まつり
きゅう わ ちゅうさ ん ほん ぽ

イ

とまる

ン

だい ほう じん じゃ れい たい さい

（D-3）
1 旧和中散本舗

さと しん ゆう かん

（B-1）
12 大宝神社例大祭

江戸時代「和中散」
を売る
「ぜさいや」
の本舗とし
て栄えた。国指定史跡。徳川家康の腹痛を治した
薬として有名。
「間の宿」
として公家・大名などの
休憩所も務めた。大角家住宅は国指定重要文化
財、大角家庭園は国指定名勝。

5月4日・大宝神社
交通：
ＪＲ栗東駅西口から徒歩約１０分
３基の勇壮な男性みこしと女性による
「さつきみこし」、
雷太鼓の演奏、稚児社参・さんやれが盛大に繰り広
げられる。

入館料：４００円、予約制
問：大角家 栗東市六地蔵４０２
1０７７-５５２-０９７１ P：3台

問：大宝神社 栗東市綣７-５-５
1０７７-５５２-２０９３ Ｐ：50台
http://daihoujinja.jp/
お つき たい しゃ れい さい

2

お づえまつ

（C-4）
13 小槻大社例祭（小杖祭り）

鎌倉時代の中期、信濃の善光寺阿弥陀如来像
分身を請来したのが始まり。客殿前には枯山水の
庭園があり、本堂には地下を巡る「かいだんめぐ
り」がある。春秋の彼岸には「牛に引かれて善光
寺参り」
と多くの人で賑わう。

５月５日・小槻大社
交通：名神栗東I.C.から車で１０分
色鮮やかな衣裳と花笠を身に付けた子役が踊り、笛
や太鼓による音楽、大きな花笠が特徴。神輿とともに練
り歩き、
お旅所や本殿前で奉納される。

問：新善光寺 栗東市林２５６
1077-552-0075 P：５０台
アクセス：ＪＲ手原駅から徒歩約３０分
JR手原駅よりタクシーで約800円。
HP・携帯サイト 新善光寺 滋賀で検索下さい。

問：森遊館 栗東市観音寺５３７-１
1０７７-５５８-０６００
定員：46人 最大66人 P：20台
休：水曜日
（祝日と重なるときはその翌日）
http://ritto-konze-no-sato.or.jp/
※素泊まり一部屋分の税込料金

さと

問：バンガロー村 栗東市観音寺535 1077-558-0908
バンガロー１棟（4人棟）：
10,700円〜
（平日）、12,800円〜
（休前日）※税込料金
収容人数：45人 P：16台
休：水曜日
（祝日と重なるときはその翌日）
http://ritto-konze-no-sato.or.jp/
みん しゅく あか さか さん そう

（C-3）
24 民宿 赤坂山荘

県指定選択無形民俗文化財
問：栗東市観光物産協会 1０７７-５５1-0126
した

問：赤坂山荘 栗東市小野1034
1077-553-7750
素泊まり 2,500〜3,000円※税込料金
収容人数：20人 P：10台

ひ

（D-5）
15 馬に親しむ日
年に1回、乗馬体験、馬車、施設見学など、馬と触れ合
えるイベントが開催される。開催日は年によって異なる。

4
金勝山山中の狛坂廃寺跡にある。約６ｍ×４ｍの
花崗岩に彫られた磨崖仏。奈良時代の作といわ
れる。栗東歴史民俗博物館に等身大のレプリカが
ある。国指定史跡。

「乗馬苑」
開催場所：JRA栗東トレーニング・センターの
問：JRA栗東トレーニング・センター
1０７７-５５8-0101 Ｐ：50台
アクセス：ＪＲ草津駅から金勝方面行きバスで「トレセン事務所前」下車

栗東市荒張
問：栗東市観光物産協会
1077-551-0126

に

れる

よこ が みねてんぼうしょ

16 横ヶ峯展望所（E-7）

5

ば とうかんのんどうまえちゅうしゃじょう

（馬頭観音堂前駐車場）

奈良時代に良弁僧正が開基したと伝えられる。多
くの文化財を宝蔵。安養寺山の山裾を築山として
巧みに利用した池泉鑑賞式庭園は県指定名勝。
問：真言宗東方山安養寺 栗東市安養寺88
1077-552-0082 P：3０台
http://tohozan-anyouji.com/
e-mail : to-anyouji@nifty.com

標高は約５５０ｍあり、
三上山（近江富士）
よりも高い所
にあります。眺望は素晴らしく、眼下にはJRA栗東トレ
ーニング・センターの全景が眺められます。
また三上山
や栗東から野洲にかけての湖南地域の街並み。
さら
には琵琶湖や対岸の比良の山々などが広がります。
栗東市荒張

