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ASOBIWA　HIRA　BASE 大津市 077-535-9165 大津市北比良934-2 入場・体験

びわ湖バレイ 大津市 077-592-1155 大津市木戸1547番地1 飲食・物販・入場・体験・交通

日ノ出窯 大津市 077-592-2518 大津市木戸1008番地 体験

BSCウォータースポーツセンター 大津市 077-592-0127 大津市南船路4-1 体験

江若交通（貸切バス旅行センター） 大津市 077-573-2708 大津市本堅田6丁目 体験・交通

レークウエストヨットクラブ 大津市 077-572-2114 大津市今堅田1-2-20 体験

アウトドアスポーツクラブ オーパル 大津市 077-579-7111 大津市雄琴5-265-1 体験

天一食品商事あがりゃんせ・ことゆう／スパリゾート雄琴 大津市 077-577-3715 大津市苗鹿3-9-5 入場・体験

坂本ケーブル 大津市 077-578-0531 大津市坂本本町4244 物販・交通

奥比叡ドライブウェイ 大津市 077-578-2139 大津市坂本本町4220 交通

総本山　西教寺 大津市 077-578-0013 大津市坂本5-13-1 飲食・物販・拝観・体験

元里坊　旧竹林院 大津市 077-578-0955 大津市坂本5-2-13 物販・入場

陶茶房 大津市 080-5315-3967 大津市坂本4丁目5-6 飲食・物販・体験

坂本観光案内所 大津市 077-578-6565 大津市坂本6丁目1-13 物販・体験・交通

水上さんぽ滋賀　SUP体験 大津市 080-2453-8011 大津市下阪本1丁目29-9　ホテル井筒内 体験

ヤマハマリーナ琵琶湖 大津市 077-578-2182 大津市下坂本5-2-2 飲食・物販・体験

大津第一交通株式会社 大津市 077-524-4000（配車センター） 大津市柳が崎5-8 交通

比叡山ドライブウェイ 大津市 077-529-2216 大津市山上町長等山776-30 入場・交通

総本山　三井寺 大津市 077-522-2238 大津市園城寺町246 拝観

圓満院 大津市 077-522-3690 大津市園城寺町33 飲食・物販・拝観・体験

びわ湖大津観光協会 大津市 077-528-2772 大津市御陵町2-3　市民文化会館２Ｆ 物販・体験

刃物や三省堂 大津市 077-574-7035 大津市長等2丁目1-18 物販・体験

関西レンタリース　大津本宮営業所 大津市 077-526-2360 大津市本宮二丁目１番３０号 交通

琵琶湖汽船 大津市 077-524-5000 大津市浜大津5-1-1 飲食・物販・入場・交通

JR駅レンタカー 大津営業所 大津市 077-524-7016 大津市春日町1-3 交通

滋賀ヤサカタクシー 大津市 077-522-6767 大津市湖城が丘6-11 体験・交通

屋形船四季 大津市 077-572-6848 大津市松原町18-10 飲食・体験

唐橋焼窯元 大津市 077-537-0543 大津市唐橋町18-5 体験・物販

フレンドシップアドベンチャーズ 大津市 077-533-5112 大津市石山南郷町1215-5 体験

滋賀エムケイ（株） 大津市 077-531-2001 大津市石山寺4丁目2番27号 交通

大本山石山寺 大津市 077-537-0013 大津市石山寺1-1-1 物販・入場・拝観

瀬田ゴルフコース 大津市 077-544-1111 大津市瀬田橋本町12 飲食・物販・体験

株式会社　トヨタレンタリース滋賀 草津市 077-563-0100 草津市草津町1862-1 交通

草津市立水生植物公園みずの森 草津市 077-568-2332 草津市下物町1091 飲食・入場・体験

滋賀県立琵琶湖博物館 草津市 077-568-4811 草津市下物町1091 入場・体験

STRAWBERRY　FACTORY（ストロベリーファクトリー） 草津市 080-5787-9659 草津市北山田町3267-4 飲食・物販・体験

帝産湖南交通㈱ 草津市 077-565-8171 草津市山寺町188 交通

守山タクシー 守山市 077－582-2590 守山市守山3丁目3番44号 交通

ほたるの湯 守山市 077-514-0591 守山市吉身4丁目5-20 入場

琵琶湖レークサイドゴルフコース 守山市 077-585-1321 守山市木浜町2300 入場・体験

フォレストアドベンチャー・栗東 栗東市 090-5794-0420 栗東市観音寺市字平谷459 入場・体験

糀屋吉右衛門 野洲市 077-587-0397 野洲市三上1039 物販・体験

近江富士花緑公園 野洲市 077-586-1930 野洲市三上519 飲食・物販・体験

信楽陶苑たぬき村 甲賀市 0748-83-0126 甲賀市信楽町牧1293番地2 飲食・物販・体験

信楽陶芸村 甲賀市 0748-82-0522 甲賀市信楽町長野1131 体験

株式会社宗陶苑 甲賀市 0748-82-0316 甲賀市信楽町長野1423番地13 物販・体験

