
オリジナル
地元ブランド野菜を使った

公
式LINEアカウント

詳しくはホームページをご覧ください。

甲賀ブランド
甲賀では、風土を活かした農産物が
1年を通し収穫されされています。

雄大な自然が育む素材、伝統的な製法の一品、
安心・安全を追求した新たな試みの加工品など、
素朴で温かな郷土色を活かしたラインナップです。

自然の中に歴史と文化が香る町、甲賀。

忍者の里ならではの施設や、信楽焼の魅力に
触れることができるギャラリー、カフェが
立ち並びます。また、大河原や塩野地区は
良質な湯が堪能できる温泉場としても評判です。

信楽の陶器作りで栄えた甲賀では、
陶器に因んだ催事が多く行われています。

地域に深く根差した伝統行事や文化財として
指定された仏像など見所が盛り沢山。
足を運べば、人々の生活や歴史が垣間見えます。

長い歴史と独自の
　  文化から生まれた

甲賀ブランド認定

物 産

甲賀ブランド認定

歳時記

煎茶のオトナロール

しがらき火まつり

甲賀流忍術屋敷

2022 SUMMER

期日

時間

対象

持参
参加費

協力野菜

場所

2022年 7月30日（土）・31日（日）
8月20日（土）・21日（日）、27日（土）・28日（日）

2022年7月2日　〜12月4日

      組目 10:00～　　組目10:20～　　組目10:40～

小学校1～6年生のお子さま

エプロン、キャップ帽、マスク
JAこうか ブランド野菜ほか 甲賀農業協同組合

1,520円

新名神高速道路 土山サービスエリア『ピッコロボスコ』
予約制 先着3組限定（1組2名さままで）

1名様 ※ピッツア材料代、（Lサイズ約28cm +ドリンク代込み）

1 2 3

土山SAのオススメグルメをおなかいっぱい食べ尽くし！

近江牛のハンバーグとステーキの
食べ比べができる一品！

ドライブのお供に欠かせない定番人気のトップ3 !

※(　)内は、価格改定により7月1日からの価格となります。その他の価格は６月1日現在のものになります。
※価格は全て税込価格（8%）です。（店内・外のテーブルにてご飲食の場合は税率が異なります。★印の価格については税込価格（10%)になります。）

人気No.1の天むすと黒米を使用した
紅天むすのセット。おすすめです！

京土産人気商品。可愛い和柄の美缶入りで、
京のこだわりのあられ・おせんべい。
5種類のお味を楽しんで頂けます。

土山サービスエリアマスコットキャラクター
「土山たぬき」の置物。オレンジ、黄色、青色が
あります。

柔らかいステーキが丸々1枚！コスパ抜群。
人気の一品です。

土山に来たらコレ！
とろっと松坂牛あんと
ふわふわ生地がたまりません。

滋賀県竜王町古株牧場の極上手作りモッツァレラがたっぷり！
本格石窯で焼き上げる、うす焼きピッツアです。

近江牛のすじ肉を出汁の効いた生地と一緒に
焼き上げます。九条ネギの食感が
ちょうどいいアクセントに。

近江牛100%使用。スエヒロ秘伝の
味を継承した自慢の牛めし。

日本遺産 忍びの里 甲賀流忍者 クイズラリー
土 日

観光案内看板に書かれているクイズに答えて
『甲賀流忍者土山たぬきのびわ湖の森の間伐材マグネット』を
ゲットしよう！

ここにクイズが
書かれているよ！

びわ湖の森の間伐材マグネット

参加方法

引換場所

★甲賀市内に点在する甲賀流忍者ゆかりの観光地等に設置されている
　『観光案内看板クイズ』を解き明かしてください。
★10カ所10問以上解答の方にもれなく『甲賀流忍者土山たぬきの
　びわ湖の森の間伐材マグネット』をプレゼント！

