
サイクリング マイレージ

【お問い�わせ】
 �賀プラス・サイクル��協��（事�局��賀��⼯��労働�����局ビワイチ���）   
   ＴＥＬ�077−528−3746  Mail：biwaichi@pref.shiga.lg.jp
【技�協⼒】 株式��ナビタイムジャパン 

⬅��は
HP�照

android iOS

ビワイチサイクリングナビ

 ⾃�⾞で�賀�内を周�する�をサポー
トするアプリです。ルートプランニングや
ナビゲーション、��ガイドの��などが
あります。
 右�QRコードから、アプリをインストー
ルして、マイレージを�めましょう!

ビワイチ

01
0２ 03

第2期
2023/3/2(木) スタート

�まったポイントを使って、
24種�124�に当たる抽�に
�募することができます。

ポイントを�める

�品に�募する �典を利⽤する

アプリの�⾯を提⽰する
ことで�典を利⽤するこ
とができます。

アプリを使って、サイクリ
ング１kmで１ポイント、��
地点��で10ポイント�める
ことができます。

※�アプリの利⽤は、⾃�⾞��です。
⾃�⾞��での利⽤が��されましたら、�典の利⽤や�品の当�は��となります。

mailto:biwaichi@pref.shiga.lg.jp


 

 

�典の��

各スポ
ットの

この�
⾯を提

⽰!

地点�得�⾯の提⽰で

「オーパルオリジナル びわ湖
キーホルダー」をプレゼント

（先�80�）

�51の地点�得スポットのうち下�12スポットでは、各ス
ポットのスタッフの�に地点�得�⾯を提⽰することで、
各スポットの�典が利⽤できます。

オーパル
�良招�温�

ホリデーアフタヌーン

ホテル

��レイクオーツカ

���温�

�葉の湯

立��⼤�

BKCスポーツ��コモンズ
栗東�立⾃�体�

��センター �の未来�
めんたいパークびわ湖

�個���センター
ぷらざ三�よし

（�個����内�）
池⽥牧場 ジェラート

ショップ ⾹想
⽇野まちかど���

2000円（��）�上��（１
��につき）された�で、地点

�得�⾯を提⽰された�は、

100円の��

〈その１〉

地点�得�⾯の提⽰

で、アマビエ�び�し

�やの前でスタッフが

⾃�⾞と⼀�に��を

��します。

地点�得�⾯提⽰で、スタッフ

が地元の�しか知らないとって

おきのレイクビュースポットを

お�えします。

地点�得�⾯提⽰で、1��の��代
金を100円��
○平⽇��

○他の��、優待サービスと併⽤不可

1�受付にて地点�得�⾯と���付
き�����提⽰でシャワー利⽤＆

ヨガやZUMBAなどのレッスン�料体
�1DAYチケットプレゼント
〇�料体�は1�1回

受付での地点�得�⾯の提⽰でトレ

イルアドベンチャー・栗東の利⽤料

500円���をプレゼント

1�フードコートのレジにて地点
�得�⾯の提⽰で、ソフトクリ

ーム、⽜�ソフトクリームを各

50円��

地点�得�⾯を提⽰1�⾯につき
1�お�事代10％��

地点�得�⾯を提⽰し、

物��またはごきげん�で、物�品

や⼿作りお菓�を1500円（��）�
�上お買い上げで「�び�し�や」

のA6ミニノートをプレゼント

地点�得�⾯提⽰で、

�⽉�⼀⼟�⽇��で、池⽥牧場

の⽜�をコップ１�プレゼント

⽇野まちかど���の��「みかく」

にて、地点�得�⾯の提⽰で、�常

300円のシルクアイスを100円��

⽊��つるやパン��

※ 利⽤は、⾃�⾞��です。
※ ��は、ホームページをご��ください。
※ ご利⽤状況によっては、内�が�更   
     になる場�がございます。

〈その２〉

地点�得�⾯の提⽰で

アマビエ�び�し�や

と愛⾞を⼀�に��で

きるよう⾃�⾞のスタ

ンドを貸�します。

スマホの�⾯を提⽰して

�典を利⽤してみよう�



プジョーのクロスバイク(1�)
（サイズの相�可�）

提供�グエルバイシクルストア

草津�

E-OMIビワイチサイクリング
サポートプラン(サポートカー付き
レンタサイクル)50%���(1回�)
提供��同��輪な�
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 �品の��

 

   に��の
��は、�品に
�募するのに必
�なポイント�
です。

     

     

     

   

       

�賀�イメージキャラクター

うぉーたんからのお⼿�(1�)
提供��賀�ビワイチ���

10pt  

ポイントを使って�募できる�品は、下�の24種�です。
�募は�時受け付けており、抽��果は、2024年3⽉に�品
発�を�てお知らせします。

pt

サラダパンノシャツ

（Mサイズ）(1枚)
提供�有���つるや

���がたっぷり�った�べ

るラー油(1個)
提供�めんたいパークびわ湖

⽇野��鹿�� 

�油味 味�味セット(1セット)
提供�⽇野��協�

「ホテル��レイクオーツカオリジ

ナルのビワイチアマビエ�⾺」と

「ビワイチアマビエ�せんべい」の

セット(1セット)
提供�ホテル��レイクオーツカ

��のサイン�り「あむちゃ

ん�ロゴサコッシュ」(1個)
提供�愛あむ

MLGｓジャンパー（Lサイズ）
(1�)
提供��賀���湖保�再⽣�

あなただけの「てんちゃん」�

と�江���物����(1回�)
提供�東�江��江���物�

万�インクジェットプリンタで

オリジナルグッズ作りを体�できる�

（1回�）
提供��賀�東北�⼯業技�センター

��は�れない���たぬき

ホームで��を�れる�

(1回�)
提供�������

�者�束で

レンタサイクルができる�

(1回�)
提供�甲賀流リアル�者�

CONNECTオリジナル
ビワイチTシャツ（Mサイズ）
(1�)

