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素材番号 項　　　　目

滋賀観光ブランド「ビワイチMATERIAL」取扱要項

滋賀観光ブランド「ビワイチMATERIAL」取扱上の注意事項

ビワイチMATERIAL申込書フォーム

1

～ヴォーリズ没後50年～

「ヴォーリズ・メモリアル in 近江八幡」 記念企画展　TARIFF

2

日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊

弥生の森歴史公園（野洲市歴史民俗博物館の敷地内）　TARIFF

2

日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊

烏丸半島ハスの群生地／草津市立水生植物公園みずの森　TARIFF

2

日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊

烏丸半島ハス観察船／道の駅草津　TARIFF

2

日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊

熱気球搭乗体験　TARIFF

3

滋賀県立近代美術館

紬織人間国宝　志村ふくみ作品 特別観覧　TARIFF

4

信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学

宗陶苑　TARIFF

4

信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学

滋賀県立 陶芸の森　TARIFF

5 石山寺　多宝塔内陣と本尊如意輪観音胎内佛像 特別拝観　TARIFF

6

大塚オーミ陶業による世界初の

陶板名画の再創や文化財の複製技術の特別見学　TARIFF

7

誓光寺

木造十一面観音像（附像内納入品）の特別拝観　TARIFF

8

湖南三山・国宝善水寺

秘仏本尊薬師瑠璃光如来御開帳、釈迦誕生仏 特別拝観　TARIFF

9 光明山 阿弥陀寺　秘仏特別拝観　TARIFF

10

立木観音 開山1200年記念

弘法大師尊像 特別拝観（本邦初公開）　TARIFF

11 湖南アルプス　～奇岩の織り成す異空間を往く～　TARIFF

12

びわ湖ホール

絶好のパノラマビューと本物の芸術文化に出会う　TARIFF

13 大地の遺産探訪　飯道山の修験を訪ねる　TARIFF

14

滋賀のおもてなし旅

びわ湖灯り絵巻　ハートの灯りをともす旅　TARIFF

15

薬剤師と一緒に行く

“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー／伊吹山登山　TARIFF

15

薬剤師と一緒に行く

“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー／伊吹山ドライブウェイ　TARIFF

15

薬剤師と一緒に行く

“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー／伊吹薬草の里文化センター

TARIFF

16

伊吹山太平観音堂

円空作十一面観音立像　特別拝観　TARIFF

17

伊吹山長尾護国寺

二軀の毘沙門天立像　特別拝観　TARIFF

18 針江生水の郷　かばた散策　TARIFF

19 松尾芭蕉ゆかりの義仲寺 翁堂　伊藤若冲筆「花卉図天井画」の特別拝観　TARIFF

20 梵釈寺　最大・最古の宝冠阿弥陀如来像　特別拝観　TARIFF

21 生木に刻まれた仏陀の願い　立木子安観音　TARIFF

22 北大路魯山人が残した芸術　安藤家「小蘭亭」の特別拝観

　目次　　　　　　　　　　　　　　　Contents

終了

終了

終了



１．設定期間

　　2015年4月1日～2016年3月31日

２．申込・手配方法（発生手配）

　　所定の申込用紙に必要事項を記載の上、各素材タリフに記載の問合せ先にご連絡・申込下さい。

３．申込受付〆切日

　　出発日の15日前

４．最終人員報告

　　出発日の14日前～5日前迄

５．変更方法

　　人数変更については、最終人員のみ報告して下さい。途中経過の報告は必要ありません。

　　但し、大幅な増減の場合（10名以上）は事前に報告下さい。

６．取消方法

　　所定の取消依頼用紙に取消理由を明記の上、各素材タリフに記載の問合せ先にご連絡下さい。

　　但し、間際（出発日の14日以内）の全面取消については、速やかにご一報下さい。

７．ペナルティー

　　当日の全面取消（取消漏れ含む）は、取消料100％となります。

８．清算方

　　◆「ビワイチ」特別拝観・見学・講演・体験料には手数料はありません。現地にて現金払い清算

　　　 が基本となります。但し、クーポン発行が可能な施設も一部ありますので、詳細につきまして

　　　 は各素材タリフをご確認下さい。

　　◆「ビワイチ」特別拝観・見学・講演・体験料の清算は、販売店（旅行会社）と各施設（各事業者）

　　　 との間で直接お願いします。

９．取扱実績報告

　　当該月の「ビワイチMATERIAL」取扱実績報告を、翌月15日までに所定の実績報告用紙にて報

　　告願います。実績が無い場合でも、「0」と記載して報告願います。

＜滋賀観光ブランド「ビワイチMATERIAL」取扱要項＞

販売店

（旅行会社）

素材毎の問合せ先

（各市町観光協会等）

各施設

（各事業者）

申請・予約依頼問合せ・申込

回答 回答

販売店

（旅行会社）

素材毎の問合せ先

（各市町観光協会等）

各施設

（各事業者）

変更申込

回答

変更依頼

回答

販売店

（旅行会社）

素材毎の問合せ先

（各市町観光協会等）

各施設

（各事業者）

取消依頼

回答

取消依頼

回答



　「ビワイチMATERIAL」は、特別に各施設（事業者）より承認をいただいている企画です。特別拝

観の主旨を充分ご理解いただき、下記の点につきましては、特にご注意いただきますようお願い

いたします。

◆各施設（事業者）が、期間限定で「ビワイチMATERIAL」の企画と同内容の特別拝観・見学・講演

　 ・体験を実施する場合がありますので、販売の際に「弊社のお客様だけの特別プラン・・・」とい

　 うようなご案内はしないで下さい。

◆お申込の際は、当日の実人員が大幅減となることがないように出来るだけ確実な人数でお願い

　 します。募集ものの申込に際しては、必ず申込締切日を記載下さい。取消漏れを含む当日の全

　面取消は、取消料100％となりますのでご注意下さい。

◆募集パンフレットを作成する前に、必ず施設サイドが受入が可能かどうか、事前確認（ノッキング）

　 を宜しくお願いします。

◆申込の際は、必ず旅程表（宿泊施設、各施設への到着時間・出発時間等）を添付して下さいま

　 すようお願いします。

◆交通渋滞などの事情で到着が遅れそうな場合は、必ず事前に電話で各施設（事業者）の担当

　 者へ遅れる旨を連絡して下さい。列車、航空機等の便への接続の関係で、拝観・見学・講演・

　 体験を割愛せざるえない場合も、必ず各施設（事業者）の担当者へご連絡をお願いします。

◆拝観・見学・講演・体験前の飲酒はお控え下さい。場合によっては、お断りする場合がございま

　 す。

◆手配完了後でも、各施設（事業者）の急な行事等のため拝観・見学・講演・体験が出来なくなる

   場合がありますので、予めご了承願います。

◆各施設（事業者）では、一般のお客様と区別するため、必ず「ビワイチMATERIAL」とお申し出下

　 さい。

◆特別拝観・見学・講演・体験前の14日～5日前迄に、最終人員及び当日の緊急連絡先をご連絡

　 下さい。添乗員が同行する場合は、添乗員の携帯電話番号を、添乗員が同行しない場合は、

　 幹事様及び代表者の携帯電話番号をご連絡下さい。上記期限迄に連絡出来ない場合は、必ず

　 直接各施設（事業者）の担当者へ最終確認の連絡をお願いします。

◆神社仏閣を拝観の際は文化財等を破損させる可能性がございますので、拝観時はリュクサック

　 は背負わないで下さい。手に持つ、前に掛ける等ご配慮下さい。

＜滋賀観光ブランド「ビワイチMATERIAL」取扱上の注意事項＞



平成27年 ○○月 ○○日

宛宛宛宛

下記団体の申込をいたします。

大型　　　  1台

中型　　 　　 台

大型　　　  　台

中型　　 　　 台

大型　　　  　台

中型　　 　　 台

大型　　　  　台

中型　　 　　 台

大型　　　  　台

中型　　 　　 台

大型　　　  　台

中型　　 　　 台

大型　　　  　台

中型　　 　　 台

大型　　　  　台

中型　　 　　 台

備考

いつもお世話になります。

申込依頼のありました首記団体の件につきまして、以下の通りご回答申し上げます。

申込締切日

　　　　　10／

30申込締切日

　　　　　　／

申込締切日

　　　　　　／

　　 　月　 　 日　（　　 ）

　　 　月　 　 日　（　　 ） 　　　 ：　　  着

　　　 ：　　  着

　　　 ：　　  発

大人　　　 　　人

子供　　　   　人

大人　　　 　　人

子供　　　   　人

大人　　　 　　人

子供　　　   　人

○○○○

ビワイチMATERIAL番号：○　　　　　　　ビワイチMATERIAL名称：○○○○ビワイチMATERIAL番号：○　　　　　　　ビワイチMATERIAL名称：○○○○ビワイチMATERIAL番号：○　　　　　　　ビワイチMATERIAL名称：○○○○ビワイチMATERIAL番号：○　　　　　　　ビワイチMATERIAL名称：○○○○

　　 11月　 22日　（日）

　　 　月　 　 日　（　　 ）

　　 　月　 　 日　（　　 ）

ビワイチMATERIAL申込書＜　新規　・　変更　・　最終　・　取消　＞ビワイチMATERIAL申込書＜　新規　・　変更　・　最終　・　取消　＞ビワイチMATERIAL申込書＜　新規　・　変更　・　最終　・　取消　＞ビワイチMATERIAL申込書＜　新規　・　変更　・　最終　・　取消　＞

○○○○

　　　 ：　　  着

　14 ：　30着

子供　　　   　人

　　　 ：　　  着

期日

希望時間

人数

バス台数

申込締切日

　　　　　　／

申込締切日

　　　　　　／

申込締切日

　　　　　　／

　　　 ：　　  着

団体名団体名団体名団体名

　　　 ：　　  着

取扱会社名：○○○○

　　 　月　 　 日　（　　 ）

　　　 ：　　  発

　　　 ：　　  発

　　　 ：　　  発

　　　 ：　　  発

　　　 ：　　  発

大人　　　 40人

子供　　　   　人

大人　　　 　　人

子供　　　   　人

大人　　　 　　人

申込締切日

　　　　　　／

申込締切日

　　　　　　／

住所：○○○○

TEL：○○○○     FAX：○○○○

メール：○○○○

担当者：○○○○

可　　  不可可　　  不可可　　  不可可　　  不可

メッセージ

施設（事業者）名：○○○○

部署名：○○○○

申込受付回答内容

　　 　月　 　 日　（　　 ）

　　　 ：　　  着

添乗員同行

大人　　　 　　人

　　　 ：　　  発

　　　 ：　　  発

子供　　　   　人

大人　　　 　　人

子供　　　   　人

　　 　月　 　 日　（　　 ）

ビワイチMATERIAL申込受付回答書＜　新規　・　変更　・　最終　・　取消　＞ビワイチMATERIAL申込受付回答書＜　新規　・　変更　・　最終　・　取消　＞ビワイチMATERIAL申込受付回答書＜　新規　・　変更　・　最終　・　取消　＞ビワイチMATERIAL申込受付回答書＜　新規　・　変更　・　最終　・　取消　＞

支店（営業所）/部署名：○○○○

住所：○○○○

TEL：○○○○　             　FAX：○○○○

メール：○○○○

当日の緊急連絡先（携帯）

有　　　　無有　　　　無有　　　　無有　　　　無

添乗員/幹事様　氏名

SAMPLE



1111

TEL

FAX

メール

ｼｮｯﾌﾟ

食事

の間、近江八幡の旧市街にて西洋館の特別公開や様々なイベントが開催されます。詳細については、ホームページ

www.vories.jp を閲覧、またはハローダイヤル：050-5542-8600へお問合せくださいませ。

＜共通入場券（パスポート）＞

・共通入場券（パスポート）のチケットとガイドブックは、近江兄弟社学園（多賀Pの向側）受付にてお渡しいたします。

＜観光ボランティアガイド＞

  不要です。観光ボランティアガイドの申込に際しては、申込書をヴォーリズ没後50年記念事業実行委員会ホームページ

　（www.vories.jp）よりダウンロードいただき、同実行員会事務局宛に申込願います。

＜40名以上収容可能な近隣の食事場所＞

＜地図情報＞

＜新たな近隣の観光施設情報＞

・多賀P近くに、県下最大規模のﾌｧｰ

ﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ「来てか～な」が2014年

7月16日にｵｰﾌﾟﾝ

・たねやｸﾞﾙｰﾌﾟの新施設「ﾗ・ｺﾘｰﾅ

近江八幡」が2014年秋に開業予定

（http://taneya.jp/la_collina）

TEL

FAX

メール

あきんどの里（多賀Pに隣接）

備考（クーポン発券可否等）

クーポン可（手数料は10％）

2014年はヴォーリズ氏（近江八幡名誉市民第１号）が逝去して50年。彼の遺徳を偲び2014年10月4日（土）～11月3日（祝）

無料

1,0001,200

トイレ　有　　無　　身障者用 有（4店舗）　　　　無

収容可能大型ﾊﾞｽ（約10台）　

営業時間

（最終受付時間）

9時～16時 有（4店舗）　　　　無大型ﾊﾞｽ駐車料金（2,000円）

駐車場

(多賀P)

