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１Ｆ マーケット（民間：非食品） 

期間：2018 年４月 26 日（木）～27 日（金） 

名称：東近江ムラサキ 1350 周年記念イベント 

近江の魅力「紫根染とシコンコスメ」 

主催：（株）みんなの奥永源寺 

概要：東近江市の花として大切に守り育てられた"ムラサキ

"から採れる、純国産紫根エキスの国産オーガニック

コスメ「MURASAKI no ORGANIC」の販売イベント。 

 

期間：2018 年７月 20 日（金）～22 日（日） 

名称：高島帆布の手作りかばん展示販売会 

主催：高島一徹堂 

概要：高島市名産の帆布を使用した手作り鞄や小物を行商用

自転車えいえもん号の上に陳列し販売。 

 

期間：2018 年９月７日（日）～13 日（土） 

名称：和ばら染めと浜ちりめんのふくさ 

主催：株式会社清原 

概要：ギフトにふさわしい浜ちりめんのふくさを中心に、滋賀

からの贈り物を包むにふさわしいふくさの展示と販売。 

 

 

期間：2019 年３月 22 日（金）～23 日（土） 

名称：高島産「帆布かばん」展示販売会 

主催：高島一徹堂 

概要：高島市名産の帆布を使用し、手作りされた鞄や小物を

行商用自転車えいえもん号の上に陳列し、販売する 

イベント。 

人数：約 30 人 

 

期間：2019 年３月 28 日（木）～31 日（日） 

名称：飲み物をおいしくする魔法のプレミアムグラス試飲会 

主催：有限会社ヴァンテック 

概要：注いでかき混ぜるだけで飲み物の雑味をとる 78mm 

プレミアムグラスを用いた試飲会の開催。 
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期間：2019 年５月 17 日（金） 

名称：せんねん灸 お灸体験会 

主催：セネファ株式会社 

概要：お灸体験の中で正しい使い方、ツボの探し方を 

お伝えしせんねん灸を体験していただいた。 

 
期間：2019 年９月８日（日）～９日（月） 

名称：新しい形 まるごと食べる近江の茶の紹介 

主催：滋賀県茶業会議所 

概要：冷水に溶けるパウダーティーの試飲販売を実施。 

人数：24 人 

 

 

 

期間：2020 年２月 22 日（土）～23 日（日） 

名称：長浜ごえん百貨店 

主催：MediArt 

概要：長浜の森で生まれた商品（22 点） のテスト 

マーケティング 
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１Ｆ マーケット（民間：食品） 

期間：2018 年４月 21 日（土）～22 日（日） 

名称：春はいちご、滋賀のいちご。 

主催：丸二果実店 

概要：滋賀で愛され続けて 100 年の丸二果実店が、滋賀の 

いちごを美味しく食べていただくために、滋賀県産

のいちごを贅沢に使ったフルーツサンドや食品添加

物不使用・砂糖も使わないドライフルーツを販売。 

 

 

期間：2018 年５月 24 日（木）～25 日（金） 

名称：新緑爽やか 野草の旬 伊吹山の恵みを野草茶で味わう 

主催：エコロはるちゃん 

概要：伊吹山自生の野草どくだみ・すぎな(４月の新物)、 

湖東平野の麦茶、それらなど 10 種ブレンドした 

野草茶、野草茶にも含まれる滋賀県産丹波黒豆菓子

の試飲・販売・滋賀県伊吹山への広報活動。 

 

 

期間：2018 年６月２日（土）～３日（日） 

名称：近江安土城麓から幸せを happiness clover  
主催：しあわせ園 

概要：古来より幸せを運ぶといわれる希少なしろつめ草の 

四葉のクローバーをお届け 

 

 

期間：2018 年７月 27 日（金）～29 日（日） 

名称：完熟マンゴー「みつなり」の販売 

主催：株式会社みつなりのさと 

概要：完熟マンゴー、黒にんにく、イチゴジャム等のＰＲ・

販売 

 

 

期間：2018 年９月 28 日（金）～30 日（日） 

名称：ヒラペリララグジュアリー試飲即売会 

主催：一般社団法人比良里山クラブ 

概要：試飲と販売 
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期間：2019 年５月 24 日（金）～25 日（土） 

