
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江鉄道株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：喜多村 樹美男）は、冬のイベント電車『近

江の地酒電車』を２０１９年１月２４日（木）から３月２４日（日）までの毎週木・金・土・日曜日に運

行します。 

この『近江の地酒電車』は、沿線を中心に滋賀県内にある蔵元の地酒を電車内でお楽しみいただける冬

の恒例イベント電車で、今年で５回目の運行となります。 

今年は、長浜市の地酒「北国街道」（山路酒造有限会社）が新たに登場。『近江の地酒電車』最多とな

る１２蔵元の地酒をご用意し、電車内では、週替わりで１０銘柄の純米酒（一部純米吟醸を含む）飲み放

題と２銘柄の大吟醸の試飲がお楽しみいただけます。 

乗車料金は１名さま４，５００円（税込）で、地酒やソフトドリンクのほか、滋賀県の食材を使用した

近江のお食事（小料理とあたたかいおでん）と近江鉄道（電車）１日乗り放題が付いております。 

また、毎週木曜日と日曜日にご乗車の方には、沿線１０市町から日替わりでちょっぴりプレゼントが

あるほか、滋賀県内の蔵元を巡るスタンプラリーBOOK「近江の地酒版 パ酒ポート」を持参の方には粗

品をプレゼントします。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

≪報道関係各位≫ 掲載・取材に関するお問合せ先 

近江鉄道㈱ 管理部 総務課・広報担当（北原） TEL.0749-22-3327 FAX.0749-23-8418 

近江鉄道㈱ 鉄道部 鉄道営業課   （伊藤） TEL.0749-22-3303 FAX.0749-24-1560 

本資料は、次の記者クラブにお届けしています。 

滋賀県政記者クラブ／彦根新聞記者会／近畿電鉄記者クラブ／青灯クラブ／東海交通研究会 

News Release 2019 年 1 月 4 日 

近江鉄道株式会社 

   滋賀県内 12 蔵元の地酒が楽しめる ！   

  『近江の地酒電車 2019』運行 ！  
1 月 24日（木）～3月 24日（日） 毎週木・金・土・日曜日に運行 

純米酒 10 銘柄が飲み放題 大吟醸 2銘柄の試飲が楽しめる ！  

近江の地酒電車（写真は昨年の様子） 



 

 

 

 

＜別紙＞ 
『近江の地酒電車 2019』について 

 

１．運 行 日  2019 年 1 月 24 日（木）～3 月 24 日（日）の毎週木・金・土・日曜日 

 

２．運行時間   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．乗車料金  1 名さま 4,500 円（税込） 

 

４．内 容  ●週替わりで 10 名柄の純米酒（一部純米吟醸）飲み放題、2 銘柄の大吟醸の試飲 

がお楽しみいただけます。 

※大吟醸の銘柄は日によって変わります。 

※大吟醸を提供する蔵元は純米酒の提供はありません。 

 

 【蔵元紹介】 

多賀株式会社【多賀町】 

    純米酒：純米酒 多賀秋の詩／大吟醸：大吟醸 多賀 

株式会社岡村本家【豊郷町】 

    純米酒：長寿金亀 白 80／大吟醸：長寿金亀 黒 50 

冨田酒造有限会社【長浜市】 

    純米酒：七本槍 純米／大吟醸：七本槍 純米大吟醸 渡船 

畑酒造有限会社【東近江市】 

    純米酒：大治郎 純米／大吟醸：大治郎 大吟醸 

中澤酒造有限会社【東近江市】 

    純米酒：一博 純米／大吟醸：一博 純米大吟醸 

北島酒造株式会社【湖南市】 

    純米酒：御代栄 純米みずかがみ／大吟醸：御代栄 大吟醸 黒松 

蔵元 藤居本家【愛荘町】 

    純米酒：旭日 しぼりたて生原酒純米辛口／大吟醸：旭日 大吟醸 

彦根① 19：03 発 → 21：07 着 

彦根② 15：57 発 → 18：11 着 

彦根③ 13：57 発 → 15：53 着 

八幡① 18：47 発 → 20：54 着 

八幡② 16：03 発 → 18：08 着 

八幡③ 14：17 発 → 16：24 着 

※出発時刻の 15分前までに近江鉄道彦根駅

または近江八幡駅のホームにお越しくだ

さい。 

※ダイヤ改正等により運行スケジュールに

変更が生じる場合がございます。 



 

 

 

 

近江酒造株式会社【東近江市】 

    純米酒：近江龍門 特別純米／大吟醸：大吟醸 錦藍 

喜多酒造株式会社【東近江市】 

    純米酒：喜楽長 辛口純米吟醸／大吟醸：喜楽長 純米大吟醸 

松瀬酒造株式会社【竜王町】 

    純米酒：松の司 純米酒／大吟醸：松の司 純米大吟醸陶酔 

美冨久酒造株式会社【甲賀市】 

    純米酒：三連星 黒 純米酒／大吟醸：三連星 赤 純米大吟醸 

山路酒造有限会社【長浜市】 

    純米酒：北国街道 純米酒／大吟醸：北国街道 大吟醸 

 