問：栗東市観光物産協会

おお の じんじゃ

りっとう し ぜんかんさつ

（D-5）
6 大野神社

都市近郊に残る身近な自然を活用した、五感を通して
自然に親しみ観察できる施設です。様々な年代の方に
参加していただける自然観察会や各種イベントも実施
しています。
※なお団体利用の際には事前予約が必要です。

問：大野神社 栗東市荒張８９６
10７７-５５８-０４０８ P：5０台
http://ohnojinja.shiga.jp
アクセス：JR手原駅からタクシーで約20分
じんあと

えいしょう じ

（B-2）
7 鈎の陣跡・永正寺

森の中で体いっぱい感じよう。
自然からあなたへのメッセージ

室町幕府第９代将軍足利義尚が構えた陣跡。
１４
８７年（長享元年）
１０月から１年５ヶ月の間御所とし
て栗東が政治の中心地となった。永正寺は、
この
陣跡に建立されたとの説がある。

問：栗東自然観察の森 栗東市安養寺178-2
1077-554-1313
開： ４月〜９月 9:00〜17:00
10月〜３月 9:00〜16:30
休：月・火曜日
（祝日ならその翌日）、年末年始
入場料：無料 P：50台（大型3台）
く ぼん

３段に分かれて流れ落ちるさまが、
仏教用語の九品浄
土を思わせることからその名がついたといわれている。
総高約２０ｍ余り、渓流を含めた延長は約１００ｍに及
ぶ湖南地域最大の滝である。
栗東市井上
問：栗東市観光物産協会 1077-551-0126
P：駐車可能なスペースあり。

こん たい じ

（D-6）
8 金胎寺
もとは法相宗・興福寺系の寺院。
その後金勝寺の
別院となり天台宗であったが江戸時代に浄土宗
に転宗した。本尊の阿弥陀如来、両脇侍像、四天
王立像は国指定重要文化財。

し が にっさん

もり

19 滋賀日産リーフの森（E-6）
比良山系を一望できる金勝山の山腹に広がる緑の公
園。面積は約１５ｈａあり、全国植樹祭会場跡地。周囲
には金勝山ハイキングコースが広がり、
泣き地蔵・桜並
木・九品の滝などの名所旧跡もあります。
また、道の駅
こんぜの里りっとうが隣接しています。

拝観要予約
問：金胎寺 栗東市荒張３９８
1077-558-1568 P：５台

栗東市荒張・観音寺
問：道の駅こんぜの里りっとう
1077-558-3858 P：29台
（大型２台）

くさびらじんじゃ

（B-2）
9 菌神社
６３７年に勧請された古社で本殿は市指定の文化
財。
「菌」
とは「キノコ」のことで、
大昔この地が飢餓
に見舞われた時、一夜にして境内にキノコが生え
人々を救ったと伝えられる。
５月３日の祭礼では古
代より伝わる雑魚（じゃこ）
のなれ寿司が神饌とし
て供えられる。

りっとう

20 フォレストアドベンチャー・栗東（F-7）
ついに滋賀県に初上陸！大人から子供まで
楽しめる自然共生型アウトドアパーク！フォレ
ストアドベンチャー！樹上15mまで登り、樹間
の間を移動し最後は専用の器具で地上まで
滑り降ります！フォレストアドベンチャー初の
２名同時に飛べるデュアルターザンスィングも
登場！
！

1077-551-0126

まん ねん じ

（D-3）
10 萬年寺
奈良時代に小野寺（和銅３年：西暦７１０年）が建
立され、
その寺跡に１６８３年（天和３年）黄檗宗＜
禅宗＞の僧、祐堂禅師が来往して中国様式の寺
を再興し、萬年寺と号した。
ご本尊様は聖観世音
菩薩様で、聖徳太子による彫刻の御作と伝えられ
ている。

料金：大人：3,600円（税込）、子供：2,600円（税込）
休：不定休
運営時間：9時〜 17時（最終受付時間は異なります）

問：萬年寺 栗東市小野
1077-552-0077 Ｐ：１０台
た き やま じょうあと

たき

18 九品の滝（E-6）

問：永正寺 栗東市上鈎
1０７７-５５２-００７１ P ：１０台

栗東市中沢
問：栗東市観光物産協会

もり

17 栗東自然観察の森（C-3）

天徳三年（959年）勧請と伝わり、菅原道真を祭神とする金勝庄の総
社。かつては於野宮、於野宮天満などと称されていたが、明治に現社
名となる。国指定重要文化財の楼門をはじめ多くの文化財を伝える。

