
 ㈱中西永生堂
TEL.077-578-1133
滋賀県大津市苗鹿3-2-10
【営業時間】9：00～19：00
【定 休 日】年始3ケ日

和た与
　近江米の米粉でつくる、もちもち
食感が人気のういろ餅。天然の桜
エッセンスが優しく香る桜ういろ餅は
この季節ならではの味。煎茶ういろ
と 2 層仕立てです。

TEL.0748-32-2610
滋賀県近江八幡市玉木町2-3
【営業時間】9：00~18：00
【定 休 日】火曜日

桜
香
る
、

春
限
定
の
う
い
ろ
餅

（有）多賀屋
　糸切餅「多賀屋」は時代・歴史
とともに息づいてきた『名物  糸切
餅』の老舗です。

TEL.0749-48-1430
滋賀県犬上郡多賀町多賀601
【営業時間】8：00～17：00
【定 休 日】年中無休

あ
も
蓬

叶 匠壽庵
　自社農園で大切に育てた蓬の、やわらかいところだけ
を丁寧に、味わい深く求肥に練りこみました。口の中でや
さしく広がる小豆と蓬の風味をお楽しみください。

TEL.077-546-3131
滋賀県大津市大石龍門4-2-1（本社）
【営業時間】10：00～17：00
【定 休 日】水曜日

本社 寿長生の郷
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いと重菓舗
　本年おかげさまで創業210年を迎
えました。
　彦根藩・井伊家ご用達の和菓子
店。代表銘菓「埋れ木」は井伊直弼
公ゆかりの御菓子で自家製のキメ細
かな白餡を求肥で包み、抹茶と和三
盆糖をまぶしております。

TEL.0749-22-6003
滋賀県彦根市本町一丁目3-37
【営業時間】8：30～18：00
【定 休 日】火曜日

御菓子司 しろ平老舗
　創業慶応元年（1865年）琵琶湖を抱く近江國 愛知川に
て地元の皆様に愛され育てられ早150余年…。滋賀羽二
重糯はじめ地元滋賀で収穫される農産物を使用させて頂 
き「オンリー1」な和菓子を創作しております。

TEL.0749-42-2733
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1504-1
【営業時間】8：30～18：30
【定 休 日】木曜日

日経プラス1
なんでもランキング

位

菓心おおすが
美しい自然と豊かな文化が息づく彦根
四季の移ろいとともにさまざまな表情をみせる琵琶湖
詩情あふれるこの地で
お菓子づくりをさせていただくことに感謝をし、
みなさまの暮らしの文化となりますよう
心通わせ大切にお作りしています。 菓心おおすが 店主

0120-22-5722
滋賀県彦根市中央町4-39
【営業時間】8：00～18：00
【定 休 日】木曜日

菓匠禄兵衛 木之本本店
　大正15年創業、今なお趣深い町並みが広がり緑豊か
な自然あふれる滋賀県木之本町から、歴史と風土に育
まれた本物の和菓子をお届けします。一番人気の草餅
は、薫り高い自家栽培のよもぎと北海道十勝産小豆の
甘さが口の中で一体となり、芳醇な香りと味わいが広が
ります。滋賀からお届けする素材本来の旨味を、ぜひご
堪能ください。

TEL.0749-82-2172
滋賀県長浜市木之本町木之本1087
【営業時間】9：30～17：30

（繁忙期等で営業時間の変更あり）
【定 休 日】なし
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ブルーベリーフィールズ
紀伊國屋治兵衛
　琵琶湖を望む小高い山の中で、35年前よりブ
ルーベリーの栽培をしています。一粒づつ摘んだブ
ルーベリーを、心を込めてジャムにしました。今回の
大近江展では焼きたてのブルーベリーケーキをご
用意しております。自家製ジュースと共にお召し上
がりください。

TEL.077-598-2623
滋賀県大津市伊香立上龍華町673番地
【営業時間】9：00～17：00
【定 休 日】木曜日、金曜日

近江今津　西友
　湖西の近江今津にある、うなぎと川魚料
理の専門店。永年受け継がれてきたタレを
使い、炭火で香ばしく焼きあげた関西風のう
なぎ蒲焼が自慢の名店。
　香ばしい蒲焼を相性のよいだし巻ととも
に味わう「うなぎだし巻弁当」がおすすめの
一品。