小学生

担当部署

（担当者）

更新日

近江八幡市内「ヴォーリズ建築群」の案内と見学

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

地区名 近江八幡 施設名

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

～ヴォーリズ没後50年～～ヴォーリズ没後50年～～ヴォーリズ没後50年～～ヴォーリズ没後50年～

「ヴォーリズ・メモリアル in 近江八幡」 記念企画展「ヴォーリズ・メモリアル in 近江八幡」 記念企画展「ヴォーリズ・メモリアル in 近江八幡」 記念企画展「ヴォーリズ・メモリアル in 近江八幡」 記念企画展

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

ｳﾞｫｰﾘｽﾞ没後50年記念事業ｳﾞｫｰﾘｽﾞ没後50年記念事業ｳﾞｫｰﾘｽﾞ没後50年記念事業ｳﾞｫｰﾘｽﾞ没後50年記念事業

実行委員会事務局実行委員会事務局実行委員会事務局実行委員会事務局

担当部署

（担当者）

0748－36－7656

0748－33－5697

info@voris.jp

所在地

休業日 なし

オウミハチマンシナイ「ヴォーリズケンチクグン」ノアンナイトケンガク 平成27年4月1日

3

最寄IC（名神高速道路竜王ＩＣ）から大型バスでの所要時間（約20分）

滋賀県近江八幡市旧城下町エリア一帯（徒歩2.5ｋｍ圏内）

最寄駅（ＪＲ近江八幡駅北口）から徒歩での所要時間（約35分）

0748－33－5697

info@voris.jp

最寄駅（ＪＲ近江八幡駅北口）からタクシーでの所要時間（約10分）

交通案内

ｳﾞｫｰﾘｽﾞ没後50年記念事業

実行委員会事務局

大学生

専門学生

個人

幼児高校生 中学生大人料金

JR近江八幡駅前：ホテルニューオウミ(http://www.newomi.co.jp) グリーンホテルYES近江八幡(http://www.gh-y.com)

                 酒游舘(http://www.shuyukan.com) まるたけ近江西川(http://oumi-marutake.jp)

※好天であれば、八幡堀や八幡公園等で弁当を食べていただくこともお薦め。

団体

（20名）以上

1,2001,500

八幡堀周辺：喜兵衛(http://www.oumi-kihee.com) 宮前(http://www4.ocn.ne.jp/~miyamae1) 千里庵(http://www.senrian.jp)

・観光ボランティアガイドを参加者20名程度に1名の割合で無料で付けます。昼食を挟む場合のガイドの昼食手配と交通費も

・各施設（西洋館）では特別講習を受講した案内人が対応いたします。

青色ﾏｰｸは特別公開館青色ﾏｰｸは特別公開館青色ﾏｰｸは特別公開館青色ﾏｰｸは特別公開館

10/4～～～～11/3の間はﾊﾟｽの間はﾊﾟｽの間はﾊﾟｽの間はﾊﾟｽ

ﾎﾟｰﾄで入館可ﾎﾟｰﾄで入館可ﾎﾟｰﾄで入館可ﾎﾟｰﾄで入館可

終了しました。
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TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜通常見学＞

【見学所要時間】

弥生の森歴史公園　約30分　野洲市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）　約60分

【体験の内容・料金・所要時間】

まが玉づくり　　　　500円　約60分 土の銅鐸づくり  　　　 500円　約45分 

土器・埴輪づくり　 700円　約60分 プラバン 　　　　　　　　300円　約30分

土鈴づくり           500円  約60分 弥生陶板（素焼き）　  300円　約30分 ※体験の受付は15：00までです。

土笛づくり　　 　　　500円　約30分 陶板手形（素焼き）    500円　約30分 ※土・日・祝日・夏休期間中は体験可。

陶芸（篠原土使用）　1,200円　約90分

＜野洲市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）入館料＞

＜地図＞

＜備考・注意事項＞

（１）弥生の森歴史公園の入園料は無料です。

（２）「野洲の観光PRキャラクター　ドウタクくん」によるお出迎えは、事前予約が必要です。

TEL

FAX

メール

50円

※土器や陶芸は、乾燥・焼成をするため、お渡

しに約1～2ヶ月かかります。

 　平日は10人以上の団体のみ体験可。

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

湖南地域観光振興協議会湖南地域観光振興協議会湖南地域観光振興協議会湖南地域観光振興協議会

野洲市商工観光課野洲市商工観光課野洲市商工観光課野洲市商工観光課

担当部署

（担当者）

牧　利昌

077-587-6008

077-587-3835

 maki-toshimasa@city.yasu.lg.jp

個人 200円

団体

（　 20名）以上

150円

150円

100円

毎週月曜日（月曜が祝日の場合はそ

の翌日）、祝日の翌日（土・日曜日、祝

日の場合は開館）、年末年始、その他

休業日

営業時間

（最終受付時間）

9：00～17：00（博物館への入館

受付は16：30まで）

所在地

有　　　無　　身障者用有

有　　　　無　　（博物館内）駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（　　5 台）　　

大型ﾊﾞｽ駐車料金（　   0円）

トイレ（　 　　有　　　無　　　）

最寄駅（ＪＲ琵琶湖線　野洲駅南口）から徒歩での所要時間（40分）

有　　　　無

交通案内

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊

〒520-2315

滋賀県野洲市辻町57-1

更新日

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

地区名 野洲 施設名

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ

担当部署

（担当者）

ヤヨイノモリレキシコウエン（ヤスシレキシミンゾクハクブツカンノシ

キチナイ）

弥生の森歴史公園（野洲市歴史民俗博物館の敷地内）

平成27年4月1日

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生

団体（20名以上）は各50円引き無料 150円

幼児（未

就学児）

シルバー

（　　　才）

無料 200円100円

小学生

　 何れの場合も事前予約が必要。

077-587-4410

077-587-4413

rekimin@city.yasu.lg.jp　

最寄IC（竜王ＩＣ）から大型バスでの所要時間（15分）

最寄駅（ＪＲ琵琶湖線　野洲駅南口）からタクシーでの所要時間（15分）

備考（クーポン発券可否等）

身体障害者手帳をお持ちの方と介助

者１名は無料

至京都

至名古屋

至京都

至竜王IC

大型バスはこの交

差点で左折し、県道

324号線（希望が丘

線）側の駐車場から

入ってください。
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TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜見学内容＞

【ハスの群生地】 ※無料

見学内容：群生地の見学、写真撮影など

所要時間：30分程度

【水生植物公園みずの森】 ※有料

所要時間：30分～1時間程度

＜水生植物公園みずの森の入園料＞

＜地図＞

＜備考・注意事項＞

ハスの群生は遊歩道から見学でき、無料です。但し専用の駐車場が無く、最寄駐車場は水生植物公園入園者用の

駐車場ですので、みずの森の見学を併せてお願いいたします。

TEL

FAX

メール

草津市立水生植物公園み

ずの森（清水）

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ

カラスマハントウハスノグンセイチ

クサツシリツスイセイショクブツコウエンミズノモリ

更新日 平成27年4月1日

地区名 草津 施設名 烏丸半島ハスの群生地／草津市立水生植物公園みずの森

担当部署

（担当者）

所在地

〒525-0001 077-568-2332

滋賀県草津市下物町1091 077-568-0955

s-shimizu@seibu-la.co.jp

有　　　　無

※水生植物公園みずの森駐車場 有　　　　無

トイレ（　 　　有　 　　無

休業日

群生エリアは遊歩道のため無休。

【水生植物公園みずの森】

夏季期間（詳細日程未定）および

ゴールデンウィークは無休。

毎週月曜日（月曜が休日の場合は

その翌日）、年末年始

交通案内

最寄駅（　ＪＲ草津駅　　　　）からタクシーでの所要時間（ 30分 ）

最寄駅（　　　　　　 　　　　　）から徒歩での所要時間（　　　　分 ）

最寄IC（　栗東IC　）から大型バスでの所要時間（ 30～40分 ）

見学内容：水生植物園となっている園内の見学。世界最多のスイレンのコレクションや様々なハスが見どころ。

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生

営業時間

（最終受付時間）

群生エリアは営業時間なし。

【水生植物公園みずの森】

夏季期間（7/12～8/10。H26実績）

は7：00～17：00、通常9：00～17：

00、

冬季（11月～2月）9：30～16：00

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 3台 ）　　 有　　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 無料 ）

幼児

クーポン可（KB10％）

団体人員に満たない場合は個人料

金での扱い

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）

個人 300 250 150 無料

団体

（　 20　名）以上

250 200 120 無料

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

草津市観光物産協会草津市観光物産協会草津市観光物産協会草津市観光物産協会

〒525-8588 草津市草津三丁目13-30〒525-8588 草津市草津三丁目13-30〒525-8588 草津市草津三丁目13-30〒525-8588 草津市草津三丁目13-30

（草津市役所商業観光課内）（草津市役所商業観光課内）（草津市役所商業観光課内）（草津市役所商業観光課内）

担当部署

（担当者）

井口　純

077-566-3219

077-561-2486

shokan@city.kusatsu.lg.jp

観察船に乗らずにハスの群生地のみご利用の場合、

みずの森駐車場が便利です。ただし、みずの森入園

時のみ駐車場は無料でご利用いただけます。
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【道の駅】7月〜8月は無休

【ハスの群生エリア】遊歩道のため

無休（いつでも自由に見学可能）

トイレ

売店

食事

＜体験内容＞

【ハス観察船】

体験内容：小型のモーターボートに乗ってハスの群生の中に入り、ハスを間近で見ることができます。

　　　　　　　※バス2台以上でお越しの際は、40名というボートのキャパを考慮し、時間帯をずらして陸からの見学と組み

　　　　　　　　 合わせていただくとスムーズです。

＜備考・注意事項＞

・ボートの一艘当たりの乗船定員は15名です。

・予約に際しての各種問合せ及び申込は、「道の駅草津経由」でお願いします。

＜その他＞

【道の駅草津】

見学内容：新鮮野菜をはじめとする地元物産を多数取り揃えています。無料のバス駐車場を是非ご利用くださいませ。

滞在時間：30分程度、収容人員：約80名、道の駅草津での買い物コミッション：要相談　

【ハスの群生地】

見学内容：群生地の見学、写真撮影など。見学料は無料。所要時間：30分程度

TEL

FAX

メール

その他 例年のハス花群生地の見頃は、7月下旬から8月上旬

幼児

シルバー

（　　　才）

077-566-3219

所要時間：約40分

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生

営業時間

（最終受付時間）

【ハス観察船】7月中旬～8月中旬

①6:30～7:10　②7:30～8:10

③8:30～9:10　④9:30～10:10

⑤10:30～11:10　⑥11:30～12:10

【道の駅】7月〜8月は無休

9:00～18:00（7～8月は19:00迄）

【ハスの群生エリア】湖岸の遊歩道

につき営業時間の設定なし

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 　6台 ）　　 有　　　無　　身障者用有

077-561-2486

shokan@city.kusatsu.lg.jp

道の駅経由でクーポンの取扱可

（10％のKB）

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

草津市観光物産協会草津市観光物産協会草津市観光物産協会草津市観光物産協会

〒5255-8588 草津市草津三丁目13-30〒5255-8588 草津市草津三丁目13-30〒5255-8588 草津市草津三丁目13-30〒5255-8588 草津市草津三丁目13-30

