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高島市
琵琶湖

秋 冬・2020

秋の絶景・紅葉
ウインターリゾートたかしま＆初日の出
たかしまの銘品＆イベント情報
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Autumn

びわこ箱館山・秋コキア
営業期間：9月12日（土）～11月23日（月・祝） 今年は11月まで

延長営業決定!!

小入谷の雲海･紅葉
紅葉見頃：10月下旬～

山頂の花畑では、ふわふわモコモコの可愛いコキアがご覧になれ
ます。琵琶湖の絶景を楽しめる展望エリア「びわ湖のみえる丘」、
高島ちぢみの虹のカーテン、パフェ専門店LAMPで秋の非日常の
ひとときをご堪能ください！
　滋賀県高島市今津町日置前
☎0740-22-2486
▶入場料金：大人2,000円（ゴンドラ往復代含む）、別途駐車場500円／台
▶アクセス：JR近江今津駅から総合運動公園線バス約20分「箱館山」下車

福井県との県境に位置するおにゅう峠は、紅葉の絶景
ポイント。10月～11月にかけて早朝に雲海が見られる
ことも。（道路情報はあらかじめ確認ください。）
　滋賀県高島市朽木小入谷
▶アクセス：JR安曇川駅から車で約70分

琵琶湖に浮かぶパワースポット
「竹生島」めぐり
慶長8年に建立された国宝『唐門』、重要文化財『観音堂』
『舟廊下』の修復が終わり、美しい姿を拝観できます。
今津港発：① 9：30（11：40着）②10：40（13：00着）
　　　　 ③12：00（14：10着）④13：10（15：20着）
　　　　 ⑤14：20（16：25着）※⑤は土日祝のみ
※上記は12/6までのダイヤです。
　12/7～の冬期運航ダイヤはP.4をご覧ください。
　高島市今津町今津30　☎0740-22-1747（琵琶湖汽船今津港）
▶乗船料：大人2,640円、学生2,120円、小学生1,320円
　　　　（別途入島料500円、小人300円）
▶アクセス：JR近江今津駅から徒歩約5分

開催日：10月1日（木）・2日（金）・3日（土）
　　　 10月31日（土）・11月1日（日）

興聖寺
曹洞宗の開祖道元禅師が創建を奨めた、朽木氏の菩提寺。国の名勝「旧
秀隣寺庭園（別名：足利庭園）」は境内に所在します。境内のもみじの紅葉が
見事です。
※庭園の修復工事を行っておりますが、庭園は見学いただけます。
　高島市朽木岩瀬374　☎0740-38-2103
▶拝観料：300円
▶アクセス：JR安曇川駅から朽木線バス約35分「朽木学校前」下車、徒歩約10分

　高島市マキノ町牧野505-2
☎0740-20-9021（木曜休）
▶アクセス：マキノピックランドから約1.4km北上

グリーンパーク想い出の森（くつき温泉てんくう）
四季折々の景色と空気を満喫しながら、遊んで、食べて、
のんびり温泉時間をお楽しみください。心と身体のリフ
レッシュに最適です。

秋の新メニューご用意しました！

※炊き上がりに20分程度お時間がかか
ります。

　高島市朽木柏341-3 ☎0740-38-2770 ▶温泉利用料：大人700円
▶アクセス：JR安曇川駅から朽木線バス約35分「朽木学校前」下車、
　道の駅くつき新本陣からシャトルバス約5分

体験交流センターゆめの
地元特産のそば粉と本格道具を使って
そば打ち体験に挑戦！併設レストランで
打ち立てをご堪能ください。

葉山珈琲メタセコイアGARDEN店
メタセコイア並木沿いに、今年6月にオープンしたカフェ。
珈琲やお食事と一緒に、並木の絶景を堪能できるのが
醍醐味です。7：00からの営業（モーニング有）なので、
早朝の並木散策＆休憩もおすすめ。
葉山珈琲マイスターが一杯ずつ
ハンドドリップした珈琲が美味！

