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高島市 琵琶湖

発行: 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10-1　
TEL：0740-33-7101  FAX：0740-33-7105（日曜日・年末年始休）　
発行日／2022.8

びわ湖高島観光ガイド
webはこちら

詳細はこちら
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高島アウトドアフォトコンテスト
2022-2023

（公社）びわ湖高島観光協会
【JRマキノ駅・近江今津駅・新旭駅前・安曇川駅・近江高島駅】
■TEL: 0740-33-7101　■普通車 500円/日　■スポーツタイ
プ1,000円/日　■e-bike2,000円/日（新旭駅前発着のみ）　
■普通車・スポーツタイプは乗り捨て可（乗り捨て料500円）

JRマキノ駅観光案内所
■TEL: 0740-28-1188
■電動自転車1,000円/日（マキノ駅発着のみ）

マキノ高原
■TEL: 0740-27-0936　■普通車3時間500円～

マキノピックランド
■TEL: 0740-27-1811　■普通車2時間300円～
■マキノピックランドとマキノ高原は双方で乗り捨て可、マキノ駅
にも乗り捨て可（乗り捨て料200円）

STAGEX高島
■TEL: 0740-25-8212　■普通車3時間500円～
■クロスタイプ3時間1,000円～

白浜荘
■TEL: 0740-32-0451　■クロスバイク1,500円/日　
■e-bike2,000円/日

高島陣舎「BLUE」
■TEL: 090-3059-3196　■ミニベロ2,500円/日　
■クロスタイプ3,500円/日　■ツーリングバイク4,000円/日
■電動自転車1時間600円～

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

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

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

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

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

募集期間　2023.2.15（水）まで
応募方法　観光協会公式ホームページより
　　　　　スマホから簡単に応募できます。
　　　　　入賞者には、アウトドアを楽しむ
　　　　　特典をプレゼント。

レンタサイクルのご案内

観光案内所

高島市へのアクセスマップ

電車／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

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
　　　舞鶴若狭自動車道　小浜ICより約２５分

高島市内

タクシーのご案内
大津第一交通㈱
■TEL： 0120-524-447

新しい旅のエチケット

感染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。

市内路線バスに関するお問合せ
高島市都市政策課
■TEL： 0740-25-8571

道の駅藤樹の里あどがわ

道の駅マキノ追坂峠

針江生水の郷

白鬚神社

近江高島駅

新旭駅
道の駅くつき新本陣

安曇川駅

マキノ駅

近江中庄駅

メタセコイア並木

近江今津駅
今津港

竹生島

海津大崎

19

20

21

22

23

24

25

26

27

びわこ箱館山・箱館山スキー場
ヒガンバナ群生地
小入谷の雲海・紅葉
興聖寺
かばたリゾート
ドッグラン琵琶湖ヒルズ
森の隠れ宿シープ
いきいき水文化 かばた館
ロータスリーフ
マキノピックランド
藤樹の宿
森林公園くつきの森
マキノ高原・マキノ高原ファミリースキー場
朽木スキー場
国境高原スノーパーク
マキノ白谷温泉八王子荘
料理旅館 丸茂
御料理旅館 鳥居楼
スターフォレストマキノ in やまおやじ村
STAGEX高島
グリーンパーク想い出の森
福井弥平商店
川島酒造
上原酒造
吉田酒造
池本酒造
たかしま・まるごと百貨店

…1~2P …3~4P …5~6P

たかしま日和
2022-23 秋冬



詳細はこちら▼

9月中旬  ～ くり拾い
9月下旬  ～ さつまいも堀り
10月上旬～ りんご狩り

収穫時期

マキノピックランドで果物狩り

愛犬と一緒に泊まれる宿

Au t um n
たかしまの秋

醤油で味付けした、地域食「しょいめし」が食べられるお店。
旬の食材を使ったその時期だけ食べられる料理もあります。

囲炉裏のある店内で高島の郷土料理を

いき生き水文化
かばた館

■住所：高島市新旭町旭707 
■アクセス：JR新旭駅から徒歩約15分 
■TEL:0740-25-3790 
■営業時間：11：00～16：00 
■定休日：水曜日、年始

