
長浜地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等） 鮎茶屋かわせ ＴＥＬ0749-72-4110 ＦＡＸ0749-72-4537 

会社名（法人名） (株)びわ鮎センター ＴＥＬ0749-72-4110 ＦＡＸ0749-72-4537 

 

代表者（経営者） 

 

川瀬  利弥 
支配人     川瀬  秀樹 

予約担当者 川瀬  秀樹 

HP URL http://www.ayuchaya.com 

契約旅行会社 ＪＴＢ 

施設情報                             平成２８年４月２０日現在 

地区名 
（○）長浜地区 
（ ）米原地区 
（ ）奥びわ湖地区 
上記以外店舗がある場合 
（          ） 

所在地 〒（ 526 ）－（ 0113 ） 

滋賀県長浜市南浜町 53 

営業時間 （11：30）～（21：00） 

休業日 3 月～10 月は無休、11 月～2 月は要予約 

食事総収容人員 
 110 名 

座敷席 

   席 

レストラン 

    席 

一箇所最大収容 

 座敷  80 席 / 椅子席    0 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

高時川コース 2,200 円込 
  

 

草野川コース 2,700 円込 
 

姉川コース 3,300 円込 
 

季節限定コース 2,800 円込  

   

駐車場 大型    2 台 料金 無料 

乗用車    30 台 料金 無料 

マイクロバス   台 料金 

無料化粧室（トイレ） 男   名・女   名 

 

バリアフリー等 

所轄保健所  長浜保健所 主要取引銀行     滋賀銀行    長浜支店 

ＰＲコメント 鮎とビワマス料理の専門店 

 

 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



長浜地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等）   長浜ロイヤルホテル ＴＥＬ 0749-64-2000 ＦＡＸ 0749-64-2005 

会社名（法人名）  大和リゾート株式会社 ＴＥＬ 06-6229-7212 ＦＡＸ 06-6229-7212 

代表者（経営者）  柴山  良成 
総支配人     中田 富実夫 

予約担当者   加藤  祐二 

HP URL  http://www.daiwaresort.co.jp/  

契約旅行会社   JTB、KNT、NTA、トップツアー、MWT、JR、農協、ANA 

施設情報                             平成２８年４月２６日現在 

地区名 

（○）長浜地区 

（  ）米原地区 

（ ）奥びわ湖地区 

上記以外店舗がある場合 

（          ） 

所在地 〒（526）－（0066） 

  滋賀県長浜市大島町 38 

営業時間 （11:30）～（14:00）   

 

休業日  除外日  12/31～1/4 

食事総客人員 

約 1000 席 

座敷席 

   席 

レストラン 

     席 

一箇所最大収容 

 座敷 200 席 / 椅子席  500 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

和食 松花堂弁当 3,200 円 15名様より   レストラン又は宴会場 ビール     831 円 

酒（１合） 712 円 

オレンジジュース 475 円 

ウーロン茶 475 円 

 

和食 近江牛陶板膳 5,500 円 15名様より   レストラン又は宴会場 

洋食 バイキング 2,500 円 40名様より   宴会場 

洋食 ランチセット(LAC) 3,000 円 15名様より   レストラン 

中国 弁当(桃花) 2,400 円 15名様より   レストラン 

駐車場 大型  10 台 料金  無料 

乗用車      150 台 料金  無料 

 

無料化粧室（トイレ） 男  名・女   名 

   １階 １ヶ所   ２階 ２ヶ所 

バリアフリー等   

        

所轄保健所    長浜保険所 主要取引銀行  滋賀銀行  長浜支店 

ＰＲコメント  和・洋・中とりそろえたご昼食を琵琶湖のほとりにたつリゾートホテルにてゆったりとお

召し上がりいただけます 

 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 

http://www.daiwaresort.co.jp/


長浜地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等） 忠太郎 ＴＥＬ 0749-62-0158 ＦＡＸ 0749-62-0158 

会社名（法人名）  ＴＥＬ ＦＡＸ 

 

代表者（経営者） 

 