　高島市今津町日置前2435-3
☎0740-22-5556（月曜休・冬季休業）
▶ひとり1,000円（税込）

和洋折衷弁当（イメージ）

奥琵琶湖マキノグランドパークホテル内
「レストラン竹生」にてお

す
す
め
情
報

11月中旬
見頃

箱館山＆ホテルランチセット
提供期間／2020年9/12（土）～11/23（月・祝）

▶大人3,050円（税込）、子供2,050円（税込）※中学生未満
　※通常大人4,250円、子供2,470円
▶お問合せ／奥琵琶湖マキノグランドパークホテル　☎0740-28-1111

満月のナイトゴンドラ
満月前後の日は、ゴンドラ運行時間を延長
営業。琵琶湖に写る月明かりで幻想的な絶景
が広がります。

レストラン
なみ木食堂ツバメ
今年4月にリニューアルオー
プンしたレストラン。ゆっくり
くつろげる一般席60席と団体
席60席。近江の郷土料理等
をご堪能いただけます。

近江の恵み“湖”膳1,800円（税込）
（“山”膳、各種定食あり）

観光果樹園
隣接する農業公園マキノピックランド
では旬の果物狩りが楽しめます。

栗 ▶9月中旬～
▶中学生以上1,600円（1kgお土産付）
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▶9月下旬～
▶ひとり1,000円（2～3株）
▶10月上旬～
▶中学生以上1,500円
　（60分食べ放題・お土産付）

農業公園マキノピックランド
　高島市マキノ町寺久保835-1　☎0740-27-1811（水曜休、臨時休園あり）
▶アクセス：JRマキノ駅からマキノ高原線バスで約6分または25分「マキノピックランド」下車

11月下旬～12月上旬

見頃

メタセコイア並木
約2.4kmにわたりメタセコイア約500本が
立ち並ぶ圧巻の並木道。

NEW
スポット

本日のカフェボウルプレート
980円（税込）

　高島市新旭町藁園2250
☎0740-20-7448
▶アクセス：JR新旭駅から車で約5分

フィッシングパーク高島の泉
「（旧）朽木渓流魚センター」が新旭町に移転、豊富
な湧き水で年中釣れる国内最大級ルアー釣場とし
て琵琶湖畔に誕生しました。誰もが、簡単に手軽
に釣りやつかみ取り体験ができる釣り堀もあり、
釣った魚もバーベキューにして食べられます。
（食材・器材持ち込み禁止）

NEW
スポット

グリーンパーク想い出の森の
レストラン情報

秋の釜飯定食 1,320円（税込）

ハロウィンナイト開催！

詳しくは
お電話で
ご確認を！

滋賀県初
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早春の風物詩
「ザゼンソウ群生地」

アクセスらくらく♪
国道沿いのスノーパラダイス 

■レンタルスキーorボードセット
　大人4,500円／こども3,500円
■キッズゲレンデ無料（ムービングベルトは有料）

国境高原スノーパーク

手ぶらでスキー
☎0740-28-0303（テレフォンサービス☎0740-28-0301）

¥高島市マキノ町野口 駐車場900台 1日1,000円

■レンタルスキーセット　1,500円～2,500円
■レンタルボードセット　2,000円～3,000円
ソリ500円／サンキッド1回150円（1日券1,000円）／
ファファぞうさん1日200円

マキノ高原ファミリースキー場

手ぶらでスキー

雪の高原 冬の子ども王国

☎0740-27-0936

¥
高島市マキノ町牧野 駐車場700台
平日500円／土日1,000円

さ
ら
さ
ち
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■レンタルスキーｏｒボードセット
　大人4,500円／こども3,500円
■キッズワールド入場料 500円

