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びわ湖ブルワリー

滋賀県高島市
飲食店一覧
（団体向け）

（公社）びわ湖高島観光協会
TEL 0740-33-7101　FAX 0740-33-7105

biwako@takashima-kanko.jp
〒520-1501 滋賀県高島市新旭町旭 1-10-1

〔2022.6〕



住　所：高島市マキノ町西浜 761－1
電　話：0740-20-5051
営　業：11:00 ～ 16:00
定休日：不定休
席　数：50 席（大広間、テーブル席）
駐車場：一般 10 台、中型 3台
団　体：最大 50 名
びわ湖が目の前のお宿＆お食事処。
湖岸やテラスでの BBQから、大広間でのお
食事をご提供。ご予算、ご要望に応じます。

ヴィラ山水【定食】 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル
【洋食・会席料理】

住　所：高島市マキノ町西浜 763-2
電　話：0740-28-1111
営　業：ランチ 11:30 ～ 14:00　
　　　　ディナー 17:00 ～ 19:30
定休日：無休
席　数：レストラン 100 席／宴会場 150 席
　　　　（個室・テーブル席）
駐車場：一般 100 台、中型 5台
団　体：最大 150 名
全 100 席のレイクビューレストラン。目の
前に広がる琵琶湖とその先に浮かぶ竹生島
を眺めながら、こだわりの料理が楽しめる。

マキノ高原温泉さらさレストラン赤坂
【定食・麺類】

住　所：高島市マキノ町牧野 931 番地
電　話：0740-27-8126
営　業：平日 11:00 ～ 15：00（LO14:30）
　　　　土日祝 11:00 ～ 20:00（LO19：30）
定休日：水曜日
席　数：48 席（テーブル席）
駐車場：大型バス 3台
団　体：最大 48 名
　　　　平日のみ
マキノ高原の豊かな自然を感じながら和・
洋を取り揃えたお料理をご堪能下さい。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

マキノピックランド【定食、麺類、丼物】

住　所：高島市マキノ町寺久保 835-1
電　話：0740-27-1811
営　業：11:00 ～ 15:00（LO14:00）
定休日：水曜日(祝日の場合は営業)・年末年始
席　数：60 席
駐車場：一般 160 台、大型 9台
団　体：最大 60 名
豊かな自然にはぐくまれて育った近江のお
米と旬の農産物を使ったメニュー。ゆっく
りくつろげる一般席６０席と様々な用途に
ご利用頂ける団体席６０席をご用意。
近江の恵みびわ膳 2,200 円など

住　所：高島市マキノ町高木浜 2-6-17
電　話：0740-28-1105
営　業：11:30 ～ 13:30　　
　　　　17:30 ～お客様が帰るまで
定休日：水曜日
席　数：30 席（カウンター席、座敷席）
駐車場：一般 25 台・マイクロバス可
団　体：最大 36 名
日本海でとれた四季折々の新鮮な魚介類、
地元の安心・安全な野菜など厳選・自慢の
素材を使ったメニューを提供しています。
おまかせ定食（1,500 円税込）がおすすめで
す。

和風お食事処ととろ【海鮮料理】

住　所：高島市マキノ町高木浜 1-4-1
電　話：0740-28-1281
営　業：9:00 ～ 18:00
定休日：火曜日（祝日の場合は営業）・元日
席　数：42 席（テーブル席）
　　　　16 席（カウンター席）
駐車場：一般 40 台、大型 27 台
団　体：最大 58 名 ( 全席空いている場合 )
　　　　事前予約不可。空きがあれば対応可
追坂峠から望む琵琶尾は絶景。毎朝地元産
の玄そばを石臼で挽いて製麺する数量限定

道の駅マキノ追坂峠

住　所：高島市今津町日置前 2435-3
電　話：0740-22-5556
営　業： 11:00 ～ 14：00( 平日は予約営業
　　　　土日祝は通常営業。12 月 10 日か
　　　　ら 3月 10 日までは冬季休館。)
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日振替）
席　数：60 席（テーブル席、和室）
駐車場：大型バス・中型バス可
団　体：最大 60 名
　　　　   内容により、受入可能人数の変更あり。
お食事はおそばと定食メニューが中心です。また、
予約制となりますが、地元特産のそば粉と本格道
具を使ったそば打ち体験もしております。その他
テイクアウトお弁当メニューも充実しておりま
す。どうぞお越しください。

