１袋プレゼント



1414 15

飲食飲食

オススメオススメ

牛串居酒屋  曙
美味しい肉と旨い酒

近江今津駅近くの、牛
串メインの居酒屋です。
様々な牛肉の部位を串焼
でご提供させて頂いてい
ますので、お一人様でも
お気軽に焼肉を楽しんで
頂けます。近江牛のホル
モンを使用しており、酒
肴、一品も多く取り揃え
ています。

２時間飲放題付宴会コース5,000円（税込）
各種宴会、忘年会等にオススメです！

オススメオススメオススメオススメ オススメオススメ

和食Kitchenしみずびわ湖ブルワリー 周航そば ひょうたん亭
今津駅近くの和食屋です。地ビールが飲めるレストラン 竹生島行き観光船のりば今津港のまん前

地元有機無農薬野菜と
減農薬の米、新鮮な魚
介類を食べることので
きる和食中心の居酒
屋・割烹料理店です。
昼も営業しており、日
替わりランチは、野菜
たっぷりで女性にも大
人気です。お弁当のテイクアウトも実施中。お気軽に
お電話ください。

お手頃価格がお客様に好評
をいただいております。
高島市にある地ビール工場
併設レストランとして、和食
洋食とビールのお供にピッ
タリな一品料理はもちろん、
ご家族連れでも楽しめるお
料理を提供しています。レ

人の体が元気になる食べ
物の一つ手打ちそば。県
内産のそば 粉を一年を
通じて二八の割合でご提
供。最 近 孫が増え涙も
ろくなった今年 55 歳の
中年店主が打つ手打ちそ
ば専門店です。おもてな
しの心を大切に頑張りま
す！

ンガが印象的な外観に、落ち着いた雰囲気の漂う広々とした
店内で、家族や友人、恋人と素敵な時間をお過ごし下さい！

日替わりランチ　850 円焼肉ランチ、パスタ、日替わりランチ
びわ湖ビール各種

アイカ、今こそ滋賀を旅しよう
周遊クーポン取扱店

Paypay 使用可
住高島市今津町名小路 1-7-1 
電 0740－22－2080
営11:00～14:00　
　 17:00～20:00
休水曜日
駐あり

住高島市今津町名小路
　　　　　　1 丁目 5 番地 4
電 0740－28－7733
営17:30～0:00（L.O.23:00）
休月曜日
駐 4 台

akebono.imazu

住高島市今津町今津694-2 
電 0740－28－7261
営11 時～21時
休毎週火曜日、第２・第４月曜日
　 ※コロナの状況により変更有
駐 50 台
HP https://biwako-beer.com

biwako_brewery

住高島市今津町今津408 
電 0740－22－0208
営11時～15時
休毎週木曜日
　（祝日の場合営業）
駐 2台

オススメオススメ

B・PASS  年輪
メニュー豊富！ビックで美味しいクレープ屋

ク レ ー プ と バ ー ガ ー で
180 種類以上！豊富なメ
ニューの中から選んでい
ただける楽しさが当店の
自慢です。クリームも野菜
もたっぷり。お腹も心も
大満足のクレープとバー
ガーを、スタッフ一同心を
込めてお作りします♪

住高島市今津町舟橋 2-7-1
電 0740－22－4770
営書店  10時～19時
　 クレープ 平日 10時～18時30分
　 　 　 土日祝 10時～16時30分
休毎週水曜日
駐９台
HP bpass-crepe,takashima-city.jp

クレープは生クリームカスタードチョコバナナ
バーガーはチー玉 Big とんかつバーガーがイチ押しです。
毎月10日には期間限定クレープも登場します !

オススメオススメ

韓国料理  テバギ屋
本格的な韓国料理をおいしく！

人気のヤンニョムチキ
ンやチーズボール他、
お店で手間ひまかけ
て、長時間に出した牛
骨スープをベースに作
る、ひと味違うおいし
い料理をご用意してお
ります。

ヤンニョムチキン
たっぷりチーズのキムチチーズチヂミ

住高島市今津町名小路 1-7-11
電 0740－28－7467
営 11：00～15：00、17：00～22：00
　 ラストオーダー閉店30分前
休水曜日　駐７台
HP korean-restaurant-1715.business.site

tebagiya_0740287467
tebagiya

イチオシイチオシ

焼肉  中中
市内で旨い肉を食べるなら「焼肉中中」で！

今津の焼肉店です。当店で
は、高品質な国産牛、牛タ
ンやイチボ・ ザブトン・ミ
スジなどの希少部位まで数
多く味わえます。店内は落
ち着いた雰囲気、個室もあっ
て快適にお過ごしいただけ
ます。完全予約制です。ご
来店の際には、ご予約くだ
さい。