（草津市役所商業観光課内）（草津市役所商業観光課内）（草津市役所商業観光課内）（草津市役所商業観光課内）

担当部署

（担当者）

井口　純

1,500円 800円

個人 2,000円 1,000円

無料

団体

（　 15　名）以上

備考（クーポン発券可否等）

有　　　　無

※道の駅草津駐車場 有　　　　無

トイレ（　 　　有　 　　無

駐車場

所在地

〒525-0001 メール：info@karasuma.co.jp

滋賀県草津市下物町1436番地 当日の連絡先 ：North Wind Generate Club（畑）

TEL：090-9872-3072 （環境団体）

休業日

【ハス観察船】期間中7/26のみ

交通案内

最寄駅（　ＪＲ草津駅　　　　）からタクシーでの所要時間（ 30分 ）

最寄駅（　　　　　　 　　　　　）から徒歩での所要時間（　　　　分 ）

最寄IC（　栗東IC　）から大型バスでの所要時間（ 30分 ）

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 無料 ）

地区名 草津 施設名 烏丸半島ハス観察船／道の駅草津

前日迄の申込 ・問合せ先 ：道の駅草津（飯田）

TEL：077-568-1208　FAX：077-568-3035

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ

カラスマハントウハスカンサツセン

ミチノエキクサツ

更新日 平成27年4月1日

ハス観察船のルート

※ハスの群生地および乗船場

＜地図＞
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TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

団体受け入れ不可。

＜体験内容＞

関西では珍しく、一般の方が熱気球体験を出来る場所です。烏丸半島のハスが最盛期を迎える季節に合わせて開催。

美しい琵琶湖と眼下に広がるハス、比叡山や比良山系の山々を上空20～30mからご覧いただきます。

所要時間：約5分/回

気球の保有台数と定員：気球（大）：7～8人×1機、気球（小）：4～5人×1機

※土日祝には大小1機ずつ、平日は大1機を運航

※団体でお越しの場合は、待ち時間を考慮して、ハス群生地や水生植物公園みずの森の見学と組み合わせていただく

ことをお薦めします。

＜備考・注意事項＞

・熱気球体験は、地面に固定されたロープに繋がれた状態で上昇する係留です。例えば、琵琶湖を横断するなどといった

フライトとは異なります。

・熱気球は、雨や風に非常に弱い乗り物です。晴れていても風速３m～４mの風が吹くと安全面から運行できません。

お客様には事前に必ずご説明ください。

＜地図＞

TEL

FAX

メール

無料

無料

駐車場

077-566-3219

077-561-2486

7月24日（金）-27日（月）

7月31日（金）-8月3日（月）

8月7日（金）-10日（月）

合計12日間

有　　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 無料 ） 有　　　　無

植物公園等）にてお済ませ下さい。

※熱気球搭乗体験の駐車場にはト

イレはありません。近隣施設（水生

有　　　　無

※食事は露店のみ。

担当部署

（担当者）

所在地

shokan@city.kusatsu.lg.jp

団体客の

受入可能

な時間帯

〔朝〕8：00～9：00

※要事前予約

※一般の個人客の受入時間帯

〔早朝〕6：00～8：00

営業日

（2015年

度）

交通案内

最寄駅（　ＪＲ草津駅　　　　）からタクシーでの所要時間（ 30分 ）

最寄駅（　　　　　　 　　　　　）から徒歩での所要時間（　　　　分 ）

最寄IC（　栗東IC　）から大型バスでの所要時間（ 25分 ）

最寄IC（　草津ＩＣ　）から大型バスでの所要時間（ 30分 ）

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 　4台 ）　　

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊

草津市観光物産協会

（石橋/門脇）

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ ネツキキュウトウジョウタイケン 更新日 平成27年4月1日

地区名 草津

〒525-0001

滋賀県草津市下物町1091

施設名 熱気球搭乗体験

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

草津市観光物産協会草津市観光物産協会草津市観光物産協会草津市観光物産協会

〒5255-8588 草津市草津三丁目13-30〒5255-8588 草津市草津三丁目13-30〒5255-8588 草津市草津三丁目13-30〒5255-8588 草津市草津三丁目13-30

（草津市役所商業観光課内）（草津市役所商業観光課内）（草津市役所商業観光課内）（草津市役所商業観光課内）

担当部署

（担当者）

門脇、石橋

077-566-3219

077-561-2486

shokan@city.kusatsu.lg.jp

団体

（　 15　名）以上

　　　　　　　　2,000円（事前予約）

　　　　　　　　2,500円（当日）

1,800円

個人

備考（クーポン発券可否等）料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生

小学生

（4歳以上）

幼児

（0～3歳）

クーポン可

※コミッションは左記料金の10％

クーポン不可

1,000円（事前予

約）1,500円（当日）

1,000円
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＜通常見学＞

【見学所要時間】

守山市近江妙蓮公園　約15分　近江妙蓮資料館　約30分

＜入園料＞

＜地図＞ 　　　＜大型バス駐車場＞

＜備考・注意事項＞

駐車場は普通乗用車が11台駐車できます。

徒歩5分圏内に大型バスを2台まで駐車できるスペースがあります。

＜ビワイチ特別体験＞

【体験の内容・場所・料金・所要時間】

 ハス染め体験…近江妙蓮の葉を使い、ストールなどの生地を絞って模様を作り、染液に漬け込んで染めます。 　　

体験料：1,500円/名（定員20名）

場所：近江妙蓮公園内の「妙蓮庵（茶室）」にて。会場使用料：6,500円/1団体

所要時間：約60分

TEL

FAX

メール

2台駐車可能なスペース有

※徒歩5分圏内に大型バス 有　　　　無

有　　　　無

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

守山市守山市守山市守山市

担当部署

（担当者）

商工観光課

（能登）

休業日

火曜日(10～5月は休日以外の

月～木曜日)、年末年始

交通案内

最寄駅（ＪＲ琵琶湖線　守山駅西口）からタクシーでの所要時間（15分）

最寄駅（ＪＲ琵琶湖線　守山駅西口）から徒歩での所要時間（40分）

最寄IC（栗東IC）から大型バスでの所要時間（30分）

営業時間

（最終受付時間）

　　　　　　　　9～17時

※開花時期は営業時間の延長

あり

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（  0台）　　 有　　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（　0円）

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊日本最大級のハス群生地 湖南蓮回廊

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ

モリヤマシオウミミョウレンコウエン

・オウミミョウレンシリョウカン

更新日 平成27年4月1日

地区名 守山 施設名 守山市近江妙蓮公園・近江妙蓮資料館

担当部署

（担当者）

077-582-1340

滋賀県守山市中町39番地 077-582-1340

団体

（20名）以上

無料 50円

所在地

〒524-0001

幼児

シルバー

（65才）

個人 無料

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生

トイレ（　 　　有　 　　無　　　）

200円

150円

100円

50円

※近江妙蓮（ハス）の開花時期である7月～8

月の指定した期間のみ有料

※障害のある方…100円

※心身に障害のある方の付き添いの方1名

無料

100円

備考（クーポン発券可否等）

077-582-1131

077-582-1166

shokokanko@city.moriyama.lg.jp

乗用車駐車場乗用車駐車場乗用車駐車場乗用車駐車場

大型バス駐車スペース大型バス駐車スペース大型バス駐車スペース大型バス駐車スペース
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＜通常観覧＞

【観覧内容】：常設展１「滋賀の工芸～志村ふくみと森口華弘を中心に～」10/28（火）～12/21（日）

【所要時間】：常設展１ 約45分（学芸員による解説付）

【通常観覧料】

＜ビワイチ特別観覧＞

【受付期間】：2014年11月26日（火）～12月21日（日）の期間のみ

【観覧内容】：収蔵庫に保管されている志村ふくみの今回非公開の作品（着物、裂帳、糸など）の特別鑑賞

【観覧時間】：約30分（学芸員による解説付）

【一度に受入可能な人員】：45名　※45名以上は要相談

【受入不可日】：毎週月曜日（祝日・振替休日の場合は開館し、翌日が休館、年末年始の休館日：12/22～1/23）

【特別観覧料】

＜地図＞

TEL

FAX

メール

総務課

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

滋賀県立近代美術館滋賀県立近代美術館滋賀県立近代美術館滋賀県立近代美術館

紬織人間国宝　志村ふくみ作品 特別観覧紬織人間国宝　志村ふくみ作品 特別観覧紬織人間国宝　志村ふくみ作品 特別観覧紬織人間国宝　志村ふくみ作品 特別観覧

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ シガケンリツキンダイビジュツカン 更新日 平成27年4月1日

地区名 大津 施設名 滋賀県立近代美術館

担当部署

（担当者）

所在地

〒520－2122 077－543－2111

滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1（びわこ文化公園内）　 077－543－4220

ck30@pref.shiga.lg.jp

休業日

毎週月曜日（祝日・振替休日の

場合は開館し、翌日が休館）

年末年始の休館（12/22－1/23）

交通案内

最寄駅（JR瀬田駅）からタクシーでの所要時間（15分）

JR瀬田駅から「滋賀医大」行ﾊﾞｽに乗り、「文化ｿﾞｰﾝ前」下車、徒歩約5分

最寄IC（新名神高速道路 草津田上IC）からバスでの所要時間（約5分）

営業時間

（最終受付時間）

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 4台 ）　　 有　　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 0円 ） 有　　　　無

トイレ（　 　　有　 　　無　　　） 有　　　　無

備考（クーポン発券可否等）

団体

（　20名 ）以上

幼児

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）

個人

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生

団体

（　  　　名）以上

料金 大人

大学生

専門学生

高校生

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会

担当部署

（担当者）

川並 仁志

077-528-2772

077-521-7330

kawanami@otsu.or.jp

無料

無料

クーポン可（要事前契約）

1団体につき　10,200円

9:30～17:00

（入館は16：30まで）

500円

400円

300円

240円

事前に申請書提出および入金が必要

中学生 小学生 幼児

シルバー

（　　　才）

バスは近代美術バスは近代美術バスは近代美術バスは近代美術

館正面玄関前の館正面玄関前の館正面玄関前の館正面玄関前の

路上に駐車路上に駐車路上に駐車路上に駐車

終了しました。
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＜ビワイチ特別見学＞

【窯出し見学可能日】：①2015年8月29日（土）～約1週間、②2016年2月13日（土）頃～約1週間

　　　　　　　　　　　　　　※見学可能日と受入可能な時間帯に関しては、必ず事前にお問合せ下さい。

【見学手順】：①資料室にて信楽焼の歴史や粘土、登り窯の沿革と特性についての説明…約40分

　　　　　　　　 ②のぼり窯の窯出し見学…約20分

　　　　　　　　 ③工房見学（希望者のみ）とショッピング…約40分　　合計所要時間：約100分

【特別見学料】

＜手作り陶芸教室体験＞

【体験内容】：経験豊かな作家（伝統工芸士等）の指導の元に、手廻しロクロを使った、ひも造りによる手ひねり成形による

作陶（例：抹茶碗、鉢、皿、マグカップ、湯呑、花入、灰皿、水盤、植木鉢、陶板等）を行い、数日後の適切な仕上げ、そして

7～9日間焚き続けるのぼり窯による焼成で伝統的な本来の信楽焼に仕上げます。

【体験時間】：約90分　※要事前予約

【手作り陶芸教室体験料】

＜地図＞

TEL

FAX

メール

作品の梱包運送料別途必要

2,200円（のぼり窯による焼成）

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

（公社）びわこビジターズビューロー

担当部署

（担当者）

広報宣伝部

077－511－1530

077－526－4393

kouhou@biwako-visitors.jp

幼児

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）

団体

（30名）以上

1,980円（のぼり窯による焼成）

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生

個人

備考（クーポン発券可否等）

個人

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生

団体

（　　名 ）以上

原則無料

ショッピングのコミッション（10％）を希望される場合は、見学料の

名目としてお一人様＠300円を収受して、その代わりに300円の

ショッピング用金券をお客様各人に配布する手法も可能

小学生

営業時間

（最終受付時間）

8:30～17:30 駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 10台 ）　　

幼児

シルバー

（　　　才）

有　　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 0円 ） 有　　　　無

トイレ（　 　　有　 　　無　　　） 有　　　　無

休業日 年末年始（12/28～1/8） 交通案内

台風の影響で橋梁が流出したことで、信楽高原鉄道（貴生川～信楽間）

全線で列車を運休中。代行バスに乗車し、「信楽」下車、徒歩約15分

最寄IC（新名神高速道路 信楽IC）から自動車での所要時間（約10分）

所在地

〒529－1851 0748－82－0316

滋賀県甲賀市信楽町長野1423番地の13　 0748－82－1344

soutouen@shigarakiyaki.co.jp

上田 宗（社長）

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ ソウトウエン 更新日 平成27年4月1日

地区名 甲賀 施設名 宗陶苑

担当部署

（担当者）
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＜ビワイチ特別見学＞

【窯出し見学可能日】：2015年11月28日（土）のみ　午前10時頃～

　　　　　　　　　　　　　　※見学可能日と受入可能な時間帯に関しては、必ず事前にお問合せ下さい。

【見学手順】：①信楽産業展示館又は創作研修館にて信楽焼の歴史や粘土、登り窯の沿革と特性についての説明約30分

　　　　　　　　 ②のぼり窯の窯出し見学…約20分

　　　　　　　　 ③園内自由散策…約40分　　合計所要時間：約90分

【特別見学料】

＜地図＞

TEL

FAX

メール

トイレ（　 　　有　 　　無　　　）

営業時間

（最終受付時間）

9:30～17:00

（陶芸館、信楽産業展示館への

入館は16：30まで）

大人 幼児

シルバー

（　　　才）

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生

総務課 (佐々木)