ダイニングゆめの【定食・麺類】

住　所：高島市今津町今津 1689－2
電　話：0740-22-6666　定休日：無休
営　業：11：30 ～ 15：00  
席　数：イス・テーブル席　
　　　　20 席～最大 80 席（要相談）
予　約：要事前予約
駐車場：一般 60 台、大型 3台、中型 5台
地上 40m。奥琵琶湖の絶景が一望できる
宴会場を貸切でご用意。料理長こだわりの
お料理とともに和やかな時間をお過ごしく
ださい。※1日 1団体様限定のため、満席
の場合は別会場でのご案内となります。
■お弁当プラン 3,025 円（税込）
■小会席プラン 3,630 円（税込）

今津サンブリッジホテル
奥琵琶湖一望の宴会場9Ｆ「ヘイブン」
団体様向け昼食プラン

ウエストレイクホテル可以登楼
【洋食・会席料理】

住　所：高島市安曇川町中央 2－1－6
電　話：0740-32-3131
営　業：11:30 ～ 21:00
定休日：12/31・1/1
席　数：270 席（個室、和室、テーブル席、
　　　　洋室 3部屋）
駐車場：一般 40 台、大型 1台、中型 2台
団　体：最大 150 名／要事前予約
日替ランチ（ソフトドリンク付き）から会席
料理までご予算1,000 ～ 5,000 円にあわせて

住　所：高島市朽木宮前坊 842
電　話：0740-38-3747
営　業：11:00 ～ 14:00（L.O13:30)
　　　　※土日祝 ～ 14:30（L.O14:00）
　　　　17:00 ～ 21:00（L.O20:30）
　　　　※土日祝 16：30 ～ 21:00(L.O20:30）
定休日：水曜日（大型連休は営業）
　　　　  隔週木曜日（月によって変動有）
　　　　  元旦
席　数：92 席（6人掛×13 席 / 個室 2部屋）
　　　個室はそれぞれ 6名と 8名が定員
駐車場 ：一般 30台 (大型バスは要事前確認）
団　体：最大 92 名 ( 個室も含めて）
宝牧場牛は、ジューシーでコクのあるおい
しさ。脂肪の融点が低く、口の中でとろけ
るみるく豚。1日 3L のミルクを飲ませて育
てているミルク豚脂肪がとにかく甘い！近

宝牧場の牛肉　宝亭【焼肉】グリーンパーク想い出の森　
里山レストラン「天空」【郷土料理】

住　所：高島市朽木柏 341-3
電　話：0740-38-2770
営　業：11:00 ～ 20：00（L.O19:30)
定休日：10月～ 3月中旬は、
　　　　　　毎週火曜、他は第 2火曜
席　数：60（大広間宴会場）和室、テー
ブル席、和室椅子席・個室は応相談）
駐車場：一般 300 台、大型 3台、中型 3台
団　体：最大 60 名（大広間宴会場）
鯖寿司・岩魚・近江鴨などの地元食材を
使用したメニュー。ご予算合わせ対応さ
せていただく事も可能です。

住　所：高島市朽木岩瀬 717－1
電　話：0740-38-3011
営　業：平日11:30～15:00（お食事は14:30まで）
土日祝 11:00 ～ 15:30（お食事は 15:00 まで）
定休日：元日
席　数：44席（テーブル34席・テラス10席）
駐車場：一般 30 台、中型可
団　体：最大 44 名
他店には真似出来ない大吟熟成仕込み。鯖
のこだわり、酢のこだわり、すべての素材
が最高品質のなせる技。百貨店でも取り扱
われる絶品。1,500 ～ 2,000 円
（テラス席ペット可）

朽木旭屋【寿司・そば】近江今津　西友本店【川魚料理】

住　所：高島市今津町住吉 2-1-20
電　話：0740-22-9111
営　業：11:00 ～ 15:00(Lo14:20)　　
　　　　17:00 ～ 20:00(Lo19:00)
定休日：不定休
席　数：250 席（和室、テーブル席）
駐車場：一般 20 台、大型 3台、中型 3台
団　体：最大 120 名
永年受け継がれてきたタレを使い、炭火で香
ばしく焼きあげたうなぎの蒲焼が自慢の名店。