信楽高原鐵道株式会社 甲賀市 0748-82-3391 甲賀市信楽町長野192 物販・体験

みのる窯 甲賀市 0748-82-2548 甲賀市信楽町長野676-1 物販・体験

ソフトコルギサロンhioli 甲賀市 0748-60-5932 甲賀市信楽町長野686-1 物販・体験

信楽澤善幸せ創造館 甲賀市 0748-83-0215 甲賀市信楽町勅旨1424番地1 物販・体験

滋賀県立陶芸の森 甲賀市 0748-83-0909 甲賀市信楽町勅旨2188-7 飲食・物販・入場

ろくろ体験工房　遊器陶舎 甲賀市 0748-83-0570 甲賀市信楽町勅旨2344 物販・体験

甲賀の里忍術村 甲賀市 0748-88-5000 甲賀市甲賀町隠岐394 飲食・物販・入場・体験

甲賀流リアル忍者館 甲賀市 0748-70-2790 甲賀市甲南町野田810  別館 1F 物販・体験

甲賀流忍術屋敷 甲賀市 0748-86-2179 甲賀市甲南町竜法師2331 物販・入場・体験

水口温泉つばきの湯 甲賀市 0748-65-1126 甲賀市水口町水口5572 入場

美冨久酒造 甲賀市 0748-62-1113 甲賀市水口町西林口3-2 物販・体験

水口城資料館 甲賀市 0748-63-5577 甲賀市水口町本丸４番８０号 物販・入場

甲賀カントリー倶楽部 湖南市 0748-72-1221 湖南市三雲奧ヶ平3354 飲食・体験・入場

やまりゅう 湖南市 0748-72-0137 湖南市岩根中央二丁目20 飲食

十二坊温泉ファミリーキャンプ場 湖南市 0748-76-3811 湖南市岩根678-28 入場・体験

安土城郭資料館 近江八幡市 0748-46-5616 近江八幡市安土町小中700 入場・物販

滋賀県立安土城考古博物館 近江八幡市 0748-46-2424 近江八幡市安土町下豊浦6678 物販・入場

安土城天主信長の館 近江八幡市 0748-46-6512 近江八幡市安土町桑実寺800 物販・入場

八幡山ロープウェー 近江八幡市 0748-32-0303 近江八幡市宮内町 飲食・物販・入場・交通

水茎焼陶芸の里 近江八幡市 0748-33-1345 近江八幡市中之庄町620 飲食・物販・体験

びわ湖観光水郷めぐり 近江八幡市 0748-32-2131 近江八幡市中之庄町639-1 体験

㈱水郷のさと　まるやま 近江八幡市 0748-32-2333 近江八幡市円山町1467-3 体験

八幡堀めぐり 近江八幡市 0748-33-5020 近江八幡市多賀町743 体験

ガラス工房ぎやまん 近江八幡市 0748-37-5206 近江八幡市武佐町456-1 物販・体験

アトリエ藍八幡堀店 近江八幡市 090-4903-4137 近江八幡市大杉町12　石畳の小路 飲食・物販・体験

レアウッドビーズ美樹　八幡堀石畳の小路店 近江八幡市 0748-33-5251 近江八幡市大杉町12 物販・体験

ファブリカ村 東近江市 0748-42-0380 東近江市佐野町６５７ 飲食・物販・体験

布引焼窯元 東近江市 0748-23-1688 東近江市外町466 物販・体験

太郎坊宮参集殿 東近江市 0748-23-1341 東近江市小脇町2247 物販・体験

道の駅 東近江市あいとうマーガレットステーション 東近江市 0749-46-1110 東近江市妹町184番地1 飲食・物販・体験

朝日野カントリー倶楽部 東近江市 0748-55-2111 東近江市鈴町1120 入場・体験

鈴鹿ガイドサービス 東近江市 080-9742-7457 東近江市杠葉尾町358 体験

池田養魚場 東近江市 0748-29-0351 東近江市杠葉尾町840 飲食・体験

湖東三山百済寺 東近江市 0749-46-2096 東近江市百済寺町３２３ 拝観

松喜園 日野町 0748-52-0012 蒲生郡日野町内池919 飲食・物販・体験

（株）西塚商店 日野町 0748-52-0340 蒲生郡日野町内池785 体験

日野まちかど感応館 日野町 0748-52-6577 蒲生郡日野町大字村井1284 飲食・物販・体験

滋賀農業公園　ブルーメの丘 日野町 0748-52-2611 蒲生郡日野町西大路843 飲食・物販・入場・体験

竜王ゴルフコース 竜王町 0748-58-2111 蒲生郡竜王町山中1391 飲食・物販・入場

天然温泉　蒲生野の湯 竜王町 0748-57-1426 蒲生郡竜王町山之上7104-1 飲食・物販・入場

道の駅　アグリパーク竜王 竜王町 0748-57-1311 蒲生郡竜王町山之上6526 飲食・物販・入場・体験

「今こそ　滋賀を旅しよう！第４弾」限定券使用可能施設一覧（9.2現在）
※周遊クーポン限定券は、利用可能施設のカテゴリーをご確認ください。　※カテゴリー変更、参画取りやめ等の変更もございますので、ご利用前に再度ご確認ください。
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愛知酒造 愛荘町 0749-42-2134 愛知郡愛荘町野々目207 物販・体験