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学信楽焼大のぼり窯 窯だし 特別見学

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ シガケンリツ トウゲイノモリ 更新日 平成27年4月1日

地区名 甲賀 施設名 滋賀県立 陶芸の森

担当部署

（担当者）

全線で列車を運休中。代行バスに乗車し、「玉桂寺前」下車、徒歩約10分

最寄IC（新名神高速道路 信楽IC）から自動車での所要時間（約10分）

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

（公社）びわこビジターズビューロー

担当部署

（担当者）

広報宣伝部

077－511－1530

077－526－4393

kouhou@biwako-visitors.jp

団体

（　　名 ）以上

個人

無料

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 10台 ）　　

料金

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 0円 ）

備考（クーポン発券可否等）

所在地

〒529－1804 0748－83－0909

滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188-7 0748－83－1193

sho.sasaki@sccp.jp

有　　　無　　身障者用有

有　　　　無

有　　　　無

休業日

毎週月曜日（祝日・振替休日の

場合は開館し、翌日が休館）

年末年始

交通案内

台風の影響で橋梁が流出したことで、信楽高原鉄道（貴生川～信楽間）
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〈通常拝観〉

【拝観内容】：本堂（国宝）　→　多宝塔（国宝）　→　硅灰石（特別天然記念物）

【所要時間】：40～50分

【入山料】

〈通常特別展〉

紫式部展

期間：春季　3月18日～6月30日　　秋季　9月1日～11月30日　　時間：10時～15時45分　　場所：豊浄殿

所要時間：約20分　　一度に受入可能な人員：約45名

＊別途入山料が必要です。

【特別拝観内容】

＊別途入山料が必要です。

＊別途入山料が必要です。

〈備考・注意事項〉

　国宝多宝塔内陣拝観については下記の点限定でお願いします。

　時間：　10時　～　15時　 ＊小学生・幼児の拝観は出来ません。＊要予約

 ＊10名様以上の団体に限ります。

TEL

FAX

メール

地区名 大津 施設名 石山寺

担当部署

（担当者）

事務所

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

石山寺　多宝塔内陣と本尊如意輪観音胎内佛像石山寺　多宝塔内陣と本尊如意輪観音胎内佛像石山寺　多宝塔内陣と本尊如意輪観音胎内佛像石山寺　多宝塔内陣と本尊如意輪観音胎内佛像

特別拝観特別拝観特別拝観特別拝観

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ イシヤマデラ 更新日 平成27年4月1日

休業日 なし 交通案内

最寄駅（ＪＲ石山駅）からタクシーでの所要時間（10分）

最寄駅（京阪石山寺駅）から徒歩での所要時間（10分）

最寄IC（瀬田西／瀬田東／京滋バイパス石山）から大型バスでの所要時間（5分）

所在地

〒520-0861 077-537-0013

滋賀県大津市石山寺1－1－1 077-533-0133

営業時間

（最終受付時間）

8：00～16：30 駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（20台）　　 有　　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金(2,000円） 有　　　　無

トイレ（　 　　有　 　　無　　　） 有（要予約）　　　　無

幼児

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）

個人 600円 250円 クーポン可（要事前観光券契約締結）

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生

個人 200円 100円 クーポン可（要事前観光券契約締結）

クーポン可（要事前観光券契約締結）

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生 幼児

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）

団体

（30名）以上

500円 350円 200円

クーポン可（要事前観光券契約締結）

〈ビワイチ特別拝観〉

1.国宝本堂内陣と本尊如意輪観音胎内佛像　〈所要時間　約 10分、一度に受入可能な人員：約45名〉

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生 幼児

団体

（30名）以上

160円 130円 80円

団体

（30名）以上

240円 クーポン不可

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）

個人 300円 クーポン不可

個人 500円 クーポン不可

2.国宝多宝塔内陣拝観　〈所要時間　約 10分、一度に受入可能な人員：約45名〉

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生 幼児

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）

　期間：平成27年2月11日～平成28年3月10日（月・火・木・金曜日）  ＊11月と年末年始を除く

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

一般社団法人 石山観光協会一般社団法人 石山観光協会一般社団法人 石山観光協会一般社団法人 石山観光協会

担当部署

（担当者）

077-537-1105

077-534-9927

kyokai@ishiyamadera.or.jp

団体

（30名）以上

400円 クーポン不可



TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜その他＞

　・大塚オーミ陶業の特殊技術によって複製され

　　た世界25ヶ国、190余の美術館より厳選された

　　西洋名画1,000余点や古代壁画は、徳島県鳴門

　　市の大塚国際美術館にてご覧いただけます。

　　大塚国際美術館の団体見学に関する問合せ先

　　大塚国際美術館　学芸部

　　〒772-0053

　　徳島県鳴門市鳴門町 鳴門公園内

　　TEL：088-687-3737　

　　FAX：088-687-1117

TEL

FAX

メール

　・一度に受入可能な人員は、約40人（バス1台単位）程度になります。

  ・受入不可日：毎週土・日曜日及び祝日、このほか夏季と年末年始に休暇期間がありますので、申し込み時に

　  ご確認下さい。

料金 大人

大学生・

専門学生

高校生 中学生 小学生 幼児

シルバー

（　　　才）

団体

（　　　名）以上

個人

備考（クーポン発券可否等）

　・ショールーム及び工場内の製作現場の見学申込は、原則、見学ご希望日の1ヶ月前までにお申し込み下さい。

管理部

（大西保和）

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

6666

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

大塚オーミ陶業による世界初の大塚オーミ陶業による世界初の大塚オーミ陶業による世界初の大塚オーミ陶業による世界初の

陶板名画の再創や文化財の複製技術の特別見学陶板名画の再創や文化財の複製技術の特別見学陶板名画の再創や文化財の複製技術の特別見学陶板名画の再創や文化財の複製技術の特別見学

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ オオツカオーミトウギョウカブシキカイシャ 更新日 平成27年4月1日

地区名 信楽 施設名 大塚オーミ陶業株式会社

担当部署

(担当者)

所在地

〒529-1836

滋賀県甲賀市信楽町柞原926

0748-82-3001

0748-82-2125

Onishi.Yasukazu@otsuka.jp

（25km）

休業日 交通案内

新名神信楽ICから大型バスで約27分（10km）

石山寺から国道422号線/307号線経由、大型バスで約42分

毎週土・日曜日及び祝日

他、夏季・年末年始に休暇有

（要確認）

＜見学料＞

無料

＜備考・注意事項＞

＜見学内容＞

＜見学ルート＞

　・信楽工場ショールームにて、係員によるオリジナル製品、多彩なアーティストの方々との共同制作品、キト

　　ラ古墳をはじめとする文化財複製再現製品などをテーマ別に紹介。　陶板での様々な表現を直接手で触れ実

　　感できる展示品もあります。

　・工場内の製作現場を特別に見学いただきます。（工場内での撮影はご遠慮願います。）

営業時間 駐車場

トイレ（　 　有　 　　無　　　）

　ショールーム（約30分）～工場内の文化財複製再生現場（約30分）見学所要時間：約60分

収容可能大型ﾊﾞｽ（　1台　）　　

大型ﾊﾞｽ駐車料金（　無料　）

有　　無　　身障者用有

有　　　　無

有（要予約）　　　無

9：00～16：00

kouhou@biwako-visitors.jp

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

（公社）びわこビジターズビューロー（公社）びわこビジターズビューロー（公社）びわこビジターズビューロー（公社）びわこビジターズビューロー

担当部署

（担当者）

広報宣伝部

077－511－1530

077－526－4393

＜地図



7777

TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜ビワイチ特別拝観＞

【拝観内容】

書院内：木造十一面観音立像（重文）と御衣木加持（胎内納入品）

庭園：約150種類のハス（※ハスの開花時期は、6月下旬～7月下旬までの約1ヵ月間）

【拝観時間】：約20分

【一度に受入可能な人員】：45名　※45名以上は要相談

【特別拝観料】

＜地図＞

TEL

FAX

メール

営業時間

（最終受付時間）

9:00～17:00

※11月～2月の間は16:00まで

無料

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

信楽町観光協会信楽町観光協会信楽町観光協会信楽町観光協会

担当部署

（担当者）

団体

（　　名）以上

個人

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生 幼児

0748－82－2345

0748－82－2551

info@e-shigaraki.org

備考（クーポン発券可否等）

シルバー

（　　　才）

トイレ（　 　　有　 　　無　　　） 有　　　　無

交通案内

最寄IC（信楽IC）から大型バスでの所要時間（26分、約14.7km）

最寄駅（信楽高原鉄道信楽駅）からタクシーでの所要時間（14分、8.2km）

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 1台 ）　　 有　　　無　　身障者用無

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 0円 ） 有　　　　無

無休業日

所在地

〒529－1841 0748－84－0159

滋賀県甲賀市信楽町上朝宮1505番地 0748－84－0159

namunamu@gaia.eonet.ne.jp

住職　奥山 善文

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

誓光寺誓光寺誓光寺誓光寺

木造十一面観音像（附像内納入品）の特別拝観木造十一面観音像（附像内納入品）の特別拝観木造十一面観音像（附像内納入品）の特別拝観木造十一面観音像（附像内納入品）の特別拝観

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ セイコウジ 更新日 平成27年4月1日

地区名 信楽 施設名 誓光寺

担当部署

（担当者）



8888

TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜ビワイチ特別拝観＞

【拝観内容】

国宝本堂内：秘仏本尊薬師如来（重文）、金銅釈迦誕生仏（重文）、梵天（重文）、帝釈天（重文）、四天王 四躯（重文）

　　　　　　　　僧形文殊菩薩（重文）、不動明王（重文）、兜跋毘沙門天（重文）、金剛力士 二躯（重文）

　　　　　　　　持国天・増長天（重文）、銅像阿弥陀如来（滋文）、十二神将 十二躯（湖文）、釈迦如来、聖観世音菩薩

元三大師堂：元三大師

観音堂：聖観世音菩薩

【拝観時間】：約40分

【一度に受入可能な人員】：50名　※50名以上は要相談

【御開帳期間】：2015年4月19日（日）～6月14日（日）

【特別拝観料】

＜地図＞

TEL

FAX

メール

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

(一社)湖南市観光協会(一社)湖南市観光協会(一社)湖南市観光協会(一社)湖南市観光協会

担当部署

（担当者）

０７４８－７１－２１５７

０７４８－７２－９６２２

info@burari-konan.jp

小学生 幼児

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）

父兄同伴

にて無料

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生

営業時間

（最終受付時間）

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 4台 ）　　 有　　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 0円 ） 有　　　　無

トイレ（　 　　有　 　　無　　　） 有　　　　無

9:00～17:00

※11月～2月の間は16:00まで

閉門30分前まで受付

休業日 無 交通案内

最寄駅（JR甲西駅・JR三雲駅）からタクシーでの所要時間（１２分）

最寄駅（JR甲西駅・JR三雲駅）から徒歩での所要時間（５０分）

御開帳期間中はＪＲ甲西駅より直行バス運行(約２０分)

