
※沿線の店舗や施設へお越しいただく際は、ぜひ近江鉄道線をご利用ください。

※営業時間等の変更がある場合がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

 2022年12月29日　現在

協賛店A

米原駅 米原駅 米原駅 米原駅

青岸寺 北新豆腐店 鮨ふもと Café du MBF

特典：拝観料1割引

300円 → 270円

特典：生豆腐ジェラート

350円 → 300円
特典：1ドリンクサービス

特典：1,000円（税抜）以上の

お買い上げでジェラート１個プレゼント

http://www.seiganji.org/ https://kitashin102.com/tofu/ https://sushi-fumoto.com/
https://tabelog.com/shiga/A2504/A2

50401/25009411/

米原駅

米原駅サイクルステーション

特典：サドルカバー・サングラス・泥除け

・サドルバック小のいずれか

220円/1日 → 無料

https://biwaichi-cycling.com/

ひこね芹川駅 ひこね芹川駅 ひこね芹川駅 ひこね芹川駅

(有)出口酒店 武相草（ぶあいそう） 千成亭　別館　華見 極楽湯　彦根店

特典：酒類お買上げの場合

全商品5％割引

特典：ランチタイム

ソフトドリンク１杯無料

特典：お食事の方に

ウーロン茶1杯サービス
入館料10％OFF

https://www.buaiso.jp/ https://hanami.sennaritei.co.jp/
https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo

/hikone/

近江鉄道パートナーズクラブ協賛店一覧

米原～多賀大社前

営業時間/9:00-17:00（冬季16時迄）

定休日/火曜日・第4月曜日

アクセス/米原駅東口から徒歩7分

特典除外日/年末年始

営業時間/10:00-18:00

定休日/日曜日

アクセス/米原駅東口から徒歩3分

営業時間/昼11:30-14:00(LO13:20)

               　夜17:00-22:00(LO21:30)

定休日/月曜日

アクセス/米原駅西口から徒歩2分

特典除外日/GW、お盆、お正月

営業時間/9:00-21:00

          　    木曜日のみ9:00-17:00

定休日/水曜日

アクセス/米原駅東口から徒歩5分

特典除外日/年末年始（12/30-1/6）

営業時間/9:00-19:30

定休日/日曜日

アクセス/ひこね芹川駅から徒歩7分

営業時間/ランチ:11:00-14:00

              ディナー:17:00-21:00

定休日/日曜日

アクセス/ひこね芹川駅から徒歩7分

営業時間/11:30～15:00(L.O.14:30)

　　　　17:00～22:00(L.O.20:30)

定休日/水曜日

アクセス/ひこね芹川駅から徒歩12分

営業時間/6:00～深夜1:00（最終受付

0:30）

年中無休

アクセス/ひこね芹川駅から徒歩10分

営業時間/9:00-17:00

　　　　12月中旬-2月中旬まで休業

定休日/不定休

アクセス/近江鉄道米原駅改札を出て左手

協賛店舗、特典などは随時更新いたします。最新の情報

は右記ＱＲコードよりアクセスしご確認ください。

画像準備中

新型コロナウイルス感染症の感染状況により休業・営業時間の変更がある場合

がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

https://kitashin102.com/tofu/
https://tabelog.com/shiga/A2504/A250401/25009411/
https://tabelog.com/shiga/A2504/A250401/25009411/
https://www.buaiso.jp/
https://hanami.sennaritei.co.jp/
https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/hikone/
https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/hikone/


※沿線の店舗や施設へお越しいただく際は、ぜひ近江鉄道線をご利用ください。

※営業時間等の変更がある場合がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

 2022年12月29日　現在

協賛店A

彦根口駅 彦根口駅

とんこつラーメン 豚太 レストラン千成亭

特典：トッピング1品サービス
特典：お食事の方に

ウーロン茶1杯サービス

https://www.sennaritei.jp/site/restra

スクリーン駅 スクリーン駅

喫茶軽食 理 michi やきにく匠

特典：お食事お召し上がりのお客様に

コーヒー１杯サービス

特典：１組に限り１ドリンクサービス

ウーロン茶・オレンジ・カルピス・

グレープフルーツ・アップルジュースのいずれか

https://tabelog.com/shiga/A2503/A2

50303/25000394/

米原～多賀大社前

営業時間/月～土11:00-翌2:00

　　　　  日11:00-15:00  17:00-21:00

定休日/不定休

アクセス/彦根口駅から徒歩10分

営業時間/11:00～15:00(L.O.14:30)