名称：鮎の佃煮フェア 

主催：木村水産 

概要：新物の小あゆ煮販売会を実施。小あゆの生態や調理法

の説明を交えて接客いただいたのが大変好評で、用意

した 100 個を完売。 

 

 

期間：2019 年 11 月 25 日（月） 

名称：遠隔果物狩り 

主催：株式会社パーシテック 

概要：IT ツール使った遠隔果物狩りの体験イベント、『ここ

滋賀』と高島市今津町の柿畑をネットで繋いだ、新世

代収穫体験と柿販売を実施。 

 

 

期間：2020 年２月８日(土)～９日（日） 

名称：長濱蒸溜所ウイスキー試飲販売会 

主催：長浜浪漫ビール株式会社 

場所：ここ滋賀 １Ｆ / SHIGA’s BAR 

概要：日本一小さな蒸溜所「長濱蒸溜所」のウイスキー

「AMAHAGAN」の試飲販売会。BAR ではウイスキーの有

料試飲を行う 

人数：BAR 利用 33 人 
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１Ｆ マーケット（各種団体・公共団体等） 

期間：2018 年６月 25 日（月）～30 日（土） 

名称：びわ湖のめぐみ”湖魚体感フェア” 

～びわ湖の魚の魅力を発見♪～ 

主催：農政水産部水産課 

概要：琵琶湖八珍やセタシジミをはじめとしたびわ湖のめぐ

みを使った商品が一堂に集結するとともに、魚たちが

持つその魅力を紹介。 

 

期間：2018 年８月 23 日（水）～24 日（木） 

名称：江戸に出陣！！石田三成フェア 

主催：びわ湖・近江路観光圏活性化協議会 

概要：石田三成ゆかりの地「長浜市・米原市・彦根市」に 

よる石田三成フェア（物販）を開催。 

 

 

期間：2018 年９月 15 日（土）～16 日（日） 

名称：秋だ！新米！近江米 PR イベント 

主催：滋賀県、ＪＡグリーン近江 

概要：近江米の中でも特長的な取り組みである、｢魚のゆり

かご水田｣や｢GLOBAL G.A.P.｣に取り組み栽培された

新米を試食販売。 

 

 

期間：2018 年９月 23 日（火）～24 日（水） 

名称：びわ湖高島うまいもんまつり 

主催：高島市 

概要：高島市の特産品の販促および高島市が主催する近隣 

イベントの告知。 

 

期間：2018 年 10 月 25 日（木） 

名称：秋本番☆滋賀のフルーツフェア 

主催：滋賀県果樹組合連合会 

概要：柿の品種比較、柿の販売、産地紹介 
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期間：2018 年 11 月 22 日（木）～24 日（土） 

名称：東近江・安土で育む故郷（ふるさと）まるごと再発見 

主催：東近江市商工会・安土町商工会 

概要：・地域資源を活かした商品の PR・試食・販売 

・歴史ある町並みや史跡、琵琶湖の風景など安土町・

東近江市の PR 

・地域の歴史や伝統工芸品等の情報発信 

 

 

期間：2019 年６月 26 日（水） 

名称：草津メロン販売会 

主催：草津ブランド推進協議会 

概要：草津メロン・プレミアムメロンの試食・販売および 

ＰＲ、アンケート 

人数：11 人 

 

期間：2019 年 10 月９日（水）～10 日（木） 

名称：滋賀のばらフェア 

主催：花の国づくり滋賀県協議会 

概要：滋賀県内で生産されている多種多様なばらの中から、

25 品種を集めて展示・販売・消費者調査を行った。 

 
期間：2019 年 12 月 12 日（木）～13 日（金） 

名称：たかしま自慢の新商品 お披露目販売会 

主催：高島地域雇用創造協議会 

概要：高島産「そばの実」を使用した「新しいお菓子」の 

試験販売とＰＲを実施。 
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２Ｆ 滋乃味（民間） 

期間：2018 年５月 19 日（土）14:50～16:50 

名称：「びわ湖と暮らし」を教材にした主体的・対話的で 

深い学びは、都会人の「共感力」を高める！ 

主催：近畿環境パートナーシップオフィス 

概要：修学旅行・体験学習旅行を担当する関東地方の高校教

員・教育関係者を対象として、びわ湖とその周辺の自

然・文化や暮らしの知恵を ESD の教材として活用する

プログラムとびわ湖大津館（大津市）を案内ガイド拠

点として利用する取り組みについて説明。現地視察に

向けた個別相談の実施。 

人数：5名 

 