まがり

1０７７-５５１-０１２６ P：８台

にっこう やま いしだん

光
えん

（D-3）
11 多喜山城跡・日向山石段

（A-1）
21 いちご園サンシャインヴィレッジ

標高２２２．
９ｍの日向山に築かれた戦国時代の山
城跡。織田・豊臣政権の手になるとされる虎口
（城門
跡）や石垣は、近世の城郭につながる初期の形を
示すものとして全国から注目されている。山頂までは
７２１段の石段が整備され、龍王の祠がある。山麓
の日向山古墳は古墳時代後期の円墳。石室内部
の見学にあたっては市スポーツ・文化振興課まで。

日本初のバリアフリーいちご園として開園。ベ
ビーカーや車椅子でも入れる通路でいちご狩
りを楽しむことができます。園主が味にこだわっ
て育てたいちごは空中で大きくなるので、洗わ
ず食べることができます。ハウス内のため雨天
でもＯＫ。

問：スポーツ・文化振興課
1０７７-５５１-０１３１ P：１０台
アクセス（ 登 山 口まで）：
ＪＲ草津線「手原駅」下車、
くりちゃんバス１０分「日向山バス停」下車、徒歩３分
ＪＲ琵琶湖線「草津駅」下車、滋賀バス１４分「高野バス停」下車、徒歩１５分

ご予約・問：
1０90-5794-0420 Ｐ：19台
http://foret-aventure.jp

問：観光いちご園サンシャインヴィレッジ寺田
栗東市十里 1０９０-１４８７-７４０６
Ｐ：50台 大型有
入園料：予約制。
３０分間
大人1,600円・シルバー1,400円（７０歳以上） 開：３月中旬〜５月下旬 いちご狩り
※いちご狩りは土日限定営業
小学生1,300円・３〜６歳1,100円
１〜２歳600円（期間により料金変更あり）※税込料金

問：めぐみ旅館 栗東市御園889-5 1077-558-2533
一泊二食付 5,600円＋税
素泊まり 3,800円＋税
収容人数：30人 Ｐ：２５台

コンドミニアム形式のバンガローで自炊型の宿泊施設で
す。管理棟のウッドデッキでは日帰りのバーベキューを楽し
めます。天気の良い日にはデッキから琵琶湖が望めます。

（D-4）
14 上砥山太鼓踊

うま

（D-4）
26 めぐみ旅館

むら

※料金については、参考ですので事前の確認をお願いします

（B-2）
27 アートリッツホテル

モンブラン
チョコレート
・スポンジ・生クリーム・栗をマロンペーストで
包みました。味にこだわり素材にこだわった、
たくさんの
スイーツがあなたをお待ちしております。

問：ジャパンエースゴルフ倶楽部 栗東市下戸山５００ 1077-553-3333
営：7:00 〜 17:30 休：月曜日
P：115台 http://www.ayaha.co.jp/jace
アクセス：ＪＲ栗東駅からタクシーで10分

問：アンジェリック・ドーワ 栗東市安養寺６-９-６１サクオビル
1０７７-５５２-８５７６
営：9:30-20:00 休：不定休 Ｐ：4台

問：Café Felice 栗東市綣６-１１-１５
1０７７-５５３-１０８０ Ｐ：４台 JR栗東駅西口より徒歩5分
営：11:30〜14:30、
18:00〜22:00 休：不定休
http://oumi.cafefelice.com/
Ｆacebook ： oumi.cafefelice

問：JRA栗東トレーニング・センター 1077-558-0101
（9:00 〜 17:00 月・火・年末年始は除く） Ｐ：50台
http://jra.jp/

（B-2）
51 サロン・ド・カフェ アプリ

く ら ぶ

30 琵琶湖カントリー倶楽部（E-4）
昭和３４年（1959年）滋賀県初のゴルフ場として誕生して以
来、
この地では日本オープン、
日本シニアオープン、
日本女子
プロ、
パナソニックオープンなど数多くの名勝負が繰り広げら
れた。
そして、
２０１４年日本女子オープン開催で日本で初め
て日本４大オープン競技をすべて開催。
自然と調和したコー
ス、四季折々の木々や草花、
そして小鳥たちのさえずりがプ
レーヤーを温かく出迎える。

「さきら」
と共にオープンし、地域の皆様と歩んできたお
店です。直火の炎で焼くこだわり製法のバウムクーヘン
が登場。
きめが細かく、
しっとり
・ずっしり仕上げた老若
男女に愛される無添加手作りのバウムクーヘンです。
問：サロン・ド・カフェ アプリ 栗東市綣２-１-２８ さきら内 1０７７-５５３-４７１５
営：10:00-18:00 休：月曜日 Ｐ：５台
おお の

