
 

 

 

 

 

 
 本キャンペーンは、「下記の県産食材や花をご購入いただき、滋賀県内に宅配する場合、 

 宅配料が１００円になるキャンペーン」です。 

 ご注文は下記方法により直接店舗等に申し込みください。 

 実施期間:２０２０年５月２０日（水曜日）～９月末（予定）。 

      ※キャンペーン期間は予定です。店舗によっては予定より早く終了している場合が 

         ありますので、ご注文時等にご確認願います。 

 いまだから、ご自宅で滋賀の食材の良さを感じてください。 

 

 

 

 

 

※アプリによっては地域別事業者に移動できない場合があります。 

≪草津市≫ 

うなぎ蒲焼 3,000 円～、鯉旨煮 1,500 円～ 

鮒寿し 3,000 円～、湖魚佃煮 1,500 円 

 
 

 

 

 【注文方法】 

        店頭にて承ります。 

【連絡先】 

                                   📞077-563-5430 FAX 077-563-5437 

  🏡草津市青地町 241 

                                【注文可能日時】 

                                     8：30～17：00(水曜定休) 

                【配送条件等】 

                  クロネコヤマト便、冷蔵。 

<TOPへ> 

 

いまだから地産地消 宅配料１００円キャンペーン 

近江八幡市 ▾ 米原市 ▾ 長浜市 ▾ 高島市 ▾ 

花 ▶ 近江牛 ▶ 近江しゃも▶ 野菜セット・茶 ▶ 卵 ▶ 

いまだから地産地消トップページ ▶ 

湖魚 

草津市 ▾ 

有限会社やま重(川魚やま重) 

No image 

滋賀県水産加工業協同組合 ▾ 

https://shigaquo.jp/images/chisan/pdf/hana_siga.pdf
https://shigaquo.jp/images/chisan/pdf/oumi_siga.pdf
https://shigaquo.jp/images/chisan/pdf/shamo_siga.pdf
https://shigaquo.jp/images/chisan/pdf/set_siga.pdf
https://shigaquo.jp/images/chisan/pdf/egg_siga.pdf
https://shigaquo.jp/chisanchishou.html


≪近江八幡市≫ 

                  湖魚佃煮セット   1,080 円 

※次からよりどり 2 種類 

鮎山椒入り若煮 100g、うろり若煮 100g、えび豆若煮 130g、本もろこ南蛮酢漬け 80g、イサザ若煮 130g 

                  沖島ふなずし       1,500 円～ 
 

 

 
                             
【注文方法】 
 ご注文方法は、FAX、電話、Eメールでお願いいたします。 
【連絡先】 
 📞 0748-47-8787(FAXも同じ) 🏡 近江八幡市沖島町 43 📨  okigyo@zb.ztv.ne.jp 
【ホームページ】 

http://www.biwako-okishima.com/shin-kotobuki.html 
【注文可能日時】 
（電話）9：00～17：00 日曜日休み 
（Eメール）ご注文を承った旨の返信はいたしません。 
      ご注文内容について、確認させて頂く場合のみ連絡させていただきます。 
【配送条件等】 
・「ゆうパック」にて送付（保冷料込み）させていただきます。 
・商品の発送は、毎週火曜日に行います。そのため、着日指定のご利用はできません。 
・１配送につき、1,000円以上でのご注文のみキャンペーン対象です。 
・商品受取後 1週間以内に、同封の口座に振り込んでください。 
・商品代金以外に、別途送料 100円、振込手数料がかかります。 
※ご注文についてご不明な点がございましたら、湖島婦貴の会までお問い合わせ下さい。 

<TOPへ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖島婦貴の会（沖島漁業協同組合女性部) 
No image 

mailto:okigyo@zb.ztv.ne.jp
http://www.biwako-okishima.com/shin-kotobuki.html


≪米原市≫ 

びわサーモン（フィレ）お刺身用（1 尾：2 枚）500～700g 程度 600 円/100g 

 （「びわサーモン」は美味しい養殖ビワマスのブランドです）    

ニジマス（ドレス）お刺身用（１尾）1,000～1,500g 程度 250 円/100g 

ニジマス（フィレ）お刺身用（１尾：２枚）600g～1,000g 程度 400 円/100g 

イワナ鮮魚 塩焼き用 5 尾入り 1 尾約 80g 1,500 円 

イワナ甘露煮 3 尾入り 1 尾 60g 真空包装 1,500 円 

醒井養鱒場スペシャル詰め合わせ（応相談） 5,000 円 

※その他、イワナのお刺身用、アマゴ等もございます。お問い合わせください。 

 

【注文方法】 
                   ご注文はお電話、FAX、メールにてお願いいたし 

                 ます。お気軽にお問い合わせください。 
【連絡先】 

📞0749-54-0301 FAX0749-54-0302 
📩 jfssamegai@zb.ztv.ne.jp 
🏡米原市上丹生 1570 

  【ホームページ】 
         http://samegai.siga.jp/ 

  【注文可能日時】 
月曜日～金曜日（祝除く）9:00～16:00 

【配送条件等】 
・商品 1,500円以上が対象です。代金のお支払いは商品到着時、代引きでお願いいたします。 
・商品代金の他に、送料 100円を申し受けます。 

<TOPへ> 

≪長浜市≫ 

小鮎の佃煮・小鮎の天ぷら・鮎の塩焼・ 
ビワマスの刺身・ビワマスのスモーク 

 

 

 

 【注文方法】 

                お電話またはメールでご注文を承ります 

【連絡先】 

                                   📞0749-72-4110  🏡長浜市南浜町 724 番地 

📩 info@ayuchaya.com 

【ホームページ】                【注文可能日時】 

http://ayuchaya.com/           8:00～19：00 

 