箱館山スキー場

手ぶらでスキー
☎0740-22-2486

¥

高島市今津町日置前
駐車場1,100台
1日1,000円

■レンタルスキーorボードセット
　大人3,500円／こども3,000円
■キッズゲレンデ入場料 600円
★温泉入浴券付きリフト券あり

朽木スキー場

手ぶらでスキー

冷えた身体は
「くつき温泉てんくう」
でポカポカに♪

琵琶湖が一望！
ハッピービュー！！

☎0740-38-2323

高島市朽木宮前坊180-1
駐車場700台

¥ 平日500円／土日1,000円

ぐ
う
り
ん

毎年多くの人が
訪れる初日の出
スポット。

白鬚神社

県道333号線、通称「風車街道」も初日の出スポットのひ
とつ。琵琶湖の東側から昇る太陽が神々しく湖面を照ら
し絶景が望めます。
※駐車場は、周辺の公共駐車場をご利用ください。

風車街道

県道333号線、木津の交差点近くに立つ
石碑。その昔、竹生島に渡る巡礼船は出て
いたが、路銀（旅に必要な金銭）のない
巡礼者は竹生島がよく見えるこの場所から
賽銭を投げ拝んだといわれています。

竹生島揺拝所跡地

快水浴場百選に選ばれているマキノサニービーチ。
知内浜オートキャンプ場で冬キャンプして初日の出を拝もう。

マキノサニービーチの初日の出

手ぶらで身軽にスキー場へ！手ぶらで身軽にスキー場へ！

メタセコイア並木　冬景色
枝に着雪した様子は、気象条件が揃わないと見ることができません。
白銀の田園の中に凛と立ち並ぶ姿も冬ならではの光景です。
※マキノピックランドの無料駐車場をご利用ください。

竹生島冬期クルーズ竹生島冬期クルーズ
■今津港発・竹生島行き観光船

2020.12/7～25
2021.1/4～3/5

2020.12/26～2021.1/3

土日祝のみ 10：40 13：10
（13：00着） （15：20着）

（11：40着） （14：10着） （16：25着）
9：30 12：00 14：20

銘菓です！
ざぜん草もなか

（1個160円）

■二葉屋菓舗 ☎0740-22-2257
■昭月菓舗　 ☎0740-22-2227
■みのりや　 ☎0740-22-0391
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冷えた身体は「マキノ高原温泉さらさ」
でポカポカに！

日帰りではもったいない！
アフタースキーは近郊のお宿で
ごゆっくりお過ごしください。

日帰りではもったいない！
アフタースキーは近郊のお宿で
ごゆっくりお過ごしください。

※上記は、高島市スキー場協議会の協賛施設です。
　（お得なスキーパック宿泊プランあり）

Snow Shoe Hike
冬山をガイドと一緒に楽しもう！

　各コース定員15名
※全コース、暖かランチ・スノーシュー
　＆ストックレンタル付き
▶申込先：ゼログラビティ　☎077-925-8775

高島トレイル
日帰りスノーシューツアー

¥　各ツアー参加費8,000円
　定員10名（最少催行人数4名）
　スノーシューレンタル2,000円（ストック付）
▶申込先：高島トレイルクラブ
☎0740-20-7450

■武奈ヶ嶽　■百里ヶ岳　■駒ヶ岳１ 2 3¥ 11,000円
¥ 13,200円
¥ 13,200円

■生杉原生林散策コース
■蛇谷ヶ峰登頂コース
■芦生三国峠登頂コース

１
2
3

豆知識

■二葉屋菓舗
■昭月菓舗本店
■手づくり和菓子みのりや

割引クーポン

キ
リ
ト
リ
線

★有効期限／2020.9.11（金）～2021.2.28（日）
●和菓子購入者のみ使えます。
●この割引券をご提出ください。
●当日、本件1枚につき1名様までご利用いただけます。