��⼩��旧���

�別⾒�ツアー招待�(1回�)
提供������協�

電動アシスト付クロスバイク

「ヤマハ PAS Brace」乗⾞体�
(1⽇�)
提供�東�江���協�

�江���物����(1⽇�)
提供�東�江��江���物�

⾃�⾞��（1個）
提供�⼩���

��城・���・��城�物� 

招待�(1回�)
提供����

くつき温�「てんくう」

���(1回�)
提供�グリーンパーク

想い�の�

沖�レンタサイクル三輪⾃�⾞

「がんがん」ペア利⽤�(1⽇�)
提供�GOODTIMES沖��
  （�内レンタサイクル・ガンガン）

オーガニック�⽇葉の⻘汁

「boco to deco」(1セット)
提供�⽣活��サービス

シナモロール×ビワイチ
コラボキーホルダー(1個)
提供�株式���⼝⻘�堂

�4500年前(��時代)の⾙�の
セタシジミ(1個)
提供��賀���財保��

ポイントを�めて

抽�に�募しよう�

1� 4� 3� 10� 3�

3� 3� 3� 1� 5�

3� 3� 1� 3� 3�

5� 10� 5� 10� 5�

10� 10� 10� 10�



  ビワイチサイクリングマイレージの利⽤��について、��します。
��な利⽤��については、��のQRコードからホームページを
ご��ください。

 

01|⼤津�サイクルステーション

02|オーパル

03|⼩��� 

04|�良招�温�ホリデーアフタヌーン

05|ホテル��レイクオーツカ

06|フレンドマート⼤津�前�

07|アル・プラザ �⽥

08|平和堂 ⽯��

09|アル・プラザ 瀬⽥

10|��城「お�のベンチ」

11|アル・プラザ ��

12|⽊��つるやパン��

13|�の� 湖北みずどりステーション

14|フレンドマート ���前�

��地点の��情�は、ビワイチサイクリングナビのマイレージ�⾯
の「��地点⼀�」から��できます。
（⾛⾏ポイント: 1㎞1ポイント / 地点ポイント: 1地点10ポイント）

ポイント�得
ランキング

�地点制覇
ステッカー

+α

+α
その２

その１

��地点51スポットすべてを
周り、ステッカーへの�募を
いただいた�には、HPで��
＆�念ステッカーをプレゼン
トします。

ポイントを�く�め、エントリ
ーしていただいた�で、上�の
�をHPでランキング形式で��
します。

スマートフォンアプリ「ビワイ

チサイクリングナビ」をインス

トールします。

 〇 android：3.1.0�上
 〇 iOS：3.1.0�上

アプリをインストール01

メニュー�⾯からマイレージ

を�択し、プロフィールを�

�して、マイレージを開�し

ます。

プロフィール��する02

�まったポイントを使って、

�品に�募することができま

す。�募は、�時受け付けて

おり、抽��果は、�品の発

�を�てお知らせします。

�品へ�募する

サイクリングを�しみながら

ポイントを�めます。

 〇⾛⾏ポイント�

   1kmで1ポイント
 〇地点ポイント�

   1地点10ポイント

ポイントを�める03 04

29|めんたいパークびわ湖

30|湖南��⼒発��点��HAT

31|平和堂 ⽯��

32|���マキノ�業��マキノピック

      ランド

33|�の�しんあさひ⾵⾞�

34|��びれっじ

35|平和堂 あどがわ�

36|平和堂 �津�

37|池⽥牧場 ジェラートショップ ⾹想

38|�個���センター

39|�個�金堂重���的��物�

    保�地�(⽇���)

40|��川�⾞とカヌーランド

01|

33|

18|

40|

27|

49|

30|

39|

46|

20|

42|

10|

15|フレンドマート 湖北�

16|平和堂 ⽊���

17|���温� �葉の湯

18|�幡�ロープウェー

19|フレンドマート �⼟�

20|草津川�地��(�間２)ai彩ひろば

21|立��⼤� BKCスポーツ��コモンズ

22|アル・プラザ 草津

23|�２なぎさ�� ［���］

24|平和堂 ���

25|�の� こんぜの⾥りっとう

26|栗東�立⾃�体���センター �の未来�

27|���前⼤たぬき

28|アル・プラザ�⼝

41|ぷらざ三�よし

     （�個����内�）

42|伊�薬草の⾥��センター

43|グリーンパーク�東(鴨池�)

44|⽶��

45|⽇野まちかど���

46|�の�アグリパーク�王

47|金�輪�

48|平和堂 愛知川�

49|��⼩��旧���

50|�の�せせらぎの⾥こうら

51|�賀���内�

※    ��は�典が利⽤できるスポット

アプリの利⽤��

 地点ポイント��地点⼀�

さぁ、⾃�⾞�に�かけよう�


