
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江鉄道株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：喜多村 樹美男）では、秋のイベント電車「近江

鉄道ワイン電車」（以下、「ワイン電車」）を運行します。 

 ワイン電車は、２０１５年から始まり今年で５回目を迎えるイベント電車で、今年は、１１月２１日（木）か

ら１２月１５日（日）までの毎週金曜日～日曜日（１１月２１日はボージョレ・ヌーボー解禁日のため運行）

に運行します。 

今年は、シャンパーニュが初登場します。シャンパーニュはスパークリングワインの最高峰でフランスのシ

ャンパーニュ地方で厳しい法律に従って作られたものだけがその名を語ることができ、きめの細かい泡とエレ

ガントな味わいが特徴のワインです。ワイン電車では、このシャンパーニュを含む６種のワイン飲み放題と千

成亭特製オードブルがお楽しみいただけるほか、乗車５日前までにご予約いただく近江牛ステーキサンドなど

のオプション販売もございます。また車内にて、ワンランク上のワインを味わうことができるオプションワイ

ンやおつまみ（いずれも有料）をご用意しております。 

さらに、１２月１日（日）と１２月８日（日）は「ソムリエの日」として、びわ湖大津プリンスホテルのソム

リエ 滝沢 好紀 氏が乗車し、車内でワインの解説を行います。 

料金は、ドリンク飲み放題・特製オードブルが付いて、１名様５，０００円（税込）で、事前予約制（各日定

員７２名）となっております。料金には近江鉄道（電車）１日フリー乗車券（乗車当日限り有効）が含まれてお

りますので、ワイン電車にあわせて近江鉄道沿線の散策にぜひご利用ください。 

電車に揺られながらワイン片手に優雅なひとときを･･･皆さまのご乗車を心よりお待ちしております。 

詳細は、別紙のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 
（更新）2019 年 11 月 16 日 

2019 年 8 月 23 日 

近江鉄道株式会社 

秋のイベント電車 ～ご予約受付開始～ 

「近江鉄道ワイン電車 2019」運行 ！  
今年の主役はシャンパーニュ！ 電車に揺られながら優雅なひとときを。 

12／1（日）、12／8（日）は「ソムリエの日」 びわ湖大津プリンスホテル ソムリエ 滝沢 好紀 氏が乗車 

  

「ワイン電車」でご提供するワインメニュー 

びわ湖大津プリンスホテル ソムリエ 滝沢 好紀 氏 

1991年、京都宝ヶ池プリンスホテル入社（現グランドプリンスホ
テル京都）。中国料理「桃圓」、フランス料理「ボーセジュール」。
2010年、ソムリエ資格取得。2016 年、びわ湖大津プリンスホテ
ル、中国料理「李芳」、2018 年、フランス料理「ボーセジュー
ル」。現在に至る。 



 

 

【別紙】 

 

「近江鉄道ワイン電車 2019」について 

 

１．運 行 日  2019 年 11 月 21 日（木）～12 月 15 日（日） 毎週金曜日～日曜日運行 

         ※11 月 21 日（木）はボージョレ・ヌーボー解禁日のため運行 

 

２．運行スケジュール 

運行日により発着駅（彦根駅・近江八幡駅）、運行時刻が異なりますのでご注意ください。 

※出発の 15 分前までに近江鉄道の駅のホームにお越しください。 

 

        彦根駅発着（彦根駅→八日市駅→彦根駅） 7 便 

          彦根駅 19：03 発→彦根駅 21：07 着 

             [11 月] 21 日（木）、29 日（金） 

             [12 月] 13 日（金） 
 

          彦根駅 15：57 発→彦根駅 18：03 着 

             [11 月] 23 日（土・祝） 

             [12 月] 7 日（土） 
 

          彦根駅 13：57 発→彦根駅 15：53 着 

             [12 月] ★1 日（日）、15 日（日） 

 

        近江八幡駅発着（近江八幡駅→尼子駅→近江八幡駅） 6 便 

          近江八幡駅 18：47 発→近江八幡駅 20：54 着 

             [11 月] 22 日（金） 

             [12 月] 6 日（金） 
 

          近江八幡駅 16：03 発→近江八幡駅 18：08 着 

             [11 月] 30 日（土） 

             [12 月] 14 日（土） 
 

          近江八幡駅 14：05 発→近江八幡駅 16：07 着 

             [11 月] 24 日（日） 

             [12 月] ★8 日（日） 
 

          ★12 月 1 日（日）、12 月 8 日（日）は「ソムリエの日」 滝沢 好紀 氏 乗車日 

 

  ３．定 員  各日 72 名（最少催行人数 20 名） 

※事前予約制 

 

４．料 金  1 名様 5,000 円（税込） 

 



 

 

５．飲食内容  ・6 種のワイン飲み放題 

シャンパーニュ シャルル・ド・カザノーヴ・ブリュット（フランス・白） 

 ※提供ワインが変更となりました 

ラブレ ロワ ボージョレ・ヌーボー（フランス・赤） 

スリーピラーズ ザ・グルメ カベルネソーヴィニオン（オーストラリア・赤） 

ベリンジャー カリフォルニア メルロー（アメリカ・赤） 

ザ・スプリングス ソーヴィニヨン・ブラン（ニュージーランド・白） 

コンティ・ゼッカ ドンナ・マルツィア シャルドネ オーク樽熟成（イタリア・白） 

・ソフトドリンク飲み放題 

・特製オードブル（千成亭） 

※近江鉄道（電車）1 日フリー乗車券付き（乗車当日限り有効） 

   ～その他、有料でオプションワインやおつまみをご用意しております～ 

 

６．オプション販売  ※オプション販売はご乗車の 5 日前までにご予約ください。 

近江牛ステーキサンド 2,000 円（税込）    

鶏モモ肉のオーブン焼き 800 円（税込） 

豚バラ肉の赤ワイン煮込みとジャガイモのエクラゼ 800 円（税込） 

 

７．その他 

◇スタンプカード 

近江鉄道グループが実施する夏の「近江ビア電」「びわ湖サンセットビアクルーズ」、秋

の「ワイン電車」、冬の「近江の地酒電車」の内、３回ご利用いただいたお客さまには粗品

をプレゼントします。 

※同じイベントの重複でもスタンプを押すことができます。 

※スタンプカードの有効期限は 2020 年 3 月 31 日までです。 

           

◇ワイン電車×居酒屋 コラボ企画！ 

「ワイン電車」をご利用のお客さまに限り、ご飲食と乗車券提示でご飲食代金から 10％

OFF いたします。また、4 名さま毎のご利用でスパークリングワインを 1 本サービスいた

します。2 次会などにぜひご利用ください。 
 

        【提携居酒屋】  

らいおん丸近江八幡駅前店、ごきげんえびす近江八幡駅前店、 

ごきげんえびす彦根駅前店、居酒屋小間蔵彦根駅前店 
 

※割引の上限は 5,000 円となります。 

※他の割引とは併用不可です。 

※10％OFF サービスはワイン電車運行期間中何度でもご利用可能ですが、スパークリン

グワイン 1 本サービスは、期間中 1 回のみとさせていただきます。（スパークリングワ

インサービス付与時に乗車券に店舗印を押させていただきます） 

       ※営業時間は各店舗のホームページをご覧ください。 

       ※現金でお支払いの場合のみ、本サービスは有効です。 



 

 

 

 ８．注意事項 

    ・車内でおつまみの販売をいたします。（有料、数量限定） 

    ・おつまみなどの持ち込みはできません。 

    ・荒天および事故等により、運転を中止する場合があります。 

    ・お車を運転される方、未成年の方には、アルコールの提供ができません。 

    ・設定日以外の貸切の相談も承ります。 

    ・ワイン電車は車内にトイレはございません。途中の駅でトイレ休憩をとります。 

    ・お申し込み参加者が最少催行人員（20 名）に満たない場合は、中止または出発日の変更をお願

いすることがあります。 

 