和菓子2,000円
以上購入で 200円値引き

    の
ピックアップ
    の

ピックアップ
冬冬

Win
ter

たかしまの酒蔵

■「松の花」 川島酒造
　高島市新旭町旭83
☎0740-25-2202（不定休）
酒蔵見学可（要予約）

■「竹生嶋」 吉田酒造
　高島市マキノ町海津2292
☎0740-28-0014（火曜休）

■「琵琶の長寿」 池本酒造
　高島市今津町今津221
☎0740-22-2112（不定休）

■「不老泉」上原酒造
　高島市新旭町太田1524
☎0740-25-2075（不定休）

■「萩乃露」福井弥平商店
　高島市勝野1387-1
☎0740-36-1011（土・日曜休）

銘
酒

地元ガイドとゆく冬旅＊おすすめメ
ニュー地元ガイドとゆく冬旅＊おすすめメ
ニュー

　高島市の日の出参考時刻
下記は白鬚神社のおおよその
日の出時刻です。
●秋分9/22ー5：44頃
●10/20ー6：07頃
●11/20ー6：36頃
●冬至12/21ー7：01頃
●1/1ー7：05頃
※琵琶湖対岸には山々があるので実際に
　太陽が見えるのは数分後です。

琵琶湖
初日の出
スポット

琵琶湖
初日の出
スポット

酒造りに適した気候風土、豊富な名水と良質米の
産地・高島には５軒の造り酒屋があります。

造り酒屋の前に杉玉が吊る
されると日本酒を搾り始めた
ことを意味します。

川島酒造

　高島市今津町弘川
▶見頃：例年2月中旬～3月上旬
▶アクセス：JR近江今津駅から若江線バス約７分
　　　　　 「ざぜん草前」下車、徒歩約５分

僧侶が座禅を組む姿に似てい
ることがその名の由来といわ
れています。特に、雪の中か
ら姿を見せる様子は、訪れる
人 を々魅了します。毎年、2月中旬
から3月上旬にかけて花を咲か
せ、春の訪れを告げます。（群生
地の見学はいつでも可）

☎0740-28-8002
（マキノツーリズムオフィス）
☎0740-20-5051
☎0740-28-1111
☎080-5787-1515
☎0740-22-6666
☎0740-22-5111
☎0740-20-6570
☎0740-25-7111
☎0740-25-8212
☎0740-25-3377
☎0740-32-0451

●マキノ高原民宿村

●ヴィラ山水・はなれ山水
●奥琵琶湖マキノグランドパークホテル
●箱館山民宿村
●今津サンブリッジホテル
●ホテル可以登
●ラシーヌホーム針江
●アクティプラザ琵琶
●STAGEX高島
●鳥居楼
●政府登録旅館白浜荘

1

1

2

2 3

※初日の出イメージ

りん
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このマークのあるツアーは地元
弁当（800円税込）の注文も
別途承ります！

11月 

10月 

4日（日）びわこ箱館山
今津ええもんまんぷく祭

12月 

下旬 箱館山スキー場オープン

2021年2月 

上旬 マキノウインター
フェスティバル2021

箱館山クリスマス
サンタパレード

中旬～3月上旬
ザゼンソウ群生 見頃

9月27日（日）
10月10日（土）
11月21日（土）

▶場所
　森林公園
　くつきの森
▶開催日

▶場所
　家族旅行村ビラデスト今津

9月26日（土）
10月24日（土）
11月28日（土）

▶開催日

上旬

下旬～12月上旬
メタセコイア並木紅葉まつり

箱館山雪まつり2021

くつき雪まつり2021

道の駅マキノ追坂峠周年祭

田中城跡ハイキング

高低差約60ｍ／歩程約6 . 5 km／定員20名

豊富な遺構が現存、若かりし明智光秀が籠城したと
される新たな古文書発見で注目の山城。
▶開催日：2020年11月14日（土）10：00～15：30
▶集合解散：JR安曇川駅
▶参加料：1,000円（別途路線バス代220円）

一般向きJRハイキング１

▶開催日：2020年11月28日（土）
　　　　 10：10～15：00
▶集合解散：JR新旭駅
▶参加料：1,000円
　（別途路線バス代220円）

一般向きJRハイキング

日爪城跡ハイキング

高低差約80ｍ／歩程約6km／定員20名

明智光秀が攻め落としたと伝わる饗庭
三坊へ。戦国歴史や自然も堪能できる。

4

3 一般向きJRハイキング

紅葉の清水山城跡
ハイキング

高低差約130ｍ／歩程約5km
定員20名

国指定史跡「清水山城館跡」で狼煙
上げ体験と地元食材に舌つづみ。
▶開催日：2020年11月23日（月・祝）
　　　　  8：30～14：00
▶集合解散：JR新旭駅
▶参加料：1,000円