安曇川を眺めながら自家製の発酵食品を楽しめます。 
朝は、発酵バターの自家製トースト、昼は、週替わりの発酵定食がおすすめ。

ゆっくり流れる時間の中で発酵食を

くつきの森の発酵カフェ
ロータスリーフ

■住所：高島市朽木市場769 
■アクセス：JR安曇川駅から朽木線バスで
「朽木学校前」下車徒歩約3分
■TEL:080-3827-1848 
■営業時間：9：00～16：00
■営業日：土・日・祝のみ営業※12月～3月は
冬季休業

お米や野菜など、高島の食材本来の味を楽しめます。備長炭を使って焼く、
炭火焼きハンバーグは自慢の逸品。ご飯とみそ汁のお代わり自由。

安曇川グリル
（道の駅 藤樹の里あどがわ内）

■住所：高島市安曇川町青柳1162-1
■アクセス：JR安曇川駅から車で約10分
■TEL:0740-32-8460（道の駅藤樹の
里あどがわ） 
■営業時間：11：00～18：30（L.O.18：00） 
■定休日：第2水曜日、元日（※4月・8月・
11月は無休）

ごはんがすすむ近江牛やハンバーグ

なみ木食堂ツバメ
（マキノピックランド内）

■住所：高島市マキノ町寺久保835-1 
■アクセス：JRマキノ駅からマキノ高原線
バスで「マキノピックランド」下車すぐ
■TEL:0740-27-1811
■営業時間：11：00～15：00（L.O.14：45）
■定休日：水曜日（紅葉シーズンは営業）
■ご予約について: 11:00～14:00の間は
ご予約の電話の対応ができません。

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い、
高島市のご当地料理や郷土料理をそろえています。

種類豊富なおかずを美味しいごはんと共に

自然の豊かな恵みをいただこうTo
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高島市では、赤い紅葉が魅力のコキアからメタセコイア並木まで、様々な秋の彩りを見ることができます。
愛犬と共にゆっくりすごしたり、自然の恵 みを味わったり、たかしまの秋を楽しみませんか。

秋の彩りを訪ねて
～たかしま紅 葉 めぐり～

（9月中旬～下旬）

（ 9月下旬～10月中旬）

（10月下旬）

（11月中旬）

（11月下旬～12月上旬）

ヒガンバナの群生
びわこ箱館山秋コキア
小入谷の雲海・紅葉
興聖寺の紅葉
メタセコイア並木の紅葉

スポット名（見頃の時期）

QRコードを読み込んでください

Check!
▶▶▶

営業期間：2022年9月10日（土）～ 11月23日（水）
入園料（ゴンドラ往復＆入園料）：大人2,000円　
子ども1,000円 ※３歳以下無料　ペット600円　
駐車場　乗用車500円
住所：高島市今津町日置前
アクセス：JR近江今津駅から総合運動公園線バスで
｢箱館山｣下車、ゴンドラ乗り場まですぐ、山頂まで
はゴンドラで約8分。
TEL：0740-22-2486

オータムシーズン 

ナイトゴンドラ
■満月ナイト
湖面を照らす月明かりの中、神秘的な夜のひとときを。
9月10日（土）、11日（日）、
10月9日（日）、10日（月・祝）

■星空ナイト
星空解説歴36年の星兄（ほしにい）による「爆笑星空
解説」を行います。
9月17日（土）、24日（土）、
10月1日（土）、22日（土）、29日（土）
11月4日（金）、12日（土）、19日（土）

■今津ええもんまんぷく祭
11月6日（日）

びわこ箱館山
ランプの灯るパフェ専門店、高島ちぢみの虹のカーテン、
風鈴のよし小道など見どころが盛りだくさん。
ドッグランもあり、愛犬と共に１日すごせます。
この秋、ジップラインなど新しいアトラクションエリアがオープン。

