


参加店（協力事業者）一覧 

食品小売店、飲食店、ホテル、旅館、観光農園など

■フェア参加店、協力事業者の地産地消の取り組みや商品情報を放送しています！
●「おいしが うれしが」地産地消のススメ びわ湖放送（BBC）、９月毎週金曜日 17:20～18:50、「キラりん滋賀Friday」内

● おいしが うれしが みつけ隊 エフエム滋賀(e-radio)、９月12日(水)、19日(水)、26日(水)  12:00～12:30、「HAPPY！」内

フェア参加店

通年
通年

ブルーベリー収穫期間
注文販売のみ
～9/末
9/1～9/28
9/1～9/30
9/12
通年
通年
～9/30
9/1～9/30
通年

通年(数量限定)
通年
通年
通年

要お問い合せ
通年

9/1～9/28
通年

9/1～9/30
11/上
9/1～
通年

9/7～9/30
通年
9/下

要お問い合せ
土・日・祭日
通年
通年
通年

9/1～9/30
通年
通年
通年

8月～翌5月
9/1～9/30
要お問い合せ
～9/30
通年
通年

9/1～9/30
9/1～H25/1/末
要お問い合せ
通年
通年

9/1～9/30

077-522-5080
077-526-1047
077-534-5588
090-3708-9533
077-596-1517
077-578-1340
077-578-1144
077-578-1340
077-573-4520
077-548-1112
077-510-0331
077-545-5757
077-522-7398
077-592-0210
077-545-0605
077-574-1890
077-549-8168
090-1155-1515
077-568-5000
090-3729-8205
077-585-8318
077-585-3811
077-589-6053
077-586-1330
077-589-2158
077-587-3191
0748-84-0014
0748-84-0405
0748-84-0485
0748-88-5841
0748-63-7087
0748-66-8511
0748-84-0123
0748-71-2005
0748-23-6483
0748-27-1600
0748-22-0387
090-3659-4844
0748-33-1234
0748-57-1311
090-9216-1420
0748-58-8700
0749-43-7222
0749-26-9131
0749-26-3838
0749-38-3848
0749-74-8282
0749-62-7771
0740-22-6666

製造・加工事業者、その他事業者フェア協力事業者

【ホームページ】http://shigaquo.jp/campaign/sweets_fair.html

●掲載内容は、各参加店の取組の一例です。 詳細はスイーツフェアのホームページでご確認ください。
●販売期間は食材の仕入れ状況等により変更になることがございますので、各店舗にご確認の上、ご来店ください。

商品取扱店は、スイーツフェアのホームページまたは各事業者にお問い合わせください。

近江牛と地元野菜ダイニングMoo
近江洋菓子 ヤマダヤ膳所店
オステリア チエロ アルト
オフィス アイハット
きまま亭 しま
京懐石 京割烹 清元
里湯昔話　雄山荘
滋賀県日本調理技能士会
手作りシフォンケーキ dimple
ナチュール
パティスリーべべ
パン工房ロゼッタ
比叡ゆば本舗ゆば八
比良利助 菓子工房・友
フルレットドゥース
ミルクレープ専門店ルメルシエ
ゆば富士
露地いちごの観光農園 近江舞子いちご園
JA草津市農畜産物交流センター草津あおばな館
和食薬膳料理 割烹 平
JAおうみ冨士ファーマーズ・マーケットおうみんち
ラフォーレ琵琶湖 レストラン初茜
菓子工房うすなが
スプーン野洲本店
南製茶
れすとらん100年民家 黒釜
WITH  TEA（山本園）
お茶農家の店 茶のみやぐら
黒田園
甲賀もち工房
炭火焼とりや
土山サービスエリア売店
有限会社 茶城 藤田園
トーワアルドール吉永店
あゆみ福祉会工房chou-chou
池田牧場ジェラートショップ「香想」
近江銘茶 武久商店
ホンモロコ養殖工房 加工場
ひさご寿し
アグリパーク竜王レストラン「アグリちゃん」
竹金果樹園
道の駅竜王かがみの里
つばきはらファクトリー
ちゃんぽん亭総本家 各店
どら焼き 虎てつ
一休庵
あざい農産物直売所（ふれあいの里）
旬彩酒場 菜でしこ 長浜店
今津サンブリッジホテル

