9:20 到着→11:20 出発

9:00 出発

①滋賀県立琵琶湖博物館

ホテルボストンプラザ草津

②もりやま芦刈園

レンタカー
20 分

レンタカー
5分

148 670 318*40

ＪＲ西日本
草津駅

東近江＆甲賀を巡るコース

長浜

レンタカー
45 分

14:50 到着→16:00 出発

米原

⑮MIHO MUSEUM

148 287 338*33

II.M.PEI 氏設計の美術館

②
①

④ ❶
③

⑭奥田忠佐衛門 信楽陶芸村

2 日目

近江八幡

レンタカー
15 分

9:15 到着→9:30 出発

⑫⑪⑩

近江地酒の酒粕レアチーズケーキ
■営業時間 10:00 ～ 19:00
■定休日 月曜日、 木曜日
■おすすめ商品 湖のくに生チーズケーキ
レンタカー
10 分

9:40 到着→10:30 出発

10:40 到着→11:10 出発

148 295 428*30

松茸と近江牛が食べ放題の店
■営業時間 11:00 ～ 21:00
http://www.uomatsu.co.jp/english.html

レンタカー
35 分

http://www.kokabu.co.jp/

徒歩
5分

14:05 到着→14:20 出発

⑥かわらミュージアム

15:20 到着→16:00 出発

焼きたてバームクーヘン
67 791 462*58

67 791 462*58

レンタカー
10 分

67 589 692*55

体験交流型農業公園
■営業時間 10:00 ～ 17:00
■施設 動物ふれあい広場、 収穫体験など
http://en.biwako-visitors.jp/spot/detail/165

八幡瓦の博物館
■開館時間 9:00 ～ 17:00( 入館 16:30 迄 )
■定休日 月曜日、祝日の翌日
■入館料 大人 300 円／小・中学生 200 円
http://en.biwako-visitors.jp/spot/detail/144
徒歩
1分

http://taneya.jp/la̲collina/

15:02 到着→15:10 出発

14:21 到着→15:00 出発

⑧白雲館

⑦八幡掘りめぐり

レンタカー
15 分

⑪アグリパーク竜王

⑫古株牧場 湖華舞
■営業時間
10:30 ～ 18:00( 夏 )
10:30 ～ 17:00( 冬 )
■定休日 水曜日
67 493 479*15

http://en.biwako-visitors.jp/spot/detail/160

⑨ラコリーナ近江八幡

http://chou-chou11.com/english/

牧場直営スイーツ店で休憩
レンタカー
10 分

■参拝時間 9:00 ～ 17:00
■祭事 左義長祭 (3 月 ) 八幡祭り (4 月 )

1 日目

■営業時間
9:00 ～ 18:00
■おすすめ

http://en.biwako-visitors.jp/spot/detail/130

⑬魚松 信楽店

67 791 483*52

近江商人の信仰を集める神社

休憩＆買い物

信楽

11:45 到着→13:00 出発

⑤日牟禮八幡宮

レンタカー
15 分

⑩工房しゅしゅ

⑮⑬
⑭

■営業時間 9:00 ～ 17:00
■体験 絵付け、 なりきり忍者体験など

13:50 到着→14:00 出発

徒歩
5 ～ 10 分

トヨタレンタカー近江八幡

67 589 692*55

148 172 275*05

レンタカー
20 分

https://rent.toyota.co.jp/eng/

大津

陶芸 ・ 忍者体験

616 163 152*42

■レンタカー返却
■翌日再レンタル
67 731 020*18

⑤⑥⑦
⑧

草津

13:10 到着→14:40 出発

http://en.biwako-visitors.jp/
spot/detail/43

ホテルニューオウミ

■営業時間 11:30 ～ 15:00( 昼食 )
67 732 500*70
17:00 ～ 20:30( 夕食 )
http://www.newomi.co.jp/omi/en/
■周辺レストラン＆買い物施設
アクア 21 近江八幡店 ( ショッピングセンター )
徒歩
ひさご寿し ( 寿司、 郷土料理 )
5分
16:15 到着→翌 9:00 出発

彦根

⑨

レンタカー
10 分

地産野菜の昼食＆買い物

近江牛の名店で夕食

https://rent.toyota.co.jp/eng/

500 種類の湖魚商品を販売
■営業時間 9:00 ～ 17:00

■営業時間 9:00 ～ 18:00
■地域食材バイキング
11:00 ～ 15:00( 受付 14:30 迄 )
料金 大人 1,296 円／小学生 864 円
http://en.biwako-visitors.jp/spot/detail/19

http://www.oumigyuu.co.jp/
tiﬀany/index̲en.html
67 732 432*17

■レンタカー返却
148 670 259*42

http://en.biwako-visitors.jp/spot/detail/140

616 012 667*85

❶近江牛肉ティファニー

トヨタレンタカー草津西口

■開館時間 10:00 ～ 17:00( 入場 16:00 迄 )
■入場料 大人 1,100 円／高･大学生 800 円

レンタカー
10 分

http://www.biwako-visitors.jp/
spot/detail/1435

http://www.lbm.go.jp/english/index.html

16:15 到着

④鮎家の郷

アジサイ園で花観賞
■開園時間 9:00 ～ 16:00
■入園料 200 円
■花 バラ、ボタン、菖蒲、桜 (10 月 )

■開館時間
9:30 ～ 17:00( 入館 16:30 迄 )
■料金
大人 750 円／高・大学生 400 円

16:45 到着

③ＪＡおうみ冨士
ファーマーズマーケットおうみんち

148 850 189*76

琵琶湖の博物館＆水族館

http://www.hotel-bp.co.jp/en/

13:00 到着→13:30 出発

レンタカー
10 分

148 847 466*40

■ホテル内でトヨタレンタカー予約可

12:00 到着→12:50 出発

11:25 到着→11:55 出発

八幡商人が建てた学校
徒歩
5分
( 日牟禮八幡宮 )

■開館時間 9:00 ～ 17:00
■入場無料
http://en.biwako-visitors.jp/
spot/detail/149
67 791 307*17

67 791 429*51
徒歩
2分

和舟で楽しむ八幡掘り
■営業時間
10:00 ～ 15:30( 春秋 )
10:00 ～ 16:00( 夏 )
10:00 ～ 15:00( 冬 )
■料金
大人 1,000 円／小人 500 円

http://oumi-waden.com/ship.html