ドッグラン琵琶湖ヒルズ 
■住所：高島市今津町福岡1167-15 ■アクセス：JR近江今津駅から車で約10分
■TEL:090-3272-7865

箱館山と琵琶湖の中間に位置する、森の中にあるペット
と泊まれる宿。ドッグランは360°森に囲まれており、
マイナスイオンの真ん中にいるように感じられます。

森の隠れ宿シープ
■住所：高島市今津町桂718-7 ■アクセス：JR近江今津駅から総合運動
公園線バスで「消防本部前」下車徒歩約8分 ■TEL:0740-22-5505

200坪の広々とした空間に、ワンちゃん専用のプールや
遊具を設置しています。オートキャンプ場も併設している
ため、ドッグランにいながらバーベキューも楽しめます。

かばたリゾート
■住所：高島市新旭町饗庭1657 ■アクセス：JR近江今津駅から車で約5分
■TEL:0740-33-7701 ■定休日:水曜日

飼い主の方もワンちゃんも気をつかわずゆっくり
でき、宿泊も出来るドッグラン施設です。屋内ドッグ
ランもあり、天気に左右されることなく利用できます。

アプリクーポン有（P6参照）

■住所：高島市安曇川町南船木192-7 ■アクセス：JR安曇川駅から船木線バスで「南船木交差点」下車すぐ
■TEL:0740-34-0210

・マキノ高原
・マキノピックランド
・マキノ駅構内観光案内所

高島フットパスマップ

【発行・問い合わせ】マキノまちづくりネットワークセンター
■TEL：0740-28-8002

古民家ファスティング　藤樹の宿
ファスティングは健康回復、ダイエットやデトックス、体質改善に役立つとして大変
注目されています。無理のないファスティングを体験しませんか。

高島フットパス～マキノエリア～
メタセコイア並木沿いのコースや、里山の自然満喫コース等5つのコースがあります。
マップ片手に地域の隠れた魅力を探して探してみませんか。

ありのままの風景を楽しみながら歩く ファスティングを体験

アプリクーポン有（P6参照）

アプリクーポン有（P6参照）

アプリクーポン有（P6参照）

販売所

300円（税込）1冊

詳細はこちら

愛犬とゆっくりすごそう

森の中にある
癒しの空間

自然の恵みを満喫したら、
 健康について考えよう

自然の中で遊べる
設備が充実

１ 2

ゆっくり過ごせる
屋内ドッグラン
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水辺に浮かぶ「パブリックサウナ」は、目の前に広がる
水盤と空の開放感を味わえます。 自分好みの空間に
できる貸切サウナもございます。

森のサウナでは、薪を燃やすテントサウナと解放感
あるフィンランドサウナの２種類が楽しめます。 アロ
マの香りとセルフロウリュウで贅沢なひとときを。

木々の温もり香る
マキノの森の宿。

プライベートな空間で、
非日常感を。

STAGEX高島 ToTonoe Glamping

■住所：高島市新旭町藁園336 
■アクセス：JR新旭駅から車で約10分
■TEL：0740-25-8212

スターフォレストマキノ 
in やまおやじ村
■住所：高島市マキノ町石庭265-3 
■アクセス：JRマキノ駅からマキノ高原線バスで「マキノピック
ランド」下車、徒歩約7分 ■TEL：0740-27-2277

Wi n t e r
たかしまの冬 高島市は降雪が多い地域で、冬になると、白銀の世界が広がります。 雪の上を簡単に歩くことができるスノーシューで、

自然の中を散策したり、ヘルシーな鍋であったまったり、サウナで心と体を整えたり。たかしまの冬を体験しませんか。

■料金：スノーシューツアー/4,900円～　雪板ツアー/5,500円～
※別途、駐車料金：1,000円/台、ゴンドラ代金：2,000円/人
■体験場所：箱館山スキー場
■TEL：080-4025-1588

GOODT IMES
スノーシューのツアーだけではなく、ブーツや長靴
でも遊べ、雪の上をサーフィンのように滑る「雪板」
のツアーも用意しています。 WEBからお好きな日付
を選んでご予約いただけます。

■料金：スノーシューツアー/9,900円～
■体験場所：各ツアーにより異なります
■TEL：075-925-8775

ゼログラビティ
レベルに応じた豊富なコースを展開しており、各種
ツアーお客様の希望日の催行を基本としています。
「楽しさ」だけではなく、「くつろぎ」も体験していた
だけるツアーがあります。

