
 

 

野菜セット・茶 

 
 

 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

≪草津市≫ 

季節の野菜詰め合わせセット 3,000 円(税込) 

 草津産メロン        3,650～6,600 円 

   

     

【注文方法】 

お電話でお問い合わせください。 

 【連絡先】 

 📞077-568-1208 

 🏡草津市下物町 1436 

 【注文可能日時】 

 火曜日～日曜日（月曜定休） 

9：00～18：00  

  

<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 ▾ 

草津市 ▾ 守山市 ▾ 栗東市 ▾ 

東近江市 ▾ 竜王町 ▾ 

彦根市・愛荘町 ▾ 高島市 ▾ 

近江しゃも▶ 近江牛 ▶ 湖魚 ▶ 花 ▶  卵  ▶ 

いまだから地産地消トップページ ▶ 

※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。 

道の駅草津グリーンプラザからすま 

長浜市 ▾ 

甲賀市 ▾ 

甲賀市・湖南市 ▾ 

滋賀県茶業会議所 ▾ 

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


≪守山市≫ 

 

近江牛と野菜セット 15,000 円 

滋賀の野菜セット   3,000 円 

 

                  

           【注文方法】 

            HP：準備中 

         【連絡先】 

                  📞090-2067-7690 

                    🏡守山市播磨田町 3112-101 

            【注文可能日時】 

              HPから随時 

 

 

野菜の詰め合わせボックス定期便 ～7/31：3,454 円(税込、送料 100 円込) 

         8/1～：4,320 円 

 

             

             
【注文方法】 

            下記特設ＨＰより申し込みください。 

               https://biwacoi.com/topics.php?md=detaile&list=20200515115455 

【連絡先】  

                    📞090-3973-9163 

       🏡守山市今浜町 2620-99-1-430 

📩 biwacoi@gmail.com 

【注文可能日時】 電話でのお問い合わせは、平日 10：00～17：00 

【配送条件等】  Facebook ページ「びわ湖が恋する野菜たち」もご覧ください。 

 

 

 

No image 

No image 

高寺農園 

びわ湖が恋する野菜たち 

アグリ＆カルチャー 

 

https://biwacoi.com/topics.php?md=detaile&list=20200515115455
mailto:biwacoi@gmail.com


旬の地場野菜・農産物加工品 

                                                  

 

【注文方法】 

             来店によるセレクト注文式 

 【連絡先】 

           📞077-585-8318(やさいや) 

                   FAX 077-585-7774 

        🏡守山市洲本町 2785 番地  

【ホームページ】 

                                     https://www.ja-ohmifuji.or.jp/food/farmstand.php 

 【注文可能日時】 

                   9：00～18：00まで無休 

【配送条件等】 

おうみんちでお買い上げいただき、直接受け付けさせていただいたものに限ります。 

 

 

<TOPへ> 

≪栗東市≫ 

滋賀めし旬の野菜セット 1,500 円 

                                                  

【注文方法】 

                       下記ＨＰより申し込みください。 

https://forms.gle/nyoChJUs1r2fxzuD9 

 【連絡先】 

      📞077-598-5368 

           🏡栗東市霊仙寺 1 丁目 3 番 24 号 

 【注文可能日時】 

                          月曜日～金曜日（日・祝を除く） 9:00～16:00 

【配送条件等】 

・商品 1,000円以上 

・農薬も使わずに栽培している自然の中で育った滋賀の野菜たちを贅沢にセットに 

しました。ぜひ一度お試しくださいませ。 

<TOPへ> 

 

 

特定非営利活動法人縁活おもや 

ファーマーズマーケット おうみんち 

https://www.ja-ohmifuji.or.jp/food/farmstand.php
https://forms.gle/nyoChJUs1r2fxzuD9


No image 

≪甲賀市≫ 

有機栽培朝宮煎茶 100ｇ袋入とふんわり茶葉香る 5 月のカステラセット 2,400 円(税抜) 

実生在来朝宮ほうじ茶90ｇ袋入とふんわり茶葉香る5月のカステラセット 1,800円(税抜) 

 

 

【注文方法】 

                                      電話、FAX、Eメールにて承ります。 

 【連絡先】 

                 📞0748-84-0405 FAX 0748-84-0533 

                   📩 chanomiyagura@maia.eonet.ne.jp 

         🏡甲賀市信楽町下朝宮 39-1  

 【注文可能日時】 

                   電話は月曜日～金曜日(日・祝・第 3火曜日除く) 

                   10：00～18：00 

 

 

和紅茶とフィナンシェのギフト 2,700 円 

フィナンシェのギフトセット 3,024 円 

 

 

【注文方法】 

                                          ホームページ、メール、FAXにて承ります。 

 【連絡先】 

                 FAX 0748-67-1331 

                       📩 sakura-gt@nike.eonet.ne.jp 

                🏡甲賀市土山町大野 6217  

            【ホームページ】 

                     https://g-t.or.jp/cat_01/1261 

【配送条件等】 

商品の合計金額が 1,000 円以上 

 

