
　　　　

かな 店舗名 代表品目 柱番号

あづち
近江

八幡市 安土養蜂園 レンゲ蜂蜜 E-1

あゆの 彦根市 あゆの店きむら 小あゆ煮 B-3 　お食事処:営業時間

あゆや 野洲市 鮎家 こあゆのから揚げ I-3

いとじ 彦根市 いと重菓舗 埋れ木 G-2

うおじ 高島市 魚冶　湖里庵 鮒寿し本漬 E-2
かな 店舗名 代表品目 柱番号

おおす 彦根市 菓心　おおすが ひこにゃんの人形焼 C-4

おおた 草津市 太田酒造 大吟醸原酒　山廃道灌 H-4

おかき
蒲生郡
竜王町 近江牛岡喜 近江牛フィレカツサンド H-3

かのう 大津市 叶匠壽庵 匠壽庵 石餅 F-3

かわし 高島市 川島酒造 大吟醸 藤樹 H-4

きのく 大津市
ブルーベリーフィールズ

紀伊國屋治兵衛
ブルーベリージャム C-3 あとり 湖南市 アトリエ　藍 藍染衣料 H-5

しゅう 大津市 しゅうぼう本舗 近江牛餃子 極味 G-2 いむら 大津市 工房　ＩＭＵＲＡ 皮革工芸 H-5

しろへ
愛知郡
愛荘町 御菓子司　しろ平老舗 きんかん大福 E-3 おおつ 大津市 大津絵の店 絵画 F-5

すしけ 長浜市 料亭　すし慶 鯖棒すし H-3 からは 大津市 唐橋焼窯元 陶器 J-5

せんな 彦根市 千成亭 近江牛、近江牛弁当 E-3 かわさ
近江

八幡市 カワサキ 念珠 I-5

だいき 高島市 大吉商店 近江牛ローストビーフ G-4 さんら 彦根市 サンライズ出版 書籍類 F-4付近

たがや
犬上郡
多賀町 多賀や 糸切餅 C-4 じんぼ 大津市 神保真珠商店 真珠アクセサリー I-5

たねや
近江

八幡市 たねや ふくみ天平 A-2 はんけ 高島市 攀桂（はんけい）堂 雲平（うんぺい）筆 G-5

だんじ 大津市 団十郎 近江いなり F-4 ほそい 高島市 ホソイフクロモノ 麻・帆布バッグ ７階
南エスカレーター脇

なかに 大津市 中西永生堂 いっぷく日和 F-2

にしと 高島市 近江今津　西友 うなぎ蒲焼 D-1

のりま
近江

八幡市 乃利松食品 赤こんにゃく F-1

はりえ 高島市 針江のんきぃふぁーむ
有機栽培　天日干し

ミルキークィーン C-3

ふくは 彦根市 フクハラファーム アイガモ君がそだてたお米
ミルキークィーン F-2

ふじい
愛知郡
愛荘町 藤居本家 旭日　滋賀渡船六号

純米生原酒 I-4

みふく 甲賀市 美冨久酒造 美冨久　新酒生酒
近江の恵 J-4

みやお 彦根市 みやおえん 煎茶　朝宮 F-3

もりし
近江

八幡市 　毛利志満 近江牛、近江牛弁当 C-2

やまじ 湖南市 山上 日野菜姿漬 G-4

ゆばは 大津市 比叡ゆば本舗　ゆば八 湯葉まぜごはんの素 D-2

ら ろくべ 長浜市 菓匠　禄兵衛 馬路大納言草餅 D-2

わ わたよ
近江

八幡市 和た与 でっち羊羹 G-3

あ おたの お楽しみ抽選会 A-3

か かんこ 滋賀県観光コーナー A-3

その他

C-2

高島市

お食事処

な にしと 近江今津　西友 ひつまむし D-1

ま もりし
近江

八幡市 毛利志満

　おいしが　うれしが

　滋賀食材レストランフェア
　■日時　3月8日(水)→21日(火)
　■場所　地下２階・８階　レストラン街・８階　特別食堂
　 　滋賀の美味しい食材を利用した期間限定メニューを
　　 ご用意しました。

　「近江の野菜」マルシェ
　■日時　3月8日(水)・10日(金)・11日(土)　限定販売
   　各日午前10時30分～午後2時30分
　■場所　屋上特設会場
　※売切れ次第終了とさせていただきます。

　彦根市の人気キャラクター

　　ひこにゃん　来店
　■日時　3月11日(土)・12日(日)
　 　各日午前11時・午後1時。
　■場所　８階催会場
　※雨天・荒天の際はイベント内容を変更または
   　中止させていただく場合がございます。

　「滋賀県への旅のご招待」が当たる
　　　滋賀・びわ湖Ｐｒｅｓｅｎｔｓ虹色のお楽しみ抽選会
　■会期中、会場にて税込3,500円以上お買上げごとに
　 　１ 回、ご参加いただけます。
　※お一人様、３ 回までとさせていただきます

　　　　午前１０時３０分→午後７時３０分(ラストオーダー午後７時)

近江牛 二味盛
サーロインステーキ

丼

（当日のレシートのみ合算可とさせていただきます）

工芸品コーナー

　　　　最終日は午後  ５時３０分(ラストオーダー午後５時)
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（50音順）

【８階催会場】

第29回 琵琶湖夢街道 大近江展
■３月８日（水）→ １３日（月）
※連日午後７時３０分まで。

※最終日は午後６時閉場。

滋賀県産以外の原材料を使用している商品もございます。