金剛輪寺 愛荘町 0749-37-3211 愛知郡愛荘町松尾寺874 拝観

近江上布伝統産業会館 愛荘町 0749-42-3246 愛知郡愛荘町愛知川32-2 入場・体験

湖東三山　西明寺 甲良町 0749-38-4008 犬上郡甲良町池寺26 拝観

一休庵西明寺前本店 甲良町 0749-38-3848 犬上郡甲良町池寺1-5 飲食・物販・体験

甲良町観光協会 甲良町 0749-38-2035 犬上郡甲良町金屋1549-4 物販・体験

河内の風穴 多賀町 0749-48-0552 犬上郡多賀町河内宮前 入場

高取山ふれあい公園 多賀町 0749-49-0635 犬上郡多賀町藤瀬1090 飲食・入場・体験

ひこね亀樂車 彦根市 090-8239-7855 彦根市銀座町4-21 入場・体験

チョークアートカフェバー　伊沙羅 彦根市 0749-26-6620 彦根市本町1-7-42 飲食・物販・体験

teraitei(テライテイ） 彦根市 0749-47-6088 彦根市本町1丁目11-7 飲食・物販・体験

グラススタジオ ステラーG. 彦根市 0749-47-6378 彦根市旭町2-3 体験

近江タクシー株式会社 彦根市 体験・交通

彦根城・玄宮園 彦根市 0749-22-2742 彦根市金亀町1-1 飲食・入場

文教スタヂオ彦根城フォトコーナー 彦根市 080-6220-6471 彦根市金亀町1-1 飲食・入場

彦根城博物館 彦根市 0749-22-6100 彦根市金亀町1番1号 飲食・物販・入場

彦根城お堀めぐり 彦根市 080-1461-4123 彦根市金亀町　玄宮園前 物販・体験

ひこねスカイアドベンチャー 彦根市 0749-26-1793 彦根市古沢町278-9 体験

オーミマリン彦根港支店 彦根市 0749-22-0619 彦根市松原町3755 交通

再興湖東焼　一志郎窯  /  みごと庵 彦根市 0749-24-6711 彦根市芹橋2-2-32 飲食・物販・体験

彦根カントリー倶楽部 彦根市 0749-22-0011 彦根市鳥居本町2958 飲食・物販・体験

滋賀県醒井養鱒場 米原市 0749-54-0301 米原市上丹生1570 入場・体験

松尾寺 米原市 0749-54-0120 米原市上丹生2054 飲食・物販・拝観・体験

ブルーベリーガーデン伊吹 米原市 090-5045-8713 米原市杉澤913-1 飲食・物販・入場

ローザンベリー多和田 米原市 0749-54-2323 米原市多和田605-10 飲食・物販・入場・体験

青岸寺 米原市 0749-52-0463 米原市米原669 飲食・物販・拝観・体験

OUMI WAVE 米原市 0749-55-3751 米原市宇賀野 飲食・物販・入場・体験

はれと休日/クチートとみおか 米原市 090-2381-1280 米原市池下867-4 飲食・物販・入場・体験

(有)的場たたみ店 米原市 0749-58-0511 米原市春照８５３ー２ 物販・体験

伊吹山パラグライダースクール 米原市 090-7762-9933 米原市上野1488-2 体験

着物レンタル　結い　Yui 長浜市 0749-59-3336 長浜市北船町3-24　えきまちテラス長浜2階 体験

長浜鉄道スクエア 長浜市 0749-63-4091 長浜市北船町1－41 物販・入場

