
   

別紙２ 優待施設一覧 

 

湖北エリア 

№ 施設名 割引内容 休み 住所、電話 

1 塩津海道あぢかまの里 

地元産古代米プレゼント  

※直売所 pos レジにて

1,000 円以上お買い上げ

のお客様に限る 

火曜日 

長浜市西浅井町塩津

浜 1765  

☎0749-88-0848  

2 小谷城戦国歴史資料館 入館料 20％OFF 

火曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始（12/28

～1/4） ただし「江・浅井

三姉妹博覧会」期間中

（12/4 まで）は無休 

長浜市小谷郡上町

139 

☎0749-78-2320 

3 

江・浅井三姉妹博覧会（長

浜黒壁・歴史ドラマ 50 作館

／浅井・江のドラマ館／小

谷・江のふるさと館）  

入館料 10％OFF  ※共

通優待券 1 枚につき 5

名まで 

博覧会期間中（12/4 ま

で）は無休 

〈50 作館〉長浜市元浜

町 13-31 〈ドラマ館〉

長浜市内保町 2843 

〈ふるさと館〉長浜市

湖北町伊部 757-1 

☎0749-63-5341（博

覧会事務局）  

4 浅井歴史民俗資料館 入館料 20％OFF  

月曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始（12/27

～1/5） ただし「江・浅井

三姉妹博覧会」期間中

（12/4 まで）は無休 

長浜市大依町 528 

☎0749-74-0101  

5 長浜市曳山博物館 入館料 20％OFF  年末年始（12/29～1/3） 
長浜市元浜町 14-8 

☎0749-65-3300  

6 長浜城歴史博物館 入館料 20％OFF  年末年始（12/27～1/2）  
長浜市公園町 10-10 

☎0749-63-4611  

7 長浜鉄道スクエア 入館料 20％OFF  年末年始（12/29～1/3） 
長浜市北船町 1-41 

☎0749-63-4091 

 
 
 
 
 



   

湖北エリア 

8 
長浜盆梅展（長浜市慶雲

館）  
入館料 10％OFF  

盆梅展期間中（1/20～

3/11）は無休 

長浜市港町 2-5  

☎0749-62-0740  

9 伊吹の里 旬彩の森 

特製ドレッシング・ぽん

酢 50 円割引 ドレッシン

グ（伊吹大根/梅/赤か

ぶ）480 円⇒430 円 伊

吹大根おろしぽん酢 500

円⇒450 円 

12 月まで無休、1 月～3

月のみ木曜日（祝日の

場合は翌日）  

米原市伊吹 1732-1 

☎0749-58-0390  

10 
醒井水の宿駅（有限会社 居

醒）  

喫茶「梅花藻」にて名水

コーヒー10％OFF  （ブ

レンド・アメリカン・アイス

コーヒーのみ）  

年末年始（12/30～1/4）  

12/6・7（館内メンテナン

スのため）  1/5～3/13

の火曜日 

米原市醒井 688-10 

☎0749-54-8222  

          

湖東エリア 

№ 施設名 割引内容 休み 住所、電話 

1 彦根城・玄宮園 

観覧料 10％OFF  彦根

城・玄宮園共通一般 600

円⇒540 円 小･中学生

200 円⇒180 円 玄宮園

のみ一般 200 円⇒180

円 小･中学生 100 円⇒

90 円 2 とのセット券一

般 1,000円⇒900円 小･

中学生 350 円⇒315 円 

年中無休 
彦根市金亀町 1-1 

☎0749-22-2742  

2 彦根城博物館 

観覧料 10％OFF  一般

500 円⇒450 円 小･中

学生 250 円⇒170 円 1

とのセット券一般 1,000

円⇒900 円 小･中学生

350 円⇒315 円 

12/25～12/31  
彦根市金亀町 1-1 

☎0749-22-6100 

3 
名勝玄宮楽々園 錦秋の玄

宮園ライトアップ 

入場料割引 大人 500

円⇒400 円 小中学生

200 円⇒150 円 〈イベン

ト期間〉11/12（土）～

11/30（水）18:00～21:00

（入場は 20:30 迄）  

期間中無休 
彦根市金亀町 1-1 

☎0749-23-0001  

 
 
 



   

