
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江鉄道株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：飯田則昭）は、冬のイベント電車「近江の地酒

電車」を２０２２年１月２８日（金）から３月６日（日）までの毎週金・土・日曜日に運行します。 

この「近江の地酒電車」は、近江鉄道沿線を中心に滋賀県内にある蔵元の地酒を電車内でお楽しみいただけ

る冬の恒例イベント電車で、今年で７回目の運行となります。 

１２蔵元の地酒をご用意し、週替わりで４銘柄の大吟醸の試飲と８銘柄の純米酒（一部純米吟醸を含む）が

飲み放題でお楽しみいただけます。 

乗車料金は１名様５，５００円（税込）で、地酒やソフトドリンクのほか、一休庵オリジナルの「あたたか

いおでん＆地酒電車特製料理」と多賀の名菓「糸切餅」に、近江鉄道（電車）１日乗り放題が付いております。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 2021 年 12 月 17 日 

近江鉄道株式会社 

  滋賀県内 12蔵元の地酒が勢ぞろい 

「近江の地酒電車」運行 
2022年 1月 28 日（金）～3月 6 日（日） 毎週金・土・日曜日 

純米酒 8銘柄と 4銘柄の大吟醸がお楽しみいただけます 



 

 

 

【別紙】 

「近江の地酒電車 2022」について 
 

１．運行期間   2022年 1月 28日（金）～3月 6日（日）の毎週金・土・日曜日 

 

２．運行本数   18便（彦根駅発 12便、近江八幡駅発 6便） 

   

３．運行時間    

【彦根①ダイヤ】彦根駅 19：03発 ⇒ 八日市駅（トイレ休憩） ⇒ 彦根駅 21：06着 

運行日 1月 28日（金）・2月 18日（金）・3月 4日（金） 

 

【彦根②ダイヤ】彦根駅 13：59発 ⇒ 八日市駅（トイレ休憩）⇒ 彦根駅 15：54着 

運行日 1月 30日（日）、2月 5日（土）・6日（日）・11日（金・祝）・12日（土）・ 

2月 20日（日）・26日（土）・27日（日）・3月 5日（土） 

 

【八幡①ダイヤ】近江八幡駅 18：47発 ⇒ 尼子駅（トイレ休憩） ⇒ 近江八幡駅 20：54着  

運行日 2月 4日（金）・25日（金） 

 

【八幡②ダイヤ】近江八幡駅 14：05発 ⇒ 尼子駅（トイレ休憩） ⇒ 近江八幡駅 16：07着 

運行日 1月 29日（土）・2月 13日（日）19日（土）3月 6日（日） 

 

         ※発車時刻 15分前までに近江鉄道彦根駅または近江八幡駅のホームにお越しください。 

※ダイヤ改正等により運行スケジュールに変更が生じる場合がございます。 

 

４．乗車料金   1名様 5,500円（税込） 

 

５．乗車定員   54名（最少催行人数 20名） 

※貸切の相談も承ります。 

 

６．内 容   週替わりで４銘柄の大吟醸の試飲と８銘柄の純米酒（一部純米吟醸）の飲み放題 

がお楽しみいただけます。 

※大吟醸の銘柄は週によって変わります。 

  1月 28日（金）～30日（日）…多賀／長寿金亀黒 50／錦藍／松の司 

  2月 4日（金）～  6日（日）…七本槍／一博／喜楽長／御代栄 

  2月 11日（金）～13日（日）…北国街道／旭日／大治郎／三連星 

  2月 18日（金）～20日（日）…多賀／長寿金亀黒 50／錦藍／松の司 

  2月 25日（金）～27日（日）…七本槍／一博／喜楽長／御代栄 

  3月 4日（金）～  6日（日）…北国街道／旭日／大治郎／三連星 

※大吟醸を提供する蔵元は純米酒の提供はありません。 

【蔵元紹介】 



 

 

 

山路酒造有限会社【長浜市】 

純米酒：北国街道 純米酒 

大吟醸：北国街道 大吟醸 

蔵元 藤居本家【愛荘町】 

純米酒：旭日 しぼりたて辛口特別純米生原酒 

大吟醸：旭日 レトロラベル大吟醸 

株式会社岡村本家【豊郷町】 

純米酒：長寿金亀 白 80 

大吟醸：長寿金亀 黒 50 

多賀株式会社【多賀町】 

純米酒：純米酒 多賀秋の詩 

大吟醸：大吟醸 多賀 

中澤酒造有限会社【東近江市】 

純米酒：一博 純米 

大吟醸：一博 純米大吟醸 

畑酒造有限会社【東近江市】 

純米酒：大治郎 純米 

大吟醸：大治郎 大吟醸 

冨田酒造有限会社【長浜市】 

純米酒：七本鎗 純米 

大吟醸：七本鎗 純米大吟醸 渡船 

松瀬酒造株式会社【竜王町】 

純米酒：松の司 純米酒 

大吟醸：松の司 純米大吟醸陶酔 

喜多酒造株式会社【東近江市】 

純米酒：喜楽長 辛口純米吟醸 

大吟醸：喜楽長 純米大吟醸 

美冨久酒造株式会社【甲賀市】 

純米酒：三連星 黒 純米酒 

大吟醸：三連星 赤 純米大吟醸 

北島酒造株式会社【湖南市】 

純米酒：御代栄 純米みずかがみ 

大吟醸：御代栄 大吟醸 黒松 

近江酒造株式会社【東近江市】 

純米酒：近江龍門 特別純米 

大吟醸：大吟醸 錦藍 

 