★さらに抽選で22名様に『甲賀市特産品』をプレゼント！

※観光案内看板の設置場所や詳しくは、チラシまたは土山サービスエリアのホームページをご覧ください。

★新名神高速道路 土山サービスエリア コンシェルジュカウンター
★引換え時間：9:00～18:00

信楽焼土山たぬき
（400円）

（520円）

（650円）

（680円）

（380円）
（320円）

詳しくは中面をご覧ください。

甲賀ブランド認定

施 設



作陶体験の甲賀市信楽へはパーク＆ライドで信楽高原鐵道に乗って行こう！

信楽高原鐵道フリー乗車券（1日券）
大人 ¥940 小人 ¥480
※使用当日に限り、信楽高原鐵道に何回でも乗り降りできます！
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JR草津線

1.3km 1.0km 2.2km 0.6km 9.6km

P パーク＆ライド無料駐車場
ご利用時間 9:00～17:30

びわこ京阪奈線フリーきっぷででかけよう！近江鉄道＋信楽高原鐵道全線1日乗り放題！！

おとな 1,050円
こども    530円

※土日祝日のみご利用いただけます。（使用当日に限り乗り降り自由）

米原 信 楽八日市
近江鉄道 信楽高原鐵道

高宮
多賀大社前

近江八幡

貴生川

※駅により営業時間が異なりますので、ご注意ください。発売場所
近江鉄道：米原、彦根、高宮、八日市、日野、貴生川、近江八幡の各駅

信楽高原鐵道：信楽駅近江鉄道

※新型コロナウイルス感染状況により、記載施設の営業時間の変更や、イベント・催事等が中止または延期となる場合があります。詳しくはそれぞれのホームページまたはお電話にてご確認ください。

甲賀ブランド
豊かな自然に囲まれ、焼物の町信楽や甲賀流忍者の里として広く知られる甲賀市。
また、東海道の宿場としても賑わいを見せた甲賀は、長い歴史とともに独自の文化を
築いてきました。そんな豊富な資源を生かし、地域産品等をブランドとして認定し、
長く愛されるようにと作られたものが「甲賀ブランド」です。

甲賀ブランド認定

物 産
甲賀ブランド認定

歳時記
甲賀ブランド認定

施 設

黒影米

鮎河（清酒）

甲賀忍びの宿 宮乃温泉

朝宮紅茶 紫香楽

煎茶のオトナロール

あさみや茶スイーツ
抹茶　餅

塩野温泉

塩野温泉

8

甲賀流忍術屋敷

MIHO MUSEUM

9 11 13 15

17

開館時間：10:00～16:00（入館は15:00まで）
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）、冬季
入場料：大人1,300円　高大生1,000円　
　　  　中学生以下無料