最寄IC（竜王IC）から大型バスでの所要時間（１５分）

最寄駅（JR甲西駅）からバス停岩根下車から徒歩１５分

所在地

〒520－3252 0748－72－3730

滋賀県湖南市岩根3518 0748－72－3847

zensui@kud.biglobe.ne.jp

住職　梅中 堯弘

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

湖南三山・国宝善水寺湖南三山・国宝善水寺湖南三山・国宝善水寺湖南三山・国宝善水寺

秘仏本尊薬師瑠璃光如来御開帳、釈迦誕生仏 特別拝観秘仏本尊薬師瑠璃光如来御開帳、釈迦誕生仏 特別拝観秘仏本尊薬師瑠璃光如来御開帳、釈迦誕生仏 特別拝観秘仏本尊薬師瑠璃光如来御開帳、釈迦誕生仏 特別拝観

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ コクホウ　ゼンスイジ 更新日 平成27年4月1日

地区名 湖南 施設名 国宝　善水寺

担当部署

（担当者）

100円

拝観料の10％を送客手数料として

お支払い（現金又は振込）します。団体

（２０名）以上

630円 300円 300円

個人 700円 300円 300円



9999

TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜ビワイチ特別拝観＞

【拝観内容】

国宝本堂内：平安期に像造された本尊の阿弥陀如来座像(重要文化財)、平安期の聖観音立像(重要文化財)　

　　　　　　　　平安期の薬師如来立像(県指定文化財)

　　　　　　　　甲賀市で最古と思われる白鳳期の鋳銅仏釈迦誕生立像（市指定文化財）等

【所用時間】：約30～40分

【一度に受入可能な人員】：100人

【受入不可能な日】：8月10日（月）、11日（火）、14日（金）

【特別拝観料】

＜地図＞

TEL

FAX

メール

0748-60-2690

0748-60-2362

info@koka-kanko.org

団体

（　 30名）以上

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

担当部署

（担当者）

甲賀市観光協会甲賀市観光協会甲賀市観光協会甲賀市観光協会

無料 450円 不可450円

幼児

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生

営業時間

（最終受付時間）

駐車場

有　　　無　　身障者用有

有　　　　無

有　　　　無

9:00～17:00

(11月～2月の間　9:00～16:00)

収容可能大型ﾊﾞｽ（　3台）　　

大型ﾊﾞｽ駐車料金（　  ０ 円）

トイレ（　 　　有　 　　無　　　）

所在地

休業日 交通案内

最寄駅（ＪＲ甲賀駅　　　　　　　　　）からタクシーでの所要時間（　10分）

最寄駅（ＪＲ油日駅　　　　　　　　　）から徒歩での所要時間（　35分）

最寄IC（甲賀土山ＩＣ　　　　　　　　）から大型バスでの所要時間（　20分）

無

地区名 施設名

担当部署

（担当者）

甲賀 光明山　阿弥陀寺

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

光明山 阿弥陀寺　秘仏特別拝観光明山 阿弥陀寺　秘仏特別拝観光明山 阿弥陀寺　秘仏特別拝観光明山 阿弥陀寺　秘仏特別拝観

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ 更新日 平成27年4月1日　コウミョウザン　アミダジ

住職　佐藤道明

0748－88－3721

0748－88－3721

無し

〒520-3412

甲賀市甲賀町櫟野1173

個人 無料 500円 不可500円 200円



10101010

TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜ビワイチ特別拝観＞

【拝観内容】：弘法大師尊像御開帳（本邦初公開）

【御開帳期間】：①春期2015年1月1日（木）～5月31日（日）　②秋期2015年9月1日（火）～11月1日（日）

【拝観時間】：約10分

【一度に受入可能な人員】：50名　※50名以上は要相談

【特別拝観料】

【記念行事】：現代作家による仏の世界（鈴木靖将氏による立木山の縁起絵屏風など）2015年3月1日（日）～5月31日（日）

【厄除け御祈祷】：希望者には、前もってお名前（カナ記載）と生年月日をお知らせいただければ、事前に御祈祷をし、

そのお符、御教え、お供物を御参拝時にお渡し致します。※（団体のみ）

厄除け祈願料：3,000円より/御一人様　　　　　　　　　　　 　　（一般の方は、御祈祷された御符は後日郵送となります）

＜地図＞

TEL

FAX

メール

井野 大宇

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

立木観音 開山1200年記念立木観音 開山1200年記念立木観音 開山1200年記念立木観音 開山1200年記念

弘法大師尊像 特別拝観（本邦初公開）弘法大師尊像 特別拝観（本邦初公開）弘法大師尊像 特別拝観（本邦初公開）弘法大師尊像 特別拝観（本邦初公開）

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ タチキサン　アンヨウジ 更新日 平成27年4月1日

地区名 大津 施設名 立木山　安養寺

担当部署

（担当者）

所在地

〒520－0865 077－537－0008

滋賀県大津市南郷5丁目20-20 077－537－0017

taiu.ino@gmail.com

休業日 無 交通案内

最寄駅（JR石山駅）からタクシーでの所要時間（17分　8.2km）

最寄IC（名神瀬田西IC）から大型バスでの所要時間（13分  7.2km）

最寄IC（京滋バイパス石山IC）から大型バスでの所要時間（11分  5.5km）

営業時間

（最終受付時間）

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 2台 ）　　 有　　　無　　身障者用無

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 0円 ） 有　　　　無

日曜・祝日：8時～16時30分 トイレ（　 　　有　 　　無　　　） 有　　　　無

平日：9時～16時30分

土曜：8時30分～16時30分

バス駐車場より本堂まで約800段の

石段を駆け上っていただく必要があ

ります（所要時間：約15～30分）

団体

（　　名）以上

無料

幼児

シルバー

（　　　才）

注意事項等

個人

料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生 小学生

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会

担当部署

（担当者）

川並 仁志

077-528-2772

077-521-7330

kawanami@otsu.or.jp

幼児の御教え

小学生・中学生の御教



TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

上桐生～出合～狛坂磨崖仏～重岩～白石峰～耳岩～天狗岩～落ヶ滝～上桐生

(車種) 大型ﾊﾞｽ 中型ﾊﾞｽ 普通車 二輪車

(円) 2,000 1,000 500 200

＜ボランティア観光ガイド＞ ＜地図＞

＜団体受け入れ可の近隣の食事場所＞

　40名以上、大型バス駐車、予約可のところ

 ・こんぜの里 森遊館（077-558-0600）

 ・道の駅こんぜの里りっとう（077-558-3858）

 ・如意の里ごきげんさん（077-558-3223）

 ・魚新楼（077-552-0026）

 ・豆喜楼（077-552-1509）

TEL

FAX

メール

栗東市観光物産協会

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

湖南アルプス　～奇岩の織り成す異空間～湖南アルプス　～奇岩の織り成す異空間～湖南アルプス　～奇岩の織り成す異空間～湖南アルプス　～奇岩の織り成す異空間～

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ コナンアルプス（コンゼヤマ） 更新日 平成27年4月1日

地区名 栗東 施設名 湖南アルプス（金勝山）

担当部署

(担当者)

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

11111111

(　　　　　〃　　　　)草津駅から路線バスで約30分

営業時間

24時間

（道の駅こんぜの里りっと

う：9:00～17:00）

駐車場

(道の駅)大型ﾊﾞｽ(2台)

(上桐生)大型ﾊﾞｽ(5台)

　　　　2,000円・ﾄｲﾚ有

有(身障者用も有)

有(道の駅こんぜの里)

休業日

無し

(道の駅こんぜの里りっと

う：水曜日、年末年始）

交通案内

(道の駅こんぜの里りっとう)栗東ICから大型バスで約20分

(上桐生(一丈野駐車場))草津田上ICから大型バスで約15分

　　　　無料・ﾄｲﾚ有 有(道の駅こんぜの里)

所在地

〒520-3003

滋賀県栗東市荒張

077-551-0126

077-551-6158

shoukan@city.ritto.lg.jp

金勝寺～馬頭観音堂～龍王山～白石峰～耳岩～天狗岩～耳岩～白石峰～龍王山～馬頭観音堂～金勝寺

金勝寺～馬頭観音堂～龍王山～白石峰～重岩～狛坂磨崖仏～重岩～白石峰～龍王山～馬頭観音堂～金勝寺

（5時間コース）

（6時間コース）

上桐生～落ヶ滝～天狗岩～耳岩～白石峰～龍王山～馬頭観音堂～金勝寺～道の駅こんぜの里りっとう

　栗東のボランティア観光ガイド「くりちゃんガ

イド」を利用の場合は、2週間前までに栗東市観

光物産協会あて申込（先着順）。料金は無料です

が、待ち合わせ場所までの交通費としてガイド1

人あたり1,000円が必要です。

　（栗東側）道の駅こんぜの里りっとう(身障用有)、金勝寺駐車場、馬頭観音堂前駐車場、十九道ダム

　（大津側）一丈野駐車場（身障用有）、オランダ堰堤付近、逆さ観音手前、一丈野管理棟前

　※上桐生の一丈野駐車場のみ有料。(4～11月の土日祝、7月「海の日」～8月末までは毎日）

道の駅こんぜの里りっとう

　※馬頭観音堂前駐車場は普通車のみ駐車可（10台）。マイクロバスは金勝寺駐車場（2台）を利用可。

＜注意点＞

・ハイキングコースですので足場の悪い箇所もあります。長時間歩くのに適した靴、服装で入山してください。

・所要時間はあくまで目安です。団体の場合は個人よりも時間がかかりやすくなります。

上桐生～出合～狛坂磨崖仏～重岩～白石峰～耳岩～天狗岩～耳岩～白石峰～龍王山～馬頭観音堂～金勝寺～

＜モデルコース＞

＜駐車場＞　

＜トイレ＞

　ハイキングコース（登山道）内にはトイレ無し。トイレは下記の箇所に設置しています。

（4.5時間コース）

shoukan@city.ritto.lg.jp

　※大型バスは上桐生（一丈野駐車場・大型5台）、道の駅こんぜの里りっとう（大型2台)に駐車。

問合・申込先
栗東市観光物産協会

担当部署

(担当者)