問：琵琶湖カントリー倶楽部 栗東市御園５１３ 1077-558-0121
営：7:00 〜 18:00 休：月曜日 http://www.biwakocc.com/

「大野バウム」
（D-5）

人気アイドルグループ「嵐」
ファンの聖地「大野神社」
と
「アプリ」がコラボした「大野バウム」は直火焼き・無
添加製法はそのままに、
「 神ってる！
？バウム」
として大
人気。参拝のお土産・休憩所としてカフェも併設し、
バウムクーヘンを一切れ乗せたソフトクリーム
「大野ソ
フト」
も人気。参拝の折には、ぜひ味わってください。
新商品「馬勝ったバウム」
も馬のまち栗東ならではと
大好評販売中。

りっとう れき し みん ぞく はくぶつかん

31 栗東歴史民俗博物館（D-3）
栗東の優れた歴史的文化遺産を永く後世に守り伝えてゆく
ため、
展覧会や関連事業を開催しています。
問：栗東歴史民俗博物館 栗東市小野２２３-８ 1077-554-2733
アクセス：ＪＲ東海道線草津駅東口バスターミナル5番のりば
より帝産バス
「コミュニティセンター金勝」
または
「トレセン西住
宅」行き乗車、
「図書館・博物館前」
バス停下車、徒歩1分。
・ＪＲ草津線手原駅より徒歩30分。
休：月曜日、祝翌日 営：9:30 〜 17:00 Ｐ：20台
入館料：無料（ただし、特別展開催時には別料金が設定されることあり）
http://www.city.ritto.ｌ
ｇ.jp/hakubutsukan/

問：大野Cafeアプリ 栗東市荒張896 大野神社境内
1077-532-4502
営：10:00〜17:00 Ｐ：20台

（C-3）
52 ３じのおやつ

りっとうげいじゅつぶん か かいかん

1999年秋栗東市が誇る芸術文化の拠点としてオープン。
施設は音楽主体の大ホール
（810席）
と演劇主体の中ホー
ル（406席）、多目的に使用できる小ホール（200席）のほ
か、練習室やスタジオ、展示室、研修室などが完備され、年
間を通じて様々なジャンルの公演が行われています。
問：栗東芸術文化会館さきら 栗東市綣２-１-２８
1077-551-1455 FAX 077-551-2272
チケット販売：10:00 〜 21:00 チケット専用 1077-551-1414
貸館利用申請受付：9:00 〜 19:00 Ｐ：隣接する１１０２台駐車可能な有料駐車場あり
休：月曜日
（祝日の場合は開館）・年末年始（１２月２９日〜１月３日）
httpｓ://www.sakira-ritto.net/ アクセス：JR栗東駅より徒歩5分
や

す がわ うんどう こうえん

たいいくかん

33 野洲川運動公園・体育館（D-１）
野洲川河川敷に広がる運動公園。陸上競技場、
ソフトボー
ル場、
テニスコート、
グラウンドゴルフ場などのスポーツ施設が
あります。体育館は、
バスケットボールコート１面のお手頃な広
さの施設です。
問：野洲川体育館 栗東市出庭２０８３ 1077-553-1006
休：月曜日
（祝日の場合はその翌日） Ｐ：165台
栗東市社会体育施設 http://www.ritto-taiikukan.jp/
アクセス：ＪＲ守山駅より徒歩30分
りっ とう

く ら

障がい者用
駐車場

スロープ

し てん

問：栗東市小柿５丁目１７-１５ 1０７７-５５３-６６０７
営：9:00〜19:30 Ｐ：２台 休：火曜日
草津駅より車で１０分、栗東駅より車で７分
※直接注文がある場合発送致します。
（一部商品）

問：栗東ホース具楽部 栗東市荒張1373-30 1077-558-4030
休：日曜日 P：5台 http://www.ritto-horse-club.com/

自動ドア

障がい者用
トイレ

オストメイト
対応トイレ

ベビー
チェア

ベビー
ベッド

ほじょ犬
同伴OK

めい しゅ

エレベーター

きく

みず

（B-3）
45 銘酒「菊の水」
「めがわ田楽」
によくあうお酒として旅人に愛されたお
酒「菊の水」幻の銘酒を当時の味そのままに復元し
た商品。
買・問：ヤマキ酒店 栗東市岡349 1077-552-1886
営：10:00〜19:00
休：火曜日
アクセス：JR草津駅下車帝産バス 栗東市役所循
環線 岡バス停から40m