10 12 14 16

18

忍者もち

2

4

辰岡の 
水出し赤ちゃん番茶

1

5

7

3 甲賀三大佛 　  大池寺

甲賀三大佛 　  櫟野寺

甲賀流忍術屋敷

黒影米（みのり産業）

登り窯ギャラリー Ogama

窯元散策路

滋賀県立陶芸の森

小川亭

小川顕三陶房

信楽陶器まつり

しがらき火まつり

mamma mia

鮎河（清酒）
（すごいえぇのう鮎河）

大河原温泉 かもしか荘

忍者もち（甲賀もち工房）

水口曳山まつり

甲賀忍びの宿 宮乃温泉

MIHO MUSEUM

畑のしだれ桜

朝宮紅茶 紫香楽
（かたぎ古香園）

煎茶のオトナロール
（茶のみやぐら）

あさみや茶スイーツ
抹茶葛餅（山本園）

信楽地域
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辰岡の 水出し赤ちゃん番茶
（辰岡製茶）

3

茶のみやぐら
甲賀市信楽町下朝宮39-1
TEL.0748-84-0405

甲賀市信楽町宮尻1090
TEL.0748-84-0135

甲賀市甲賀町小佐治2121-1
TEL.0748-88-5841

辰岡製茶株式会社
甲賀市土山町北土山982
TEL.0748-66-0025

朝宮茶の生産農家が作るロー
ルケーキ。
上質な朝宮茶の美味しさが気
軽に楽しめます。

土山茶の中でも、10月以降に
かけて摘む秋摘み番茶を特殊
技術でで製造しました。豊富
な健康成分と香ばしい旨味が
特徴です。

厳選した初夏の新芽を特別加
工で仕上げた茶葉は深みのあ
る味わいと豊かな香りのある
逸品です。

10月に開催される、信楽焼産地最
大のイベントです。
焼物の産地ならではの風土を楽し
みながら、お気に入りの信楽焼を探
してください。

原料のもち米・製法にこだわ
り、ユズ・シソ・ヨモギ・ゴマ・
ヤマイモの5つの味が楽しめ
ます。

昔ながらの手作業で醸造。
減農薬・減化学肥料で作る鮎
河米と鈴鹿山系の伏流水か
ら生まれる上品な味が清流
を思わせます。

6

甲賀市甲南町竜法師2472
TEL.0748-86-4778

忍者をイメージしたネーミン
グの黒米です。豊富な栄養素
が含まれており、白米2～3合
に大さじ1杯まぜて炊くだけ
で、おいしく健康促進に。

吉野本葛を使用した葛餅の中
に、朝宮の抹茶をふんだんに
使用した濃厚抹茶あんが入っ
ています。

今に残る本物の忍者の屋敷。（江戸時
代元禄年間建築）内部は防衛建築と
して多くの巧妙なからくりが施され
います。

役目を終えた登り窯や作業小屋を
ギャラリーに。
併設のカフェでは信楽焼の器で提供さ
れ、その良さを実感できます。

やきものをテーマにした文化公園。
陶芸専門の美術館「陶芸館」や陶芸家
を育成する「創作研修館」、信楽焼製品
を展示する「信楽産業展示館」があり
ます。

信楽焼の窯元が点在する、古い佇まい
の坂路。
陶都信楽が醸し出す昔ながらの風情
が感じられます。

風情ある古民家スタイル。
近江牛懐石や近江牛しゃぶしゃぶ、
すき焼きプランがあります。
信楽焼の風呂釡がもてなす個室露天
風呂付きのお部屋もあります。
客室は11室のみ。

ルーヴルのガラスのピラミッドで知
られるI.M.ペイ設計の美術館。世界の
古代美術の常設展示と、テーマ性を
持った特別展を開催しています。

かたぎ古香園

　　　

甲賀もち工房

甲賀市信楽町上朝宮275-1
TEL.0748-84-0014

甲賀市甲南町杉谷364-1
TEL.0748-86-2212

甲賀市信楽町田代桃谷300
TEL.0748-82-3411

甲賀市信楽町長野

信楽町観光協会  TEL.0748-82-2345
お問い合わせ

陶都・信楽まつり実行委員会
TEL.0748-82-0039

お問い合わせ
陶都・信楽まつり実行委員会
火まつり事務局 TEL.0748-82-0873

お問い合わせ

信楽町観光協会 TEL.0748-82-2345
お問い合わせ

甲賀市観光協会 TEL.0748-60-2690
お問い合わせ

甲賀市甲南町竜法師2331
TEL.0748-86-2179

TEL.0748-82-8066
甲賀市信楽町長野947

TEL.0748-83-0909
甲賀市信楽町勅旨2188-7

鈴鹿山麓の豊かな自然に囲まれた、山
間の秘湯。「鈴鹿スカイライン」の入り
口に位置し、地産地消の名物料理が満
喫できます。

TEL.0748-69-0344
甲賀市土山町大河原1104

築90年の蚕小屋を改装した複合商業
施設。カフェやギャラリーを併設し、甲賀
の食材を使った焼き菓子やジャム、無
垢材を使用したお皿やカトラリーなど
生活用品を制作。甲賀の魅了が体験で
きます。