　　　　17:00～22:00(L.O.20:30)

定休日/水曜日

アクセス/彦根口駅から徒歩30分

               彦根駅から湖国バス(南彦根ベル

               ロード 線)福祉センターバス停前

営業時間/8:30-18:00

定休日/日曜日

12/30～1/3休業

アクセス/スクリーン駅から徒歩10分

営業時間/平日17:00-23:00

                土日12:00-23:00

定休日/火曜日

アクセス/スクリーン駅から徒歩10分

協賛店舗、特典などは随時更新いたします。最新の情報

は右記ＱＲコードよりアクセスしご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により休業・営業時間の変更がある場合

がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

https://www.sennaritei.jp/site/restrant/


※沿線の店舗や施設へお越しいただく際は、ぜひ近江鉄道線をご利用ください。

※営業時間等の変更がある場合がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

 2022年12月29日　現在

協賛店B

鳥居本駅 鳥居本駅 鳥居本駅 多賀大社前駅

百百百百（どどもも） 有川薬局 サンライズ出版 多賀大社

特典：お食事の方に

そば団子１本プレゼント

特典：有川七爽茶700円（税込）

を650円（税込）に割引
特典：全商品10%OFF スタンプの設置のみ

https://dodomomo044.jimdofree.com

/
http://akadama-1.com/ https://www.sunrise-pub.co.jp http://www.tagataisya.or.jp/

多賀大社前駅 彦根駅 彦根駅 彦根駅

糸切餅総本家 多賀や 四季菜（しきな）

特典：糸切餅10％オフ
特典：彦根丼・みつなりカツ丼・近江ちゃん

ぽんご注文の方に1ドリンクサービス

特典：レンタルご利用の方に、

紙製のポケットフォルダープレゼント

特典：お土産5％割引

※酒類等一部対象外商品あり

http://www.itokirimochi.co.jp/compa

ny.html

https://tabelog.com/shiga/A2503/A2

50303/25001390/

https://www.hikoneshi.com/megrink

o/
https://www.hch.jp/shop/

彦根駅 彦根駅 彦根駅

さざなみ酒店 せんなり亭　伽羅 せんなり亭　心華房

スタンプの設置のみ
特典：お食事の方に

ウーロン茶1杯サービス

特典：お食事の方に

ウーロン茶1杯サービス

https://www.e-sazanami.com/ https://kyara.sennaritei.jp/ https://shinkabou.sennaritei.jp/

営業時間/11:00-14:00

定休日/火曜日・水曜日

アクセス/鳥居本駅から徒歩10分

特典除外日/お盆・年末年始・GW

彦根キャッスルリゾート＆スパ

彦根みやげ本陣/彦根イイプリン

営業時間/8:30-17:30

　　　　土曜は午前中営業

定休日/日曜日・祝日（予約可）

アクセス/鳥居本駅から徒歩6分

米原～多賀大社前

彦根市レンタサイクルめぐりんこ

営業時間/24時間参拝可

　　　　（授与所7:00-17:00）

アクセス/多賀大社前駅から徒歩10分

営業時間/8:00-17:00（1月は延長）

定休日/年中無休

アクセス/多賀大社前駅から徒歩10分

1/1～1/5はスタンプラリーの対応不可

営業時間/8:00-20:00

※12月-3月は19:00まで

定休日/なし（臨時休業あり）

アクセス/彦根駅西口から徒歩8分

営業時間/11:00-20:00（LO19:00)

定休日/不定休（年4回）

アクセス/彦根駅西口から徒歩2分

　アルプラザ2階

営業時間/9:00-17:00

定休日/なし

　　　 年末年始（12/29～1/3）、

           荒天時は休業

アクセス/彦根駅西口から徒歩2分

営業時間/11:30～15:00(L.O.14:30)

　　　　17:00～22:00(L.O.20:30)

定休日/火曜日

アクセス/彦根駅から徒歩20分

営業時間/9:00-20:00（日曜10:00-19:00）

定休日/水曜日

1/1-1/3休業

アクセス/彦根駅西口から徒歩3分

営業時間/8:30-17:30

定休日/土・日曜日・祝日

　　　  ＧＷ・お盆・年末年始

アクセス/鳥居本駅から徒歩1分

営業時間/11:30～15:00(L.O.14:30)

　　　　17:00～22:00(L.O.20:30)