            野村 忠 
予約担当者  野村 忠 

HP URL Chu-tarou.com       E-MALL   

契約旅行会社  

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。           平成２８年 ４月２０日現在 

地区名 
（○）長浜地区 
（ ）米原地区 
（  ）奥びわ湖地区 
上記以外店舗がある場合 
（          ） 

所在地 〒（ 526 ）－（ 0059 ） 

滋賀県長浜市元浜町 8-12 

営業時間 （11：00）～（20：00）オーダーストップ 19:30 

休業日   木曜日 

食事総収容人員 

50 席 

座敷席 

   席 

レストラン 

     席 

一箇所最大収容 

 座敷  30 席 / 椅子席 20 席 

営業種目（団体メニュー） 料金（税込） 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

近江牛鉄板焼御膳 
1,500~ 

 3,000 円 
予算に応じていたします。 

アサヒスーパードライ   550 円 

アサヒスーパードライ ゼロ（小）350 円 

地酒六瓢箪（熱燗） 500 円 

ソフトドリンク各種  250 円 

                 （すべて税込） 

近江牛しゃぶしゃぶ御膳 
1,500~ 

 3,000 円 
予算に応じていたします。 

近江牛すき焼き御膳 
1,500～ 

3,000 円 
予算に応じて致します 

   

駐車場 大型     台   料金  

乗用車      台      料金  

マイクロバス   台       料金  

無料化粧室（トイレ） 男   名・女   名 

 

バリアフリー等          

所轄保健所  長浜保健所 主要取引銀行    長浜信用金庫 本店 

ＰＲコメント 

素材にこだわり、近江牛（黒毛和牛）、黒豚、竹炭入パン粉を使用し、黒を掛けた商品を提供しています。近江牛

は認定近江牛を使用し、良質なお肉をリーズナブルに味わえます。 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



長浜地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等）   長濱浪漫ビール ＴＥＬ 0749-63-4300 ＦＡＸ 0749-63-4301 

会社名（法人名）  長浜浪漫ビール(株) ＴＥＬ 0749-63-4300 ＦＡＸ 0749-63-4301 

代表者（経営者）  清井 崇 
支配人     清井  崇 

予約担当者   岡田  恵美子 

HP URL  http://www.romanbeer.com/ 

契約旅行会社 
 ＪＴＢ、ＫＮＴ、名鉄観光、ＪＲ東海ツアーズ、日本旅行、全旅、ＯＡＴA 

 農協観光 

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。            平成２８年４月２１日現在 

地区名 

（○）長浜地区 

（  ）米原地区 

（ ）奥びわ湖地区 

上記以外店舗がある場合 

（          ） 

所在地 〒（526）－（0056） 

  滋賀県長浜市朝日町 14-1 

営業時間 （11:30）～（22:00）  ※平日 15:00～17:00 クローズ 

                                  日曜 21:00 まで 

休業日  火曜日（休日の場合は営業） 

食事総客人員 

130 席 

座敷席 

席 

レストラン 

 130 席 

一箇所最大収容 

 座敷 席 / 椅子席  100 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

一人石焼近江牛バラ 2,700 円（込）～  ビールスリムグラス(290ml) 

              650 円(税別) 

ビールピッチャー(1600ml) 

             2,600 円(税別) 

一人石焼御膳 1,512 円（込）～  

一人すき焼き鍋 1,620 円（込）～  

バーベキュー 2,160 円（込）～  

   

駐車場 大型   台 料金  円 

乗用車      5 台 料金  円 

 

無料化粧室（トイレ） 男 5 名・女 3 名 

 

バリアフリー等   

        

所轄保健所    長浜保険所 主要取引銀行  滋賀銀行  虎姫支店 

ＰＲコメント   

 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



長浜地区  団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」用 

名称（屋号等）  浜湖月 ＴＥＬ 0749-62-1111 ＦＡＸ 0749-64-0600 

会社名（法人名）  株式会社 浜湖月 ＴＥＬ 0749-62-1111 ＦＡＸ 0749-64-0600 

代表者（経営者） 
代表取締役 

   岸本 一郎 

支配人    川村 忠 

予約担当者 

HP URL  http://www.hamakogetsu.co.jp 

契約旅行会社 
JTB、日本旅行、近畿日本ツーリスト、農協観光、名鉄観光サービス、トップツアー 

JR 東海ツアーズ 

施設情報                             平成２９年３月８日現在 

地区名 

（〇）長浜地区 

（ ）米原地区 

（ ）奥びわ湖地区 

上記以外店舗がある場合 

（          ） 

所在地 〒（ 526 ）－（ 0065 ） 

  滋賀県 長浜市公園町４－２５ 

営業時間 （11：00）～（14：00）  ※夕食 17:00～20:00 

休業日 不定休 

 