醒井養鱒場 

イワナ お刺身以外でも是非

びわサーモン
ニジマス

（ドレス）

ニジマス

（フィレ）

鮎茶屋かわせ 

mailto:jfssamegai@zb.ztv.ne.jp
http://samegai.siga.jp/
mailto:info@ayuchaya.com
http://ayuchaya.com/


① 一本釣・天然ビワマス天日干し(半身)  550 円/100g(乾燥重量) 

※真空パック(要冷蔵)。概ね 300ｇ以上となります。 

② 琵琶湖産アユ天日干し(開き)  500 円/パック(8 尾入り) 
※真空パック(要冷蔵)。1 配送につき 2 パック以上の注文でお願いします。 

③ 一本釣・天然ビワマス鮮魚(冷蔵)  300 円/100g(処理前重量) 

※概ね 600ｇ以上となります。内臓、エラを除去してお送りします。 

 

 

 【注文方法】 

           お電話でご注文を承ります。 

【連絡先】 

                                   📞0749-89-0010 🏡長浜市西浅井町大浦 2276 

                  【注文可能日時】 

                    月曜日～金曜日(祝除く)9：00～17：00 

【配送条件等】 

 ・発送は、毎週火曜日。前の週の木曜日までの受付分を発送。 

 ・お支払いは、商品受取後 1 週間以内に同封の口座へ振り込みをお願いします。 

 ・商品代金のほかに、別途送料 100 円および振込手数料がかかります。 

 ・ご注文について、ご不明な点は西浅井漁業協同組合までお問い合わせください。 

<TOPへ> 

≪高島市≫ 

ビワマス鮮魚 腹抜き処理 100g あたり 350 円～、神経締め 100g あたり 450 円～ 

ビワマスフィレ(刺身用真空パック)  3 サイズ 1 枚 1400 円～ 
    

【注文方法】 

                   お電話、メール、FAX、下記ＨＰにてご注文下さ 

                  い。ＨＰの場合、送料は注文後の返信メールで 

         ご確認していただきます。 

【連絡先】 

 📞 0740-20-1547(FAX も同じ) 

 🏡 高島市マキノ町海津 2461 📩 biwako_nakamura@leto.eonet.ne.jp 

【注文可能日時】 

電話/FAXは月曜日～金曜日（電話が繋がらない場合は留守番電話に伝言下されば 

折り返します)HP、メールは随時 

【配送条件等】 

クロネコヤマトクール便にて発送。支払い方法は振込または代金引換。 

  ★キャンペーン中、代引手数料無料！  

<TOPへ> 

中村水産 

【ホームページ】 

 http://nakamura-suisan.com/ 

西浅井漁業協同組合 

mailto:biwako_nakamura@leto.eonet.ne.jp
http://nakamura-suisan.com/


≪滋賀県水産加工業協同組合≫ 

 

湖魚佃煮・うなぎ・ふなずし・その他湖魚商品 

 
 

 

 

【注文方法】 

              当キャンペーン参加の会員に取り次ぎさせて 

 いただきます。                 

【連絡先】 

                               📞077-572-6644   

🏡大津市におの浜 4 丁目 4-23  

                              【ホームページ】 

                  http://shigasuisankakou.jp/ 

                 【注文可能日時】 

                                   月曜日から金曜日(水曜定休) 10：00～16：00 

 

こあゆ佃煮 (単位 100ｇ)600 円～、ごり佃煮 (単位 100ｇ)600 円～ 

もろこ佃煮 (単位 100ｇ)600 円～、いさざ佃煮 (単位 100ｇ)350 円～ 
うなぎ焼 (1 本)3,000 円～、小あゆ[生] (1kg)2,000 円～ 

鮎塩焼き[湖産] (1 尾)200 円～、鮒ずし(1 本) 3,000 円～ 

他湖魚商品 
 

 

 

【注文方法】 

                                    電話、FAX、店頭にて承ります。 

【連絡先】 

                               📞077-522-3175 FAX 077-525-4935   

🏡大津市逢坂 1 丁目 12-21  

                              【ホームページ】 

                  http://www.uoju.jp/ 

                 【注文可能日時】 

                                    月曜日から土曜日(祝日除く) 

電話は 10：00～16：00、FAXは随時。 

【配送条件等】 

商品 1,000円以上。 

 代金のお支払いはご相談ください。商品代金のほかに送料 100円を申し受けます。  

滋賀県水産加工業協同組合 

No image 

魚重(うおじゅう) 

(魚重産業株式会社) 

No image 

http://shigasuisankakou.jp/
http://www.uoju.jp/


 

 

若あゆ木の芽煮・ごり山椒 詰合せ  2,600 円(税別) 

 
 

 

 

【注文方法】 

         電話、FAX、店頭にて承ります。  

【連絡先】 

                               📞0740-28-1011 FAX 0740-28-1271  

🏡高島市マキノ町海津 2304  

                              【ホームページ】 

                  https://uoji.co.jp 

                 【注文可能日時】 

                  水曜日～月曜日(火曜定休) 

                  電話は営業日の 9：00～17：00、FAXは随時。 

【配送条件等】 

  代金のお支払いは郵便・銀行振込でお願いいたします。 

  商品代金のほかに送料 100円を申し受けます。 

<TOPへ> 

※取り組み内容や条件等に変更がある場合がありますので、各事業者にご確認願います。 

魚治 湖里庵(有限会社魚治) 
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https://uoji.co.jp/