5 鯖街道「根来坂峠」と「おにゅう峠」
トレッキング

高低差約500ｍ／歩行約5km／定員20名（最少催行人員6名）

光秀ら名だたる武将が京都へ帰陣する際通ったと伝わるゆか
りの道。紅葉の絶景もお楽しみに。
▶開催日：2020年①11月7日（土）②11月11日（水）各日8：10～17：00
▶集合：JR近江今津駅／解散：JR安曇川駅
▶旅行代金5,000円（昼食弁当・バス代含む）
▶添乗員同行／利用バス会社：㈱湖西観光

健脚向き

JRハイキング 健脚向き6
光秀ゆかりの大溝城跡と
湖中大鳥居 白鬚神社
▶開催日：2020年10月20日（火）
▶歩程【約8km】：（集合）10：30JR近江高島駅－大溝
城跡－乙女ヶ池－打下古墳－鵜川四十八体石仏群
－白鬚神社－琵琶湖岸－大溝まち並み案内処総門
－JR近江高島駅（解散）15：00

6 9～【　　　　主催・お申し込み・お問い合わせ】 大溝の水辺景観まちづくり協議会 
TEL：0740-36-2011（10：00～17：00水・木曜定休）
E-mail：oomizo.mizube@gmail.com

6 9
8

～　　　　参加料500円（ガイド料・資料代・保険代）、定員10名
　　　　（　 は別途路線バス代220円・拝観料300円が必要）

JRハイキング8
古代の高島を訪ねて 紅葉の寺社仏閣めぐり
▶開催日：2020年11月15日（日）
▶歩程【約6km】：（集合）10：30JR近江高島駅＝下拝戸バス停-禅智院
－水尾神社－長谷寺－大炊神社－音羽古墳群－万葉歌碑－大溝の城下
町－高島びれっじ（解散）14：45

JRハイキング9
びわ湖高島　湧水と発酵のまちめぐり
▶開催日：2020年11月20日（金）
▶歩程【約5km】：（集合）10：30JR近江高島駅－大溝の城下町－四〇〇
年鮒寿し総本家喜多品老舗-大溝まち並み案内処総門-大溝城跡-
乙女ヶ池－琵琶湖岸－JR近江高島駅（解散）15：00

JRハイキング7
びわ湖高島 万葉の里めぐり
▶開催日：2020年10月31日（土）
▶歩程【約7km】：（集合）10：30JR近江高島駅
‒万葉歌碑①‒長谷寺-万葉歌碑②-大溝の
城下町-大溝まち並み案内処総門-万葉歌
碑③-大溝城跡-万葉歌碑④-乙女ヶ池‒
万葉歌碑⑤‒JR近江高島駅（解散）15：00

１ 5～【　　　　主催・お申し込み・お問い合わせ】 びわ湖高島観光協会 （滋賀県知事登録第3-231号）
住所：滋賀県高島市新旭町旭1丁目10-1
TEL：0740-33-7101　FAX：0740-33-7105　E-mail：biwako@takashima-kanko.jp
※ご依頼があれば上記旅行業務取扱管理者より本旅行契約についてご説明をいたします。

◀詳細はこちらからも！
　詳細チラシの郵送も
　可能です。

（地元ガイドがご案内）

今秋は

ツリーイング体験

2

高低差約280ｍ／歩程約6km／定員20名

打下城跡から長法寺跡
トレッキング

湖西で数少ない石積の痕跡が残る打下
城跡から、信長が焼き討ちしたと伝わる
山岳寺院長法寺跡までのコース。
▶開催日：2020年11月21日（土）
　　　　 9：00～15：30
▶集合解散：JR近江高島駅
▶参加料：3,800円（昼食弁当含む）