食事総客人員 

１５０席 

座敷席イス席 

１２０席 

レストランイス席 

 ３０席 

一箇所最大収容 

 和室・椅子席 １２０席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

和膳（昼のみ） 4,320 円 税込  

和膳（昼のみ） 5,400 円 税込 

懐石料理 6,480 円 税込 

近江牛懐石 9,500 円 税込 

郷土食のおもてなし料理 

「鯖寿司御膳」全９品 
5,400 円 税込 

提供時期：通年 

予約は３日前まで 

駐車場 大型バス２台 料金（無料） 

乗用車         20 台 料金（無料） 

マイクロバス      3 台 料金（無料） 

 

バリアフリー対応施設 

 

 

 

所轄保健所   滋賀県 長浜保健所 主要取引銀行  長浜信用金庫  本店営業部 

ＰＲコメント   

 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



長浜地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等） 国民宿舎  豊公荘 ＴＥＬ 0749-62-0144 ＦＡＸ 0749-65-2631 

会社名（法人名） 長浜旅館飲食協同組合 ＴＥＬ 0749-62-0144 ＦＡＸ 0749-65-2631 

 

代表者（経営者） 

 

理事長  岸本  一郎 
支配人       湯本 崇彦 

予約担当者   田中  みつる 

HP URL hppt://www.houkousou.com 

契約旅行会社 JTB 

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。          平成２９年 ３月９日現在 

地区名 
（○）長浜地区 
（ ）米原地区 
（ ）奥びわ湖地区 
上記以外店舗がある場合 
（          ） 

所在地 〒（ 526 ）－（ 0065 ） 

滋賀県長浜市公園町 10-1 

営業時間 （11：00）～（14：00）※夕食 18:00～20:00 

休業日  不定期 

食事総収容人員 
80 名 

座敷席 

 30 席 

レストラン 

 60 席 

一箇所最大収容 

 座敷 30 席 / 椅子席  60 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

1500 弁当(昼食のみ) 1,620 円 税込 
 

中生ビール  600 円 

ビール(中)  550 円 

酒  550 円 

冷酒  760 円 

ワイン  1300 円 

焼酎  500 円 

2000 弁当(昼食のみ) 2,160 円 税込 

2000 和膳（昼食のみ） 

2500 和膳（昼食のみ） 

2,160 円 

2,700 円 

税込 

税込 

4000 会席 4,320 円 税込 

5000 会席 5,400 円 税込 

郷土食のおもてなし料理 

「さば寿司ご膳」（昼食） 

1,944 円 税込 提供時期：通年 

予約は２日前まで 

駐車場（豊公園駐車場） 台 料金  無料 

乗用車          15 台 料金  無料 

マイクロバス        2 台 料金  無料 

無料化粧室（トイレ） 男 6 名・女 4 名 

 

バリアフリー等 

  2F  なし   1Ｆ  玄関 

所轄保健所   長浜保健所 
主要取引銀行    滋賀銀行 長浜駅前支店 

ＰＲコメント  長浜豊公園内に立地し桜の名所。長浜城歴史博物館近く、琵琶湖汽船乗場まで車で２～３分 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



米原地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等）   グリーンパーク山東レストラン「しゃべの」 ＴＥＬ 0749-55-3751 ＦＡＸ 0749-55-3785 

会社名（法人名）   奥伊吹観光株式会社 ＴＥＬ  ＦＡＸ  

代表者（経営者）  草野  丈太 
支配人     寺田  康次 

予約担当者   丸本  英香・田仲 訓 

HP URL  http://greenpark-santo.com 

契約旅行会社   なし 

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。            平成２８年４月２１日現在 

地区名 

（  ）長浜地区 

（○）米原地区 

（  ）奥びわ湖地区 

上記以外店舗がある場合 

（          ） 

所在地 〒（521）－（0221） 

  滋賀県米原市池下 80-1 

営業時間 （11:00）～（14:00） ※オーダーストップ 13:30 

 