国産上ロース

住高島市今津町今津 229
電 0740－22－2265
営昼 2,000円～
　夜 3,000円～
駐 10台（店舗真裏）

特典特典

住 高島市今津町
　　　桜町2-7-12
電 0740－22－4000
営 11時 ～14時L.O
　 17時 ～21時 L.O
　　　　　　（変更有）
休 毎週月曜日（不定休有）
駐 7 台

JR 近江今津駅から西へ
400 ｍ（桜町のごはん屋
さんの看板が目印）リピー
ター続出の人気の定番メ
ニューを大切に、いつも
変わらない味を・・・い
つもおおきに常連さん、
おいで下さいご新規さん、
お待ちしています。

金曜日のお昼は牛すじカレーがお得 !!
平日のお昼は、コーヒー、紅茶 100 円　

※お食事された方に限ります

ジャッロ・フェリーチェ
愛称…駅前ユリノキ通りにあるお店

（桜町のごはん屋さん）



16 17

イチオシイチオシ

高島市では珍しいつけ
麺、まぜそばが２枚看
板 !! 人気 No. １王道の
濃厚魚介豚骨つけ麺。お
酒のあてにも !! 台湾風旨
辛まぜそば。お１人様や
ご家族の方でもゆっくる
料理を楽しんでもらえる
空間となっております。

・濃厚魚介豚骨つけ麺
・台湾風旨辛まぜそば

住高島市新旭町北畑 818-8
電 080－9307－1544
営 11:00～14:00　
　 18:00～23:00
休火曜日・隔週水曜日
駐 15台

飲食 飲食

田場 以蔵
お１人様でも気軽に来れて
お酒も飲めるラーメン店！！

イチオシイチオシ

軽食＆喫茶 きく
くつろぎのやかた

むかしむかしか
らやっているお
店で、ボリュー
ムたっぷり手作
りでやっていま
す。
テレビでも放映
しました。

住高島市今津町住吉
　　　二丁目 12-2 番地
電 0740－22－1587
営 9時 30分～22時
休水曜日
駐 15台

ボリューム満点
ハンバーグ定食

オススメオススメ

Café Cozy
緑に囲まれたギャラリーカフェ

おかげさまで開店
20 周年を迎えるこ
とが出来ました。開
店時からの人気のハ
ンバーグ、ピザ、シ
フォンケーキもテイ
クアウトできます。
500円の特製弁当
も引き続き販売しています。

とんちゃん焼のピザ
デザート系、はちみつのピザ

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

イチオシイチオシ

近江今津  西友
香ばしさと旨みが自慢のうなぎ料理専門店

永年受け継がれて
きたたれを使い、
炭火で丹念に焼き
上げたうなぎ料理
が好評。茶碗蒸し
などがついた「ひ
つまむし膳」や「う
なぎ大名」が人気で、川魚会席などもお楽しみ
いただけます。

住高島市今津町住吉２丁目 1-20
電 0120－39－2105
営 昼 11 時～14 時 20 分（オーダーストップ）
　　夜 17 時～19 時（オーダーストップ）
　　販売 10 時～19 時
休不定休　※１月・２月は月曜日
駐約 20 台、大型バス可
HP http://www.nishitomo.co.jp/

三度楽しむ  ひつまむし膳
たっぷり味わう  うなぎ大名

イチオシイチオシ

体験交流センター ゆめの
こだわりのおそばをお召し上がりください。

ゆめのでは箱館山麓
で採れたそばの実を
丁寧に自家製粉した
香り高いおそばを提
供しています。また、
地元特産のそば粉と
本格道具を使ってそ
ば打ちに挑戦できま
す。（予約制）

住高島市今津町日置前2435-3
電0740－22－5556
営昼11時～14時 
休月曜日
　 12/10～3/10までは冬期休館
　 ※土日祝のみ営業  ※平日は予約営業
駐 248台
HP http://soba-yumeno.jp

そば打ち体験　4名 4,000円
特典特典

わさび
寛ぎの空間で　気軽に楽しく　
至福のひとときを…

地元の食材を多く使い、季節感を大
切にした和食の創作料理を、一品一
品、和の基本に基づきユニークなア
イデアと繊細な盛り付けで楽しんで
ください。
ランチ 日替わりご膳 1,100円
 わさびご膳  2,000円
ディナー コース料理 4,000円～
 会席料理 6,000円～
ふぐ、かに、近江牛、琵琶鱒、馬刺し、すっぽん、などなど