期間：2019 年５月 11 日（土） 

名称：「星と祭 勧進イベント-井上靖が愛した湖国の仏さま

-」 

主催：『星と祭』復刊プロジェクト実行委員会 

概要：滋賀は井上靖の小説『星と祭』の舞台。絶版状態の 

この小説の復刊を目指して勧進イベントを開催。 

小説に登場する十一面観音と井上靖の紹介イベント

を行った。 

人数：16 名 

 

期間：2019 年８月９日（金） 

名称：腸内環境を整えてカラダの中から健康に 

主催：企業組合ビュースパイア 

概要：発酵パフェのワークショップ。発酵好きのかたに多く

お越しいただき、今回は 7名が参加。パフェの試食を

通して滋賀の発酵文化にふれていただく会となった。 

人数：7人 

 

期間：2019 年９月 23 日（月）～24 日（火） 

名称：奥村佃煮新ブランド 

Yoshio Fermented Foods お披露目会 

主催：株式会社奥村佃煮 

概要：ニゴロブナの雄を使用し、古株牧場のチーズと同時に

発酵させた新ブランド商品「チーズ鮒寿し」のお披露

目会を、23 日は一般向け、24 日はメディア向けに実

施。 
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２Ｆ 滋乃味・展示スペース（各種団体・公共団体等） 

期間：2018 年６月 27 日（水） 

名称：近江腸食の発表（メディア試食会） 

主催：観光交流局 

概要：長寿県滋賀を支える「食」とケロッグの「オールブラ

ン」がコラボした“腸寿”食「近江腸食」のプレス発

表、「日本橋 滋乃味」でマスコミ向けの試食会を実施。 

 

期間：2018 年６月 28 日（木） 

名称：「おいしが・うれしが 」 

プレミアム・キャンペーン夏  

～虹色の食材 滋賀・びわ湖メニュー発表会 

主催：食のブランド推進課 

概要：キャンペーン告知。参加店舗を代表して、「琵琶湖 

ホテル」の中村副総料理長がメニューの説明や料理

を提供。 

 

期間：2019 年２月 14 日（木） 

名称：甲賀流おもてなし～ここ滋賀から世界へ～ 

主催：甲賀市・東京滋賀県人会 

概要：中国張家界市と甲賀市の友好提携を記念した甲賀の 

地酒と食事を楽しむイベント。湖南省のチンタオ 

ビール、甲賀９酒蔵の地酒や土山ほうじ茶を使用し

たリキュール（美冨久酒造）、近江鶏や甲賀の野菜を

使用した食事をご堪能いただいた。 

人数：30 人 
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期間：2019 年３月８日（金） 

名称：滋賀めし弁当プレス発表会 

主催：食のブランド推進課 

概要：滋賀県の食に関する文化や特徴（発酵文化など）を 

活かし、魅力ある滋賀県産農畜産物を用いることで、

塩分を増やさずに沢山のお野菜を美味しく摂取でき

る滋賀県が進める新たな食のプロジェクトとして、

立命館大学 スポーツ健康科学部教授 海老 久美子

氏の監修により開発したお弁当「滋の弁（じのべん）」

を発表。 

 
期間：2019 年３月 17 日（日） 

名称：びわ湖長浜 

KANNON HOUSE Presents 

～長浜の郷土料理 食べやんせ～ 

主催：びわ湖長浜 KANNON HOUSE 

概要：長浜の観光ガイドさんによる観音の里や食文化につい

てのミニトーク。ぜいたく煮など郷土料理の試食も 

用意し、来館者に堪能いただいた。 

人数：約 65 人 

 