■料金：スノーシューツアー/8,000円～ 
スノーシューレンタル/2,000円（スノーシュー・ストック）
■体験場所：各ツアーにより異なります
■TEL：0740-20-7450

高島トレイルクラブ
初心者から上級者まで、レベルに合わせたスノー
シューツアーを開催しています。 愛犬と一緒に参加
できるツアーもあります。 スケジュールを合わせて
是非ご参加ください。 プライベートガイドも対応可
能です。

ガイド付きツアー

■料金：スノーシューレンタル2,000円（スノーシュー・ストック）
■入園料：200円
■住所：高島市朽木麻生443
■アクセス：JR安曇川駅から朽木線バスで｢朽木支所前｣下車～
乗り換え～横谷・木地山線バスで｢くつきの森｣下車、徒歩約2分
■TEL：0740-38-8099　■定休日：火曜日
※ガイドの依頼は一週間前までに要予約。

森林公園くつきの森
美しい里山が自慢の森林公園。自然豊かな森の中、
自由に散策していただけます。 大きなユリノキが有
名で、それを目当てに来られる方もおられます。

■料金：スノーシューレンタル2,500円（スノーシュー・ストック）
■駐車場代1,000円
■住所：高島市マキノ町牧野931
■アクセス：JRマキノ駅からマキノ高原線バスで｢マキノ高原温泉
さらさ｣下車すぐ
■TEL：0740-27-0936
※ガイドの依頼は一週間前までに要予約。

マキノ高原
マキノ高原には、キャンプ場・スキー場・温泉さらさ・
レストラン赤坂があり、レンタルスノーシューと温泉
さらさの入浴がセットになったプランもあります。

ガイド対応可能な施設 ガイド対応可能な施設

ガイド付きツアー ガイド付きツアー

アルカリ性の温泉で、朽木の山々を一望できる露天風
呂もあります。サウナで老廃物を出して、ゆっくり温泉
で癒されてみてはいかがでしょうか。

グリーンパーク想い出の森
■住所：高島市朽木柏341-3 ■アクセス：JR安曇川駅から朽木線バス
で｢朽木学校前｣下車、道の駅くつき新本陣よりシャトルバスで約５分 
■定休日： ４月～7月の毎月第2火曜日（但し、８月、９月は無休）、10月～
3月の間、毎週火曜日 ■TEL：0740-38-2770

アプリクーポン有（P6参照）アプリクーポン有（P6参照）

大自然と触れ合える
広大な森の中で泊まれる宿。

オリジナルの味噌出汁。
ぼたん鍋コース

お客様との出会いは、一期一会。
絶品キジ鍋コース

徹底した鳥居楼のこだわり。
本しゃもすき鍋

あまり食べる機会がないキジですが、知る人ぞ知る
絶品食材。鍋は勿論、刺身で食べてもクセが無く、
タタキは絶品！ニンニクや生姜、塩でどうぞ。
「一度食べたら忘れられない！」「もう一度食べたい！」
というお声が一番多いコースです。

料理旅館　丸茂

■住所：高島市今津町住吉2-2-4
■アクセス：JR近江今津駅から徒
歩約10分
■TEL：0740-22-1915

マキノ白谷温泉八王子荘

■住所：高島市マキノ町白谷370-1
■アクセス：JRマキノ駅よりマキノ
高原線バスで「マキノ白谷温泉」
下車すぐ
■TEL: 0740-27-0085
■定休日：木曜日

日常を忘れてゆっくりできる山あいの宿。 療養天然
ラドン温泉と、冬の定番ぼたん鍋で、ゆっくり温
まっていきませんか。

明治創業、伝統の味を守り続ける宿。名物「本しゃ
もすき」に使用している軍鶏は、赤身が濃く、脂肪
が少ないのが特徴。一度食べたら忘れられない味
と評判です。

御料理旅館　鳥居楼

■住所：高島市新旭町新庄482
■アクセス： JR新旭駅から車で
約5分
■TEL：0740-25-3377

あったかくてヘルシーな鍋を味わおうTo
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ic
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サウナで心も体も整えようTo
p
ic
 0
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冬を楽しも