●ソフトドリンク 飲み放題 

●近江のお食事（あたたかいおでん・滋賀の郷土料理を含む小料理） 

            

●近江鉄道（電車）1 日乗り放題 

 

５．オプション等  オプション販売 ※オプション販売は 5 日前までにお申し込みください。 

   ●一乃松 焼き鯖寿司（4 切れ） 650 円（税込） 

            

 

        車内販売 ※車内販売のため、数に限りがございます。 

         ●工房 Chou-Chou 湖のくに生チーズケーキ 各 300 円（税込） 

          販売銘柄：七本槍・喜楽長・松の司・美冨久 

            

 

 



 

 

 

 

●「近江の地酒電車」限定 オリジナル八勺枡 500 円（税込） 

              

 

６．乗車定員  72 名（最少催行人数 20 名） 

※貸切（30 名以上の団体）の相談も承ります。 

 

７．そ の 他  ●毎週木曜日と日曜日にご乗車の方には沿線 10 市町からちょっぴりプレゼント 

           ※日によって提供市町・内容は異なります。 

 

  ●パ酒ポート持参で粗品プレゼント 

            ～パ酒ポートについて～ 

県内の 32 の酒蔵の最新情報や滋賀の酒米の特集、近江の地酒を使      

った製品の紹介など、地酒の初心者から上級者まで、読みものとし 

て楽しめる他、このパ酒ポートを見せると、お得な特典を受けられ 

る施設の増加、購入者全員へのプレゼントなど、充実した内容の一 

冊です。 

【販売場所】 滋賀県内のパ酒ポートスタンプラリー参加酒造 

JTB 滋賀支店 

滋賀県内一部書店 

京都府内一部書店 

滋賀県内平和堂各店のサービスセンターまたはサービスカウンター（一部店舗を除く） 

Amazon など 

【販売価格】540 円（税込） 

           

●地酒電車×居酒屋 コラボ企画 

           「近江の地酒電車」ご利用のお客さまに限り、ご飲食と当日の乗車券呈示で、 

乗車券 1 枚つき滋賀の地酒 1 本（300 ㎖）をサービスします。 

            【提携居酒屋】 ライオン丸近江八幡駅前店 

ごきげんえびす近江八幡駅前店 

ごきげんえびす彦根駅前店 

                    居酒屋小間蔵彦根駅前店 

              ※他の割引とは併用不可です。 

              ※本サービスは「近江の地酒電車」乗車当日に限り有効です。 

              ※営業時間は各店舗のホームページをご覧ください。 

 

８．注意事項   ・お車を運転される方、未成年の方には、アルコールの提供ができません。 

           ・地酒の内容については変更になる場合があります。予めご了承ください。 



 

 

 

           ・地酒については車内持ち込み数に限りがあるため、品切れとなる場合があります。 

         ・おつまみ等の持ち込みはできません｡当日おつまみ等の車内販売をご利用ください｡ 

           ・大雪等の荒天および事故等により、運転を中止する場合があります。 

           ・お申込参加者が最少催行人員（20 名）に満たない場合は、中止または出発日の変更 

をお願いすることがあります。 

           ・車内にトイレはございません。途中駅でトイレ休憩をとります。 

         ・車内は全面禁煙です。 

・弊社広告物に使用するために、イベントの様子を撮影させていただくお願いをする 

場合があります。 

 

９．申込方法   ご乗車日 5 日前までに、下記のいずれかの方法でご予約ください。 

近江トラベル予約センターへ電話 

TEL．0749-24-8103 

                （受付時間：月曜日～金曜日 10：00～18：00／土曜日 10：00～13：00／日曜日・祝日は定休日） 

近江トラベル各支店の窓口 

長浜支店・彦根支店・八日市支店・近江八幡支店・守山支店 

（営業時間：月曜日～金曜日 10：00～18：00／土曜日 10：00～13：00／日曜日・祝日は定休日） 

ホームページよりネット予約 

            【彦根駅発の予約ページ】 

http://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/jizake-train2019_hikone/index.html/ 

            【近江八幡駅発の予約ページ】 

 http://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/jizake-train2019_ohmi-hachiman/index.html/ 

 

取消料について（おひとり）ご乗車日の、 

11 日前まで 無料 

10～8 日前 20％ 

7～2 日前 30％ 

前日 40％ 

当日の集合時間まで 50％ 

出発後の取消または無連絡・不参加 100％ 

 

１０．協力   びわこ京阪奈線（仮称）鉄道建設期成同盟会 

        （滋賀県・彦根市・近江八幡市・甲賀市・東近江市・米原市・日野町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町） 

滋賀県酒造組合 

 

  １１．お客さまからのお問合せ先 

   近江トラベル株式会社 予約センター TEL.0749-24-8103 

（受付時間：月曜日～金曜日 10：00～18：00／土曜日 10：00～13：00／日曜日・祝日は定休日） 

 

☆詳しくは「近江の地酒電車 2019」のホームページをご確認ください。 

    http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/jizakedensya2019/index.html/ 

http://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/jizake-train2019_hikone/index.html/
http://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/jizake-train2019_ohmi-hachiman/index.html/
http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/jizakedensya2019/index.html/