大津市

草津市

守山市

野洲市

甲賀市

湖南市

東近江市

近江八幡市

竜王町

彦根市

甲良町

長浜市

高島市

大津市浜町9-28
大津市馬場2-9-1
大津市唐橋町7-41
大津市北大路1丁目13-11
大津市南小松1593-6
大津市雄琴6-1-35
大津市雄琴1丁目9-28
西武大津ショッピングセンター6F催事場
大津市衣川2-18-30
大津市大萱1丁目14-10
大津市高砂町26-12
大津市萱野浦22-28エンゼルプラザ瀬田101号
大津市中央区4丁目3-10
大津市南比良字宮畑1287-3
大津市一里山3-14-6
大津市本堅田5-3-3
大津市松が丘7丁目15-3
大津市南小松　
草津市下笠町3203
草津市野路2丁目5-12
守山市洲本町2785
守山市今浜町十軒家2876
野洲市乙窪478-13
野洲市小篠原1163-1
野洲市乙窪122
野洲市小篠原2343-1
甲賀市信楽町上朝宮275-1
甲賀市信楽町下朝宮39-1
甲賀市信楽町上朝宮271-1
甲賀市甲賀町小佐治2121-1
甲賀市水口町虫生野中央72
甲賀市土山町南土山字尾巻1122-74
甲賀市信楽町上朝宮540-1
湖南市吉永373-1
東近江市平田町717－1
東近江市和南町1572-2
東近江市東中野町4-18
東近江市百済寺本町475
近江八幡市桜宮町213-3
蒲生郡竜王町山之上6526
蒲生郡竜王町山之上西山
蒲生郡竜王町鏡1231-2
彦根市海瀬町183-1
彦根市幸町74-1(ドリームフーズ㈱)
彦根市立花町1-2
犬上郡甲良町池寺1-5
長浜市内保町2843
長浜市八幡東町185-1
高島市今津町今津1689-2

近江ぜんざい
ほうじ茶シフォン、クッキー
リコッタチーズと愛荘町のブルーベリーのタルト
甲賀の緑茶とうの花のパウンドケーキ
比良スイカのシャーベット
葛餅ベリー
豊郷の坊ちゃんかぼちゃプリン
和の料理長たちによるオリジナルスイーツ
天使のシフォン
タルトフロマージュ
ヒラペリラと豆乳のプリン、和梨のタルト
滋賀の黒豆パン
とろゆば（メープルシロップがけ）
りすけの米そだち白いたまごのロールケーキ
朝宮茶とほうじ茶のプリン
ルメ・プリン
おからスティック
いちごのババロア、いちごのシフォンケーキ
草津採れたて新鮮飴
青花入り米粉ロールケーキ、青花豆乳プリン
おうみんち　スイーツあらかると
ライスプリン　ブルーベリーソース
畑の花嫁（トマト大福）
ツブリナのパンナコッタ
近江の抹茶オーレ・スティック
地元野洲産の米粉とほうじ茶のシフォンケーキ
あさみや茶スイーツ「お抹茶くず詩」
朝宮茶農家のお菓子
煎茶ロールケーキ、煎茶ティラミス
米粉たい焼バーガー
きみだけプリン（オリジナル、土山茶など）
きみだけプリン（オリジナル、土山茶など）
朝宮茶べにふうき　のど飴
近江ラスク（土山茶、竜王そば粉など）
湖のくに生チーズケーキ～滋賀の地酒　きき酒粕～
イタリアンジェラート（抹茶、ほうじ茶など）
米粉クッキー（抹茶、きな粉）、ほうじ茶生キャラメル
ホンモロコあめ煮
滋賀県産ブルーベリー最中
旬の竜王フルーツタルト
ぶどうの直販、ぶどう狩り
菜花アイス、黒豆きなこアイス
和っふる
愛東ぶどうの生ジェラート
近江米どら焼き「米寿」
とうふのレアチーズケーキ
リゾーネドルチェ
近江野菜のチーズケーキ
アドベリーゼリー

地域 販　　売　　店　　等 所　　在　　地連 絡 先フ　ェ　ア　商　品（一例） 販売期間等

エコロはるちゃん
滋賀医科大学医学部付属病院栄養治療部
滋賀県果樹組合連合会
守山商工会議所
北川製茶
Kansai New Shokken株式会社
滋賀特産品新興企業組合
米菓子工房もっちりや
福福
キタイ設計株式会社

大津市比叡平3丁目33-10
大津市瀬田月輪町
大津市京町4-1-1
守山市吉身3丁目11-43
野洲市乙窪112
甲賀市水口町山3858-118
甲賀市信楽町江田976-1
東近江市栗見新田町547
東近江市百済寺本町1420
近江八幡市安土町上豊浦1030

きなぐろちゃん
発芽大豆パウンドケーキ
滋賀県産くだもの
もりやまスイーツ物語(第一弾) スイーツサミット
やわらか近江緑茶クッキー
お茶の葉パイ
煎茶のジャム、焙じ茶のジャム
もっちり蜂蜜カステラ
米粉100％ロールケーキ(フルーツ・カフェ)
キタイのやわらか干し柿

通年
2012/4～
要お問い合せ
9/30
通年

9/1～9/30
通年

9/1～9/30
9/3～9/17
10/中～11/下

077-529-2463
077-548-2498
077-528-3884
077-582-2425
077-589-3025
090-8790-7262
0748-82-1011
050-5802-3645
0749-46-0895
0748-46-2618

大津市

守山市
野洲市

甲賀市

東近江市

近江八幡市

地域 事　　業　　者 所　　在　　地連 絡 先フ　ェ　ア　商　品（一例） 販売期間等