0120-39-2105
滋賀県高島市今津町住吉2-1-20
【営業時間】販　売10：00～19：00

お食事11：00～15：00（14：20L.O）
　　　17：00～21：00（20：00L.O）

【定 休 日】不定休（１～２月は月曜定休）

魚治 湖里庵
　天明４年（1784年）の創業より伝わる蔵
持ちの乳酸菌が醸す二年熟成の鮒寿しを
今も造り続けています。

TEL.0740-28-1011
滋賀県高島市マキノ町海津2304
【営業時間】8：00～19：00
【定 休 日】火曜日

0120-80-1775
TEL.0749-22-1775㈹
滋賀県彦根市後三条町725
【営業時間】9：00～18：00
【定 休 日】火曜日

あゆの店きむら 本店
　朝一番に琵琶湖の浜に揚がった新鮮な
小鮎を、直火で数時間つきっきりで煮上げ
ています。そのため煮崩れせず、均一に味が
馴染み、仕上がりもふっくら柔らか。味付け
も昔ながらに地醤油と地酒を使い、甘すぎ
ず辛すぎず、まろやかな味わいに仕上げて
います。
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株式会社　鮎家
　滋賀県野洲市にて琵琶湖湖岸
に臨むグルメスポットです。お土産
物売店やレストランを擁し、琵琶
湖の幸「鮎」を中心に佃煮や昆布
巻を展開しております。
　そんな「鮎家の郷」から人気の
小鮎の唐揚げ、若鮎山椒煮など
の佃煮を販売。特に小鮎の唐揚
げはおすすめの一品です。是非ご
賞味ください。

TEL.077-589-5600
滋賀県野洲市吉川4187番地
【営業時間】9：00～17：00
【定 休 日】不定休

千成亭 平田本店
　手間ひまかけて育てた近江牛へ
の愛情、安心と安全を守る熱意、楽
しい会話の生まれる接客。その一つ
ひとつが近江牛をもっと美味しくす
る。そんな人間味あふれるサービス
を私たちは心がけております。

TEL.0749-24-2901
滋賀県彦根市平田町808
【営業時間】9：30～19：00
【定 休 日】火曜日

「近江牛の味わいに
　　人間味をのせて」

近江牛 岡喜本店
　滋賀県竜王町にて創業180年の近江牛直営牧場
を持つ老舖。現在約700頭の肥育牛と繁殖に力を入
れ、近江牛六次産業化に務めております。
　近江牛岡喜から、人気の近江牛コロッケ、ハンバー
グ、メンチカツのお惣菜を販売。今回東京販売初の
近江牛弁当をご用意してお待ちしております。

TEL.0748-57-0568
滋賀県蒲生郡竜王町山之上5294
【営業時間】精肉　　10：00～18：30

レストラン11：00～21：00
【定 休 日】水曜日

近江牛 毛利志満
　弊社は、近江牛と共に歩み続け、
本年創業140年を迎える歴史を誇
ります。近江牛の生産から販売そし
て、専門レストランまでを一貫して営
業している老舗です。口の中でとろ
けるまろやかな甘みと、鼻腔に抜ける
香りあるお肉を提供しております。

TEL.0748-37-4325
滋賀県近江八幡市東川町866-1
【営業時間】11：00～21：00
【定 休 日】水曜日

「近江牛から
　近江の味と文化へ」
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大吉商店㈱
　創業明治29年以来、一貫して近
江牛に携わってきた老舗専門店で
す。自社直営牧場を持ち、社長自ら
こだわり抜いた血統の子牛選びを
行い、恵まれた風土環境の湖西地
域にて丹念に育てあげています。

TEL.0740-32-0001
滋賀県高島市安曇川町田中252
【営業時間】9：30～17：30
【定 休 日】水曜日、日曜日

山上本店
多彩で個性あふれる近江の野菜たち
四季折々愛情をそそいで育て
漬物に仕立てました。
季節を愛でる食の楽しみ
この地の味、近江の地漬をご賞味下さい。

0120-359-486
滋賀県湖南市下田3335番地
【営業時間】10：00～18：00
【定 休 日】水曜日

白
菜
大
葉
の
重
ね

しゅうぼう本舗
　滋賀県の名産品である近江牛を
使った餃子をはじめ、全国各地の名
産品を販売しております。

TEL.077-544-3632
滋賀県大津市萱野浦18-4
【営業時間】9：00～17：00
【定 休 日】土曜日、日曜日、祝日

近江銘茶みやおえん
　創業明治五年以来、近江の厳選
した茶葉を自社製茶工場で丹精込
めて加工することにより、お茶本来
の持つ味と香りにこだわったお茶を
自信を持って販売しています。当店
おすすめの煎茶「朝宮」は、さわやか
な香りとあっさりとした味わい、後味
のほのかな甘みが口の中に漂う上
品な味が特徴です。