休業日 不定休 

食事総客人員 

約  44 席 

座敷席 

   席 

レストラン 

    44 席 

一箇所最大収容 

 座敷   席 / 椅子席  44 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

松花堂弁当 2,160 円～3,240 円 仕出し可 生中  500 円 

ノンアルコールビール 450 円 

大びんビール 600 円 

日本酒  450 円 

焼酎  450 円 

チューハイ  450 円 

ソフトドリンク  400 円 

おまかせ和定食 1,620 円～ 仕出し不可 

おまかせ洋定食 1,620 円～ 仕出し不可 

   

   

駐車場 大型  ４台 料金  無料  

乗用車     ８０台 料金  無料 

マイクロバス    ４台  料金  無料 

無料化粧室（トイレ） ２男 ２名・女  ３名 

   

バリアフリー等  あり 

        

所轄保健所    長浜保健所 主要取引銀行 レーク伊吹農協  山東支店 

ＰＲコメント  三島池に近く、1/下旬～3/上旬までは園内にて「鴨の里 盆梅展」を開催しています。 

        石田三成ゆかりの観音寺まで車で約５分の施設です。 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 

http://greenpark-santo.com/


米原地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等） ローザンベリー多和田 ＴＥＬ 0749-54-2323 ＦＡＸ 0749-54-2229 

会社名（法人名） 株式会社  メリーデイズ ＴＥＬ 0749-54-2323 ＦＡＸ 0749-54-2229 

 

代表者（経営者） 

 

大澤  恵理子 
支配人       大澤  健 

予約担当者   橋本  健一 

HP URL hppt://www.rb-tawada.com 

契約旅行会社 JTB、農協観光、読売旅行、名阪近鉄、ＫＮＴ、ＮＴＡ、全旅、ＫＴＴ滋賀 

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。            平成２９年８月５日現在 

地区名 
（  ）長浜地区 
（○）米原地区 
（ ）奥びわ湖地区 
上記以外店舗がある場合 
（          ） 

所在地 〒（ 521 ）－（ 0081 ） 

滋賀県米原市多和田 605-10 

営業時間 （10：00）～（17：00）冬季は 10:00～16:00 

休業日  毎週火曜日(祝日の場合は営業)  年末年始 

    冬期１２月～３月は休業となります。（レストラン・ショップは除く） 

食事総収容人員 
130 名 

  カフェ 

 30 席 

レストラン 

 130 席 

一箇所最大収容 

 座敷   席 / 椅子席  130 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

バイキング 

1,750 円(大人) 
1,200 円(子供) 
850 円 (幼児

4・5 歳） 
 

入園セット料金団体 

2,100 円 

 
ソフトドリンクの料金含む 
 
・瓶ビール(中)600 円 
・大沢ワイン(ハーフ)1,010 円 

バーベキュー 

  （ベーシックプラン） 

2,300 円 
(大人・子供) 

入園セット料金団体 
2,550 円～ 

 

子ども会プラン 
1,700 円 

(大人・子供) 

ピザ＆ピタパン作り

体験+入園セット 

駐車場   大型   8 台 料金  無料 

乗用車     200 台 料金  無料 

無料化粧室（トイレ） 男 10 名・女 20 名 

 

バリアフリー等 

所轄保健所 
主要取引銀行   大垣共立銀行  長浜支店 

ＰＲコメント  五感で感じる自然の癒しのひと時を、ゆったりとお過ごしください。 

 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



米原地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等）  醒井水の宿駅みゆき ＴＥＬ 0749-54-8222 ＦＡＸ 0749-54-8223 

会社名（法人名）  有限会社  三幸自動車 ＴＥＬ 0749-54-8222 ＦＡＸ 0749-54-8223 

代表者（経営者）  川瀬 時之 
支配人 川口 貢 

予約担当者  川口  貢 

HP URL  http://www.samegai.jp/     醒井水の宿駅みゆき で検索 

契約旅行会社    

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。            平成２８年４月２１日現在 

地区名 
（○）長浜地区 
（ ）米原地区 
（ ）奥びわ湖地区 
上記以外店舗がある場合 

（          ） 

所在地 〒（ 521 ）－（ 0035 ） 

  米原市醒井 688 番地 10 

営業時間 （9:00）～（17:30） 

休業日  年末年始 

食事総客人員 

182席 1F38 2F144 

座敷席 

   18 席 

レストラン 

 20 席 

一箇所最大収容 

 座敷    席 / 椅子席  100 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

おふくろバイキング 1,500 円（税込） 和食中心 ビール（中瓶） 550 円    

酒 500 円 冷酒 650 円   

焼酎 500 円 ウーロン茶 400 円

ジュース 450 円      

(オレンジ・アップル・コカコー

ラ)             