住高島市今津町
　　　南新保 443-85
電 0740－37－6670
営 11時 30 分～14 時
　　18時～22時
休月曜日
駐 8 台

本ガイドブック持参の方
わさび  オリジナル自家製豆腐

１グループに１個サービス

オススメオススメ

喫茶パロマ
懐かしい味のスパゲッティがおすすめ

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。

イタリアンスパゲッティ
白身フライランチ（デザート、コーヒー付）

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

イチオシイチオシ

海鮮丼 S ￥1,400（税別）
ステーキランチ ￥1,300（税別）

西庵
JR 近江今津駅前のゆったりした和ダイニング

近江今津駅前の和食店です。
毎朝小浜から仕入れた魚を
使った海鮮丼や、近江産牛
を使ったステーキランチが
人気!! その他30種の定食
やコース料理、仕出し有り。
ゆったりした空間で美味し
い料理をお楽しみ下さい。

住高島市今津町中沼 1-1-1
電 0740－22－3833
営 11時 30 分～14 時
　　17時～21時30分
休水曜日
駐 8 台
HP http://www.nishian.com
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特典特典

スパイス厨房  来
らいふ
風

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・・

おかげさまで11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。

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
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

オススメオススメ

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。

　　　【本しゃもすき鍋コース】
お一人様 5,500 円　（サービス料込、税別）
　　　【季節の会席料理】
お一人様 4,750 円～（サービス料込、税別）

住高島市新旭町新庄 482
電 0740－25－3377
営食事11時～22時
　 宿泊 IN/15時　OUT/10時
休不定休
駐 5０台
HP http://www.mjnet.ne.jp/toriiro/

御料理旅館  鳥居楼
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。

特典特典

「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 900円や姫御膳
850円（写真）などがおすすめです。

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
休水曜日
駐 50台
HP tsckabatakan7.wixsite.com/kabatakan

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

オススメオススメ

住高島市新旭町安井川1214
電 0740－25－2145
営 11時30分～14時
休月曜日（月に一度火曜日休み）
駐 30台

「岡田屋鶴亀」で検索

宴会や仕出しのほか、
ランチもしています。可
能な限り「手作り」を
モットーに、心を込め
てお作りしています。個
室もございます。テイク
アウトのステーキ丼弁当

（1,100円）も人気です。

手作りハンバーグ !!「エビフライ＆ハンバーグセット」 
 （1,485円）
ちょっぴり贅沢に「つるかめ御膳」 （2,300円）
テイクアウト「ステーキ丼弁当」 （1,100円）
他、色々ございます。

岡田屋鶴亀
愛される老舗のランチを目指して！！

特典特典

ランチメニューが新
しくなりました。接
待 やお 友 達と、お
子様連れのご家族
も個室でゆっくりと
お過ごしいただけま
す。定食メニューも
多数ございますのでお気軽にお立ち寄り下さい。

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）

住高島市新旭町旭 1145
電 0740－25－2237
営ランチ：11時～14 時
　　（夜は予約制）
休なし
駐 40台
HP oryori-kawashin.com

お料理  川新
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！

イチオシイチオシ

笑福
よって味て・たべて味て

地元産のお米を使
用したおにぎり・
お弁当・お惣菜が
自慢のテイクアウ
トのお店です。家
庭の味を愛情込め
て毎日手作りして
います。

唐揚げ弁当・白身フライ弁当・
鳥南蛮弁当

住高島市新旭町
　　　　新庄 1301-1
電 0740－33－7037
営 10時～16時
休土曜日・日曜日・祝日
駐 5 台

オススメオススメ

美松
コロナに負けない心と体作り。

元気になるお料理を提供
いたします。当店は、日々
の社会状況に対応した、
見て楽しく　食べて美味
しく　そして元気に。
まるで宝箱のようなお料
理をご用意させて頂きま
す。

お得な情報などWEB上で公開 !!

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
HP http://mimatsu-w.jp

オススメオススメ

食事処  くろべえ
朽木の四季を感じながら…

おちついた店内で
山海の食材を多彩
なメニューで提供
しています。予約
にてパック料理も
用意できます。別
室にてカラオケも
楽しめます。

街道定食（鯖寿司・そば・小鉢）1,500円
その他 8 種類の定食を用意

住高島市朽木市場 612-1
電 0740－38－2345
営 11時～22時 30分
休木曜日
駐 7 台