木村 吉信

077-551-0126

077-551-6158

湖南アルプス

（金勝山）



12121212

TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜びわ湖ホール施設紹介＞

メインロビー（ラウンジ）、展望台等は開館中はいつでも自由に無料で見学・利用可能。びわ湖畔のなぎさ公園のすぐ前に

位置し、湖岸からの行き来も自由。天気が良い日には、ホールを起点として湖岸の散策も楽しんでいただける。

湖上で船が行き交う風景や好天の日には比叡山・比良山等の山並みや琵琶湖大橋を遠望することが可能で、春先には

蜃気楼が見られることも...。館内にはレストラン「オペラ」があり、びわ湖の大パノラマを眺めながらの本格的なコース料理

や気軽なランチ、喫茶もお楽しみいただけます。

＜ビワイチ特別プラン＞

（１）レストラン「オペラ」での特選ランチプラン：食事代別途

　   A 近江牛のステーキ御膳（3,500円税別） B 近江牛しゃぶしゃぶサラダ膳（2,000円税別）

     C 体に優しいフレンチLunch（女性向け、1,500円税別）、懐かしボルシチLunch（男性向け、1,500円税別）

　　 会食場所：レストラン内又はロビーラウンジが原則。人数や天候によっては、屋外展望スペースや3階の個室等を

　　 　　　　　　 食事場所として提供することも可能。その場合、別途料金が発生する場合あり

  　 注）食事代金のお支払に関して、現金の場合はﾚｽﾄﾗﾝ（有限会社キャトル レーヴ）が直接徴収（10%のKBあり）

　　　    クーポンによるお支払は準備中

（２）声楽アンサンブルミニコンサート（オペラにも出演する「本物」の声楽家による生のミニコンサート）：無償

　　 出演構成：声楽アンサンブルメンバー＋ピアノ（出演人数等は応相談）

　　 出演時間：約15～20分間（オーダーに合わせて調整）

　　 会場：びわ湖ホールメインロビー（大・中ホールホワイエ等も実施可能）　

　　 注）ホール利用状況により、実施可能な日が限定される。要事前予約

（３）オペラ稽古場見学（びわ湖ホールで上演するオペラの稽古風景の見学。稽古風景の見学だけでなく、びわ湖ホール

　　 リハーサル室にて、オペラキャストである声楽アンサンブルメンバーからオペラについての説明とオペラ歌曲の一部も

　　 お聞きいただく）：無償

　　 注）公演日程により、実施可能な日が限定され、稽古内容や見学可能な時間帯も異なる。要事前予約

（４）バックヤードツアー（滅多に見ることができない

　　 ホールのバックヤード見学と体験）

　　 内容：舞台体験、四面舞台移動体験、楽屋等見学

　　　　　　 照明操作等舞台ｽﾀｯﾌの「おしごと体験」等

             舞台セット・衣裳見学（公演直前限定）

     所用時間：30分～

 　　注）公演日程により、実施可能な日が限定され、

　　　 　見学可能な内容・時間帯も異なる。要事前予約

【お願い事項】

上記（２）～（４）のビワイチ特別プランは、びわ湖ホー

ルの魅力を配信するために、団体の皆様に限定して

無償で提供するプロブラムです。公演または見学中に

びわ湖ホールでの公演等に関するチラシを配布し、

公演内容やチケット等に関するPRをさせていただきま

すので、なにとぞご了承くださいませ。

TEL

FAX

メール

平成27年4月1日

077-523-7150

077-523-7147

project@biwako-hall.or.jp

担当部署

（担当者）

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会

担当部署

（担当者）

川並 仁志

077-528-2772

077-521-7330

kawanami@otsu.or.jp

ビワコホール

びわ湖ホール

最寄駅（膳所）から徒歩での所要時間（15分）

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

所在地

更新日

休業日

原則として毎週火曜日

（祝日の場合、翌日）

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

びわ湖ホールびわ湖ホールびわ湖ホールびわ湖ホール

絶好のパノラマビューと本物の芸術文化に出会う絶好のパノラマビューと本物の芸術文化に出会う絶好のパノラマビューと本物の芸術文化に出会う絶好のパノラマビューと本物の芸術文化に出会う

最寄IC（大津IC）から大型バスでの所要時間（5分）

〒520-0806

大津市打出浜15−1

営業時間

（最終受付時間）

9:00～17:00

最寄駅（大津駅）からタクシーでの所要時間（5分）

交通案内

地区名 大津 施設名

有（ﾎｰﾙｸﾞｯｽﾞ,飲物等）　　 無

有　　無　　身障者用有

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（3台）　　

有（要予約）　　　無

大型ﾊﾞｽ駐車料金（1,600円）

トイレ（　 　有　 　　無　　　）

事業部

＜駐車場地図



TEL

FAX

メール

Aコース (飯道山をとりまく歴史があちこちで体験出来る上りコース。全行程11km。所要時間は4時間半程度)

Bコース (信楽側からの飯道神社・山頂を経て庚申山を経由する下りコース。全行程12km。所要時間は5時間程度)

Cコース (宮町登山口を出発点として飯道寺までの山中のみのコース。全5km。所要時間は3時間程度)

「JR草津線貴生川駅」「岩壺不動尊」「飯道寺」「飯道神社」「紫香楽宮跡発掘展示室」 「信楽高原鉄道紫香楽宮跡駅」

＜ボランティア観光ガイド＞

甲賀市観光ボランティアガイドの手配は、甲賀市観光協会(℡0748-60-2690)にて承ります。

＜団体受入可能な近隣の食事場所＞

40名以上の団体で大型バス駐車が可能なお食事処

・グリーンヒルサントピア

　(℡0748-63-2950)

・ビアレストラン寿賀蔵

　(℡0748－60－2838)

・塩野温泉

  (℡0748-86-2130)

・宮乃温泉

  (℡0748-86-2212)

・つる家

  (℡0748-86-2036)

・魚松

  (℡0748-83-1525)

TEL

FAX

メール

0748-60-2362

info@koka-kanko.org

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

0748-60-2690

甲賀市観光協会甲賀市観光協会甲賀市観光協会甲賀市観光協会

担当部署

（担当者）

休業日 無し 交通案内

JR草津線「貴生川」駅より徒歩

信楽高原鐵道「紫香楽宮跡」駅より徒歩

飯道寺周辺にてバス下車～徒歩～宮町登山口駐車場にて出迎え

所在地

〒528-

滋賀県甲賀市

0748-60-2690

0748-60-2362

info@koka-kanko.org

甲賀市観光協会

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

13131313

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

大地の遺産探訪　飯道山の修験を訪ねる大地の遺産探訪　飯道山の修験を訪ねる大地の遺産探訪　飯道山の修験を訪ねる大地の遺産探訪　飯道山の修験を訪ねる

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ ハンドウザン 更新日 平成27年4月1日

地区名 甲賀 施設名 飯道山

担当部

署

＜ハイキングコース道中のトイレ＞

大型バス

駐車場

＜モデルコース＞

＜注意点＞

・ハイキングコースですので足場の悪い箇所もあります。長時間歩くのに適した靴、服装で入山してください。

・所要時間はあくまで目安です。団体の場合は個人よりも時間がかかりやすくなります。

JR草津線貴生川駅～飯道寺～岩壺不動尊～杖の権現茶屋～山頂(信長の国見)～飯道神社(修験道・行場)～

信楽高原鉄道紫香楽宮跡駅～宮町登山口～飯道神社(修験道・行場)～山頂(信長の国見)～杖の権現茶屋～

宮町登山口～紫香楽宮跡(宮殿＆寺院跡)～信楽高原鉄道紫香楽宮跡駅

飯道寺～飯道寺周辺にて出迎え

信楽高原鐵道「紫香楽宮跡」駅周辺：松茸と近江牛の暴れ食いでお馴染みの「魚松」

宮町登山口周辺：大型バス駐車なし（普通車のみ）

JR草津線「貴生川」駅前周辺：ビアホール「寿賀蔵」又はホテルグリーンヒルサントピア（甲賀市勤

労福祉会館）

堀越林道～小野登山口庚申山林道～庚申山広徳寺(展望台)～庚申山登山口～総社神社～JR草津線貴生川駅

宮町登山口駐車場にてバス降車～飯道神社(修験道・行場)～山頂(信長の国見)～杖の権現茶屋～岩壺不動尊～

＜地図＞



＜イベント開催趣旨＞

“滋賀のおもてなし旅”として、県内各地で「灯り」をテーマにしたイベントを開催し、滋賀の本物の良さを、あたたか

みの灯りで照らしだす演出で、県外誘致を目的に各地域で開催する。

　灯りについては、「恋人たちの灯り」「想い出灯り」「誓いの灯り」「記念の灯り」など、それぞれの思いの“灯り”

を各地の希望する会場で燈していただく参加型イベントを同時開催し、新たな観光素材の構築を目指す。

　ハートの灯りをともしていただいた方には、琵琶湖ヨシでできたエコ文具‘REEDENの「ヨシポケットメモ」’をプレゼ

ントする。

＜イベント開催期間＞

 2015年2月11日（水）～2月15日（日）の5日間

＜イベント開催会場、点灯時間、入園料等＞

 １．長浜会場（慶雲館と長浜鉄道スクエア）

　　内容：慶雲館の盆梅ライトアップと長浜鉄道スクエアのライトアップ

　　点灯時間：17:00～20:30　※20：30より冬花の花火が上がる

　　盆梅展観覧料（個人）　大人500円、小中学生200円

２．彦根会場（彦根市内の「夢京橋キャッスルロード」および「四番町スクエアー」一帯）

　　内容：夢京橋キャッスルロード、四番町スクエア一の一帯に和ろうそくやLEDでライトアップ

　　点灯時間：17:00～20:00

 ３．近江八幡会場（八幡山ロープウェー・八幡山山頂）

　　内容：八幡山山頂の「恋人の聖地」認定スポット、八幡山ロープウェー乗場付近一帯をライトアップ

　　点灯時間：17:00～20:00

 　　八幡山ロープウェー運賃（個人）　往復：大人820円、小人410円

４．大津・びわ湖大津館会場（敷地内）

　　内容：イングリッシュガーデンをメイン会場に、約10万坪の敷地をイルミネーションで電飾

　　点灯時間：17:00～21:00　※イングリッシュガーデンは20：30迄

  　　イングリッシュガーデン入園料（個人）：大人200円、小人90円　

　　※入園の方には「ホットローズティー」無料サービス付

５．大津・石山寺会場

 　　内容：石山寺参拝道の約750ｍの区間を、梅の香りが漂う「梅堤灯」で「せせらぎエリア」「曲水エリア」で

　　　　　でライトアップ

　   　　境内では、淳淨館にて「盆梅展」と「五十四歩で読む源氏物語」を同時開催

　　　　　特別公開の公風園では、「びわ湖灯り」と「グラスキャンドル」をハート型に点灯

　　点灯時間（石山寺参拝道）：17:00～20:00

　　点灯時間（石山寺）：17:30～20:00

　　石山寺入山料（個人）：大人・中高生：500円、小学生：250円　※淳淨館と公風園は同期間無料

＜びわ湖灯りの購入要領＞

・各会場を管轄する下記の各観光協会へお問合せ・お申込みくださいませ。

・「びわ湖灯り」一燈＠￥1,000（税込）　※購入者にはREEDENの「ヨシポケットメモ」をプレゼント

FAX：077-521-7330 メール：info@otsu.or.jp

TEL：077-537-1105

メール：info@hikoneshi.com

TEL：0748-32-7003 FAX：0748-31-2393 メール：omi8@sweet.ocn.ne.jp

FAX：077-534-9927 メール：kyokai@ishiyamadera.or.jp

滋賀のおもてなし旅滋賀のおもてなし旅滋賀のおもてなし旅滋賀のおもてなし旅

びわ湖灯り絵巻 ハートの灯りをともす旅びわ湖灯り絵巻 ハートの灯りをともす旅びわ湖灯り絵巻 ハートの灯りをともす旅びわ湖灯り絵巻 ハートの灯りをともす旅

＜長浜会場＞

北びわこふるさと観光公社

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

TEL：0749-78-0300 FAX：0749-50-3686

＜彦根会場＞

彦根観光協会

＜近江八幡会場＞

近江八幡観光物産協会

TEL：0749-23-0001 FAX：0749-26-1919

＜大津・びわ湖大津館会場＞

びわ湖大津観光協会

＜大津・石山寺会場＞

石山観光協会

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

14141414

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp

TEL：077-528-2772

終了しました。



TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

・ハイキングコースですので足場の悪い箇所もあります。長時間歩くのに適した ＜地図＞

靴、服装で入山してください。

・所要時間はあくまで目安です。団体の場合は個人よりも時間がかかりやすくな

ります。

＜モデルコース＞

◆登山ルート

※山頂山小屋（売店、食事）要問合せ

＜ガイド（薬剤師、漢方＆薬草講座講師）料金＞

○昼食（弁当）　1,400円／人（お茶付の和食弁当）

　　　　　　　　　　山頂の山小屋で食べる場合は、カレーとお茶（貸切料込）

※伊吹薬草園のガイドブックはサービス

※7月下旬～8月上旬の平日で対象は中学生以上。また、受け入れには限りがあります。

◆タクシー送迎（3合目～伊吹薬草の里）　約2,500円／台（片道）

TEL

FAX

メール

m-syoukan@city.maibara.lg.jp

米原観光協会

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ イブキヤマトザン 更新日 平成27年4月1日

地区名 米原 施設名 伊吹山登山

担当部

署

所在地

〒521- 0749-58-2227

<マイクロバス又はタクシー15分>=三合目(お花畑散策30分)→<110分>→

有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（　3,000円） 有（山頂）

トイレ（　 　　有　　　無　　　） 有（山頂）

①伊吹薬草の里文化センター(館内研修室にて薬草講座と薬草園見学90分)=

<貸切バス5分>=上野登山口→<90分>→三合目(お花畑散策30分)→<110分>→

山頂(昼食とお花畑散策60分)→<西登山道40分>→伊吹山ドライブウェイ駐車場

営業時間

（最終受付時間）

24時間 駐車場

＜注意点＞

※全行程所要時間：約7時間5分

0749-58-2227

0749-58-1197

m-syoukan@city.maibara.lg.jp

上野登山口=<貸切バス5分>=伊吹薬草の里文化センター(薬草湯と薬草園見学60分)