ノンアルコールビール 400 円

ペットボトル(2ℓ) 850 円 

ばいかも御膳 1,500 円（税込） 値段により内容変更 

さめがい御膳 2,000 円（税込）  

みゆき御膳 2,500 円（税込）  

おこさま御膳 1,000 円（税込）  

駐車場 大型     5 台 料金  10/1～5/31  無料 

                              6/1～9/30  1,000 円 

乗用車       90 台 料金 無料  夏期のみ 200 円 

無料化粧室（トイレ）男 小 6  大 3 名・女 5 名 

                    身障者 2 名 

バリアフリー等 有  

所轄保健所    長浜保健所 主要取引銀行  長浜信用金庫   醒井支店 

ＰＲコメント  団体様バイキングを始めました。20 名以上 100 名まで。お一人様 1,700 円（税込） 

 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 

 

 

http://www.samegai.jp/


米原地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等） 旬の山菜とマス料理  醒井楼 ＴＥＬ0749-54-0120 ＦＡＸ0749-54-1857 

会社名（法人名） 醒井楼 ＴＥＬ0749-54-0120 ＦＡＸ0749-54-1857 

 

代表者（経営者） 

 

 近藤 洋子 
予約担当者  近藤 朋子 

HP URL  http://www.samegairo.com/      E-MALL：   masumatsu680@yahoo.co.jp 

契約旅行会社  JTB 

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。          平成２８年 ４月 ２２日現在 

地区名 
（  ）長浜地区 
（○）米原地区 
（  ）奥びわ湖地区 
上記以外店舗がある場合 
（          ） 

所在地 〒（ 521 ）－（ 0033 ） 

滋賀県米原市上丹生 2054 

営業時間 （11：30 ）～（19：00） 

休業日   4 月～11 月  不定休 

         12 月～3 月  木曜日休業 

食事総収容人員 

 110 名 

座敷席 

46 席 

いろり席 

 14 席 

一箇所最大収容 

 テーブル椅子席 50 席  

営業種目（団体メニュー） 料金（税別） 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

マスコース料理 4,000～7,000 円 塩焼き付 
 

湧水でたてるコーヒー 

     450 円（税込） 

座敷にもテーブル椅子席あり 

季節の箱膳料理 2,500～4,000 円 塩焼き付 

３種のマス丼セット 1,800～2,500 円  

参拝者用  精進料理 

          マス料理 

1,500～2,000 円 

1,800～2,500 円 

 

駐車場 大型  5 台    料金 無料 

乗用車    20 台    料金 無料 

マイクロバス 10 台    料金 無料 

無料化粧室（トイレ） 男 ５名・女 ６名 

 

バリアフリー等 

いろり席にスロープの入口あります 

所轄保健所  長浜保健所 
 
主要取引銀行     滋賀銀行  醒井支店 

ＰＲコメント  歴史文化にふれ、グルメを楽しめる、お寺ゆかりの食事処。                                                                            

飛行観音の寺“松尾寺”（近江 33 観音霊場第 13 番、びわ湖 108 霊場第 50 番の札所）             
日本唯一人の三蔵法師 “霊仙”のお堂有、三蔵法師は語学の達人でもある米原市出身とされ
る人物です。 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



奥びわ湖地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等） しずがたけ光明石之湯 想古亭 げんない ＴＥＬ 0749-82-4127 ＦＡＸ 0749-82-4888 

会社名（法人名）  ＴＥＬ ＦＡＸ 

 

代表者（経営者） 

 

            林 源栄 
支配人      

予約担当者  林 源栄、林 留美子 

HP URL http://www.gennai.jp/       E-MALL  info@gennai.jp 

契約旅行会社 朝日旅行、トップツアー 

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。          平成２８年 ５月６日現在 

地区名 
（  ）長浜地区 
（ ）米原地区 
（○）奥びわ湖地区 
上記以外店舗がある場合 
（          ） 

所在地 〒（ 529 ）－（ 0431 ） 

滋賀県長浜市木之本町大音 1529-1 

営業時間 （11：30）～（20：00） 

休業日   不定休 

食事総収容人員 

80 席 

座敷席 

80 席 

レストラン 

     席 

一箇所最大収容 

 座敷  40 席 / 椅子席   席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

湖産ごちそう御膳 5,000 円 税別 
 

ビール  700円 

日本酒  700円 

ソフトドリンク各種  400円 

炭焼うなぎ御膳 6,000 円 税別 

   