定休日/月曜日

アクセス/彦根駅から徒歩17分

新型コロナウイルス感染症の感染状況により休業・営業時間の変更がある場合

がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

http://akadama-1.com/
https://www.sunrise-pub.co.jp/
http://www.tagataisya.or.jp/
http://www.itokirimochi.co.jp/company.html
http://www.itokirimochi.co.jp/company.html
https://www.hch.jp/shop/
https://kyara.sennaritei.jp/
https://shinkabou.sennaritei.jp/


※沿線の店舗や施設へお越しいただく際は、ぜひ近江鉄道線をご利用ください。

※営業時間等の変更がある場合がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

 2022年12月29日　現在

協賛店A

愛知川駅 愛知川駅

藤居本家 香凛舎

特典：お酒の試飲

特典：ランチお召し上がりの方、

テイクアウトで1000円以上ご購入の方に

ドレッシングプレゼント

http://www.fujiihonke.jp/

五箇荘駅 五箇荘駅 五箇荘駅

東近江市近江商人博物館・中路融人記念館 東近江市能登川博物館 茶ろん　坪六

特典：入館料300円→250円 スタンプの設置のみ スタンプの設置のみ

https://e-omi-

muse.com/omishounin-boy.html
https://tsuboroku.com/wp/

営業時間/11:00-17:00

　(日曜日は13:00-17:00)

定休日/木・金・土曜日

アクセス/五箇荘駅から徒歩5分

営業時間/9:30-17:00

              （入館は16:30迄）

休館日/月曜日、祝日の翌日

　　　（臨時休館あり）

　　　  12/28～1/4は休業

アクセス/五箇荘駅から徒歩25分

営業時間/10:00-18:00

休館日/月曜日、火曜日、祝日

　　　  毎月第4金曜日

　　　  12/28～1/4は休業

アクセス/五箇荘駅からタクシーで14分

　　　   JR能登川駅から徒歩15分

営業時間/9:00-18:00

【以下営業時間変更】

　12/31　　   9:00~ 17:00

　1/1～1/3　12:00~17:00

　1/4~1/7　10:00~17:00

定休日/年中無休

アクセス/愛知川駅から徒歩15分

営業時間/11:00-19:00

　　　（予約により21:00までの利用可）

定休日/不定休

アクセス/愛知川駅から徒歩10分

カフェ

NOW　PRINTING

尼子～八日市

協賛店舗、特典などは随時更新いたします。最新の情報

は右記ＱＲコードよりアクセスしご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により休業・営業時間の変更がある場合

がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

https://e-omi-muse.com/omishounin-boy.html
https://e-omi-muse.com/omishounin-boy.html
https://tsuboroku.com/wp/


※沿線の店舗や施設へお越しいただく際は、ぜひ近江鉄道線をご利用ください。

※営業時間等の変更がある場合がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

 2022年12月29日　現在

協賛店B

尼子駅 豊郷駅 豊郷駅

ローズマリー 豊辰 豊郷小学校旧校舎群

特典：食後のアイスクリームプレゼント
特典：1000円以上お買い上げの方に

粗品進呈

特典：豊郷観光協会にて

校舎ポストカードプレゼント

八日市駅 八日市駅 八日市駅

銘茶ますきち パンカフェkokon～江近～ 西堀榮三郎記念　探検の殿堂

特典：宇治抹茶ソフト380円→330円

政所茶ソフト450円→400円

プレミアムバニラ380円→330円

特典：しろコッペパン50円引き

          ドリンク各種50円引き

特典：入館料大人300円→250円

小中学生150円→120円

http://masukichi.com/ https://www.kkn6po.com/

営業時間/10:00-18:00

　　　　（入館は17：30まで）

定休日/月曜日、火曜日、祝日

　　　（臨時休業あり）

             12/28-1/5は休業

アクセス/八日市駅から

　　　   ちょこっとバス湖東線20分

尼子～八日市

営業時間/9:00-16:00

定休日/月曜日（祝日の場合は翌日）

　　　  年末年始

アクセス/豊郷駅から徒歩10分

営業時間/9:00-15:00

　　　　（ランチは11:00～）

定休日/日曜日

アクセス/尼子駅から徒歩2分

営業時間/9:00-18:00

定休日/水曜日

アクセス/豊郷駅から徒歩6分

営業時間/9:00-19:00

定休日/火曜日、

　　　 1/1～1/2は休業

アクセス/八日市駅から徒歩1分

営業時間/11:00-22:00（L.O.21:30）

定休日/月曜日、木曜日

イベント時、催事日は休業

アクセス/八日市駅から徒歩3分

協賛店舗、特典などは随時更新いたします。最新の情報

は右記ＱＲコードよりアクセスしご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により休業・営業時間の変更がある場合

がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

http://masukichi.com/
https://www.kkn6po.com/


※沿線の店舗や施設へお越しいただく際は、ぜひ近江鉄道線をご利用ください。

※営業時間等の変更がある場合がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

 2022年12月29日　現在

協賛店A

新八日市駅 新八日市駅 市辺駅

洋菓子工房　パピエ e cole キムチのダイゴ

特典：ケーキセット（苺ショートケーキ・

コーヒー）940円→500円（税込）

特典：お飲み物注文で

お菓子プレゼント
特典：近江あかねキムチ650円→600円

https://www.daigo-tsukemono.com/

武佐駅 武佐駅

ビジネスホテルシェル café N craft

特典：ランチを注文された方に

ワンドリンクサービス

https://cafeandleather-ncraft.com

営業時間/9:00-12:00、13:00-17:10

定休日/日曜日

　　　 12/29～1/5休業

アクセス/市辺駅から徒歩13分

営業時間/10：00～16：00

定休日/日曜日、月曜日、木曜日

アクセス/武佐駅から徒歩10分

営業時間/10:00-20:00

定休日/月曜日

アクセス/新八日市駅から徒歩5分

新八日市～近江八幡

営業時間/10:00-17:00

定休日/月曜日、火曜日、不定休あり

アクセス/新八日市駅から徒歩3分

特典：素泊まりシングルルーム

5,000円→100円引き

（現金精算のみ、要予約

※シーズン価格の場合+200円）

http://shell-hachiman.jp/

定休日/年末年始休業

アクセス/武佐駅から徒歩8分

協賛店舗、特典などは随時更新いたします。最新の情報

は右記ＱＲコードよりアクセスしご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により休業・営業時間の変更がある場合

がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

https://www.daigo-tsukemono.com/
https://cafeandleather-ncraft.com/
http://shell-hachiman.jp/


※沿線の店舗や施設へお越しいただく際は、ぜひ近江鉄道線をご利用ください。

※営業時間等の変更がある場合がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

 2022年12月29日　現在

協賛店B

太郎坊宮前駅 太郎坊宮前駅

太郎坊宮 焼肉万葉

特典：オリジナルの粗品進呈

（マグネット等）
特典：ソフトドリンク1杯サービス

http://www.tarobo.sakura.ne.jp/ https://b-manyo.jp/

近江八幡駅 近江八幡駅 近江八幡駅

ごきげんえびす ジャズ喫茶 YUGEYA 千成亭八幡堀店

特典：お食事の方に

エビス6種から1杯サービス

特典：飲食された方に

HOサイズのガチャコンペーパークラフト

(先頭部)1シートプレゼント

特典：2Fレストランでお食事の方に

ウーロン茶1杯サービス

https://gokigenebisuoumihachiman.g

orp.jp/
http://www.yugeya_jazz.com/

https://sennaritei-

hachimanbori.com/

営業時間/13:00-19:00

定休日/日・月曜日

アクセス/近江八幡駅南口から徒歩15分

営業時間/11:00～15:00(L.O.14:30)

定休日/火曜日

アクセス/近江八幡駅北口からバス(長命寺線)

　　　大杉町八幡山ロープウェー口下車すぐ

新八日市～近江八幡

営業時間/13:00-24:00

定休日/年中無休

アクセス/近江八幡駅北口から徒歩1分

営業時間/9:00-17:00

定休日/年中無休

アクセス/太郎坊宮前駅から徒歩20分

営業時間/ランチ11:30-14:30

　　　　  ディナー17:00-22:00

定休日/月曜日（祝日の場合は営業）

アクセス/太郎坊宮前駅から徒歩13分

協賛店舗、特典などは随時更新いたします。最新の情報

は右記ＱＲコードよりアクセスしご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により休業・営業時間の変更がある場合

がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

http://www.tarobo.sakura.ne.jp/
https://b-manyo.jp/
https://gokigenebisuoumihachiman.gorp.jp/
https://gokigenebisuoumihachiman.gorp.jp/
http://www.yugeya_jazz.com/
https://sennaritei-hachimanbori.com/
https://sennaritei-hachimanbori.com/