湖東エリア 

4 
ゆらっと遊覧 彦根城お堀め

ぐり 

乗船料割引 大人 1200

円⇒1000 円 小人（小

学生以下）600 円⇒500

円 

無休（12月～2月の運航

は要確認）  

彦根市金亀町（船着

場）  

☎080-1461-4123 

5 夢京橋あかり館 特製グッズプレゼント 
火曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始 

彦根市本町 2-1-3 

☎0749-27-5501  

6 
ひこね食賓館（四番町ダイニ

ング）  

お買上げの方に商品

5％OFF ※彩菜館除く 
不定休 

彦根市本町 1 丁目

7-34  

☎0749-27-7755  

7 
キャラクターワールド（四番

町ダイニング）  

お買上げの方に商品

5％OFF  
不定休 

彦根市本町 1 丁目

7-34  

☎0749-27-7755  

8 
近江牛肉料理 ニューあ桜

（四番町ダイニング）  
お食事代 5％OFF  水曜日 

彦根市本町 1 丁目

7-34   

☎0749-22-4747  

9 ひこね街の駅 戦國丸 戦国グッズプレゼント 木曜日 
彦根市河原 3-4-36 

☎0749-27-5058  

10 
美味しい珈琲とケーキ 藝や

CAFE  

ご利用の方お一人様に

つき 50 円割引 
木曜日 

犬上郡多賀町多賀

1199 絵馬三号館（絵

馬通り沿い）  

☎090-7759-2222  

11 糸切餅 莚寿堂 

お買い上げの方に糸切

餅一人前セット（2 切）プ

レゼント 

不定休 

犬上郡多賀町多賀

599（多賀大社前）  

☎0749-48-0800  

12 糸切餅 多賀屋 

お買い上げの方に糸切

餅 2 個入りパックサービ

ス 

年中無休 

犬上郡多賀町多賀

601（多賀大社前）  

☎0749-48-1430  

 
 
 



   

湖東エリア 

13 豊郷小学校カフェ 
カレーセット 700 円⇒600

円 
月～土曜日 

犬上郡豊郷町石畑

518  

☎0749-35-3737  

14 蔵元 藤居本家 特製おちょこプレゼント 年中無休 

愛知郡愛荘町長野

1769  

☎0749-42-2080  

15 豊会館 入館料 10％OFF  月・水・金曜日 

犬上郡豊郷町下枝

56-3  

☎0749-35-2356  

16 岡村本家 
『金亀』オリジナルおちょ

こプレゼント 
不定休 

犬上郡豊郷町吉田

100 

☎0749-35-2538  

17 一休庵本店・そば道場 

お食事代金 10％割引 

※団体割引、宴会は除く 

※そば道場は除く 

年中無休 

犬上郡甲良町池寺

1-5 

☎0749-38-3848  

18 西明寺 
薬師如来の御真影プレ

ゼント 
年中無休 

犬上郡甲良町池寺 26 

☎0749-38-4008  

19 高取山ふれあい公園 

入園料 大人 200 円⇒

無料 小人 100 円⇒無

料 

火曜日、年末年始 

犬上郡多賀町藤瀬

1090  

☎0749-49-0635  

20 愛荘町立歴史文化博物館 

入館料割引 大人 300

円⇒250 円 小・中学生

150 円⇒100 円 

12 月 1 日以降の月・火

曜日（祝日の場合は翌

日）  

愛知郡愛荘町松尾寺

878 

☎0749-37-4500  

21 金剛輪寺 

入山料割引 大人 500

円⇒450 円 中学生 300

円⇒270 円 小学生 100

円⇒50 円 

年中無休 

愛知郡愛荘町松尾寺

874 

☎0749-37-3211  

 
 
 



   

湖東エリア 

22 手おりの里 金剛苑 

入苑料割引 大人 310

円⇒260 円 小人 160 円

⇒160 円 藍染体験料

割引 1200 円⇒1000 円 

月曜日 

愛知郡愛荘町蚊野外

514 

☎0749-37-4131  

          