長浜駅観光案内所 長浜市 0749-63-7055 長浜市北船町1-5 物販・入場・体験

長浜観光協会　ツアーセンター 長浜市 0749-53-2500 長浜市北船町3-24　えきまちテラス１階 物販・入場・体験・交通

黒壁24号館・陶芸工房ほっこくがま 近江八幡市 0749-68-2680 長浜市元浜町8-19 物販・体験

Discovery JAPAN in びわ湖ツアー 長浜市 0749-53-2255 長浜市元浜町10-27 入場・体験

黒壁直営店舗 長浜市 0749-65-2330 長浜市元浜町12-38 飲食・物販・体験

湖北観光情報センター 長浜市 0749-65-0370 長浜市元浜町14-12 物販・入場

（有）竹伊 長浜市 0749-62-0666 長浜市元浜町25-36 物販・体験

慶雲館 長浜市 0749-62-0740 長浜市港町2-5 物販・入場

北近江リゾート 天然温泉 北近江の湯 長浜市 0748-85-8888 長浜市高月町唐川89 飲食・物販・入場

国友鉄砲ミュージアム 長浜市 0749-62-1250 長浜市国友町534番地 入場・体験

ヤンマーミュージアム 長浜市 0749-62-8887 長浜市三和町6-50 飲食・物販・体験

滋賀中央観光バス株式会社 長浜市 0749-74-2525 長浜市醍醐町291-1 交通

伊香交通 長浜市 0749-82-2880 長浜市木之本町木之本1545 交通

白浜荘オートキャンプ場 高島市 0740-32-4333 高島市安曇川町下小川2300-1 飲食・物販・体験

ソラノネ食堂 高島市 0740-32-3750 高島市安曇川町田中4942-1 飲食・物販・体験

とも栄 高島市 0740-32-0842 高島市安曇川町西万木211-1 飲食・物販

鈴木扇子店 高島市 0740-32-0351 高島市安曇川町西万木２４３ 物販・体験

有限会社すいた扇子 高島市 0740-32-1345 高島市安曇川町西万木62 物販・体験

道の駅　藤樹の里あどがわ 高島市 0740-32-8460 高島市安曇川町青柳1162番地1 飲食・物販・体験

今津文化センター 高島市 0740-20-1823 高島市今津町中沼1-1-7 物販・体験

体験交流センターゆめの 高島市 0740-22-5556 高島市今津町日置前3110 飲食・物販・体験

びわこ箱館山 高島市 0740-22-2486 高島市今津町日置前 飲食・物販・入場

マキノ高原温泉さらさ 高島市 0740-27-8126 高島市マキノ町牧野931-3 飲食・入場・体験

northstyle奥琵琶湖 高島市 090-3670-5522 高島市マキノ町西浜 体験

高島市マキノ農業公園　マキノピックランド 高島市 0740-27-1811 高島市マキノ町寺久保835-1 飲食・物販・体験

GOODTIMES 白ひげ浜店 高島市 080-4025-1588 高島市鵜川1091 体験

蝋燭町キャンドル工房 高島市 0740-36-1266 高島市勝野1400　びれっじ1号館 物販・体験

0570-09-0106（草津・栗東・守山・野洲管内）

0570-07-0106（近江八幡・東近江市・日野・竜王管内）

0570-02-0106（彦根・米原・長浜・犬上郡・愛荘町管内）彦根市駅東町15番1