中級向き

３密回避！
屋外おすすめイベント

（写真はイメージです）

うちおろしじょう

ね  ごり ざか

※2020年9月現在の情報です。
※イベントは中止・
変更となる場合
がありますので
観光協会ホーム
ぺージ等で必ず
事前にご確認
ください。

イベント情報

のろし

高島の銘酒
●萩乃露／福井弥平商店
●不老泉／上原酒造
●松の花／川島酒造
●琵琶の長寿／池本酒造
●竹生嶋／吉田酒造

森林浴のように心
地よい森の香りを
高島産の杉材に
含ませて何度でも
楽しめます。

森の香

た
か
し
ま
の
銘
品

高島市ふるさと納税

琵琶湖を思わせる
清々しい香りを高
島産の生地に染み
込ませて何度でも
楽しめます。

白鬚神社
ご長寿ぜんざいギフトセット
ご長寿の神様と親しまれている白鬚神社とご縁
をいただき、健康長寿の祈りをこめたおぜんざい
ができました。　二食入1,600円（税込）

グラノーラにさっと塩麹を絡めるだけで優し
い甘さが際立ちました。 60g入432円（税込）

様々に変化する麹の魅力を活用した3つの美味しさ
をお楽しみください。　3本入410円（税込）

ヒビノハッコウ
ちょっぴり塩麹グラノーラ

醸しスナック詰め合わせ
麹バー・麹クラッカー・麹ビスコティー

「湖の香」・「森の香」
ー 蓋を開けると香る置き型ボトル ー

こ か もり か

湖の香

　今津文化センター
　高島市今津町中沼1-1-7　☎0740-20-1823
　Clann and Cnoc（クラン・アンド・クノク）
　高島市安曇川町四津川642 「百鈴（ひゃくすず）」内　
　岡本木材（森の香のみ）
　高島市安曇川町南船木913-1　☎0740-34-0068

　とも栄菓舗
　高島市安曇川町西万木211-1　☎0740-32-0842

　Famille～ふぁみーゆ～
　高島市安曇川町四津川642 ☎0740-34-0324（月・火曜休）
　（たかしま・まるごと百貨店でも販売しています）

ココで購入できます
各商品をご購入いただける販売店情報です。

高島市公式サイト
から、お好みの寄付
受付サイトをお選び
いただけます。

国産果実と日本酒のリキュール
和の果のしずく
「素晴らしい人と素晴らしい素材との出会いに恵ま
れ誕生したお酒です。（by福井弥平商店）」
うめ酒・れもん酒・みかん酒・ゆず酒
各500ml  1,100円（税込）／各1800ml  3,080円（税込）

高島のおすすめの逸品

一番人気は「近江牛」

一番人気は「近江牛」
自然豊かな高島で育ったストレスの
ない近江牛の味は格別。

高島市民のソウルフード
高島とんちゃん

味付けの鶏肉、焼くだけ簡単、その
まま唐揚げや鍋にも使えて便利。お
店によって味噌ベース・醤油ベース            
等味付けが異なる、お好みの「高島
とんちゃん」を見つけてみては。

高島の伝統産業
「高島ちぢみ」

糸に強い撚りをかけ表面にシボ（凸
凹）を作った織物。肌に密着しない
のでさらりとした肌触りが特徴。

高島市では、寄付に対して多彩な返礼品をご用意しています。
豊かな恵みをてんこもり。人気の返礼品をご紹介します。
(※高島市内在住の方は返礼品のお受け取りができませんのでご注意ください。）

チーズふなずし　 湖魚の佃煮

鯖のへしこ鯖のへしこ

お酒に合う“高島のおつまみ”

高島市特産・アドベ
リーをまるごとすり
つぶした爽やかで
甘酸っぱい味わい。
1本330ml入
295円（税込）

　たかしま・まるごと百貨店
　高島市新旭町旭1-10-1
　高島市観光物産プラザ1F
　 ☎0740-33-7103（火曜休）
　（※一部、取り扱いのない商品も
　 　あります。）