期間：2019 年７月 17 日（水） 

名称：滋賀国際親善大使委嘱状交付式 

主催：滋賀県知事公室広報課 

概要：ＴＶや雑誌など各種メディアの記者を集め、三日月知

事から滋賀県出身のモデルＳＨＩＨＯさんへの委嘱

状の交付式を実施。 

人数：29 人 
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期間：2019 年７月 28 日（日） 

名称：第 3回サイエンスセミナー 

主催：滋賀県立琵琶湖博物館 
概要：「海を忘れたサケ－ビワマスの謎に迫る－」をテーマ

にセミナーを実施。 

人数：22 人 

 

期間：2019 年９月１日(日)～14 日(土) 

名称：焼締陶器の魅力 

主催：甲賀市・滋賀県ここ滋賀 

場所：２Ｆ階段展示スペース 

概要：信楽を舞台とした朝の連続テレビ小説の放映に先立

ち、女性現代作家による信楽焼の陶芸作品を展示。 

 

期間：2019 年９月 15 日（日） 

名称：滋賀県職員採用説明会 

主催：滋賀県人事委員会事務局 

概要：滋賀県職員の具体的な業務内容や仕事の魅力をＰＲす

るとともに、令和元年度の経験者採用試験の概要につ

いて説明する。 

人数：13 人 

 

期間：2019 年 12 月 20 日（金）～１月 10 日（金） 

名称：ここ滋賀びんてまり展 

主催：愛荘町・滋賀県ここ滋賀 

場所：２Ｆ階段展示スペース 

概要：愛荘町に伝わる「びんてまり（愛知川びん細工てまり）」

の展示。 

 

期間：2019 年１月 26 日（日） 

名称：長浜歴史文化講座 

主催：長浜市・長浜観光協会 

概要：前中部大学客員教授の金澤一輝氏をお招きし、長浜市

と北大路魯山人の歴史について、馴染みのある七本鎗

の冨田酒造との関係など、魯山人の生涯をたどる講演

を開催。 

人数：30 人 
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ＲＦ テラス 
期間：2018 年４月７日（土）～13 日（金） 

名称：東近江市観光 PR 展示／ 

ももクロ春の一大事 2018 in 東近江市パネル展 

主催：東近江市 

概要：４月 21・22 日に開催される「ももクロ春の一大事

2018in 東近江市」の開催にさきがけ、ももクロ 

メンバーが東近江を表敬訪問した時の写真やポスタ

ーを展示。 

 

期間：2018 年 11 月 25 日（日） 

名称：びわ活写真展 

主催：琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 

概要：この夏！びわ活！Instagram キャンペーンを通じて、

#びわ活で投稿のあった「びわ活」写真（あなたと 

琵琶湖との関わり）等を展示。 

 

期間：2019 年１月 23 日（土） 

名称：ビワイチ 寄り道 出会いのまち草津  

公開記念イベント 

主催：草津市観光物産協会 

概要：公開空地にて行う観光 PR 動画公開記念イベントの関

連イベントとして、テラスにて撮影スチールの展示を

実施。 

 

期間：2019 年 11 月 12 日（火）～14 日（木） 

名称：信楽焼狸の製作体験 

主催：信楽陶器工業協同組合 

概要：信楽焼狸の製作を通じたファンづくりイベント。タタ

ラ板状の粘土を使い、石膏のたぬきの型に押し当てて

形をつくり、表面への加飾と仕上げまでの指導を行な

った。 

人数：16 人 
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複数階利用 

期間：2018 年５月５日（土）～６日（日） 

名称：観光キャンペーン「虹色の旅へ。滋賀・びわ湖」 

主催：観光交流局 

場所：１Ｆ／２Ｆ／ＲＦ 

概要：７～12 月に展開する観光キャンペーンのプロモーシ

ョンを実施。滋賀県の観光大使西川貴教さんのキャ

ラクタータボくんが、ここ滋賀の１日店長に就任。

また２日間限定で、ここ滋賀で 1000 円以上のお買い

物をしていただいた方に景品があたる抽選会も実

施。 

 