※全行程所要時間：約6時間5分

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

米原観光協会米原観光協会米原観光協会米原観光協会

担当部署

（担当者）

商工観光課　高橋

②伊吹山ドライブウェイ駐車場→<西登山道40分>→山頂(お花畑散策と昼食、

山小屋にて薬草講座90分)→<80分>→三合目(お花畑散策30分)=<マイクロバス又は

タクシー15分>=伊吹薬草の里文化センター(薬草湯と薬草園見学60分)

「登山口（麓）」、「一合目」、「三合目」、「山頂」

※全行程所要時間：約5時間15分

※高齢者向けに険しい登山は避けて、マイクロバス又はタクシーで、三合目と

伊吹薬草の里文化センターを往復する方法、伊吹薬草の里文化センターと

伊吹山ドライブウェイ駐車場を貸切バスで往復する方法も考えられます。

＜ハイキングコース道中のトイレ＞

山頂(昼食とお花畑散策60分)→<西登山道40分>→伊吹山ドライブウェイ駐車場

※全行程所要時間：約5時間45分

◆下山ルート

①伊吹山ドライブウェイ駐車場→<西登山道40分>→山頂(お花畑散策と昼食、

山小屋にて薬草講座90分)→<80分>→三合目(お花畑散策30分)→<60分>→

○講師料　　　　62,500円／団体／回（25人まで）

○薬草風呂　　 600円／人

滋賀県米原市上野ほか 0749-58-1197

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

15151515

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

薬剤師と一緒に行く薬剤師と一緒に行く薬剤師と一緒に行く薬剤師と一緒に行く

“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー

②伊吹薬草の里文化センター(館内研修室にて薬草講座と薬草園見学90分)=

収容可能大型ﾊﾞｽ（　　5 台）　　

休業日 無し 交通案内

（伊吹山登山口）最寄駅（ＪＲ東海道本線　近江長岡駅）から路線バスで約15分

（　　　 〃　　　　）最寄IC（北陸自動車道　米原IC）から大型バスで約20分

（　　　 〃　　　　）最寄IC（名神高速道路　関ヶ原IC）から大型バスで約20分

伊吹薬草伊吹薬草伊吹薬草伊吹薬草のののの里里里里

文化文化文化文化センターセンターセンターセンター



TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜伊吹山ドライブウェイ紹介＞

＜利用料金（往復通行料・駐車料込み）＞

＜夏季限定バス運行＞

7月～9月にかけてはＪＲ大垣駅・関ヶ原駅からの路線バス、名古屋駅からの高速バスも運行されます。

大人 大人 大人

小児 小児

◆名阪近鉄バス乗合バス営業部

（0584-81-3326）

※夏季は大型バスの駐車台数が変動する場合

があります。

TEL

FAX

メール

8:00～19:00(10月～最終営業日)

所在地

〒503-1501 0584-43-1155

岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原字寺谷1586 0584-43-5898

営業時間

（最終受付時間）

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（　　28 台）　　 有　　無　　身障者用有

休業日 冬季休業 交通案内

（ドライブウェイ料金所）最寄駅（ＪＲ東海道本線　関ヶ原駅）からタクシーで約5分

伊吹山ドライブウェイ（区間：岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県米原市大久保（伊吹山頂））は、滋賀県及び

岐阜県の両県にまたがるように所在し、関ヶ原ICから2kmのところより伊吹山に至る全長17kmのドライブコースです。

ドライバーの不安を取り除くため、直線をスムーズにつなぐようにカーブの設計などに工夫がこらされています。

山項の駐車場から山頂までは3コースの登山道が整備されており、雄大なパノラマが楽しめます。

また、2013年春、山頂駐車場レストハウス「スカイテラス伊吹山」がリニューアルオープンし、伊吹山の

大垣駅前⇔伊吹山

　　　　　　　　　（山頂駐車場）

関ヶ原駅⇔伊吹山

　　　　　　　（山頂駐車場）

※小児半額

マイクロバス 大型貨物・バス

料金 2,160円 3,090円 7,710円 12,340円

運賃（片道）

車種 自動二輪車 軽・普通自動車

トイレ（　 　　有　　　無　　　） 有　　　　　　　　　無

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

米原観光協会米原観光協会米原観光協会米原観光協会

担当部署

（担当者）

商工観光課　高橋

0749-58-2227

0749-58-1197

m-syoukan@city.maibara.lg.jp

自然の中に溶け込みつつも、使いやすく、くつろぎやすく、買物しやすい店舗となっております。

名古屋駅⇔伊吹山

　　　　　　　（山頂駐車場）

1,230円

620円

1,030円

520円

1,550円

8:00～20:00(4月～7月18日、9月)

3:00～20:00(7月19日～8月)

伊吹山ドライブウェイ地区名 米原 施設名 伊吹山ドライブウェイ

担当部

署

（　　　　　 〃　　　 　 　）最寄IC（名神高速道路　関ヶ原IC）から大型バスで約5分

大型ﾊﾞｽ駐車料金（　12,340円） 有　　　　　　　　　 無

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

15151515

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

薬剤師と一緒に行く薬剤師と一緒に行く薬剤師と一緒に行く薬剤師と一緒に行く

“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー

平成27年4月1日施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ イブキヤマドライブウェイ 更新日

＜地図＞＜地図＞＜地図＞＜地図＞



TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜伊吹薬草の里文化センター紹介＞

伊吹山は、古来から薬草の宝庫として知られ、かの織田信長公も、伊吹山中に薬草園を開いたとされています。

このセンターは、伊吹山を借景に『薬草』をテーマにした複合施設で、薬草風呂、ハーブラウンジ、薬草園のほか、

公民館、保健センター、文化ホール、屋内運動場などが併設されています。

多くの登山者が奥伊吹の花崗岩で作った岩風呂（露天風呂）や薬草湯で疲れを癒しており、

露天風呂は、奥伊吹の花崗岩で作った岩風呂です。この岩は渇簾石（カツレンセキ）という

鉱物が見られます。この鉱物が作用する温泉は、ラジウム・ラドン泉として効能有りと言わ

言われています。薬草湯に使われている主な薬草は、ヨモギを主体に、トウキ・ジュウヤク

・ハッカ・センキュウ・チンピ・シャクヤクの7種類

効能効果：冷え性・腰痛・肩のこり・あせも・リュウマチ・神経痛・疲労回復・しっしん・

しもやけ・荒れ性など

＜薬草風呂＞

※冬季は天候や積雪量等の影響で、営業日等を変更する場合があります。

※団体料金の適用はありません。

＜森のカフェ Wabisuke＞ ＜地図＞

◆営業時間11:00～17:30

◆℡：080-3855-4231

営業日：　火・水・木・金・土・日

おすすめメニュー　

　ヒレカツとエビフライのデミグラスプレート　980円

　本日のパスタ（日替わり）　　　　　　　　　　880円

　薬草茶480円＋和スイーツ280円

　洋風弁当（から揚げ・エビフライ等）　　　1,400円～

TEL

FAX

メール

有　　　　　　　　　無

12:30～19:30

（入場は19：15まで）

日帰り入浴時間

営業時間

（最終受付時間）

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（　　20 台）　　 有　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（　0 円） 有　　　　　　　　　 無

トイレ（　 　　有　　　無　　　）

休業日

毎週月曜日と休日の翌日

12月29日～1月3日

交通案内

最寄駅（ＪＲ東海道本線　近江長岡駅）から路線バスで約5分

最寄IC（北陸自動車道　米原IC）から大型バスで約30分

最寄IC（名神高速道路　関ヶ原IC）から大型バスで約30分

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

米原観光協会米原観光協会米原観光協会米原観光協会

担当部署

（担当者）

商工観光課　高橋

0749-58-2227

0749-58-1197

m-syoukan@city.maibara.lg.jp

所在地

〒521-0314 0749-58-0105

滋賀県米原市春照37 0749-58-0296

joyibuki@za.ztv.ne.jp

伊吹薬草の里文化セン

ター

地区名 米原 施設名 伊吹薬草の里文化センター

担当部

署

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

15151515

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

薬剤師と一緒に行く薬剤師と一緒に行く薬剤師と一緒に行く薬剤師と一緒に行く

“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー“天空の花園 伊吹山”お花畑と薬草観察ツアー

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ イブキヤクソウノサトブンカセンター 更新日 平成27年4月1日

女 男

回数券

（11枚）

5,000円 2,500円

男湯

女湯

大浴場

(約40名)

小浴場

(約30名)

料金

お一人

中学生以上

500円

小学生以下

（3歳以上）

250円

男女

金 土火 水

男 女 男

木

女 男

男 女

日

女



TEL

FAX

メール

最寄駅（ＪＲ東海道本線　近江長岡駅）から路線バス約5分

「ジョイ伊吹」下車徒歩約10分

トイレ

売店

食事

＜ビワイチ特別拝観＞

【拝観内容】：円空作十一面観音立像御開帳

【拝観時間】：約10分

【拝観料】：大人300円/人

※20名以上の団体料金：200円/人

※特別拝観については要事前予約

＜地図＞

TEL

FAX

メール

休業日

毎月2回拝観日

第1日曜日と第3日曜日

交通案内

最寄IC（北陸自動車道　米原IC）から大型バスで約20分

所在地

〒521-0314 0749-58-0252

滋賀県米原市春照 0749-58-0252

営業時間

（最終受付時間）

13:00～16:00 駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（　2 台）　　 有　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（　0 円） 有　　　　　　　　　 無

トイレ（　 　　有　　　無　　　） 有　　　　　　　　　無

m-syoukan@city.maibara.lg.jp

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

米原観光協会米原観光協会米原観光協会米原観光協会

担当部署

（担当者）

商工観光課　高橋

0749-58-2227

0749-58-1197

伊吹山文化資料館

無

地区名 米原 施設名 太平観音堂

担当部

署

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

16161616

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

伊吹山太平観音堂伊吹山太平観音堂伊吹山太平観音堂伊吹山太平観音堂

円空作十一面観音立像　特別拝観円空作十一面観音立像　特別拝観円空作十一面観音立像　特別拝観円空作十一面観音立像　特別拝観

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ オオヒラカンノンドウ 更新日 平成27年4月1日



TEL

FAX

メール

最寄駅（ＪＲ東海道本線　近江長岡駅）から路線バス約20分「大久保」下車

徒歩約10分

トイレ

売店

食事

＜ビワイチ特別拝観＞

【拝観内容】：二軀の毘沙門天立像御開帳

【拝観時間】：約10分

【拝観料】：300円

※拝観については要予約

【長尾護国寺で観察できる山野草】

○セツブンソウ　3月上旬～中旬

○キバナノアマナ　3月中旬～4月上旬

○カタバミ　3月下旬～4月

○スミレ各種

　↑毘沙門堂の御本尊「天部形立像」 　↑毘沙門堂の御前立「毘沙門天立像」

TEL

FAX

メール

＜地図＞

有　　　　　無

トイレ（　 　　有　　　無　　　） 有　　　　　無

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

米原観光協会米原観光協会米原観光協会米原観光協会

担当部署

（担当者）

商工観光課　高橋

0749-58-2227

0749-58-1197

m-syoukan@city.maibara.lg.jp

営業時間

（最終受付時間）

9:00～17:00 駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 1～2 台）　　 有　　無　　身障者用有