住　所：高島市今津町名小路 1－6－1
電　話：0740-22-3111
営　業：10:00 ～ 20:00
定休日：月曜日・年末年始
席　数：150 席
駐車場：大型・中型可
団　体：最大 150 名
老舗料亭旅館で、会席から鍋物、ランチ
メニューも対応可能

可以登楼別館【会席料理・鍋料理】

丸茂旅館【日本料理・鍋料理】
住　所：高島市今津町住吉 2－2－4
電　話：0740-22-1915
営　業： 10:00 ～ 20:00
定休日：年末年始
席　数： 40 席（和室）
駐車場： 大型 1台、中型 2台
団　体： 最大 40 名
　　　　きじ鍋　　 6,600 円 ～
　　　　会席料理　5,500 円 ～

丸茂旅館【日本料理・鍋料理】

住　所：高島市安曇川町下小川 2300-1
電　話：0740-32-0451
営　業：11:00 ～ 21:00( 要予約）
定休日：無休
席　数：15 ～ 150 席×2か所
                （個室、和室、テーブル席）
駐車場：一般 70 台、大型 20 台、中型 4台
団　体：最大 300 名
松林越しにのぞむ琵琶湖畔で、季節の会席
を始め、砂浜のロケーションを活かし、最
大 200 人までのビーチ BBQも屋根付でOK
です .

政府登録旅館　白浜荘【幕の内ご膳】

住　所：高島市今津町今津 694-2
電　話：0740-28-7263
営　業：11:00 ～ 15:00(L.O14:30)
                 17:00 ～ 21:00(L.O20:30)
定休日：毎週火曜日・第 2第 4月曜日
席　数：80 席（テーブル席）
駐車場：一般 50台、大型 10 台
団　体：最大 80 名
高島市唯一の地ビール「BIWAKO　BEER」
を醸造しており、店内でも販売しています。
ビールに合うお料理とともに、贅沢なひと
ときをお過ごしください。

住　所：高島市安曇川町青柳 1162-1
電　話：0740-32-1610
営　業：11:00 ～ 18:30（L.O18:00)
定休日：第 2水曜日（4・8・11 月は除く）、
　　　　元旦
席　数：70 席（個室、座敷、テーブル席）
駐車場：（道の駅共有）一般 100 台、大型 15 台
団　体：最大 60 名／ 1週間前までに予約
　　　　団体様の場合は席だけ要予約不可
　　　　人数、内容により弁当パック対応
安曇川グリルでは備長炭を使い、高島の食
材本来の味を楽しんでいただけます。美し
い水で育てられたお米、豊かな台地で成長
した野菜、そして近江牛。炭火焼ハンバー
グは自慢の逸品です。是非高島の魅力を味
わってください。

住　所：高島市安曇川町西万木 8-2
電　話：0740-32-2181
営　業：昼食 11:30 ～ 13:30
ディナー 17:00 ～ 21:00
定休日：月曜日
席　数：67 席（座敷席、ほりごたつ席）
駐車場：
団　体：最大 50 名
吟味した食材をもとに、一品ずつ丹誠を
こめておつくりします。季節ごと旬の味
をご堪能下さい。1,000 ～ 2,000 円

住　所：高島市安曇川町西万木 352
電　話：0740-32-3358
営　業：11:00 ～ 22:00(L.O21:45)
定休日：8日 18 日 28 日＋月 1回不定休
席　数：40 席（テーブル席、座敷）
駐車場：一般 19 台、ﾏｲｸﾛ可、他応相談
団　体：最大 24 名
お料理は手作り。地元の新鮮で旬な食材を
中心に調理しています。各種定食、麺類、
丼物、一品、宴会メニューも数多く取り揃
えています。一般 1,000 ～ 2,000 円　
　　　　　　宴会 4,000 円～