期間：2018 年６月 23 日（土）～24 日（日） 

名称：コットンボールから糸・布にする加工体験・販売 

主催：おうみこっとん夢つむぎ 

場所：１Ｆ／２Ｆ 

概要：身近にある材料を使ってコースターを仕上げる体験 

教室の開催（２Ｆ）と商品の販売・PR（１Ｆ） 

 

 

期間：2018 年９月 17 日（月）～18 日（火） 

名称：日本天台三総本山（比叡山延暦寺・三井寺・西教寺） 

観光キャンペーン 

主催：びわ湖大津志賀観光振興協議会・びわ湖大津観光協会 

場所：１Ｆ／２Ｆ／ＲＦ 

概要：観光ＰＲ・チラシ配布、天台カフェ、トークイベント、

パネル展示 

人数：20 名 

 

期間：2018 年 10 月 14 日（日）～15 日（月） 

名称：秋の大津観光キャンペーン 

主催：びわ湖大津観光協会 

場所：１Ｆ／２Ｆ／ＲＦ 

概要：観光 PR、和菓子づくり体験、びわ湖アクティビティ 

疑似体験、十二単体験等 
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期間：2018 年９月 26 日（金）～28 日（日） 

名称：竜王町エキスポ in ここ滋賀 

主催：竜王町 

場所：１Ｆ／２Ｆ／ＲＦ 

概要：１階では旬のフルーツや特産品の販売を行い、２階で

は毛利志満のすき焼き料理に松瀬酒造の地酒を合わ

せたコースをご提供。 

 

 

期間：2018 年 11 月９日（金）～11 日（日） 

名称：まるごと東近江 

主催：東近江市 

場所：１Ｆ／２Ｆ／ＲＦ 

概要：近江牛すき焼きやものづくり展など、東近江市の魅力

をまるごと詰め込んだイベント。11/11 は隣接スペー

スで三方よしマルシェを開催。 

人数：すき焼き 59 人、政所茶セミナー 8 人 

企画展 120 人 

 

 

期間：2018 年 11 月 20 日（火）～23 日（金） 

名称：（1Ｆ）お城とひこにゃん・・だけじゃない！ 

彦根市民特別推薦！ #lovehiko 写真展 

（２Ｆ）近江美食都市・彦根スペシャルディナー  

with ひこにゃん 

主催：彦根市 

場所：１Ｆ／２Ｆ 

概要：１階イベントエリアでは写真展により彦根の新たな魅

力を発信（20～21 日）。２階レストランではひこにゃ

んとともに彦根の美食を楽しむスペシャルディナー

を実施（22～23 日） 

人数：48 人（２Ｆ） 
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期間：2018 年 12 月 21 日（金）～23 日（日） 

名称：Kokocool fair 

主催：滋賀県商工政策課 

場所：１Ｆ／２Ｆ 

概要：滋賀の魅力ある商品・サービスを集めた「ココクール」

を通して、美しい滋賀の日常と、上質な暮らし方を体

感する 3 日間。滋賀の美しい日常とそこに暮らすヒ

ト、作られるモノ、体感できるコトを発信。１Ｆでは

対象商品のＰＲ販売を行い、２階ではココクール認定

商品の事業者による商品説明や交流を図り、販路開拓

に資するＰＲを実施（21 日）。 

 

期間：2018 年 12 月 14 日（金）～15 日（土） 

名称：【究極の煎茶】特別茶会 

～農林水産大臣賞受賞茶～ 

主催：ＪＡこうか 

場所：１Ｆ／２Ｆ 

概要：第 71 回関西茶品評会での農林水産大臣賞等の受賞茶

を、ＪＡこうかの講師による美味しい淹れ方のレクチ

ャーを実施。 

人数：32 人（２Ｆ） 

 

 

期間：2019 年１月 15 日（金）～17 日（日） 

名称：発酵するまち たかしま 

主催：びわ湖高島観光協会 

場所：１Ｆ／２Ｆ 

概要：１階では高島の特産を販売、２階ではキムチの試食・

実演や「湖里庵」佐嵜氏による食事とスペシャルトー

クイベントを実施。 

人数（２Ｆ）：15日 2名、17日 20名 
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期間：2019 年１月 18 日（月）～21 日（木） 