TEL.0749-22-0841
滋賀県彦根市京町3-3-20
【営業時間】9：00～18：00
【定 休 日】日曜日
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株式会社比叡ゆば本舗
ゆば八 守山店
比叡山延暦寺御用達。
滋賀県産大豆使用。ハラール認証取得。
『比叡 とろゆば』
とろけるような食感、とろっとクリーミーな日持ちのする
生ゆば。

TEL.077-514-1105
滋賀県守山市今市町299
【営業時間】10：00～17：00
【定 休 日】年末年始休業、お盆休業あり

TEL.0740-20-5067
滋賀県高島市新旭町針江417-1
【営業時間】9：00～17：00
【定 休 日】日曜日、祝日、お盆、年末年始

針江のんきぃふぁーむ
　滋賀県高島市「生水の郷針江」で有機栽培のお米を作り農業を営ん
でおります。私たちの米作りは地の味を大切に考えています。地域由来
の有機物や肥料を用いて栽培し、また農作物を加工しオーガニックのお
餅や、あられきなこ等、色々な商品を作っています。

安土養蜂園
　創業者初代 塚本善三郎（天明年間
1781～）の真心を受け継ぎ昭和12年
（1937年）より養蜂業を開始。現在は
滋賀県産の蜂蜜に特化し自家養蜂場で
採取した蜂蜜だけを皆様にお届けしてい
ます。滋賀県産蜂蜜の濃厚な甘味と奥
深い味わいをお楽しみください。

TEL.0748-46-2890
FAX.0748-46-5024
滋賀県近江八幡市安土町常楽寺855
【営業時間】9：00～17：00
【定 休 日】日曜日 

（採蜜繁忙期5月～7月は不定休）

料亭 すし慶
　お店のある木之本は、日本三大地蔵に
数えられる木之本地蔵尊の門前町として古
くから栄え、江戸時代には北国脇往還と北
国街道が分岐する宿場町として賑わいまし
た。その北国街道の宿場町、木之本宿に建
つ創業107年（大正元年1912年）の料亭
で、すし屋の「慶さん」と呼ばれた初代が、今
も伝統の味として残る「鯖棒すし」を大八車
（リヤカー）に積んで売り歩いたのが始まり
です。鯖は長崎県の五島列島から対馬海
域の漁場より、身が締まり脂ののった鯖を
直送、お米は地元契約近江減農米、塩は能
登の天然塩、酢は京都の千鳥酢、昆布は道
南真昆布、地元の里山で採れた山椒の実
など素材を厳選しております。

TEL.0749-82-2115
滋賀県長浜市木之本町木之本988
【営業時間】11：00～19：00
【定 休 日】水曜日

12 13第31回琵琶湖夢街道─大近江展─ 第31回琵琶湖夢街道─大近江展─



TEL.0748-32-2475
滋賀県近江八幡市為心町上21番地
【営業時間】8：00～19：00
【定 休 日】日曜日

乃利松食品吉井商店
　織田信長が赤の長襦袢をまとい
踊り狂ったと伝えられる天下の奇祭
「左義長祭り」は毎年三月中旬に
日牟禮八幡宮に奉納されます。
　この勇壮な祭礼にちなみ八幡名
物・乃利松のこんにゃくも赤く染め
上げたと言われております。
　独自の製法できめが細かくほど
良い柔らかさが特徴です。鮮やかな
色が料理のアクセントになります。

TEL.090-3489-8001
滋賀県守山市小浜町国道477号線沿い
【営業時間】おおよそ9：00～17：00頃まで
【定 休 日】シーズン無休

farm ハレノヒ
　私どもfarmハレノヒは新鮮で、勿論安全
で、誰もが安心して食していただけるいちご
の栽培出荷を通して、お客様にとってのハ
レノヒを供給していける、そんなfarmを目指
して日々取り組んでいます。

工房しゅしゅ
　お父さんのためのケーキをつくろう　こ
れが小さな工房のお菓子づくりのはじまりで
した。お父さんはお酒好きということから酒
粕に注目。同じ発酵食品のチーズと相性が
ぴったり合い、日々味や香りにまろみが出て
きます。滋賀の素材が持つ豊かさを美味し
いにかえ、お届けできるよう、日々素材と向き
合い続けています。