びわ湖ブルワリー (Biwako Brewery) 安曇川グリル（道の駅藤樹の里あど
がわ内）　

お食事 一品料理 まさ【割烹・小料理】郷土料理　吾兵衛【郷土料理】 御料理旅館 鳥居楼【郷土料理・鍋料理】岡田屋鶴亀【会席料理】わたしょう【うなぎ御膳】

住　所：高島市新旭町新庄 482
電　話：0740-25-3377
営　業：予約制 ( 受け入れ人数は要相談）
定休日：不定休
席　数：200 席（和室（椅子対応可））
駐車場：一般 20 台、大型 3台、中型 7台
団　体：最大 100 名／ 3日前までに予約
明治創業の 100 年つづく老舗の料理旅館。
琵琶湖の新鮮な「川魚料理」、若狭湾の「“海
の幸、山の幸” の会席料理」。そして伝統
の「鴨すき」名物の「しゃもすき」等、湖
国の郷土料理を味わえる店として定評があ
ります。4,000 ～ 8,000 円

住　所：高島市新旭町安井川 1214－6
電　話：0740-25-2145
営　業：11:00 ～ 22:00
定休日：月曜日 ( 月 1回火曜日休み）
席　数：100 席（洋室）
駐車場：大型 1台
団　体： 100 名
料理はボリューム満点。きっと、ご満
足いただけます。部屋も個室となって
います。お気軽にお電話下さい。ご予
算に応じてお料理を承ります。

住　所：高島市勝野 209-6
電　話：0740-36-0007
営　業：11:00 ～ 13:30
定休日：水曜日
席　数：約 100 席（テーブル席、和室）
駐車場：普通者 15 台・大型 /小型各 1台
団　体：最大 60 名様まで
　　　土日祝は事前予約をお願い致します。
うなぎ御膳は、2,000 円～（税サービス料別）
をはじめ、各種うな重も御予算に応じてご
提供させていただきます。

お料理・仕出し 川新【郷土料理・会
席料理】

Racine home 針江【郷土料理・定食】

STAGEX 高島【バーベキュー】

かばた館【郷土料理・定食】

住　所：高島市新旭町旭 1145
電　話：0740-25-2237
営　業：昼　11:00 ～ 14:00　夜　要予約
定休日：なし
席　数：300 席（個室、和室、テーブル席）
駐車場：一般 30 台、大型 3台、中型 3台
団　体：最大 100 名
                 ※人数が多い場合は 1か月前
ランチで提供している湖国御膳（1800円税込）
は、地元で採れた旬の野菜と川魚を中心にした
川新自慢の御膳です。ご予算に合わせて対応さ
せていただく事も可能です。1,800～4,000円

住　所：高島市新旭町針江 235
電　話：0740-20-6570
営　業：11:00 ～ 20:00
定休日：不定休
席　数：44 席（和室、テーブル席）
駐車場：一般 15 台、中型 2台
団　体：最大 44 名
発酵のまち高島御膳　・ビワマス御膳　・
近江牛しゃぶしゃぶ御膳　・とんちゃん唐
揚げ定食 1,500 ～ 2,500 円

住　所：高島市新旭町藁園 336
電　話：0740-25-8212
営　業：11:00 ～ 20:00
定休日：無し
席　数：BBQサイト 100 席
駐車場：一般 約 100 台・大型 約 10 台
団　体：BBQサイト 100 席
BBQセット 1名 5,500 円～
発酵をテーマにした STAGEX オリジナル
BBQをお楽しみいただけます。

住　所：高島市新旭町藁園 1594
電　話：0740-25-3790
営　業：11:00 ～ 16:00 ／
                 16:00 以降は宴会（要予約）
定休日：水曜日
席　数：80 席（和室、テーブル席、大会議室有）
駐車場：一般 50 台、大型 3台、中型 10 台
団　体：最大 130 名／前日予約可。
                 当日 9時までキャンセル可
地域食「しょいめし」が食べられる人気の
お店。安くてうまくてボリュームいっぱい
の手作り郷土料理。 850 ～ 1,600 円

※ご利用または、ご相談の際は、各施設もしくは、びわ湖高島観光協会 TEL 0740-33-7101 まで、お問い合わせください。
※ご予約は、原則として１週間前までにご連絡ください。（一部、この期間以外の店舗がございます。）
※ご利用条件（人数、予算、時期、時間、移動手段、添乗員、乗務員等）をお知らせください。
※紹介画像は一例で、仕入れ等の条件により、内容が異なる場合がございます。
※キャンセル料および、手数料設定に関しては、各店舗により異なります。
※この資料は、2022 年 6月に更新されたものです。予告なく変更する場合がございます。