９．お申込方法 

     ご乗車日の電話は 5 日前までに、ネットは 7 日前までに、下記①～③いずれかの方法でご予約

ください。 

 

①近江トラベル予約センターへの電話 

TEL．0749-24-8103 

         （受付時間：月～金曜日 10：00～18：00、土曜日 10：00～13：00、日曜・祝日は定休日） 

 

②近江トラベル各支店の窓口（長浜支店／彦根支店／八日市支店／近江八幡支店／守山支店） 

         （受付時間：月～金曜日 10：00～18：00、土曜日 10：00～13：00、日曜・祝日は定休日） 

 

     ③ホームページよりネット予約 

http://www.ohmitetudo.co.jp/waindensya2019/index.html/ 

 

【取消料】（おひとり）ご乗車日の、 

11 日前まで 無料 

10～8 日前 20％ 

7～2 日前 30％ 

前日 40％ 

当日の集合時間まで 50％ 

出発後の取消または無連絡・不参加 100％ 

 

  10．お客さまからのお問合せ先 

    近江トラベル株式会社 予約センター 

     TEL．0749-24-8103（月～金曜日 10：00～18：00、土曜日 10：00～13：00、日曜・祝日は定休日） 

 

   ☆「近江鉄道ワイン電車 2019」について 

http://www.ohmitetudo.co.jp/waindensya2019/index.html/ 

※変更箇所は赤字のみです。 

http://www.ohmitetudo.co.jp/waindensya2019/index.html/
http://www.ohmitetudo.co.jp/waindensya2019/index.html/


好評
ご予約受付中 !

2019.11.21(thu)~12.15(sun)
毎週金・土・日運行。21日はボージョレ・解禁日のため運行

5,000円（税込）料　金

近江鉄道（電車）全線乗り降り自由、
乗車当日限り有効 
（料金にはドリンク飲み放題、特製オードブル、乗車料金が含まれています。） 

72名定　員

◆シャンパーニュ
　シャルル・ド・カザノーヴ・ブリュット（フランス）

◆シャンパーニュ含む6種のワイン飲み放題と
  　　　　特製オードブルが楽しめます。
※充分な量をご用意しますが、無くなり次第提供終了となります。

ソムリエ 滝沢 好紀 氏
びわ湖大津プリンスホテル

1991年、京都宝ヶ池プリンスホテル入社（現グランドプリン
スホテル京都）。中華料理「桃園」、フランス料理「ボーセ
ジュール」。2010年、ソムリエ資格取得。2016年、びわ湖大
津プリンスホテル、中国料理「李芳」、2018年、フランス料
理「ボーセジュール」。現在に至る。

Special Guest

近江鉄道ワイン電車2 019

ワインで楽しむS l o wな時間

スパークリングワインの最高峰でフランスのシャンパーニュ地方で厳しい
法律に従って作られたものだけが、その名を語ることができます。きめの
細かい泡とエレガントな味わいが特徴です。