TEL.0748-20-3993
滋賀県東近江市上羽田町786-1
【営業時間】10：00～19：00
【定 休 日】月曜日、木曜日

湖のくにが醸しだした
恵みをひとつひとつに

川島酒造株式会社
TEL.0740-25-2202
滋賀県高島市新旭町旭83
【営業時間】9：00～17：00
【定 休 日】不定休

〝
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正
を
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TEL.0748-62-1113
（事務所の電話につき土日祝日は留守番電話）
滋賀県甲賀市水口町西林口3-2
【営業時間】直売所店舗は10：00～18：00
【定 休 日】直売所は木曜日、事務所は土日祝

美冨久酒造株式会社
　東海道を挟む形で蔵を構える
創業100有余年の老舗蔵元。直
営の店舗を構え、県内外から多くの方に来てもらっていま
す。地元滋賀の酒米にこだわった日本酒はもちろん、ブラン
ド米「みずかがみ」を使った甘酒や酒粕を使って作ったス
イーツなどもあり、お酒の苦手な方やお子様でも楽しめる
お店になっています。毎月月末土日に「月変わり量り売り」
を、また毎年3月末には「春の蔵祭り」を開催。蔵見学も随
時受け付けしています（要予約）。

TEL.0749-42-2080
滋賀県愛知郡愛荘町長野793番地
【営業時間】9：00～18：00
【定 休 日】年中無休

藤居本家
　「旭日レトラベル生酛（きもと）純米酒」乳酸
菌や酵母を人工的に添加せず自然に生きてい
る蔵付き酵母と酒蔵に湧く鈴鹿山系を源とする
伏流水で醸しています。杜氏自らが地元滋賀で
育てた酒米の王者「山田錦」を 100％使用。ほ
どよく熟成させた生酛ならではのコクとおいしい
酸味の軽やかな飲み口です。毎年秋には新嘗
祭の御神酒（白酒）を宮中へ献上させていただ
く栄を賜る酒蔵です。

TEL.077-562-1105
滋賀県草津市草津3丁目10-37
【営業時間】8：00～17：00
【定 休 日】第二・第三土曜日、日曜日

太田酒造株式会社
　清酒・焼酎・ワイン・リキュールと酒類全般を生産する総合酒類メー
カーです。明治7年創業と、酒蔵としては比較的歴史が浅いものの、
江戸時代初期から草津に居住しています。江戸城創建の太田道灌
の末裔蔵として知られ、関東一円に滋賀県産酒造好適米で醸した銘
酒やワインを提供し続けています。

Gelateria Azzurro
　アジア人初の世界ジェラート大使で世界
チャンピオン・柴野大造氏が全面監修した
Gelateria Azzurroのジェラート。コンテスト
入賞作品「グランピスタチオ」や滋賀県産
食材である「近江の茶・抹茶」、「みずかがみ
（近江米）」など、素材の味を存分に感じな
がらも、のど越しの良さやすっきりした食後
感をお楽しみいただけます。

TEL.0749-23-7665
滋賀県彦根市銀座町4-27
【営業時間】11：00～19：00
【定 休 日】水曜日
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TEL.0748-52-2611
滋賀県蒲生郡日野町西大路843
【営業時間】平日　10：00～17：00

土日祝  9：30～18：00
【定 休 日】3～11月／毎水曜日

12～2月／毎水・木曜日
（春・夏・冬休み、GW除く）

滋賀農業公園ブルーメの丘
　自家牧場で育てるジャージー牛から絞った新鮮
な生乳で作ったヨーグルトと飲むヨーグルトです。

神保真珠商店
　びわ湖真珠は、貝を育てるのに三年、
真珠を巻くまでに更に三年という時間を
要します。生産者の技術と、人の手が及
ばない自然の中で生まれた独特の美しさ
をお楽しみください。

TEL.077-523-1254
滋賀県大津市中央3-4-28 1階
【営業時間】10：00～18：00
【定 休 日】火曜日、祝日

有限会社 唐橋焼窯元
　日本三大名橋のひとつ瀬田唐橋の河畔
に店舗と工房を構える。初代の琵琶湖を
映した青い縁起の良い福籠の作品と、二
代目のワカヤキモノの作品が展示販売。　　
唐橋焼のアイコンでもある「目を閉じ夢を育
むフクロウ」のデザインは食器やインテリア
にも取り入れられ、いつもあなたのそばであ
なたの夢を育みます。