※沿線の店舗や施設へお越しいただく際は、ぜひ近江鉄道線をご利用ください。

※営業時間等の変更がある場合がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

 2022年12月29日　現在

協賛店A

桜川駅 桜川駅 桜川駅

いよもんカフェ ファームステイ近江 文平堂

特典：1000円以上の飲食ご利用で

100円引き券を進呈（次回から利用可）

特典：新鮮野菜をプレゼント

（季節・個数による）
特典：粗品進呈

https://iyomon.wixsite.com/cafe
https://stayjapan.com/area/shiga/hi

gashiomi/pr/13232
http://bunpeido.co.jp/access

水口駅 水口城南駅 水口城南駅

Mont pain（モンパン） 谷野食堂 HERO'S☆CAFÉ(ヒーローズ・カフェ)

特典：1000円以上お買い上げの方に

5％引き（※イベント期間中を除く）

特典：1000円以上ご利用の方に

お茶ペットボトル1本サービス

特典：1会計につき100円引き

（※金額制限なし）

https://www.montpain.jp/ https://heros-cafe.com/

長谷野～貴生川

営業時間/平日・土曜日9:00-20:00

                    日曜日・祝日10:00-19:00

定休日/なし（臨時休業あり）

　　　　　　1/1-1/3は休業

アクセス/桜川駅から徒歩1分

営業時間/11:00-18:00

定休日/日曜日・祝日(1/1～3は休業)

アクセス/水口城南駅から徒歩6分

営業時間/11:00-19:00(L.O.18:00)

　　　　金・土曜日は21:00まで

定休日/木曜日

アクセス/水口城南駅から徒歩7分

営業時間/10:00-18:00

定休日/日曜日・月曜日

アクセス/水口駅から徒歩1分

営業時間/10:00-16:00

定休日/不定休

アクセス/桜川駅から車で5分

営業時間/11:00-17:00（L.O 16:30）

定休日/日曜日、祝日

　　　　12/27～1/4は休業

アクセス/桜川駅から徒歩10分

協賛店舗、特典などは随時更新いたします。最新の情報

は右記ＱＲコードよりアクセスしご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により休業・営業時間の変更がある場合

がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

https://stayjapan.com/area/shiga/higashiomi/pr/13232
https://stayjapan.com/area/shiga/higashiomi/pr/13232
http://bunpeido.co.jp/access


※沿線の店舗や施設へお越しいただく際は、ぜひ近江鉄道線をご利用ください。

※営業時間等の変更がある場合がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

 2022年12月29日　現在

協賛店B

長谷野駅 朝日野駅 水口石橋駅

il mercante（イルメルカンテ） ガリ版伝承館 カフェポエム

スタンプラリーのみ協賛 スタンプラリーのみ協賛 特典：食事メニューの2割引き

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0

000000117.html

日野駅 日野駅

松喜園 三徳屋

特典：レンタサイクル通常価格より半額
特典：日野駅せんべい324円（税込）を

275円（税込）に割引

日野駅

なないろ せんぷうきちゃん なにわや ふたば

特典：出店店舗による（右記） こばしや 占いcaffe7716 茶店　ちゃちゃ

https://nanairo.space/events/

アクセス/日野駅舎内

出店店舗は日替わりのため、営業時間や出店

日時等に関しては上記ホームページをご確認くだ

さい。

営業時間/10:00-16:00

　　(土・日曜日のみ営業・年末年始は休館)

アクセス/近江鉄道バス日八線

　　　「ガリ版伝承館」バス停下車

　　　徒歩1分

特典：定食50円引き

650円→600円

550円→500円

特典：ドリンク2杯目半額

特典：田楽みそ1個100円引き特典：小物1つ50円引き

営業時間/ランチ11:30-15:00(L.O.14:00）

　　　　 ディナー17:30-22:00(L.O.21:00)

定休日/月曜日

アクセス/長谷野駅から徒歩10分

特典：カフェご利用の方

グリーン苗ポットプレゼント
特典：ドリンク一律50円引き

営業時間/8:30-19:00

定休日/なし

　　　1/1～1/3は休業

アクセス/水口石橋駅から徒歩2分

営業時間/8:00-19:00

定休日/不定休

アクセス/日野駅から徒歩1分

営業時間/8:00-19:00

定休日/水曜日

アクセス/日野駅から徒歩2分

長谷野～貴生川

協賛店舗、特典などは随時更新いたします。最新の情報

は右記ＱＲコードよりアクセスしご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により休業・営業時間の変更がある場合

がございますので、各施設・店舗へお問い合わせください。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000117.html
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000117.html
https://nanairo.space/events/