名称：ミシガンＤＡＹＳ 

主催：ミシガン州滋賀県姉妹県州５０周年記念 

事業実行委員会（観光交流局国際室） 

場所：１Ｆ／２Ｆ 

概要：滋賀県と米国ミシガン州の姉妹交流５０周年を記念

し、ミシガン州のモノやコト、そして滋賀とのつなが

りを紹介する。１階マーケットで、ミシガンの名産で

あるチェリーの缶詰やクラフトビールの販売と、ＢＡ

Ｒの特別メニューとしてチェリーパイを提供。２階レ

ストランでは、ミシガンのポピュラーフードであるパ

スティを滋賀の食材を用いてアレンジした特別メニ

ューも提供。 

 

 

 

 

期間：2019 年３月 20 日（水）～21 日（木） 

名称：「近江の麻」「近江ちぢみ」展 

主催：湖東繊維工業協同組合 

場所：１Ｆ／ＲＦ 

概要：１階で「近江の麻」「近江ちぢみ」製品の展示販売、

ＲＦで「近江ちぢみ」手もみ実演を実施。湿度の高い

日本の夏を快適に過ごすための日本の知恵「近江ちぢ

み」をＰＲ。また、手もみ実演の実施により、ＲＦを

うまく活用。 

 

 

 

期間：2019 年３月 24 日（日） 

名称：海なし県の離島“沖島”もんてきて market 

主催：沖島町離島振興推進協議会 

場所：1Ｆ／２Ｆ 

概要：マーケットにて沖島の食材等を販売し、２階滋乃味で

は「もんて会員」の交流会を実施。 

人数：200 人（１Ｆ）、21 人（２Ｆ） 
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期間：2019 年４月 20 日（土）～21 日（日） 

名称：祝「日本農業遺産」認定記念イベント 

主催：滋賀県農政水産部 

場所：１Ｆ／ＲＦ 

概要：「琵琶湖と共生してきた農林水産業」の「日本農業 

遺産」認定に関する PR（試食・チラシ配布・パネル

展示・抽選会等）を実施 

人数：約 1,000 人 

 

期間：2019 年 11 月 23 日（土）～24 日（日） 

名称：まるごと近江八幡市フェア 

主催：近江八幡水郷の食材と食プロジェクト会議 

場所：１Ｆ／２Ｆ／ＲＦ 

概要：１階で物品販売（農水産物加工品等の販売）、 

２階で試食会（近江牛、近江米、野菜、湖魚の試食）

ふるさと納税・観光ＰＲ（ふるさと納税返礼品の展

示、パンフレットの配布）、ＲＦで観光パネル展示を

全館活用して実施。 

人数：200 人（２Ｆ） 

 

期間：2019 年 11 月 30 日（土） 

名称：ビワイチ 寄り道 出会いの街 くさつフェア 

主催：草津市観光物産協会 

場所：１Ｆ／２Ｆ／ＲＦ 

概要：１階でビワイチをテーマに草津の物産ＰＲ、２階で草

津の食材を使用したオリジナルメニュー、ＲＦでＶＲ

体験・パネル展示を全館活用して実施。 

人数：28 人（２Ｆ） 
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INBOUND LEAGUE 新宿 ／ LEAGUE 有楽町 
期間：2018 年 10 月 26（金）～27 日（土） 

名称：講座「戦国近江へのいざない」 

主催：教育委員会事務局文化財保護課 

場所：INBOUND LEAGUE 新宿 

概要：11 月から実施する連続講座「近江の城郭」で取り上げ

る滋賀の仙石遺跡を紹介する講座を実施 

人数：26 日 52 人、27 日 68 人 

 
期間：2018 年 12 月８日（土） 

名称：学生が語る滋賀・近江の魅力 

主催：滋賀県文化振興課 

場所：LEAGUE 有楽町 

概要：『街道をゆく』等、司馬遼太郎作品で登場する近江の

地を成安造形大学の学生が探訪し、学生が見つけた

滋賀の景観や暮らし、文化の魅力を発信。 

人数：36 人 

 

  ※LEAGUE 有楽町は、閉店のため現在使用できません。 