ココで購入できます

滋賀アドベリー
クラフトチューハイ

地域

限定

各550円（税込）

よ

たかしまの「家飲み」メニュー
揃えてみました！

秋の夜長に…
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マキノピックランド

今津港

竹生島

至大津
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　長浜

白鬚神社
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道の駅
「くつき新本陣」

道の駅
「くつき新本陣」

道の駅
「藤樹の里あどがわ」
道の駅
「藤樹の里あどがわ」

道の駅
「しんあさひ風車村」
道の駅
「しんあさひ風車村」

家族旅行村ビラデスト今津

森林公園
くつきの森

びわ湖高島観光協会
高島市観光物産プラザ
[たかしま・まるごと百貨店]

清水山城館跡

日爪城跡

田中城跡

打下城跡

長法寺跡

興聖寺（旧秀隣寺庭園）

乙女ヶ池

大溝城跡

市内路線バス等に関する
お問い合わせ
◆高島市都市政策課
  TEL：0740ー25ー8571

バ　ス

タクシー
◆近江タクシー（株）今津営業所
  TEL：0740ー22ー0106
◆大津第一交通（株）
  TEL：0120ー524ー447

近江今津近江今津

国境高原スノーパーク

マキノ高原ファミリースキー場

葉山珈琲
メタセコイアGARDEN店

ふぁみーゆ

体験交流センター
ゆめの

びわこ箱館山

マキノサニービーチ

ザゼンソウ
群生地

今津文化センター

高島市役所

小入谷の雲海・紅葉
鯖街道
針畑越・根来坂峠

グリーンパーク
想い出の森

大溝まち並み
案内処総門

とも栄菓舗

フィッシングパーク高島の泉

箱館山スキー場

朽木スキー場

吉田酒造

池本酒造

川島酒造

上原酒造

福井弥平商店

二葉屋菓舗

昭月菓舗
手作り和菓子みのりや

くつき温泉てんくう

マキノ高原温泉さらさ
マキノ高原

クラン・アンド・クノク

うかわファームマート

京都駅よりJR湖西線新快速で近江今津駅まで約50分
米原駅よりJR北陸本線新快速で近江塩津駅まで約35分
近江塩津駅からJR湖西線で近江今津駅まで約20分

電車

名神高速道路 京都東ICより約50分
北陸自動車道 木之本ICより約40分
舞鶴若挟自動車道 小浜ICより約25分
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マキノ

新旭

近江高島
朽木

新名神高速道路

小浜IC 近江塩津

新しい旅の
エチケット

感染リスクを避けて
安心で楽しい旅行

感染症防止対策の実行
へのご理解とご協力を
お願いいたします。

アクセス
マップ

2020. 月 まで11 30
募集期間

観光協会公式ホームぺージから応募可　
スマホから簡単に応募できます！

応募方法

2020.秋冬MAP

詳しくは
こちら▲

高島アウトドア
フォトコンテスト2020

高島市内でアウトドアを楽しむ人々の写真を大募集！

写真募集中！
！

入賞者には
大人気アウトドアギアを
プレゼント！

発行日／2020.9月

（各窓口にてレンタサイクルの貸出有り）

（観光物産プラザ内）■JR新旭駅前 びわ湖高島観光協会
TEL：0740ー33ー7101／9:00～17:00 日曜日・年末年始休

■JRマキノ駅構内 観光案内所
TEL：0740ー28ー1188／9:00～17:00 年末年始休

■JR安曇川駅構内 観光案内所
TEL：0740ー32ー2464／9:00～13:00 年末年始休

■JR近江今津駅構内 観光案内所
TEL：0740ー22ー4201／9:00～13:00 年末年始休

■JR近江高島駅構内 観光案内所
TEL：0740ー36ー1314／9:00～13:00 年末年始休

観光案内所

この情報紙に
掲載している
スポットを
主に紹介

公益社団法人びわ湖高島観光協会　
〒520-1501 滋賀県高島市新旭町旭1丁目10 ー1
TEL：0740 ー33 ー7101　FAX：0740 ー33 ー7105（日曜休）

発 行

びわ湖高島観光ガイド 検 索