ぜん こう じ

江戸文化年間創業の
「阿波屋清重」製造の名物。他にも
当店自慢の民話にちなんだお菓子があります。
通信販売可。

いっぴん めい しゅ きらめきしん ば

46 逸品銘酒「煌神馬」
（D-2）
「誉れ高き天賦の輝、優駿栄光の誇り」名実ともに最
高峰たる旭日昇天縁起の良い神髄ある銘酒として奉
祝用に最適です。

問：阿波屋清重 栗東市辻６３６
（手原駅より徒歩25分）
1077-551-4855 休：火曜日
買：阿波屋清重、
田舎の元気や、道の駅アグリの郷栗東

問：酒甚 栗東市林16
買：酒甚、通信販売

環境こだわり農産物、全生産者がハウス栽培を行っている
高品質の栗東産いちじく。生食はもちろんのこと、手作りで
加工した「いちじくジャム」
「いちじくのワイン煮」
も人気です。

みち

えき

1077-552-0047

さと

47 道の駅こんぜの里りっとう（E-6）

問：道の駅こんぜの里りっとう
1077-558-3858
道の駅アグリの郷栗東
10120-107-621
田舎の元気や
1077-552-8318
買：道の駅、
田舎の元気や、栗東観光案内所、通信販売

滋賀日産リーフの森に隣接し、栗東産の新鮮な野菜
や果物をはじめ、
こんぜの特産物を販売。
レストランで
は猪肉を使った
「しし丼」
や
「こんちゃんコロッケ」
をご賞
味ください。
グラウンドゴルフ場
（３コース２４ホール）
も併
設しています。

りっとう

40 栗東あられ（C-2）

いちじくシュークリーム・いちじくソフト
栗東で育ったいちじくを生産者自らが手作りしたジャ
ム。
そのジャムを使用したのがこのシュークリームで
す。
またソフトクリームにもそのジャムが使われており、
ほんのりと香るいちじくの風味と甘みが疲れを癒して
くれます。

滋賀羽二重餅を主原料とし、昔ながらの製法で全
品炭火手焼きのあられを製造しています。
青のり・えび・昆布味の
「汐の華」
や味噌風味の
「香
里古里」が人気です。
問：(有)栗東あられ本舗 栗東市大橋4-4-21
1077-552-0909
買：(有)栗東あられ本舗、道の駅など
http://www.biwa.ne.jp/˜r-arare/

問：道の駅こんぜの里りっとう 栗東市荒張１-１１
1０７７-５５８-３８５８
営：9:00〜17:00 休：水曜日
（祝日の際は翌日）
Ｐ：29台
（大型２台）
http://ritto-konze-no-sato.or.jp/

はち や

（Ｃ-2）
41 蜂屋こんにゃく

こめ

（Ｃ-2）
48 米おかき

製造元の㈱清水商店は江戸時代天保１１年（1840
年）創業。老舗の味を生かし、
あらゆる蒟蒻製品の製
造をしています。
中でもギフトセットは贈答は好適品で
す。
ご希望に応じた詰合わせ・地方発送賜ります。

原材料にとことんこだわり、
コシヒカリ、滋賀羽二重糯
は全て自社生産。味付けは誰もが舌鼓を打つ
「塩マヨ
ネーズ」
と少し大人の味わいの
「青のり七味」
どちらも
素材の良さを感じて頂ける絶品のおかきに仕上がりま
した。
その他、米・季節の野菜・白米と玄米のポン菓子、
大豆のポン菓子なども取り揃えております。

問：（株）清水商店 栗東市蜂屋978-3 ※電話・FAXによる注文・地方発送可
1077-552-2008 FAX 077-553-2325
買：
（株）
清水商店、道の駅など
Mail shimikon@mx.bw.dream.jp
http://shimikon.co.jp/

問：A.M.Aファミリーズ 榮農場
栗東市蜂屋720-2
1077-552-0353 FAX：077-552-0387

栗東紹介

おかやま

55 肉の岡山（C-3）
「近江の香り、
滋賀の味」
をコンセプトに、
牛の飼育日数、
体
型、
血統にこだわり、
確かな目利きで上質なお肉を厳選して
います。店舗２階のミートレストランエムでは近江牛を中心に
厳選した食材にこだわりつつお手ごろな価格で料理をご提
供しております。

56 如意の里 ごきげんさん（E-5）

へそくりパイ・へそくりmanju
細かく刻んだ栗を練りこみ、栗のイガを表現したへそく
りパイ。甘さをおさえた柔らかいスポンジで栗を包んだ
へそくりmanju。
ほかにも人気ＮＯ.１のスフレチーズケ
ーキなど人気商品を多数取り揃えています。