温
泉

＆
スキー場特集

はこ
ち
ら
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スノーシューで雪の中を歩こう



≪販売店≫

　　棚田味噌（高島市畑地区） 　　手づくり熟成味噌（みなくちファーム）　　てづくり味噌（とっと工房）

道の駅 マキノ追坂峠
■住所：高島市マキノ町海津897-27
■アクセス：JRマキノ駅から国境線バス、またはマキノ高原線
バスで「道の駅マキノ追坂峠」下車すぐ
■TEL：TEL：0740-28-8081 ■営業時間：9：00～18：00
■定休日：火曜日/年末年始（紅葉シーズンは営業）

たかしま・まるごと百貨店
■住所：高島市新旭町旭1丁目10-1
■アクセス：JR新旭駅から徒歩すぐ
■TEL：0740-33-7103
■営業時間：10：00～18：00
■定休日：火曜日/年末年始

道の駅 藤樹の里あどがわ
■住所：高島市安曇川町青柳1162-1
■アクセス： JR安曇川駅から徒歩約15分、バスの場合は
JR安曇川駅から船木線バスで「図書館前」下車すぐ
■TEL： 0740-32-8460 ■営業時間：9：00～18：00
■定休日：第2水曜日、元日（※4月・8月・11月は無休）

詳細はこちら

イベント情報

【一般向き】歩程約7km
琵琶湖岸に群生する「ヒガンバナ」を自然
観察しながら巡ります。

■開催日/2022年9月23日（金）
■集合/今津北小学校前（JR近江今津駅より総合運動
公園線バスで約7分）10：30
■解散/JR近江今津駅　15：00
■参加料/2,000円　※オプション…高島特産弁当
1,000円（税込）（申込時に有無をお伝えください）
■定員/20名

【一般向き】高低差約130m/歩程約5km
国指定史跡「清水山城館跡」で狼煙（のろし）
上げ体験と地元食材に舌つづみ。

■開催日/2022年11月23日（水）
■集合/JR新旭駅　8:30
■解散/JR新旭駅　14:00
■参加料/1,000円
※オプション　高島特産弁当1,000円（税込）
（申込時に有無をお伝えください）
■定員/20名

【主催・お申込み・お問合せ】
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

琵琶湖岸のヒガンバナと
松並木を訪ねて

紅葉の清水山城
ハイキング

戦国・鎌倉時代に
思いを馳せて
大溝城跡と湖中大鳥居

※2022年8月時点の情報です。
※イベントは変更・中止になる場合が
ありますので、観光協会ホームページ
等で必ず事前にご確認ください。

クアオルト健康ウオーキング

びわ湖高島×若狭路スタンプラリー
【開催期間：2022年10/1（土）～12/25（日）】
アプリをダウンロードして、スタンプ地点12箇所を
めぐってスタンプをGET！
ご応募いただくと、抽選で特産品をプレゼント。
お得なクーポンもございます。

より便利に、
よりお得に。

酒蔵では、酒 粕の販 売もあり、粕 汁や酒 粕 煮など幅広く
料理にお使いいただけます。 
味噌と合わせた、酒粕味噌に野菜を漬けるのもおすすめです。
※酒粕の取り扱いについては、店舗に要問合せ

全長2.0ｋｍ
2022年9月17日（土）/11月6日（日）

クアオルト健康ウオーキングは、いわば日本
型の気候性地形療法です。ドイツの手法を
基本とし、日本の地域の自然環境や温泉を
活用した「運動指導」を提案しています。

信長が抱いた野望に思いを馳せつつ、
光秀ゆかりの大溝城跡や白鬚神社を
訪ねます。

■開催日/2022年9月26日（月）
■時間/10:30～15:00頃
■歩程/約8km
■参加費/2,000円（税込み）
■定 員/10名（先着順）
■料金に含まれるもの/保険・資料・お弁当付き
■集合・解散/JR近江高島駅
■コース/JR近江高島駅集合10:30→大溝城跡→
乙女ヶ池→琵琶湖岸→鵜川四十八躰仏→白鬚神社→
江若鉄道跡→JR近江高島駅解散15:00頃

