
1 
 

 

滋賀県観光キャンペーン「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」 

あべのハルカス近鉄本店で物産展を初開催！ 

10 月 22 日から開幕した滋賀県観光キャンペーン「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」は、滋賀県に多く残されてい

る、戦国時代の人物、史跡、逸話・伝承、などに焦点を当て、これらの魅力を体験いただけるよう、県内市町、観光

協会、事業者等と連携して行う観光キャンペーンです。 

このたび、このキャンペーンの一環として、あべのハルカス近鉄本店（大阪市）において物産展「味と匠の祭典 滋

賀・びわ湖展～戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖～」を開催します。あべのハルカス近鉄本店での開催は初めてとなり

ます。 

近江牛、湖魚、和菓子、地酒、近江米、麻製品、ガラス製品など、多彩な滋賀の「味と匠」の展示・販売とあわせ

て、観光キャンペーンの PR などを行います。 

是非ご取材いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

１．【開催概要】                                                                          

 

(1)名  称： 味と匠の祭典 滋賀・びわ湖展～戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖～ 

(2)会  場： 株式会社近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館９階催会場 

(3)会  期： 令和元年(2019 年)12 月 11 日(水)～12 月 17 日（火） ７日間 10:00～20:00 

        （※最終日は、食品は午後 3 時まで、非食品は午後 5 時まで） 

(4)主  催： 公益社団法人びわこビジターズビューロー、滋賀県 

(5)協  力： 全国滋賀県人会連合会、大阪滋賀県人会、その他関西の滋賀県人会 

滋賀銀行大阪支店 

(6)内  容： 滋賀の厳選された食品、工芸品を販売 

          観光キャンペーン「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」の PR 

(7)出  店： 食品２９者、非食品１１者  計４０者 

 

２．【食品・工芸品等の出店内容】                                                      
 

(1)滋の味！（滋賀郷土の味わい品） 

   琵琶湖が育む湖魚の恵みや、味わい品が一堂に。鮒ずしやうなぎ飯蒸しをはじめ、近江牛ステーキ重、近江牛

コロッケ、近江牛餃子など、近江牛関連の多彩な商品が勢揃い。・滋賀県民のソウルフードと親しまれている近

江ちゃんぽんも登場します。 

(2)滋賀の銘菓！ 

   ジェラードやソフトクリーム、生チーズケーキなどのスイーツや、でっち羊羹、きんかん大福、糸切餅、太郎坊だん

ごなど、郷土で育まれた滋賀銘菓が一堂に会します。 
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(3)滋賀の銘品！（郷土の工芸品） 

   技が光る滋賀の工芸品が登場します。和ろうそくや、陶芸製品、麻製品、トートバックなど、滋賀の銘品を是非手

に取ってご覧ください。 

(4)近江の地酒！ 

   琵琶の舞（大吟醸）など、滋賀県内 33 蔵から厳選した近江の地酒が大集結。「地酒カウンター」も登場し、好み

の味わいを発見することができます。 

(5)近江路コーナー 

   滋賀県内の各市町物産協会から出品いただいた、地域ならではの逸品を集めました。 

 

３．【滋賀県観光キャンペーン「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」関連イベント】                     
 

 (1)物産販売に併せ、開催中のキャンペーン「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」も PR 

   会場内で戦国ゆかりのイベント等を実施します。 

    

◆戦国時代ゆかりのキャラクター 

彦根市のひこにゃんがあべのハルカス初登場! 

（12 月 14 日、12 月 15 日） 

らんまる君（近江八幡市）、にんじゃえもん（甲賀市）も登場! 

   ◆近江国安土おもてなし武将隊 ”信長隊安土衆”の登場 

（12 月 15 日） 

 ◆戦国甲冑（複製品）の展示 

    ◆戦国ワンダーランドのメインビジュアル等を使用し、 

会場を戦国色にデコレーション。 

 

※「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」は、滋賀県内に数多く残された 

戦国の史跡などを、広く全国に向け発信する観光キャンペーンです。 

来年 12 月まで実施予定。 詳細は  ☞https://sengoku.biwako-visitors.jp/ (公式ウェブサイト) 

 
４．【お楽しみ抽選会】                                                     

   

