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1 マキノ 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル 滋賀県高島市マキノ町西浜763-2 ●
2 マキノ ヴィラ山水 滋賀県高島市マキノ町西浜761-1（マキノサニービーチ前） ●
3 マキノ フォレストヴィラ　夢寿々 滋賀県高島市マキノ町牧野554-6 ●
4 マキノ はなれ山水 滋賀県高島市マキノ町知内87 ●
5 マキノ まつなみ荘 滋賀県高島市マキノ町西浜763-１ ●
6 近江今津 今津サンブリッジホテル 滋賀県高島市今津町今津1689-2 ●
7 近江今津 白浜荘 滋賀県高島市安曇川町近江白浜 ●
8 近江今津 宝船温泉　湯元　ことぶき 滋賀県高島市安曇川町下小川2248-2 ●
9 近江今津 家族旅行村ビラデスト今津 滋賀県高島市今津町深清水2405-1 販売終了

10 近江今津 Racine home 針江 滋賀県高島市新旭町針江235 ●
11 近江今津 アクティプラザ琵琶 滋賀県高島市新旭町深溝西釜５２0 ●
12 朽木 グリーンパーク想い出の森 滋賀県高島市朽木柏３４１−３ ●
13 近江舞子 湖畔の宿　琵琶レイクオーツカ 滋賀県大津市南小松1054-3 ●
14 近江舞子 びわ湖松の浦別邸～愛犬と泊まる湖畔の温泉リゾート～滋賀県大津市荒川711番地1 ●
15 近江舞子 比良招福温泉ホリデーアフタヌーン 滋賀県大津市北比良948-10 ●
16 堅田 宿屋きよみ荘 滋賀県大津市今堅田３－２５－１３ ●
17 おごと温泉 湯元舘 滋賀県大津市苗鹿2-30-7 販売終了
18 おごと温泉 びわこ緑水亭 滋賀県大津市雄琴6-1-6 ●
19 おごと温泉 暖灯館　きくのや 滋賀県大津市雄琴6-1-29 販売終了
20 おごと温泉 びわ湖　花街道 滋賀県大津市雄琴1-1-3 ●
21 おごと温泉 雄琴荘 滋賀県大津市雄琴6-1-24 ●
22 おごと温泉 琵琶湖グランドホテル 滋賀県大津市雄琴6-5-1 ●
23 おごと温泉 京近江 滋賀県大津市雄琴6-5-1 ●
24 おごと温泉 里湯昔話　雄山荘 滋賀県大津市雄琴１-9-28 ●
25 おごと温泉 天然温泉の宿　「ことゆう」 滋賀県大津市苗鹿3丁目9-5 ●
26 おごと温泉 HOTEL　Biwako　スリーゼ 滋賀県大津市雄琴北2-6-1 ●
27 おごと温泉 湯の宿　木もれび 滋賀県大津市苗鹿2丁目30−1 ●
28 坂本 びわこ楽園ホテル井筒 滋賀県大津市下阪本一丁目29-9 ●
29 坂本 国家公務員共済組合連合会びわこ保養所　KKRホテルびわこ 滋賀県大津市下阪本一丁目1-1 ●
30 延暦寺 比叡山延暦寺会館 滋賀県大津市坂本本町4220 ●
31 大津 東横イン京都琵琶湖大津 滋賀県大津市長等２－１－２８ ●
32 大津 琵琶湖ホテル 滋賀県大津市浜町2-40 販売終了
33 大津 びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県大津市におの浜4-7-7 ●
34 大津 アヤハレークサイドホテル 滋賀県大津市におの浜3-2-25 ●
35 大津 ホテルブルーレーク大津 滋賀県大津市浜大津1-4-12 販売終了
36 大津 ホテルテトラ大津．京都 滋賀県大津市逢坂1-1-1 販売終了
37 大津 ビジネスホテル西大津 滋賀県大津市皇子が丘2-7-30 販売終了
38 大津 レイアホテル大津石山 滋賀県大津市粟津町9番21号 ●
39 大津 苔生宿 滋賀県大津市木下町17-19 ●
40 石山 ぼだい樹 滋賀県大津市石山寺1丁目2-21 ●
41 大津瀬田 スマイルホテル大津瀬田 滋賀県大津市大萱一丁目13-11 ●
42 大津瀬田 ニューびわこホテル 滋賀県大津市月輪1-9-18 販売終了
43 草津 クサツエストピアホテル 滋賀県草津市西大路町4-32 販売終了
44 草津 ホテルボストンプラザ草津 滋賀県草津市草津駅西口ボストンスクエア内 ●
45 草津 草津第一ホテル 滋賀県草津市若竹町５-５ ●
46 草津 びわこの千松 滋賀県草津市新浜町297-1 ●
47 草津 ホテル２１ 滋賀県草津市若竹町7-10 ●
48 草津 スーパーホテル　滋賀・草津国道１号沿 滋賀県草津市草津1丁目20番19号 ●
49 草津 レイアホテル草津 滋賀県草津市東草津2-1-40 ●
50 琵琶湖守山 琵琶湖マリオットホテル 滋賀県守山市今浜町十軒家2876 ●