東近江エリア 

№ 施設名 割引内容 休み 住所、電話 

1 

近江商人屋敷（外村繁邸・

外村宇兵衛邸・中江準五郎

邸）  

入館料（3 館共通）割引 

大人 600 円⇒500 円 小

人 300 円⇒250 円 

月曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始（12/27

～1/4）  

東近江市五個荘金堂

町 

☎0748-48-3399 

2 
近江商人屋敷（藤井彦四郎

邸） 

入館料割引 大人 300

円⇒250 円 小人 100 円

⇒80 円 

月曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始（12/27

～1/4）  

東近江市宮荘町 681 

☎0748-48-2602  

3 近江商人博物館 

入館料割引 大人 200

円⇒150 円 小人 100 円

⇒80 円 

月曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始（12/28

～1/4）  

東近江市五個荘竜田

町 583  

☎0748-48-7101  

4 観峰館 

入館料割引 大人 500

円⇒400 円 高大生 300

円⇒240 円 中学生以

下無料 

月曜日（祝日の場合は

翌日）、12/13～1/31  

東近江市五個荘竜田

町 136  

☎0748-48-4141  

5 五個荘観光センター 
ソフトクリーム 50 円割引 

280 円⇒230 円 
不定休 

東近江市五個荘塚本

町 273-1  

☎0748-48-6212 

6 
西堀榮三郎記念 探険の殿

堂 

入館料割引 大人 300

円⇒250 円 小人 150 円

⇒120 円 

月曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始（12/28

～1/4）  

東近江市横溝町 419 

☎0749-45-0011  

7 百済寺 

入山料割引 大人 500

円⇒450 円 中学生 300

円⇒無料 小学生 100

円⇒無料 

年中無休 

東近江市百済寺町

323 

☎0749-46-1036  

 



   

東近江エリア 

8 
世界凧博物館 八日市大凧

会館 

入館料割引 大人 300

円⇒250 円 小人 150 円

⇒100 円 

水曜日（祝日の場合は

翌日）、第 4 火曜、年末

年始（12/28～1/2） 

東近江市八日市東本

町 3-5  

☎0748-23-0081 

9 
道の駅あいとうマーガレット

ステーション 

手づくりジェラートのワン

サイズアップ ハーフサ

イズ⇒シングルサイズ 

シングルサイズ⇒ダブル

サイズ ダブルサイズ⇒

トリプルサイズ ※共通

優待券 1 枚につき 2 名ま

で 1 回限り有効 

火曜日、12/31、1/1 

（直売館は 5～11 月末ま

で無休）  

東近江市妹町 184-1 

☎0749-46-1110  

10 日登美美術館 

入館料 50％OFF  大人

500 円⇒250 円 小人無

料※大人同伴の場合 

年末年始（12/29～1/7） 
東近江市山上町 2083 

☎0748-27-1707  

11 永源寺温泉 八風の湯 
オリジナル入浴剤プレゼ

ント 
不定休 

東近江市永源寺高野

町 352  

☎0748-27-1126  

12 道の駅竜王かがみの里 

1,000 円以上お買上げの

方 100 円お買い物券プ

レゼント 

火曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始

（12/31・1/1）  

蒲生郡竜王町鏡 1231

番地 2  

☎0748-58-8700  

13 妹背の里 
テント付 BBQ テーブル

500 円割引※要予約 

月曜日、年末年始

（12/29～1/3） 

蒲生郡竜王町川守 5 

☎0748-57-1819  

14 アグリパーク竜王 

農村田園資料館入館料

50％OFF  大人 200 円

⇒100 円 小学生以下

100 円⇒50 円 

月曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始 

蒲生郡竜王町山之上

6526  

☎0748-57-1311  

15 竜王ふなずし工房 
琵琶湖産天然ニゴロ鮒

ずし他全商品 5％OFF  
月曜日 

蒲生郡竜王町岡屋

587-2  

☎0748-58-2099  

16 
日野まちかど感応館（日野

観光協会）  

飲み物 100 円割引※喫

茶コーナーの飲み物に

限ります 

月曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始（12/28

～1/3） 

蒲生郡日野町村井

1284  

☎0748-52-6577  

 



   

東近江エリア 

17 ギャラリー仁正寺藩 

入館料（抹茶又はコーヒ

ー付） 200円割引 大人

1,000 円⇒800 円 

月・火曜日、12/28～

31、1/4～6 

蒲生郡日野町西大路

1264  

☎0748-52-0008  

18 花の郷 日野ダリア園 

入場料 100 円割引 中

学生以上 500 円⇒400

円 

火曜日（祝日の場合は

翌日）、年末年始（12/29

～1/4） 

蒲生郡日野町鎌掛

2198-1  

☎0748-52-5651  

 

 