お買い上げ 3,000 円ごとに１回抽選できるお楽しみ抽選会を開催。是非一度は食べてみたい近江牛や、琵琶湖の

湖魚、観光遊覧船ミシガンの乗船券等など滋賀の特産品等が当たります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．【その他イベント】                                                    
  

(1)SNS 投稿キャンペーンの開催 

会場内の滋賀県の物産を撮影し、SNS に投稿いただいた方、毎日先着５０名にノベルティをプレゼント 

(2)近江ちぢみの手もみ実演（12 月 14 日） 

(3)ご当地キャラ・観光大使の登場 

12 月 13 日（金） 近江うし丸（竜王町）、らんまる君（近江八幡市） 

12 月 14 日（土） おおつ光ルくん（大津市） 

12 月 15 日（日） 彦根お城大使（彦根市）、にんじゃえもん（甲賀市） 

ひこにゃん メインビジュアル 

＊写真はイメージです 



味と匠の祭典　滋賀・びわ湖展　出展者リスト
ブー
ス数

ＮＯ 業者名称 代表商品 所在地

1 ㈲多賀屋 糸切餅 多賀町

2 ㈲いと重菓舗 埋れ木 彦根市

3 御菓子司　しろ平老舗 きんかん大福 愛荘町

2 4 ㈱和た与 でっち羊羹 近江八幡市

3 5 ㈱走り井本家 走り井餅・湖舟 大津市

4 6 ㈱叶匠寿庵 あも 大津市

5 7 ふる里　食品 太郎坊だんご 東近江市

6 8 工房しゅしゅ Chou-Chou 湖のくに生チーズケーキ 東近江市

7 9 ㈱アズーロ ジェラート 彦根市

8 10 滋賀農業公園ブルーメの丘 乳製品（ソフトクリーム） 日野町

9 11 ㈱滋賀フーズ 近江牛カレーパン 守山市

10 12 西友商店㈱ うなぎ飯蒸し 高島市

11 13 ㈲鮒味 鮒寿司 竜王町

12 14 竜王ふなずし工房 鮒寿司 竜王町

13 15 ㈱千成亭 近江牛コロッケ 彦根市

14 16 元三フード㈱ 近江牛 大津市

15 17 村のお肉屋さん(休暇村近江八幡） 近江牛ステーキ重 近江八幡市

16 18 ㈲鳥中 高島とんちゃん 高島市

17 19 ㈱忠真 近江牛すじ土手煮込み 大津市

18 20 ㈱味紀行うち川 近江牛餃子・極味 大津市

19 21 ㈱やまじょう 日野菜姿漬 湖南市

20 22 ㈱マルヨシ近江茶 名物頓宮ほうじ茶 甲賀市

21 23 ちゃんぽん亭総本家 近江ちゃんぽん 彦根市

22 24 ㈲グリーン藤栄 近江高島大福餅 高島市

23 25 farm ハレノヒ イチゴのトレーボックス 守山市

24 26 ㈱団十郎 さばの押し寿司 大津市

25 27 ㈱すし慶 鯖棒すし 長浜市

26 28 滋賀県酒造組合 滋賀の地酒 大津市

27 29 近江路（びわこビジターズビューロー） 各市町物産協会から出品 大津市

28 30 ㈲大與 和ろうそく 高島市

28 31 ㈱布引焼窯元 陶器 東近江市

30 32 ひなや　東之華 ひな人形 東近江市

31 33 ㈲アトリエ藍 藍染衣料品・布小物 湖南市

32 34 蛯谷工芸 近江一閑張 湖南市

33 35 工房　ＩＭＵＲＡ 創作バック 大津市

36 グラススタジオ　ステラーＧ． 耐熱ガラス製品 彦根市

37 ㈱黒壁 ガラス製品 長浜市

35 38 麻香 麻織物製品 東近江市

39 ＫＡＹＯＫＯ 自然派石けん 草津市

40 ㈱みんなの奥永源寺 紫根スキンケア製品 東近江市

出展者数40者（食品29者　　非食品11者）　　

出展ブース数36ブース　(ＮＯ１、ＮＯ２、ＮＯ３で１ブース　ＮＯ３６、ＮＯ３７とＮＯ３９、ＮＯ４０で各１ブース）
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