名神栗東インターから車で15分の場所に位置し、緑豊かな
自然の中で営業しています。乗馬クラブ
（会員・ビジター）
と競
走馬の育成・調教を行っております。乗馬については競走馬
の調教中を除く午前11時以降に体験や見学ができますが、
馬にやさしいお心遣いをお願いしております。
※競走馬厩舎への立ち入り禁止。大声・大人数・喫煙厳禁。
必ず係員の指示に従ってください。要事前電話。

問：（株）AI・CREW 1０７７-５５８-３８３６
営：９:３０〜１６:００
買：栗東市観光案内所、道の駅など

（D-2）
38 善光寺ういろ

（B-1）
（D-2）
53 パティスリーリコッタ

（B-3）
54 ザルツブルグ洋菓子店

ぶ

44 ホースヘアー
欧米では馬の毛は幸運を呼びよせ、
災いを振り払うお
守りとして伝統的に用いられています。
また、持ち主の
願い事を叶えてくれると云われています。

あさがら の

問：栗東市安養寺7丁目４-１４ 1077-552-2364
営：精肉部 9:30 〜 19:30
（デリカ11:00 〜 19:00）
レストラン部 17:00 〜 22:00（ＬＯ21:30）
休：水曜日 Ｐ：5台 http://www.e0329-okayama.com/

栗東ロール
栗の入ったあっさりした甘さのロールケーキです。生
ケーキは３０種類焼菓子は２０種類を取り揃えていま
すので、皆様のご来店を心よりお待ち致しております。
手軽なおみやげにいかがでしょうか。
本店2階にてビストロリコッタを営業しております。
ランチ
にディナーにご利用下さい。ご予約は1077-558-5660
まで。
問：栗東市北中小路４２０−５
（北中小路本店）
1０７７-５５３-１０３３
栗東市高野８００ビバリーマンションⅢ
（高野店） 1０７７-５５１-１６６１
営：10:00〜20:00 休：月曜日
（祝日の際は翌日） Ｐ：６台

34 栗東ホース具楽部（Ｃ-5）

問：栗東市観光物産協会 1077-551-0126
買：栗東観光案内所、道の駅など

いちじくローフ
栗東産のいちじくをしっかり煮詰め、甘酸っぱいジャムを生
地に巻き込んで焼いてあります。他にも朝どりの新鮮な季節
の地元野菜や特産品、
栗東米等を販売しています。

問：３じのおやつ 栗東市安養寺２丁目６-５
1０７７-５３５-６０２９
営：10:30〜19:30 休：不定休（原則月曜日）
Ｐ：７台（共同）

よう が

江戸時代に東海道の旅人の茶器や酒器として、
また
その形の面白さから床飾り等に珍重されてきました。
現在では趣味として、
また縁起物、無病（六瓢）息災
として多くの方に愛用されています。

創作工房で作られた割木巻寿しや栗東産
大豆をまるごと豆腐にした「まるっぽ豆腐」などもレストランで食
べられます。地元の食材を使った料理が食べられる贅沢なレ
ストラン。各工房で作られる手作りジェラートやパン、
お餅のほ
か新鮮な地元野菜やこだわり商品のショッピングも楽しめます。

にく

シフォンケーキ「マロン」
刻んだ栗とマロンペーストを混ぜ込み焼き上げた秋限
定のシフォンケーキです。
（９月下旬〜１１月限定販売）
子どもからご高齢の方まで、安心してお召し上がりい
ただけるお菓子を愛情込めて、
１つ１つ手づくりしてお
ります。

（B-2）
32 栗東芸術文化会館さきら

さと りっとう

３９ いちじく・いちじくジャム（C-2、D-3、E-6）

栗東プリンいちじく
ココナッツオイル入りミルクプリンに、赤ワインで煮込ん
だいちじくピューレを合わせました。店内で近江牛丼や
ピッツァ等、
お食事やカフェをゆっくりお楽しみください。

約2,000頭のサラブレッドが毎日トレーニングを行う、
JRA日本
中央競馬会の競走馬調教施設。広大なトラックコースや坂
路コースで、
明日のGIホースを目指したトレーニングが続けら
れています。一般の施設見学は不可ですが、年に数回、施
設見学イベントを実施しています。詳細はJRAホームページ
をご覧ください。

び わ こ

フェリーチェ

（B-2）
50 Café Felice

りっとう

えき

36 道の駅アグリの郷栗東（C-2）

問：太田酒造（株）琵琶湖ワイナリー 1077-558-1406
太田酒造本社
1077-562-1105
買：琵琶湖ワイナリー、道の駅こんぜの里りっとう
太田酒造
（株）
ほか
http://www.ohta-shuzou.co.jp/

