
土山ハイウェイサービス株式会社
新名神高速道路

甲賀土山 IC

土山サービスエリア
〒528-0212 滋賀県甲賀市土山町南土山字尾巻甲1122－74
TEL.0748-66-1660　www.ohmitetudo.co.jp/sa/tsuchiyama/

前野 土山支所前

道の駅フレンドマート
土山店 あいの土山
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土山サービスエリア
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お得

1
お得

2
お得

3

登録ですぐに使える

土山SAでのお買い物でポイントが貯まる

500円以上のお買い物で1ポイント、
5ポイントでお土産売店で使えるお得な割引券をプレゼント！

を使った

いろんなクーポンや
お得情報をお知らせ！

200円割引クーポンプレゼント！
※500円（税込）以上清算時にご利用できます。

ポイントカード

LINEの「友だち追加」から「ID検索」
または「QRコード」で登録してね♪

お得がもりだくさん！

今すぐ登録してタヌ 〜

新名神高速道路

土山サービスエリア

こ れ を 食 べ て お け ば 間 違 い な い ！

土山SAのテッパングルメをおなかいっぱい食べ尽くし！

土山SA
（上下集約型）

近江牛すじ焼き
京風たこ焼き

近江のマルゲリータ

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。

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！
本格石窯で焼きあげる、うす焼きピッツァです。

店内飲食

※新型コロナウイルス感染状況により、記載のイベント、催事等が中止または延期となる場合があります。予めご了承ください。
※土山サービスエリアでは、お客さまに安心安全にご利用いただくため、新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みを行っております。ご協力をお願い申し上げます。

お土産売店

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！

まんぷく食堂

紅白茶寮
地雷也

こなやはん

ウァン

近江スエヒロ

土山茶屋

近江スエヒロダイニング
The Beef

まる天

※詳しくは、土山サービスエリアのホームページをご覧ください。

日本遺産 忍びの里 伊賀・甲賀

新名神高速道路
土山サービスエリア 実施期間 2021年9月上旬より開催予定

■甲賀市内、伊賀市内に点在する伊賀・甲賀忍者ゆかりの文化財等に設置されている
　「観光案内看板クイズ “忍び問答”」を解き明かしてください。

引換場所
■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

     クイズに答えて
「オリジナル

伊賀・甲賀忍者巾着袋」

をゲットしよう！
参加方法

■甲賀エリア5ヶ所、伊賀エリア5ヶ所、計10ヶ所の解答および「道の駅あいの土山」
　「道の駅いが」に設置されているスタンプを押印してください。
　もれなく「オリジナル伊賀・甲賀忍者巾着袋」をプレゼント！  忍者

クイズラリー

忍者のふるさと甲賀でワクワクどきどき

忍者のふるさと甲賀でワクワクどきどき

甲賀の自然を満喫甲賀の自然を満喫

甲賀市土山町地域連携smileプロジェクト
土山ハイウェイサービス×フレンドマート土山店×道の駅あいの土山が連携

コロナ禍で逢えない大切な方にお便りしませんか

土山サービスエリアとフレンドマート土山店で1,000円以上、道の駅あいの土山で
500円以上お買い求めいただいた、合計2,500円以上のレシートを各店舗いずれかに
お持ちいただくと、先着200名さまに「滋賀県産の間伐材の木ハガキ」をプレゼント！

2021年7月17日（土）～8月31日（火）
・土山サービスエリア   コンシェルジュカウンター（9:00～18:00）
・フレンドマート土山店   サービスカウンター（9:00～21:00）
・道の駅あいの土山   レジカウンター（9:00～17:00）

期　　間

引換場所

土山町から

びわ湖に優しい

間伐材木ハガキ

プレゼント！

やきものの町・信楽にある「陶芸」をテーマにした
緑豊かな芸術公園。

黒滝遊魚場

自然いっぱいの中で、遊んで、食べて ...