   

   

駐車場 大型    3台   料金 無料 

乗用車     10台      料金 無料 

マイクロバス  5台       料金 無料 

無料化粧室（トイレ） 男 6名・女 6名 

 

バリアフリー等          

所轄保健所  長浜保健所 主要取引銀行     滋賀銀行  木ノ本支店 

ＰＲコメント 

広いびわ湖に唯一軒。湖魚とうなぎの店です。 

炭焼うなぎの香ばしさ、湖魚の意外な美味しさをお楽しみください。 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



奥びわ湖地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等） 奥びわこを望む宿 つづらお ＴＥＬ0749-89-0350 ＦＡＸ0749-89-1363 

会社名（法人名） （有）カンポ ＴＥＬ0749-89-0350 ＦＡＸ0749-89-1363 

 

代表者（経営者） 

 

代表取締役   大橋 延行 
支配人      

予約担当者  

HP URL http://www.tsuzurao.com/        E-MALL   tsuzurao＠koti.jp 

契約旅行会社 クラブツーリズム 

施設情報                             平成２８年４月１９日現在 

地区名 
（  ）長浜地区 
（ ）米原地区 
（○）奥びわ湖地区 
上記以外店舗がある場合 
（          ） 

所在地 〒（ 529 ）－（ 0726 ） 

滋賀県長浜市西浅井町菅浦 580 番地 

営業時間 （ 8：00 ）～（22：00） 

休業日   不定休  月 1 回 休館日あります 

食事総収容人員 
 200 名 

座敷席 

100 席 

レストラン 

 100 席 

一箇所最大収容 

 座敷  60 席 / 椅子席  100 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

つづらお 1,620 円 4 月は 3,240 円以上  

中ビン  500 

日本酒（一合） 450 

烏龍茶  300 

冷酒（地酒） 600～ 

焼酎各種、ワイン各種 

花見会席 3,240 円  

会席 4,320～  

各種鍋 5,400～  

   

駐車場 大型    3 台 料金 無料 

乗用車    60 台 料金 無料 

マイクロバス  5 台 料金 無料 

無料化粧室（トイレ） 男 ５名・女 ５名 

 

バリアフリー等 

         対応  エレベーター入口あり 

所轄保健所  長浜保健所 
主要取引銀行     滋賀銀行  木ノ本支店 

ＰＲコメント  その昔、淳仁天皇が流れ着いたとされえる隠れ里、菅浦。素朴で温かい人々に受け継がれる

文化がそこには息づきます。決して豪華ではないけれど、心あたたまる素朴な味わいをお楽

しみください。 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 

http://www.tsuzurao.com/


奥びわ湖地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等）   ウッディパル余呉 ＴＥＬ 0749-86-4145 ＦＡＸ 0749-86-4545 

会社名（法人名）  株式会社ロハス余呉 ＴＥＬ 0749-86-4145 ＦＡＸ 0749-86-4545 

代表者（経営者）  辻  市夫 
支配人   前川 和彦 

予約担当者  大洞 悦子 

HP URL   http://woodypal.jp 

契約旅行会社   無し  

施設情報                             平成２８年４月２０日現在 

地区名 

（  ）長浜地区 

（  ）米原地区 

（○）奥びわ湖地区 

上記以外店舗がある場合 

（          ） 

所在地 〒（ 529 ）－（ 0515 ） 

  長浜市余呉町中之郷 260 番地 

営業時間 （9:00）～（17:30） 

休業日  火曜日 

食事総客人員 

８０席 

 

座敷席 

２０席 

 

レストラン 

 ３０席 

森林交流センター 

   ３０席 

一箇所最大収容 

 座敷席 / 椅子席  席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

七本槍弁当 1,080 円（込） 
旧伊香郡内（西浅井町・

余呉町・木之本町・高月町） 
 

水源のめぐみ御膳 1,800 円（込）  

   

   

駐車場 大型   10 台 料金  0 円 

乗用車        300 台 料金  0 円 

マイクロバス      15 台  料金  0 円 

無料化粧室（トイレ） 男 3 名・女 3 名 

 