鶏冠山を背景に全長6880ヤードの落ち着いた気品漂うコー
ス。
オーソドックスなコースレイアウトの中にも、
微妙なアンジュレ
ーションをきかせたフェアウエイや、戦略的に魅力あふれるホ
ールが広がっています。

29 JRA栗東トレーニング・センター（D-5）

みち

め がわ

43 目川ひょうたん

浅柄野は自社農園産葡萄を１００％使用して単一品
種を仕込んだヴィンテージワインのブランドです。赤は
ヤマ・ソーヴィニヨン、白はレッドミルレンニュームが代
表品種のワインです。

ドーワ
（C-3）
49 アンジェリック・

カフェ

栗東市小野547-3
1077-552-8318
営：おにぎり亭 9：00〜16：00 レストラン 9：00〜20：00
※レストランのラストオーダー19：30 Ｐ
：約100台
問：
ＪＡ栗東市田舎の元気や

び わ こ

スイー

く ら ぶ

問：青木味噌商店 栗東市上砥山1449-1
1077-558-0655 FAX：077-558-2900
買：青木味噌商店、
田舎の元気や、
道の駅など

37 琵琶湖、浅柄野ヤマ・ソーヴィニヨン（C-5）

問：アートリッツホテル 栗東市綣１-１１-１ 1０７７-５５４-２８２８
チェックイン16:00・チェックアウト10:00 Ｐ：あり
http://artrits.jp

28 ジャパンエースゴルフ倶楽部（C-4）

製造元の青木味噌商店は、
明和元年
（1764年）
から
味噌の醸造を続けてきた老舗です。
「こんぜみそ」は無添加、天然熟成をコンセプトに醸
造された、
色、
香、
極が絶品の特産品です。

問：道の駅アグリの郷栗東 栗東市出庭９６１番地１ 10120-107-621
営：9:00〜18:00（水曜は8:00 〜）12〜2月は閉店17:00
休：年中無休(1/1 〜 1/4休) Ｐ：３８台（大型４台）

JR栗東駅から歩いて４分、名神高速道路の栗東I.C.より車で５分と
いう便利な場所にあり、
おしゃれな外観が目を引きます。
ビジネスホテ
ルとしては珍しくバスルームとトイレが分かれていて、
ゆったりと湯船
につかることができ、
また全室でインターネット回線が無料で利用で
きて便利。
これがあったら良いのになぁ…というものをすべて取り入
れたホテルで、
ゆっくりとくつろげます。

市内

42 こんぜみそ（D-4）

おにぎり亭
地産地消の推進を目的として、県内初のドライブスルー方
式で、
栗東産環境こだわり米コシヒカリを使用した、
握りたて
のおにぎりを販売しております。
レストラン
（オードブル・ご宴会ご予約承ります）
地元農産物を中心とした食材を調理・加工し、定食・麺類・
丼物等多くのメニューをご用意しております。

問：森の未来館 栗東市観音寺４５９-２０ 1077-558-3777
和 室 〈定員4〉10,700円
（平日）、12,800円（休前日）
〈定員７〉18,700円
（平日）、22,500円
（休前日） 収容人数：大人１００人（小学生１５０人）
〈定員８〉21,400円
（平日）、25,700円
（休前日） Ｐ：30台
定員超過金…大人2,200円（１人）、小人1,100円
（１人） 休：水曜日
（祝日の場合は
※税込料金
その翌日）・12/29〜1/4

（E-6）
23 こんぜの里 バンガロー村

９月第１土曜日の夜・日吉神社境内
交通：
ＪＲ草津駅からタクシー２０分
「バンバ」
と呼ばれる
「踊り場」
が設置され、保存会が幾
種類もの舞が奉納される豊年踊り。

問：金勝寺本坊 栗東市荒張1394
1０７７-５５８-2996 P：13台 ※要拝観料

メゾネットタイプ
（４人で）
…15,000円（平日）、17,100円（休前日）
和室（５人で）
…13,400円（平日）、16,100円（休前日）
定員超過金…2,200円（１人）

げ

げん き

35 ＪＡ栗東市田舎の元気や（D-3）

森の未来館
（E-7）

りょ かん

かみ と やま たい こ おどり

奈良時代に良弁僧正が開基。重要文化財である
本尊木造釈迦如来坐像、木造軍荼利明王立像、
木造虚空蔵菩薩半跏像、木造毘沙門天立像、木
造地蔵菩薩像を安置。境内地には千年杉や楓等
の名木がある。

自然体験学習センター

りっ とう し い なか

み らい かん

栗東の豊かな自然の中で集団活動と宿泊研修を通じて、
豊かな心を育み、明るくたくましい青少年を育成するととも
に生涯学習の振興を図ります。森林環境学習（やまのこ）
事業、大研修室を活用した吹奏楽や合唱団の練習、団
体・企業の研修、隣接する平谷球場を利用してのスポー
ツ合宿などにご利用いただけます。