関西最大級ダム湖畔のキャンプ場！牧場のカフェでBBQや美味しいケーキを！

山田牧場
あいの森ふれあい公園あいの森ふれあい公園

青土ダムエコーバレイ

採れたては、みずみずしく新鮮そのもの。

ピッコロボスコ

牛に願いを  ミルクに夢を牛に願いを  ミルクに夢を

「やきもの×アート×自然」を五感で体感できる「やきもの×アート×自然」を五感で体感できる 釣りに、バーベキューに、キャンプに…釣りに、バーベキューに、キャンプに…

滋賀県立信楽陶芸の森

野菜収穫体験

※詳しくは、土山サービスエリアのホームページをご覧ください。

「滋賀県産の木ハガキお便りキャンペーン」 

忍者のふるさとde忍者のふるさとde

みかんをまるごと使った「おふくろスムージー」をはじめ、
３種の100％ストレートジュースは、それぞれ違った
味わいをお楽しみいただけます。

おふくろスムージー
飲むみかん
味まろしぼり
味こいしぼり

お土産売店

有田みかん

Fueki特設コーナー

neuron

プリントラムネ（550円  ）をはじめ、パインアメ、
ボーロ、ふりかけ、海苔、綿棒など、かわいい
フエキくん商品を取り揃えております。※料金は全て税込価格

※料金は全て税込価格

お お     づ ち

く ろ    た き



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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近江鉄道

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
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至草津

至草津

至鈴鹿

国道1号

至日野
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こうか・つちやまびより
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一般道からも
ご利用いただけます。
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信楽陶芸の森信楽陶芸の森
やきものの町・信楽にある「陶芸」をテーマにした
緑豊かな芸術公園。

青土ダムエコーバレイ青土ダムエコーバレイ
色んなアクティビティが満載の関西最大級
ダム湖畔のキャンプ場！
キャンプやバーベキューで大自然を満喫！

野菜収穫体験野菜収穫体験
忍者のふるさとde忍者のふるさとde

忍者のふるさと、甲賀市で
野菜収穫体験しませんか？
採れたては、みずみずしく
新鮮そのもの。

ワクワクどきどきの忍者のふるさと甲賀で自然を満喫！ あいの森ふれあい公園あいの森ふれあい公園

滋賀県甲賀市土山町黒滝の遊漁場。
清流でのアマゴ・鮎のつかみ取りやバーベキューなど、
自然いっぱいの中で、遊んで、食べて ...

黒滝遊魚場黒滝遊魚場

山田牧場山田牧場

滋賀県立

やきものの町・信楽にある「陶芸」をテーマにした緑豊かな芸術公園です。
中には陶芸専門の美術館「陶芸館」や、信楽焼のショップ＆ギャラリー「信楽産業
展示館」、また国内外のアーティストが滞在制作する「創作研修館」を備えていま
す。広大な芝生の広場では、ご家族やペットと一緒にピクニックもお楽しみいただ
けます。そのほか園内には3ｍを超える大きな作品をはじめとした野外展示も多数
存在し、「やきもの×アート×自然」を五感で体験することができます。

遊戯施設や自然の中で思いっきり汗を流すもよし、
桜や紅葉を楽しみながら、バーベキューでお腹いっぱいにするも
よし！
自分なりのキャンプの楽しみ方を見つけて下さい！
四季折々で楽しめます。

田村川上流の清流でアマゴやイワナ、ニジマスのつかみ取りと釣
りが楽しめます。採った魚をその場でバーベキューでいただくこ
とも出来る施設もございます。
浅い川なので小さいお子さん連れのファミリーにぴったり。
夏休みのおでかけにオススメ。

場所：甲賀市信楽町勅旨 2188-7
　　　TEL.0748-83-0909
開園時間：9:30 ～ 17:00（陶芸館・信楽産業展示館の入館は 16:30 まで）
休園日：月曜日（月曜日が祝日の場合は、その翌日）、年末年始
利用料金：入園無料（陶芸館のみ有料）
ホームページ：https://www.sccp.jp

場所：甲賀市信楽町神山 2077
　　　TEL.0748-82-7877（有限会社のーふ）
営業時間：10:00～18:00　
定休日　不定休　年末年始
なお、BBQは予約制となっております。
ホームページ：https://www.no-fu-yamadabokujyou.com

場所：甲賀市土山町黒滝 466
　　　TEL.0748-68-0531
ホームページ：https://tsuchiyama-gyokyou.jimdofree.com

場所：甲賀市土山町大字青土 101-7
　　　TEL.0748-66-0316
受付時間 9:00 ～ 17:00
定休日 年末年始のみ ( 但し、天候による臨時休業あり )
ホームページ：http://www.ecohvalley.com/

アクセス
・新名神高速道路 信楽 I.C. より約8分
・JR 草津線「貴生川駅」より信楽高原鐵道乗り換え
　「信楽駅」下車、信楽駅より徒歩 20分
・信楽高原鐵道・信楽駅より甲賀市コミュニティバス
　（信楽高原バス「陶芸の森（陶芸館前）」下車）