バリアフリー等   

無し（但し、レストランでは有り） 

所轄保健所    長浜保健所 主要取引銀行   長浜信用金庫   木之本店 

ＰＲコメント   

焼畑でとれた山カブのお漬物、高月丸ナス、湖国の特産えびまめ、植物工場栽培のツブリナ、菊水飴など 

その時期に採れるもの、旬な食材を使っています。（中身は季節により変わります） 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



小谷地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等） 須賀谷温泉 ＴＥＬ 0749-74-2235 ＦＡＸ 0749-74-0470 

会社名（法人名） 有限会社須賀谷温泉 ＴＥＬ 0749-74-2235 ＦＡＸ 0749-74-0470 

 

代表者（経営者） 

 

中西  恭子 
担当主任   島脇 大志 

予約担当者 川村・島脇・板谷・丸山 

HP URL http://www.sugatani.co.jp 

契約旅行会社 ＪＴＢ、日本旅行、ＪＡ 

施設情報                             平成２８年４月１９日現在 

地区名 
（○）長浜地区 
（ ）米原地区 
（ ）奥びわ湖地区 
上記以外店舗がある場合 
（          ） 

所在地 〒（526）－（0277） 

滋賀県長浜市須賀谷町 36 

営業時間 （11:00）～（16:00） 

休業日   無 

食事総収容人員 
135 名 

座敷席 

 100 席 

レストラン 

  35 席 

一箇所最大収容 

 座敷  100 席 / 椅子席   90 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

初の調（会席）  3,780 円 入浴別途 540 円 
 

生ビール、瓶ビール、日本酒、焼酎、 

酎ハイ、ウイスキー、ワイン、梅酒、 

ジュース、コーラ、ウーロン茶 

江の夢（会席）  5,400 円 入浴セット料金 

茶々の華（会席） 6,480 円 入浴セット料金 

お市の舞（会席） 8,640 円 入浴セット料金 
 

近江牛すき焼き、しゃぶしゃぶ 

ぼたん鍋 

7,020 円 入浴セット料金 

駐車場 大型  3 台  料金 無料 

乗用車     40 台  料金 無料 

マイクロバス  4 台  料金 無料 

無料化粧室（トイレ） 男 10 名・女 10 名 

バリアフリートイレあり 

バリアフリー等 館内完全なバリアフリーではあり
ませんが、車イスでの移動は可能
です。 

所轄保健所  長浜保健所 
主要取引銀行  長浜信用金庫   浅井支店 

       滋賀銀行     虎姫支店 

ＰＲコメント   小谷山麓に湧く温泉、お市や戦国武将たちが湯治した秘湯です。 

 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 



小谷地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等）   魚作楼 ＴＥＬ 0749-73-3031 ＦＡＸ 0749-73-4151 

会社名（法人名）  有限会社 魚作楼 ＴＥＬ 0749-73-3031 ＦＡＸ 0749-73-4151 

代表者（経営者） 
川合  環 

   

支配人    

予約担当者  川合 里佳 

HP URL http://uosakurou.com/ 

契約旅行会社 
 

 

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。            平成２９年３月９日現在 

地区名 

（〇）長浜地区 

（ ）米原地区 

（ ）奥びわ湖地区 

上記以外店舗がある場合 

（          ） 

所在地 〒（ 529 ）－（ 0141 ） 

  滋賀県長浜市五村 231 

営業時間 （10:00）～（22:00） 

休業日    水曜日 

       年始 1 月 1 日～1 月 3 日 

食事総客人員 

120 席 

座敷席 

席 

レストラン 

 席 

一箇所最大収容 

 座敷 100 席 / 椅子席  60 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

松花堂弁当 
1,620~ 

3,780 円 
税込 

ウーロン茶       ＠378 

ソフトドリンク   ＠378 

瓶ビール中       ＠648 

焼酎グラス       ＠486 

日本酒           ＠486 

会席料理 
3,780~ 

5,400 円 
税込 

   

郷土食のおもてなし料理 

「さば寿司御膳」 
2,160 円 税込 

提供時期：通年（季節によりメニューの

一部に変更があります） 

駐車場 大型   3 台 料金（無料） 

乗用車        25 台 料金（無料） 

マイクロバス     8 台 料金（無料） 

無料化粧室（トイレ） 男 5 名・女  2 名 

 