<TOPへ> 

 

 

 

 

 

有限会社 茶のみやぐら 

農事組合法人 グリーンティ土山 

mailto:chanomiyagura@maia.eonet.ne.jp
mailto:sakura-gt@nike.eonet.ne.jp
https://g-t.or.jp/cat_01/1261


≪甲賀市・湖南市≫ 

忍術絵巻［特上煎茶(あさみや)100ｇ/甲賀のお茶 100ｇ/かぶせ茶(つちやま)100ｇ］5400 円 

こうかの香り［甲賀のお茶 80ｇ/上煎茶(こうか路)80ｇ/かぶせ茶(つちやま)80ｇ］3,200 円 

「忍」セット［朝宮茶 100ｇ/土山かぶせ茶 100ｇ］3,000 円 

水出しセット土山かぶせ茶［フィルターインボトル 750 ㎖用/土山かぶせ茶 100ｇ］3,600 円 

水出しセット朝宮茶［フィルターインボトル 750 ㎖用/朝宮茶 70ｇ］3,600 円 

お茶ジャムセット［緑茶ジャム 1 本/緑茶ラテジャム 1 本/ほうじ茶ジャム 1 本/ほうじ茶ラテジャム 1 本］2,850 円 

                                                  

【注文方法】 

                      ご来店いただいてのご購入となります。 

 【ホームページアドレス】 

                      https://ja-kouka.shinobi.or.jp/ 

<花野果市水口店> 

【連絡先】 

📞0748-62-0711 

🏡甲賀市水口町水口

6111-1 

【注文可能日時】 

9：00～18：00 

<ここぴあ> 

【連絡先】 

📞0748-72-5552 

🏡湖南市岩根

4528-1 

【注文可能日時】 

9：00～18：00 

<花野果市石部店> 

【連絡先】 

📞0748-77-2027 

🏡湖南市石部中央 

4-8-50 

【注文可能日時】 

9：30～17：00 

(土日祝定休) 

<花野果市貴生川店> 

【連絡先】 

📞0748-62-8312 

🏡甲賀市水口町貴生川

285-2 

【注文可能日時】 

9：30～17：00 

(土日祝定休) 
 

<TOPへ> 

≪東近江市≫ 

木なり完熟八風とまと 20 入 2,400 円 

 

 

【注文方法】 

                                  お電話または店頭でのみ対応させて頂きます。 

          ＨＰを現在構築中です。                                

【連絡先】 

          📞090-9169-1894 

          🏡東近江市池田町 1530 

   【注文可能日時】 

                                     8：30～17：00(無休)  

    【配送条件等】 

                       特にありません（要相談） 

<TOPへ> 

株式会社八風ファーム 

池田八風とまとハウス 

 

甲賀農業協同組合 

https://ja-kouka.shinobi.or.jp/


≪近江八幡市≫ 

 

店頭で販売している地元産 1,000 円以上の品  

（野菜や肉、卵、湖魚など） 
 

                    

 

 

【注文方法】 

                 店頭またはお電話で対応します。 

    【連絡先】 

               📞0748-32-0111 

               🏡近江八幡市多賀町 872 

          【注文可能日時】 

                                      店舗営業時間：9：00～18：00(水曜定休) 

     

<TOPへ> 

≪竜王町≫ 

さくらんぼ+夏野菜（6 月） 3,000 円 

スイートコーン+夏野菜（7 月） 2,000 円 

メロン（7 月） 2,000 円～3,000 円 
 

                        

 【注文方法】 

              お電話でお問い合わせください。 

【連絡先】 

                                     📞0748-57-1311🏡蒲生郡竜王町山之上 6526 

   【注文可能日時】 

                                     9：00～17：00 

【配送条件等】 

冷蔵。商品ごとに発送月が変わります。 

日にちのご指定は出来ません。（準備出来次第発送） 

<TOPへ> 

 

No image 

グリーン近江農業協同組合 

ファーマーズマーケット きてか～な 

道の駅 アグリパーク竜王 



≪彦根市・愛荘町≫ 

双葉荘 滋賀県産野菜シリーズ 

うなぎのすき焼き（じゅんじゅん）セット 4,860 円 

 

                  

【注文方法】 
店頭または電話・ファックスでご注文ください。 

  【注文可能日時】 

                                    店頭・電話：9：00～17：00 

 【配送条件等】 

            商品に応じ、クール便にて発送 

                受注生産につき、発送までに 3日～5日 

                   かかります。配送希望日をお知らせください。 

 

 

 

 

 

<TOPへ> 

 

≪長浜市≫ 

滋賀めしセット 2,000 円 
                  

 

  

  【注文方法】 

                   電話またはメールにてお申し込みください。 

  【連絡先】 

          📞090-8756-0060 

        🏡長浜市常喜町 668 

                  【注文可能日時】 

                     9：00～18：00 

                  【配送条件等】 

                     商品 1,000円以上、クール便での発送 

<TOPへ> 

 