大型ﾊﾞｽ駐車料金（　0 円）

所在地

〒521-0307 0749-58-1141

滋賀県米原市大久保1104 0749-58-1141

nagaoji@za.ztv.ne.jp

休業日 無 交通案内

最寄IC（北陸自動車道　米原IC）から大型バスで約30分

長尾護国寺地区名 米原 施設名 長尾護国寺

担当部

署

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

17171717

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

伊吹山長尾護国寺伊吹山長尾護国寺伊吹山長尾護国寺伊吹山長尾護国寺

二二二二軀軀軀軀の毘沙門天立像　特別拝観の毘沙門天立像　特別拝観の毘沙門天立像　特別拝観の毘沙門天立像　特別拝観

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ ナガオゴコクジ 更新日 平成27年4月1日

大型バス停車可能

大型バス乗降可



TEL

FAX

メール

ｼｮｯﾌﾟ

食事

＜見学内容＞

所要時間 食事

＜案内料金（環境協力金）＞

＜備考・注意事項＞

・川端見学については、個人の敷地内を巡るため、　＜地図情報＞

　ガイドの同行を必須とさせていただきます。

・針江生水の郷委員会所属のガイドが、約10名に

　1人の割合で対応いたします。

・案内料金（環境協力費）は地域の環境整備・

　保全や水に恵まれない世界の子ども達への寄付

　等に使わせていただきます。

・針江生水の郷委員会で制作した竹製のコップが

　プレゼントされ、これで各家の川端から流れ出

　す水を試飲していただきます。

TEL

FAX

メール

料金 大人

1,000円 500円 無料

小学生 幼児

大学生

専門学生

高校生 中学生

集合場所

※案内時間は、①10:30～ ②13:00～ ③14:00～（冬期は①②のみ）の1日3回が基本

備考（クーポン発券可否等）

個人

不可

団体

（20名）以上

無し 針江公民館

90分 無し 針江公民館

川端と街並コース

ボランティアガイドが各家庭の川端とエコな生活の様子をご

案内し、静かで昔懐かしい街並みの散策と町の人とのふれあ

いを楽しんでいただきます。

里山湖畔コース

琵琶湖湖岸の葦原の保存、在来種のお魚を増やす取り組み

《うおしまプロジェクト》や里山・自然の宝庫でNHK「里山命

めぐる湖辺」の舞台になった船着き場を見学します。

90分

生水の郷委員会事務所横2台

大型ﾊﾞｽ駐車料金（無料） 有　　　　無

トイレ　有　　無　　身障者用 有（予約制）　　　　無

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

担当部署

（担当者）

0740-33-7101

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

biwako@takashima-kanko.jp

観光振興課

（坂井田 智宏）

コース名 内容

営業時間

（最終受付時間）

10時～16時

〔　16時（冬期は15時）　〕

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（2台）　

所在地

〒520-1502

滋賀県高島市新旭町針江372

休業日 無し 交通案内

最寄IC（北陸自動車道木之本IC）から大型バスでの所要時間（約65分）

0740-25-6566

0740-25-6566

shozunosato@lapis.plala.or.jp

最寄駅(JR新旭駅)から徒歩約15分又はﾊﾞｽで約3分「針江公民館前」下車

最寄IC（名神高速道路京都東IC）から大型バスでの所要時間（約60分）

針江生水の郷委員会

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

18181818

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

針江生水の郷　かばた散策針江生水の郷　かばた散策針江生水の郷　かばた散策針江生水の郷　かばた散策

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ ハリエショウズノサト 更新日 平成27年4月1日

地区名 高島 施設名 針江生水の郷 担当部署

針江生水の郷委員会 事務所



19191919

TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜通常拝観・見学・体験内容、所要時間、地図等＞

【拝観内容】

義仲公墓（木曽塚）、朝日堂（義仲寺本堂）、無名庵、芭蕉翁墓、翁堂（芭蕉翁坐像、伊藤若冲筆「花卉図天井画）

史料観（芭蕉の杖などを展示）、巴塚、曲翠墓、山吹塚、木曽八幡社、巴地蔵堂

【所要時間】

約30～40分

【その他】

境内の案内と説明は寺務員が行う。一度に受入可能な人員は、約50名ぐらいまで。

【拝観料】

【地図】

【バス駐車場】

義仲寺が面している旧東海道は、道幅が狭い関係で大型バスの駐停車と乗降は出来

ません。バス乗降場所や大型バス駐車場（びわ湖ホール等）に関しては、義仲寺まで

お問合せ下さい（℡077-523-2811）。

TEL

FAX

メール

-

250円

身障者は無料

クーポン不可

個人 300円 150円 100円 -

団体

（　20名）以上

100円 - -50円

休業日

月曜日（但し祝日及び４月、5月、

10月、11月の月曜日は開門）

営業時間

（最終受付時間）

9:00～17:00

9:00～16:00 （11月～2月）

所在地

有　　　無　　身障者用無

有　　　　無

京阪電鉄/石山坂本線 「京阪膳所駅」 下車 徒歩 7分

有　　　　無

駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 0台 ）　　

大型ﾊﾞｽ駐車料金（  －  ）

トイレ（　 　　有　 　　無　　　）

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

地区名 大津市 施設名

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ 更新日

担当部署

（担当者）

ギチュウジ

義仲寺

JR琵琶湖線 「膳所駅」 下車 徒歩 7分

平成27年4月1日

077-523-2811

077-523-2811

交通案内

小学生料金 大人

大学生

専門学生

高校生 中学生

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

松尾芭蕉ゆかりの義仲寺 翁堂松尾芭蕉ゆかりの義仲寺 翁堂松尾芭蕉ゆかりの義仲寺 翁堂松尾芭蕉ゆかりの義仲寺 翁堂

　伊藤若冲筆「花卉図天井画」　伊藤若冲筆「花卉図天井画」　伊藤若冲筆「花卉図天井画」　伊藤若冲筆「花卉図天井画」

kawanami@otsu.or.jp

名神大津ICから車で約5分

〒520-0802　

滋賀県大津市馬場1-5-12

(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会(公社)びわ湖大津観光協会

担当部署

（担当者）

川並 仁志

077-528-2772

077-521-7330

備考（クーポン発券可否等）幼児

シルバー

（　　　才）



20202020

TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜通常拝観・見学・体験内容、所要時間、地図等＞

【拝観内容】

・本尊の宝冠阿弥陀如来坐像（重要文化財。藤原時代の作風とされ、漆箔作りで宝冠阿弥陀如来坐像としては日本

最古・最大の仏像。

・境内の石造宝篋印塔（鎌倉時代嘉暦3年（1328）の造立で国の重要美術品）

【所要時間】

約30分

【その他】

・住職不在の場合の案内と説明は、梵釈寺関係者が行います。

・座禅体験（無料、約1時間程度、人数は20名程度）ができます。※住職不在の場合は不可

【拝観料】

【地図】

TEL

FAX

メール

住職　熊倉実栄

（くまくら　じつえい）

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

梵釈寺 最大・最古の宝冠阿弥陀如来坐像 特別拝観梵釈寺 最大・最古の宝冠阿弥陀如来坐像 特別拝観梵釈寺 最大・最古の宝冠阿弥陀如来坐像 特別拝観梵釈寺 最大・最古の宝冠阿弥陀如来坐像 特別拝観

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ ボンシャクジ 更新日 平成27年4月1日

地区名 東近江市 施設名 梵釈寺

担当部署

（担当者）

所在地

〒529-1521　

滋賀県東近江市蒲生岡本町185

0748-55-2701

0748-55-2701

料金 大人

休業日 不定休 交通案内

大学生

専門学生

高校生 中学生

蒲生スマートインターから車で約9分（6km）

近江鉄道本線 朝日大塚駅より車で約5分（1.8km）

営業時間

（最終受付時間）

8時～17時 駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 1台 ）　　 有　　　無　　身障者用無

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 0円 ） 有　　　　無

トイレ（　 　　有　 　　無　　　） 有　　　　無

小学生 幼児

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）

団体

（　　名）以上

無料

0748－48－2100

0748－48－6698

info@higashiomi.net

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

一般社団法人東近江市観光協会一般社団法人東近江市観光協会一般社団法人東近江市観光協会一般社団法人東近江市観光協会

担当部署

（担当者）

清水　元



21212121

TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜通常拝観・見学・体験内容、所要時間、地図等＞

【拝観内容】：生木に刻まれた超レアな観音菩薩

【拝観手順】：「野口謙蔵記念館」隣接駐車場→（徒歩約7分）→立木子安観音（拝観時間約16分）→

　　　　　　　　 →（徒歩約7分）→駐車場

【所要時間】約30分（駐車場⇔立木子安観音の往復の道中含む）

【その他】

＜ボランティアガイドの申込＞

申込先：東近江市観光物産課（TEL：0748-24-5662、FAX：0748-23-8292）

料金：ガイド1名につき1,000円（ガイドの交通費として。20名程度でガイド1名の割合）

【地図】

TEL

FAX

メール

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先

（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）（市町観光協会）

一般社団法人東近江市観光協会一般社団法人東近江市観光協会一般社団法人東近江市観光協会一般社団法人東近江市観光協会

担当部署

（担当者）

清水　元

0748－48－2100

0748－48－6698

info@higashiomi.net

高校生 中学生

無料

団体

（　　　名）以上

個人

小学生 幼児

シルバー

（　　　才）

備考（クーポン発券可否等）料金 大人

大学生

専門学生

営業時間

（最終受付時間）

常時見学可能 駐車場

収容可能大型ﾊﾞｽ（ 2台 ）　　 有　　　無　　身障者用無

大型ﾊﾞｽ駐車料金（ 0円 ） 有　　　　無

トイレ（　 　　有　 　　無　　　） 有　　　　無

休業日 無し 交通案内

蒲生スマートインターから車で約20分

所在地

滋賀県東近江市綺田町

https://www.google.co.jp/maps/@35.056522,136.205619,3a,75y,290.08h

↑Googleストリートビュー

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

生木に刻まれた仏陀の願い　立木子安観音生木に刻まれた仏陀の願い　立木子安観音生木に刻まれた仏陀の願い　立木子安観音生木に刻まれた仏陀の願い　立木子安観音

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ タチキコヤスカンノン 更新日 平成27年4月1日

地区名 東近江市 施設名 立木子安観音

担当部署

（担当者）

野口謙蔵記念館

立木子安観音立木子安観音立木子安観音立木子安観音



22222222

TEL

FAX

メール

トイレ

売店

食事

＜見学可能な期間・内容、所要時間、地図等＞

【小蘭亭公開期間】：4/5（日）～5/17（日）、9/20（日）～11/7（土）

　　　　　　　　　　　　　※小蘭亭非公開時でも、安藤家（小蘭亭以外）は年中（年末不定期）公開しております。

【見学内容】：安藤家の紹介→長浜の紹介→魯山人の紹介→小欄亭の紹介→小蘭亭→古翠園

【所要時間】：30～40分

【入館料金】

【地図】

TEL

FAX

メール

有　　　無　　身障者用無

有　　　　無

有　　　　無

バス乗降

場所

お旅所駐車場（0749-63-1691）

バス昇降料金￥2,000/台

北国街道安藤家まで徒歩約200m

JR琵琶湖線「長浜駅」より徒歩4分（290m）

北陸自動車道 長浜ICより18分（6km）

黒壁スクエアより徒歩2分（150m）

お旅所駐車場でお客様を降車後、長

浜郵便局西側の列見駐車場へ回送さ

せる。駐車料金はお旅所駐車場のバ

ス昇降料金に含まれる

バス

駐車場

問合・申込先問合・申込先問合・申込先問合・申込先 長浜まちづくり（株）長浜まちづくり（株）長浜まちづくり（株）長浜まちづくり（株）

担当部署

（担当者）

0749－65－3935

0749－65－3940

info@nagamachi.co.jp

クーポン不可

団体

（　　　名）以上

大人

大学生

専門学生

高校生 中学生

団体割引なし

小学生 幼児 備考（クーポン発券可否等）

営業時間

（最終受付時間）

10：00～17：00

休業日

年中無休

（年末不定休）

交通案内

所在地

〒526-0059 0749-65-3935

滋賀県長浜市元浜町8-24 0749-65-3940

info@nagamachi.co.jp

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

番号番号番号番号

ビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIALビワイチMATERIAL

名称名称名称名称

北大路魯山人が残した芸術北大路魯山人が残した芸術北大路魯山人が残した芸術北大路魯山人が残した芸術

　安藤家「小蘭亭」の特別公開　安藤家「小蘭亭」の特別公開　安藤家「小蘭亭」の特別公開　安藤家「小蘭亭」の特別公開

施設タリフ施設タリフ施設タリフ施設タリフ フリガナ ホッコクカイドウ アンドウケ 更新日 平成27年4月1日

地区名 長浜市 施設名 　北国街道 安藤家（長浜まちづくり株式会社）

担当部署

（担当者）

料金

個人（下段は安藤家のみ

〈小蘭亭以外〉の料金）

無料

500円

（400円）

400円

（300円）

バス乗降所（お旅所駐車バス乗降所（お旅所駐車バス乗降所（お旅所駐車バス乗降所（お旅所駐車





 