バリアフリー等   

        

所轄保健所    長浜保健所 主要取引銀行   滋賀銀行    虎姫支店 

ＰＲコメント  長浜黒壁から車で１０分、小谷城址からも車で１０分とアクセスがとても便利です。 

 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 
 



小谷地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等）   道の駅湖北みずどりステーション ＴＥＬ 0749-79-8060 ＦＡＸ 0749-79-8066 

会社名（法人名）  湖北水鳥ステーション(株) ＴＥＬ 0749-79-8060 ＦＡＸ 0749-79-8066 

代表者（経営者）  代表取締役  村方 義昭 
支配人   田邉  理人 

予約担当者  下元  喜笑子 

HP URL   http://www.mizudori-st.co.jp 

契約旅行会社   無し  

施設情報                             平成２８年４月２０日現在 

地区名 

（  ）長浜地区 

（  ）米原地区 

（○）奥びわ湖地区 

上記以外店舗がある場合 

（          ） 

所在地 〒（ 529 ）－（ 0365 ） 

  滋賀県長浜市湖北町今西 1731-1 

営業時間 （11:30）～（16:00） 

休業日   道の駅：第二火曜日 

    レストラン：不定休 

          ※レストラン団体 土日受入不可 

食事総客人員 

４５席 

 

座敷席 

席 

 

レストラン 

 ２階４５席 

一箇所最大収容 

 座敷席 / 椅子席  ４５席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

水鳥弁当 1,080 円～ 長浜市内配達可  

うなぎのじゅんじゅん定食 1,600 円  

   

   

駐車場 大型   11 台 料金  0 円 

乗用車         67 台 料金  0 円 

マイクロバス         台  料金  0 円 

無料化粧室（トイレ） 男 6 名・女 4 名 

 

バリアフリー等   

身障者用トイレ  １器   駐車場  ３台分 

所轄保健所    長浜保健所 主要取引銀行  北びわこ農業協同組合  朝日支店 

ＰＲコメント   

 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 

 

 



長浜地区 団体食事予約引き受け飲食提供事業者タリフ「ガイドプラス」 

名称（屋号等） 
浅井三姉妹の郷  

（自然薯茶屋「浅井家」） 
ＴＥＬ 0749-74-1261 ＦＡＸ 0749-74-1263 

会社名（法人名）  （株）浅井三姉妹の郷 ＴＥＬ 0749-74-1261 ＦＡＸ 0749-74-1263 

代表者（経営者） 
 代表取締役 

  押谷 小助 

支配人     島﨑 洋 

予約担当者   島﨑 洋 

HP URL  http://azai3-st.jp/ 

契約旅行会社   なし 

施設情報 最新の情報は施設にご確認ください。            平成２８年４月 21 日現在 

地区名 

（○）長浜地区 

（ ）米原地区 

（ ）奥びわ湖地区 

上記以外店舗がある場合 

（          ） 

所在地 〒（526）－（0244） 

 滋賀県長浜市内保町 2843 番地 

営業時間 （11:00）～（19:00）土日祝 

   （11:00）～（14:30）平日 

休業日 年末年始 

食事総客人員 

  106 席 

座敷席（別館） 

   70 席 

レストラン 

    36 席 

一箇所最大収容 

 座敷  70 席 / 椅子席  36 席 

営業種目（団体メニュー） 料金 備考【弁当の場合配達地】 飲み物メニュー等参考データー 

お江弁当 1,600 円（税込） 別館 コーヒー、ウーロン茶 

オレンジジュース、 

瓶ビール、ジェラート 

   

   

   

※団体様は 10 名様から受け付けております。  

駐車場 大型 ２２台 料金  無料  

乗用車     ３６台 料金  無料 

マイクロバス     台  料金  無料 

無料化粧室（トイレ） 男 ２名・女  ２名 

   

バリアフリー等  バリアフリー 

所轄保健所    長浜保険所 主要取引銀行 長浜信用金庫 浅井支店 

ＰＲコメント   

【平成 27 年度重点道の駅選定】江北に連なる山々の、豊かな自然に育まれた自然薯と四季折々の旬の食材を

活かした、東浅井地域の郷土料理を心ゆくまでご堪能ください。 

一般社団法人北びわこふるさと観光公社 ＴＥＬ0749-78-0300 ＦＡＸ0749-50-3686 

 