■主催：大溝の水辺景観まちづくり協議会
（TEL：0740-36-2011）
■営業時間/10:00～17:00（水・木定休）

森林公園くつきの森

グリーンパーク想い出の森
全長2.2ｋｍ
2022年10月16日（日）/12月4日（日）
申込・問合せ：高島市森林水産課
TEL:0740-25-8512

自家栽培の無農薬の米・大豆、マキノ特産原木椎茸を混
ぜ込み、杉の木樽で熟成。こだわりの里山味噌。

自社栽培の大豆、無農薬・無化学肥料のコシヒカリを原
料にした米味噌。熟成後、丹念にすりつぶしたまろやか
な味噌。

日本の棚田百選に選定された畑地域のコシヒカリを100％
使用し、麹で仕上げたこだわりの無添加味噌。おばあちゃん
から伝わった昔ながらの製法で作っています。
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たかしまの自然を体験する旅たかしまの絶景を楽しむ旅
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たかしまの酒蔵
高島市は、酒造りに適した気候風土のもと、
豊富な名水と良質米の産地です。
５つの酒蔵の秋冬おすすめの日本酒を紹介します。

1泊2日のモデルコースを
ご紹介します。

M
is
o たかしまの味噌

自然豊かな高島市で農家さんが作った無添加の味噌。
この他にもたくさんの手づくり味噌があります。
毎日のお味噌汁をこだわりの味噌で。

たかしまの自然を旅しようJo
ur
ne
y

期間限定販売 福井弥平商店 通年販売 上原酒造

Plan BPlan BPlan APlan A旨味
たっぷり

超
濃厚

にがみ
とキレ

濃い口
と酸味

飲み応え

しっかりとした濃醇な

辛口

右： 活性純米にごり酒
左: 特別純米ひやおろし

福井弥平商店
住所：高島市勝野1387-1
（定休日：土・日・祝日）
TEL：0740-36-1011

萩乃露

右： 奥琵琶湖にごり原酒
左: 特別純米初しぼり

上原酒造
住所：高島市新旭町太田1524

（定休日：不定休）
TEL：0740-25-2075

不老泉

ゆきみさけ 純米生新酒

池本酒造
住所：高島市今津町今津221

（定休日：不定休）
TEL：0740-22-2112

琵琶の長寿

右： しぼりたて 本醸造生原酒
左: しぼりたて うすにごり純米原酒

川島酒造
住所：高島市新旭町旭83
（定休日：不定休）
TEL：0740-25-2202

松の花 初しぼり
 

吉田酒造 
住所：高島市マキノ町海津2292
 （定休日：火曜日 祝日の場合は翌日）

 TEL：0740-28-0014

竹生島

自然の中のキャンプ場でアウトドア体験を。

道の駅 藤樹の里あどがわ

たかしま・まるごと百貨店

マキノ高原キャンプ場　

マキノ高原 スノーシュー2
DAY

1
DAY

2022
Fri

2022

11 Wed

たかしまの特産品が多く揃うお店。
地元のコーヒーショップとコラボした
BlueGreen Coffeeもあります。

地元の新鮮な野菜など盛りだくさん。
キャンプの前の買い出しにオススメ。

雪のアクティビティで冬の自然を満喫。

車で約
30分

車で約
30分

Coffee

BlueGreen 

山に囲まれた公園で自然の中を散策。

くつきの森の発酵カフェ　
ロータスリーフ

道の駅 マキノ追坂峠

森林公園くつきの森

メタセコイア並木2
DAY

1
DAY

高島帆布カバンなど、
たかしまならではのお買い物を。

自家製の発酵食品を味わおう。

のんびり歩きながら絶景を楽しむ。

車で約
10分

車で約
10分

高島帆布カ
バ
ン

download！

Check!

2022
Mon
26

5 6

秋
限定

冬
限定

キャンプ場に
泊まる

高島市内の
宿に泊まる

びわ湖高島観光アプリ「BIWAKO TAKASHIMA TRAVEL GUIDE」
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