金勝山の頂上近くにあり、琵琶湖や対岸の比良山
系までが一望できるバリアフリーの宿泊・食事・
研修施設です。
おしゃれなメゾネットタイプの洋室と
ゆったりくつろげる和室があります。屋外では琵琶
湖を眺めながらのバーベキューが楽しめます。館内
ではぼたん鍋や懐石料理など季節に応じたメニュ
ーを多数そろえております。

県選択無形民俗文化財
問：小槻大社 栗東市下戸山１２００
1０７７-５５２-９０４８ Ｐ：４台

3

25

（E-7）
22 こんぜの里 森遊館

おみ
もり

にょ い

さと

近江牛や近江しゃも
・山菜など近江の食材をふんだんに使
い、心を込めておもてなし致しております。山里の静けさの
中で、
いろりを囲んで焼くピチピチの琵琶湖産の鮎は絶品
です。山里での〜んびりと離れの個室でおくつろぎ下さい。
各種御宴会・お昼定食（とろろ御膳・近江牛ひつまぶし）
な
どをお楽しみ下さい。
問：栗東市井上281-4 1077-558-3223
営：11:30 〜 22:00（ＬＯ21:00）
休：不定休 Ｐ：あり http://ｗｗｗ.gokigensan.com
かっぽう

きく

57 割烹 うを菊（B-3）
季節の味わいを１品１品真心こめて作っています。ぜひ一
度ご賞味ください。宴会、会席料理、御法事、弁当なども各
種そろえており、
送迎バスも完備しています。
問：栗東市川辺246 1077-553-4123
営：平日 17:00 〜 22:00
休：水曜日 Ｐ：あり http://www.uokiku1340.co.jp
うおしんろう

58 魚新楼（Ｃ-3）
ご慶事・ご法事など問わず、お気軽に利用して頂ける料理店"魚新楼"。
近江の地で江戸時代に創業いたしました。四季の彩りを楽しむ会席料
理をかしこまらず、
しかし、吟味した旬の素材を正直に仕上げてゆく伝
統の「和の味」を頑なに守り、おもてなしの「心」を大切にいたしておりま
す。平成２９年１２月７日に玄関と１階をリニューアルいたしました。
問：魚新楼 栗東市小野789 1077-552-0026
営：11:30 〜 14:30（14:00 L.O.）17:00 〜 21:30（21:00 L.O.）
休：不定休 Ｐ：40台 アクセス：JR手原駅より徒歩７分
http://www.uoshinrou.com/

りっとうかんこうあんないじょ

59 栗東観光案内所（Ｃ-2）
ＪＲ手原駅改札口の前にあり、観光案内やイベント
情報のＰＲ、
各種パンフレットの配布などのほか、
アン
テナショップとして栗東の特名産品や、
くりちゃんグッ
ズなどを販売しています。
また、栗東市が協定を結
んでいる自治体の特名産品なども販売中です。栗
東にお越しの際は、
お気軽にお立ち寄りください。
問：栗東市手原3-1-30
1077-551-0126
営：平日 8:30 〜 17:15、
土日祝 8:30 〜 12:00
※こんぜめぐりちゃんバス運行日の
土日祝 8:15 〜 17:00
Mail ritto-kankokyokai@io.ocn.ne.jp
https://www.ritto-kanko.com/

くりちゃん紹介
平成３年に誕生し、
平成24年度に栗東市マスコットキャラクターに就任しましたくりちゃんです。
栗東の「栗」
をモチーフに市のイメージアップとＰＲを行っています。市内はもちろん、
他の県にも
いろいろとおでかけしていますので、
見かけたときには声をかけてね！
プロフィール
身長：１５０cm 体重：栗２０００個分（約60kg）
性別：男の子 お誕生日：クリスマス
好きな食べ物：アイスクリーム。
クリームシチュー。
趣味：くりくりおめめの笑顔で、
みんなを楽しく元気にさせること。
応援メッセージはコチラ ▶ 〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺１丁目13-33 くりちゃん まで

くりちゃんグッズ紹介
「くりちゃん」に親しんでいただく為、
オリジナルの「く
りちゃんグッズ」
を作成しました。
各地で開催されるイベントの物産展などでも販売
を行っています。
買：栗東観光案内所、栗東市役所商工観光課、
金勝寺、㈱田中誠文堂など
問：栗東市観光案内所
1077-551-0126

記載の営業時間・営業日等は、
変更となる場合があります。
ご利用の際は事前に各施設・店舗にご確認ください。