12/812/1
乗 車予定日

日程・イベント内容は
変更となる場合があります。

※写真は全てイメージです

今年の主役

ワイン電車 2019



Champagne

ワインメニュー

※写真は全てイメージです。

その他有料おつまみを豊富にご用意しております！

その他、有料でオプションワインもご用意しております

お食事

特製オードブル
ご乗車料金に含まれております。
オードブルの内容は変更になる場合がございます。

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

11月 12月

電話は5日前、ネットは7日前までにご予約ください。
最少催行人数は20名となります。 
設定日以外の貸切（40名以上の団体）の相談も承ります。

彦根駅　　  19：03発 

▲

 彦根駅　 　21：07着
彦根駅　　  15：57発 

▲

 彦根駅　　 18：03着
彦根駅　　  13：57発 

▲

 彦根駅　 　15：53着
近江八幡駅  18：47発 

▲

 近江八幡駅 20：54着
近江八幡駅  16：03発 

▲

 近江八幡駅 18：08着
近江八幡駅  14：05発 

▲

 近江八幡駅 16：07着

乗車定員72名予約制
最少催行人数20名

◆シャンパーニュ
シャルル・ド・カザノーヴ・ブリュット

◆ラブレ ロワ
ボージョレ・ヌーボー

◆スリーピラーズ
ザ・グルメ カベルネソーヴィニオン

◆ベリンジャー カリフォルニア メルロー
◆ザ・スプリングス

ソーヴィニヨン・ブラン
◆コンティ・ゼッカ ドンナ・マルツィア

シャルドネ オーク樽熟成

出発時刻の15分前までに
近江鉄道の駅のホームにお越しください。

Special Guest 滝沢好紀氏 乗車日

ご飲食代金から10％ OFF
※提携居酒屋：らいおん丸近江八幡駅前店、ごきげんえびす近
江八幡駅前店、ごきげんえびす彦根駅前店、居酒屋小間蔵
彦根駅前店

※割引の上限は5,000円となります。
※他の割引とは併用不可です。　
※10％ＯＦＦサービスはワイン電車運行期間中は何度でも利
用可能ですが、スパークリングワイン1本サービスは 期間中
1回のみとさせていただきます。 （スパークリングワインサー
ビス付与時に乗車券に店舗印を 押させていただきます） 
※営業時間は各店舗のホームページをご覧ください。
※現金でお支払いの場合のみ、本サービスは有効です。

ワイン電車ご利用のお客さまに限り、ご飲食と乗車券提示で

ワイン電車×居酒屋コラボ
企画！

ビア電・ビアクルーズ・ワイン電車・地酒電車 の内、

 ３回乗っていただいた方に粗品プレゼント
※同じイベントの重複でもスタンプ押すことができます。

スタンプカード復活!

2次会はこちらで！

４名さま毎の
ご利用で

スパークリング
ワイン

ワインの内容については変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。充分な量をご用意しますが、
無くなり次第提供終了となります。

近江牛
ステーキサンド
－ワイン電車限定
　赤ワイン特製ソース仕立て－

2,000円

5日前までに要予約

（税込）

豚バラ肉の
赤ワイン煮込みと
ジャガイモのエクラゼ
800円

5日前までに要予約

（税込）

鶏モモ肉の
オーブン焼き

－彩り野菜と2種の
　ソースで食べ比べ－

800円

5日前までに要予約

（税込）

改 2019.11.19

お車を運転される方、未成年の方には、アルコールの提供ができません。
○車内でおつまみの販売をいたします。（有料・数量限定）
○おつまみなどの持ち込みはできません。
○台風等の荒天及び事故等で運転を中止する場合があります。
○貸切の相談も承ります。
○ワイン電車は車内にトイレはございません。途中の駅でトイレ休憩をとります。
※お客さまからお預かりした個人情報につきましては、
　当社個人情報保護方針に則り、厳正に取扱いいたします。

近江トラベル株式会社ご 

案 

内

乗
車
日
の

11日前まで
10～8日前
7～2日前
前日
当日の集合時間まで
出発後の取消
　 または無連絡・不参加

無 料
20%
30％
40％
50％

100％

■お問合せ・ご予約

0749-24-8103
【予約センター】

http://www.ohmitetudo.co.jp/rai lway/
http : / /www.ohmitetudo.co . jp/t ravel /

受付時間／月～金　10：00～18：00
　　　　　　土　　10：00～13：00

取 消 料（１名様）

予約センター・各支店
日曜・祝日は、定休日となります。

観光庁長官登録旅行業第2072号　総合旅行業務取扱管理者：中井　徹
●振込でもお支払いいただけます。
※所定の振込手数料はお客さまで負担願います。
・ご予約後、翌日から起算して3日以内にお申込金をお支払いください。
・お振込の場合は案内書到着後3日以内にお支払いください。