51 琵琶湖守山 ホテル琵琶湖プラザ 滋賀県守山市水保町2892-2 ●
52 栗東 アートリッツホテル 滋賀県栗東市綣1丁目11-1 販売終了
53 甲賀・信楽 甲賀流忍びの宿　宮乃温泉 滋賀県甲賀市甲南町杉谷364-1 ●
54 甲賀・信楽 水口センチュリーホテル 滋賀県甲賀市水口町名坂170-1 販売終了
55 甲賀・信楽 ホテルルートイン甲賀水口 滋賀県甲賀市水口町北脇254 ●
56 甲賀・信楽 大河原温泉　かもしか荘 滋賀県甲賀市土山町大河原1104 ●
57 甲賀・信楽 ダイヤモンド滋賀 滋賀県甲賀市土山町黒川1711 ●
58 甲賀・信楽 信楽の里やきものの宿　平岡家 滋賀県甲賀市信楽町長野516-28 ●
59 甲賀・信楽 炎の里信楽の宿　小川亭 滋賀県甲賀市信楽町長野876 ●
60 甲賀・信楽 ホテルレイクヴィラ 滋賀県甲賀市信楽町多羅尾１ ●
61 近江八幡 休暇村近江八幡　　 滋賀県近江八幡市沖島宮ヶ浜 販売終了
62 近江八幡 ホテルニューオウミ 滋賀県近江八幡市鷹飼町1481 ●
63 近江八幡 グリーンホテルYes近江八幡 滋賀県近江八幡市中村町21-6 販売終了
64 近江八幡 MACHIYA　INN　近江八幡 滋賀県近江八幡市仲屋町２１ まちや倶楽部 1F ●
65 近江八幡 Little　Birds　Hostel近江八幡 滋賀県近江八幡市中12 スワイビル 2F ●
66 近江八幡 ビジネス第一ホテル 滋賀県近江八幡市白鳥町48-9 販売終了
67 近江八幡 ビジネスホテル　シェル 近江八幡市友定町494-1 ●
68 八日市 ホテルルートイン東近江八日市市駅前 滋賀県東近江市八日市本町1-11 販売終了
69 八日市 八日市ロイヤルホテル 滋賀県東近江市妙法寺町690 販売終了

ご予約は、オンラインサイト（るるぶトラベル、Yahoo!トラベル、ｄトラベル）にて、「キャンペーン対象商品　『今こそ滋賀を旅しよう！』商
品」をお申込みください。※好評により、旅行代理店窓口での販売は終了しました。
※記載のホテルは2020年9月28日現在のものです。
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70 八日市 ビジネス旅館はざま 滋賀県東近江市栄町３－５ ●
71 八日市 ビジネスグリーンホテル八日市 滋賀県東近江市八日市野々宮町290-1 ●
72 永源寺 永源寺温泉　八風の湯 滋賀県東近江市永源寺高野町３５２ 販売終了
73 東近江 アズイン東近江　能登川駅前 滋賀県東近江市林町２０ 販売終了
74 日野 ビジネスグリーンホテル日野 滋賀県蒲生郡日野町松尾２丁目16番地 販売終了
75 彦根 かんぽの宿彦根 滋賀県彦根市松原町3759 販売終了
76 彦根 ホテルサンルート彦根 滋賀県彦根市旭町9-14 ●
77 彦根 料亭旅館やす井 滋賀県彦根市安清町13-26 ●
78 彦根 味覚の宿　双葉荘 滋賀県彦根市松原町1377 販売終了
79 彦根 琵琶湖コンファレンスセンター 滋賀県彦根市新海浜2-1-1 ●
80 彦根 彦根キャッスル　リゾート＆スパ 滋賀県彦根市佐和町1-8 ●
81 彦根 アパホテル（彦根南） 滋賀県彦根市平田町512 ●
82 彦根 ホテルルートイン彦根 滋賀県彦根市東沼波町111-3 販売終了
83 彦根 ホテル　レイクランド彦根 滋賀県彦根市西今町62-2 ●
84 米原 グリーンホテル山東　鴻池荘・コテージ 滋賀県米原市池下80番地1 ●
85 長浜 浜湖月 滋賀県長浜市公園町4-25 ●
86 長浜 北ビワコホテルグラツィエ 滋賀県長浜市港町4-17 ●
87 長浜 HOTEL＆RESORTS　NAGAHAMA 滋賀県長浜市大島町大島38 販売終了
88 長浜 ホテルルートイン長浜インター 滋賀県長浜市加納町字上角田884-1　 販売終了
89 長浜 グリーンホテル　Yes長浜　みなと館 滋賀県長浜市港町２－２８ 販売終了
90 長浜 旅館　うをよし 滋賀県長浜市湖北町尾上287-1 ●
91 長浜 ホテルYes長浜　駅前館 滋賀県長浜市南呉服町9-30 ●
92 長浜 長治庵 滋賀県長浜市木之本町杉野2702 ●
93 長浜 ロテル･デュ･ラク 滋賀県長浜市西浅井町大浦２０６４ ●
94 須賀谷 須賀谷温泉 滋賀県長浜市須賀谷36 ●
95 木之本 己高庵 滋賀県長浜市木之本町古橋１０９４ ●
96 尾上温泉 旅館　紅鮎 滋賀県長浜市湖北町尾上312 販売終了
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