<やさいの里あいしょう館> 

【連絡先】 

📞0749-42-2700 

🏡愛知郡愛荘町市 1585 

 

<やさいの里> 

【連絡先】 

📞0749-28-1238 

🏡彦根市賀田山町 234-6 

 

<やさいの里二番館> 

【連絡先】 

📞0749-27-7733 

🏡彦根市平田町 790 

 

<美浜館> 

【連絡先】 

📞0749-43-5692 

🏡彦根市石寺町 2256 

 

東びわこ農業協同組合 

ミヤベアグリックファーム 



≪高島市≫ 

 

滋賀めしセット 2,000 円、3,000 円、5,000 円 

                  
 

  

 【注文方法】 

            お電話またはフェイスブック、 

                  オンラインショップから申し込みください。 

     ・フェイスブック 

                  https://www.facebook.com/MinakuchiFarm/   

           ・自社オンラインショップ 

            https://minakuchi-farm.shop/ 

       ・ヤフーショッピング 

                   https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakuchi-farm/                     

【連絡先】 

          📞0740-20-1271 

             🏡高島市マキノ町蛭口 1386-8 

                  【注文可能日時】  発送：月曜日～木曜日 

                  【配送条件等】  クール便 

 

新鮮野菜セット 2,000 円 

  

 【注文方法】 

                 お電話またはフェイスブックから申し込み 

   ください。 

                   https://www.facebook.com/minemorisanchi/ 

【連絡先】 

        📞0740-27-0605 

           🏡高島市マキノ町森西 361 

   【注文可能日時】 

                                    キャンペーン期間中いつでも 

  【配送条件等】 

                      品物により必要な場合は、冷凍または冷蔵で配送 

                  高島市マキノ町のピックランドの野菜直売所に 

     出荷しています。 

 

 

みなくちファーム 

峯森清三郎 

https://www.facebook.com/MinakuchiFarm/
https://minakuchi-farm.shop/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakuchi-farm/
https://www.facebook.com/minemorisanchi/


農家の食卓 固定種&在来種 おまかせ自然栽培野菜セット 

〜スープな野菜のお便り〜 内容おまかせ一箱 2,400 円  
 

                      

 【注文方法】 

             メールでのみ対応しています。 

            ※現在、ＨＰを構築中です。 

【連絡先】 

                  📩 zundcoen@gmail.com 

             🏡高島市安曇川町三尾里 607 

   【ホームページ】 

                  zund 耕園サイト：https://zundcoen.com/ 

                   zund 耕園 BASE 店：http://zundcoen.c2ec.com/ 

   【注文可能日時】 

                                     随時 

【配送条件等】 

おまとめ配送不可（1点ずつの配送でお願いします） 

 

 

 

 

野菜セット(S、M、L) 2,000 円、3,000 円、5,000 円 

                  

  

【注文方法】 

                  下記ショッピングサイトから購入できます。 

                   https://store.shopping.yahoo.co.jp/minorinouenn/                            

【連絡先】 

          📞080-4177-4284 

            🏡高島市安曇川町田中 4964 

   【注文可能日時】 

                                   ご注文は随時受付。発送は固定の日になります 

ので Webサイトをご確認くださいませ。 

【配送条件等】 

     チルド冷蔵便 

<TOPへ> 

 

zund耕園（ずんどこうえん） 

みのり農園 

mailto:zundcoen@gmail.com
https://zundcoen.com/
http://zundcoen.c2ec.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minorinouenn/


≪滋賀県茶業会議所≫ 

滋賀県一番摘み茶農家仕立て 1,980 円(税別) 

水出し茶ティーバッグセット 3,000 円 

近江抹茶 1,000 円  

                   

  

    【注文方法】 

                      FAX、Eメールでの受付のみです。 

   【連絡先】 

               FAX 0748-67-1261 

                      📩 info@oumi-maruyasu.co.jp 

             🏡甲賀市土山町頓宮 267 

      【注文可能日時】 

期間中いつでも大丈夫です。 

【配送条件等】 商品 1,000 円以上 

 

 

近江茶(下記のホームページ掲載商品) 

                  

  

    【注文方法】 

                      電話、FAX、メールにて承ります。 

   【連絡先】 

                        📞0748-22-0387、FAX 0748-23-4468 

                      📩 omi-cha@takehisa.biz 

              🏡東近江市東中野町 4-18 

      【ホームページ】 

                       http://www.takehisa.biz 

【注文可能日時】 

  電話受付時間 9:00～17:00 

【配送条件等】 

  商品 1,000円以上。ヤマト運輸による宅急便またはネコポス。 

  滋賀県内は商品数の条件なし。商品の詳細は HPトップページをご覧下さい。 

<TOPへ> 

丸安茶業 株式会社 

近江銘茶 武久商店 

※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。 

mailto:info@oumi-maruyasu.co.jp
mailto:omi-cha@takehisa.biz
http://www.takehisa.biz/