アクセス
・新名神高速道路 信楽I.C.より約8.7km
・JR草津線「貴生川駅」より信楽高原鐵道乗り換え
　「信楽駅」下車、信楽駅より徒歩60分
　信楽駅からタクシー利用

2021年6月上旬～8月下旬の土日祝日
10:00～16:00 までの約60分間
合同会社サスケ 家庭菜園

750 円／ 1家族（5名さままで）

スタッフによる指導のもと、野菜収穫体験をしていただきます。
収穫した野菜は一部お持ち帰りいただけます。
1家族 5名さままで

※参加費には、野菜収穫体験代、収穫物の一部持ち帰り、
　手作り紙袋、手袋 1名分（追加 1名につき 100 円）が
　含まれております。

※予約状況により、ご利用いただけない場合があります。

お電話にてお申し込みください。

アクセス
・新名神高速道路（甲賀土山 IC）から約15分
・鈴鹿スカイラインから約 15分
・名阪国道亀山 IC から約 20分
・国道１号線「猪鼻」交差点から約10分
・JR 草津線 貴生川駅下車
　あいくるバス 大河原行
　（田村行・土山行連絡あり）約40分

アクセス
・新名神高速道路甲賀・土山 I.C から約 10 分
・鈴鹿スカイラインから約 15分
・名阪国道亀山 I.C から約 20 分
・JR 草津線貴生川駅より市営あいくるバスで 45分
　( 近江土山乗り換え 大河原線 ) エコーバレイ下車（250 円）

「Human and Animal 展」
土に吹き込まれた命 21世紀陶芸の最先端

子どもたちとともに
会期・2021年 6月29日（火）～9月5日（日）

会期・2021年9月18日（土）～12月19日（日）
※観覧料等、詳しくはホームページでご確認ください。

アーティストたちに迫る

●陶芸館（展覧会）のご案内

動物と人間をテーマに、土と対話しながら生み出され
る土のアートの最先端を紹介します。

「森の子」奈良美智

● 施設利用料
　１テーブル：2,500円～（６～７人）、   １泊１室：15,000円～20,000円
　テント：2,000円（１張）

ご利用料金
● 遊漁場利用料金
　入場料：１人500円（４歳以上）　持込料：１人300円（４歳以上）
● 活魚販売料金
　つかみどり　１か所 2,500円
　釣り池　　マス釣り（旧池）2,500円／時間（５匹）
　　　　　　アマゴ・イワナ（新池）3,000円／時間（５匹）

※ テントリースは致しておりません。※ 貸ふとん斡旋いたします。

テントサイト バンガロー

野外設備バーベキュー ダム釣り

遊戯施設

グアウンドゴルフ 体験教室 喫茶店

※各施設の料金やご利用等につきましては、
　青土ダムエコバレイのホームページでご確認ください。

6～8月6～8月
土 日 祝

開催日

時　間

場　所

参加費

内　容

募集人数

甲賀流リアル忍者館
TEL.0748-70-2790

お申し込み
受付時間／10:00～16:00
休館日／月曜日（祝日は営業）

山田牧場は玄関先に置くたぬきの置物などの陶器が有名な町、
信楽にある生産・販売を行っている牧場です。
年中無休・入場無料・駐車料金無料で、場内で牛乳やアイス、ス
イーツを食べることもできます。
ボールや遊び道具を持ってくれば一日遊んで過ごせます！！
小さいお子さんがいるご家族でも気兼ねなくお過ごし頂けます！
そんなのんびり、まったりな山田牧場のことを気楽にちょこっとの
ぞいてみませんか。

牛に願いを  ミルクに夢を牛に願いを  ミルクに夢を

牧場のカフェでBBQや美味しいケーキを
ご賞味。

※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。

Part1

Part2

至四日市

※写真はイメージです。

3

「やきもの×アート×自然」を
五感で体感できる
「やきもの×アート×自然」を
五感で体感できる

釣りに、バーベキューに、キャンプに…釣りに、バーベキューに、キャンプに…

乳製品を使ったスイーツがたくさん。低温殺菌ノン
ホモ牛乳をはじめ、新鮮な生乳を使った乳製品やス
イーツ等、豊富に品揃え。なかでも一番人気が贅沢
チーズケーキ！全体量の46％がクリームチーズでで
きていて、濃厚だけどしつこくない美味しさ。他にも
自家製のアイスクリームなど、ここでしか味わえな
いものもたくさんあります。

お お    づ ちお お    づ ち

く ろ     た きく ろ     た き