TEL.0748-86-1552

マンマ ミーア

甲賀市甲南町野川835

甲賀市信楽町内店鋪

享保20年（1735年）から続く曳山巡
行祭。
曳山の豪華な飾りや勇壮な水口囃
子など見所満載です。

甲賀市水口町宮の前3-14
水口神社

信楽町畑地区に咲くエドヒガンザク
ラの銘木。
樹齢400年を数える甲賀市の指定
天然記念物。

甲賀市信楽町畑

江戸時代以前より続くといわれる、
陶器づくりや生活に欠かせない火
への感謝と安全を願う神事。愛宕山
山頂の神社へ松明を奉納します。

全国でも珍しく甲賀に密集する丈大仏。三大仏に祈
願すれば過去、現在、未来の安穏が叶うと言われて
います。

甲賀市信楽町長野

TEL.0748-62-0396甲賀市水口町名坂1168

TEL.0748-88-3890甲賀市甲賀町櫟野1377

TEL.0748-68-0364甲賀市土山町山中351

窯元散策路内に位置し、信楽焼の里
を一望できる里山の陶房。
陶芸体験及びギャラリーは完全予約
制となります。

TEL.0748-82-2216
甲賀市信楽町長野755-1

登り窯で焼いたタイルのお風呂で天然
温泉を満喫。
近江牛や郷土の地酒など、地の食材
を用いた料理を信楽焼の器で堪能で
きます。

TEL.0748-82-0008
甲賀市信楽町長野876

田園風景に佇む、歴史ある料理旅館。
五右衛門風呂で疲れを癒し、近江牛
鍋、忍者鍋をはじめ、地元産の野菜を
使った京風料理が味わえます。

TEL.0748-86-2130
甲賀市甲南町塩野269

みのり産業

株式会社 山本園

登り窯ギャラリー Ogama

窯元散策路

滋賀県立陶芸の森

小川顕三陶房 20
百余年の歴史を持つ「近江茶丸吉」が
発信するほうじ茶です。茶葉それぞ
れの自然な味と香りが際立つ焙煎方
法をとり、ベテランの茶師が焙じた
自慢のほうじ茶を取り揃えていま
す。併設の茶房「焙楽」では、ほうじ茶
を使ったオリジナルスイーツも楽し
めます。

TEL.0748-67-1333
甲賀市土山町大野2723

ほうじ茶専門店  丸吉

ほうじ茶専門店  丸吉

小川亭

甲賀三大佛

2221

23 信楽陶器まつり 24 しがらき火まつり

大河原温泉 かもしか荘

mamma mia

畑のしだれ桜 水口曳山まつり
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大池寺 釈迦如来坐像

阿弥陀如来坐像

薬師如来坐像

十楽寺

櫟野寺

19

開催／4月19日・20日見頃／4月上旬～中旬

1

2

甲賀三大佛17
3

甲賀には
楽しい所が
いっぱい！

入館料：大人（中学生以上）600円
　　　  小人（3歳以上）400円

開館時間：9：30～17：00
　　　　 （入館は16:30まで） 

開館日につきましてはHPでご確認ください。 営業時間：10:00～16:30（L.O.16:00）
定休日：水曜日・木曜日

営業時間：11:00～17:00
定休日：月曜日・火曜日

不定休

開園：9:30～17:00 ※陶芸館、信楽産業展
            示館への入館は16:30まで
休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）

新名神高速道路

国道１号

JR草津線

近江鉄道

信
楽
高
原
鐵
道

信楽IC

甲賀土山IC
土山SA甲南IC・甲南PA

開催／7月の第4土曜日

新名神高速道路 土山サービスエリア 2022 SUMMER

十楽寺

すごいえぇのう鮎河
※新型コロナウイルス感染症の影響で、製造・販売を休止しております。※新型コロナウイルス感染症の影響で、製造・販売を休止しております。
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