TEL.077-537-0543
滋賀県大津市唐橋町18-5
【営業時間】10：00～19：00
【定 休 日】正月

攀桂堂
　当堂は1615年京都にて創業。今年で404年
目を迎えました。古来伝統製法・巻筆の製造を
代々一子相伝で受け継いでいます。屋号「攀
桂堂」は5代目の時に近衛家から賜った由緒あ
る堂号で、一昨年には秋篠宮両殿下・悠仁親
王殿下に巻筆技術台覧の栄を賜りました。

TEL.0740-32-0236
滋賀県高島市安曇川町上小川90-6
【営業時間】9：00～18：00
【定 休 日】日曜日
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株式会社カワサキ
レアウッドビーズ美樹
　聖徳太子伝授、1400年の歴史・伝統あ
る近江の念珠。滋賀県伝統的工芸品指
定。写真は女性らしさを追求した上品で華
やかな、新しいスタイルの念珠です。

TEL.0748-33-5251
滋賀県近江八幡市大杉町
八幡堀 石畳の小路店
【営業時間】10：00～17：00
【定 休 日】火曜日

アトリエ藍 八幡堀店
　昭和の織機で丹念に織った先染め布
に手描きを施した、自然素材と手描きの
商品を製造販売しています。店舗は近江
八幡八幡堀沿いの石畳の小路の大正
時代の建て物です。

TEL.0748-33-0070
滋賀県近江八幡市大杉町12
石畳の小路
【営業時間】11：00～17：00
【定 休 日】火曜日

大津絵の店
　大津絵は、江戸時代はじめに大衆のための民画として生
まれました。画題は、仏画、美人画、武者絵と多岐にわたり、
「鬼の寒念仏」に代表される諷刺画が特に有名です。手描
きを基本とし、大量に、安価に制作するために独特の素材
と技法が使われています。現在でも、7色程度の泥絵の具
を使い、当時のままの伝統を受け継いでいます。

TEL.077-524-5656
滋賀県大津市三井寺町3-38
【営業時間】10：00～17：00
【定 休 日】第一、三日曜日

工房 IMURA
　軽くて機能的なデザインバッグを製作し
ています。革ばかりではなく、色々な素材と
の組み合わせで、様々なバッグが生まれま
す。あなたのご希望にそった世界で1つだけ
のバッグをお作りいたします。

TEL.077-577-2230
滋賀県大津市穴太2-16-21
【営業時間】9：00～18：00
【定 休 日】不定休
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ホソイフクロモノ
　「織物の町」近江高島で主に地場産の上質な綿帆布を使
い、シンプルなデザインながら使い勝手の良い丈夫なカバンを
日々お作りしています。店舗スペースには工房を併設しており
ますので、お買い物と合わせて創作の現場をご見学いただくこ
とも可能です。

TEL.0740-32-2434
滋賀県高島市安曇川町常磐木154-1
【営業時間】10：00～18：00
【定 休 日】日曜日  ※臨時休業あり

サンライズ出版
　近江の歴史・自然・文化に関する本を作っ
ています。日本遺産、日本農業遺産に選定さ
れた滋賀県の魅力を発信しています。　

TEL.0749-22-0627
滋賀県彦根市鳥居本町655-1
【営業時間】8：30～18：30
【定 休 日】土曜日、日曜日、祝日

近江一閑張 蛯谷工芸
　近江一閑張は、竹を素材とする従来の一
閑張とは異なり、素材に紙ひもを用いており、
丈夫で軽く扱いやすいのが特徴です。初代 
蛯谷金介が考案し50年、皆様のくらしに寄り
添う特別な一品をご提供するため、日々制作
に励んでおります。現在は、二代目 蛯谷豊、
三代目 蛯谷亮太がその拘りを引き継ぎ、伝
統を守るとともに、時代に沿った革新的なも
のづくりに挑戦し続けております。

TEL.0748-72-5788
滋賀県湖南市正福寺1328-20
【営業時間】9：00～17：00
【定 休 日】不定休（お越しの際はご連絡ください）　

和ろうそく 大與
　1914年創業の和ろうそく専門店。大本山
永平寺御用達。宗教用（お仏壇用やご寺院
さま用）のろうそくをはじめ、茶の湯の席で
用いられるろうそく、ご進物用や贈答用のろ
うそく、お部屋用のろうそくなど、素材と技術
に裏付けされた最高品質の和ろうそくをご
用意しています。

TEL.0740-22-0557
滋賀県高島市今津町住吉2-5-8
【営業時間】9：00～17：30
【定 休 日】土曜日、日曜日、祝日、不定休
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