ソフトドリンク 飲み放題 
 

あたたかいおでん＆地酒電車特製料理 

            

           

 

 

 

 

 

 

近江鉄道（電車）1日乗り降り自由 

 

 

  オプション販売 ※オプション販売は 7日前までにお申し込みください。 

   ●一乃松 焼き鯖寿司（4切れ） 710円（税込） 

            

 

 

 

 

 

 

【あたたかいおでん】 

たまご／がんも／大根／ごぼ天／はんぺん／

赤こんにゃく 

【特製料理】えびまめ／日野菜漬／鱒フライ／

出汁巻き／焚き合せ／湖魚佃煮／赤こんにゃ

く／しじみ佃煮／小松菜お浸し／牛しぐれ煮 

【デザート】多賀名物 糸切餅 



 

 

 

        車内販売  

         ●工房 Chou-Chou 湖のくに生チーズケーキ 各 300円（税込） 

          販売銘柄：七本鎗／喜楽長／松の司／美冨久 

           ※車内販売のため、数に限りがございます。 

 

 

７．そ の 他  地酒電車×居酒屋 コラボ企画 

           「近江の地酒電車」ご利用のお客さまに限り、乗車券をご提示いただくと、 

①特別宴会コースまたは②ご飲食代金 10％OFFのサービスがご利用いただけます。 

 

①特別宴会コース 

【コラボ対象店舗】ごきげんえびす（近江八幡駅前店、守山駅前店） 

らいおん丸（近江八幡駅前店） 

 

             コース料理 ＋ 飲み放題 90分 2,950円（税込） 

                コース料理内容（1人前）5品（各店舗共通の 3品と店舗ごとに異なる 2品） 

 

 

 

 

 

               ※コース内容は変更になる場合があります。 

               ※コース料理のみ（飲み放題なし）は 2,000円（税込）となります。 

               ※特別宴会コースは「近江の地酒電車」ご乗車当日限り有効です。 

 

           ②ご飲食代金 10％OFF 

            【コラボ対象店舗】魚民（南彦根東口駅前店、近江八幡北口駅前店） 

ごきげんえびす（近江八幡駅前店、守山駅前店） 

らいおん丸（近江八幡駅前店） 

近江焼肉ホルモンすだく（近江八幡駅前店） 

〇魚民でのご利用について 

             ※入店時に必ずご提示ください。（それ以降は全て無効） 

※値引上限は 3,000円となります。 

※各種キャンペーン、セール、サービス（飲み放題、食べ放題等）、その他割引

券、クーポンとの併用はできません。 

※ランチメニュー、テイクアウトのみの利用は対象外となります。 

※割引サービスは２０２２年３月３１日までの期間中、何度でもご利用いただ

けます。 

            

 

枝豆 

塩ポンキャベツ 

出汁巻き 

ごきげんえびす 

 鉄鍋餃子、中洲焼きラーメン 

らいおん丸 

 鰹タタキ、焼きそば 

飲み放題 90分 

ソフトドリンク、アルコール類 

（ビールを含む） 



 

 

 

 〇ごきげんえびす、らいおん丸、すだくでのご利用について 

             ※他サービスとは併用はできません。またクレジットでのご利用及び、コース利用

もできません。 

※割引上限は 3,000円となります。 

             ※割引サービスは２０２２年３月３１日までの期間中、何回でもご利用いただけま

す。 

             ※営業時間は各店舗のホームページをご覧ください。 

 

８．注意事項   ・お車を運転される方、未成年の方には、アルコールの提供ができません。 

           ・地酒の内容については変更になる場合があります。予めご了承ください。 

           ・地酒については車内持ち込み数に限りがあるため、品切れとなる場合があります。 

         ・おつまみ等の持ち込みはできません｡当日おつまみ等の車内販売をご利用ください｡ 

           ・大雪等の荒天および事故等により、運転を中止する場合があります。 

           ・お申込参加者が最少催行人員（20名）に満たない場合は、中止または出発日の変更 

をお願いすることがあります。 

           ・車内にトイレはございません。八日市駅または尼子駅でトイレ休憩をとります。 

         ・駅構内および車内は全面禁煙です。 

・弊社広告物に使用するために、イベントの様子を撮影させていただくお願いをする 

場合があります。 

  ９.感染症拡散防止対策  

近江鉄道では、お客さまとスタッフへの感染症対策として、ご理解とご協力をお願い 

いたします。 

〈お客さまへのお願い〉 

 ・自席を移らないでください。 

            ・飲食時以外はマスクの着用ください。 

            ・大きな声での会話はお控えください。 

            ・飲み回しはご遠慮ください。 

           〈安全・安心のための取り組み〉 

            ・職員のマスク着用 

            ・職員の検温・体調管理 

            ・窓開けによる換気 

            ・定期的な消毒 

            ・パーテーションの設置 

 

９．申込方法   電話はご乗車日 5 日前まで、ネットはご乗車日 7 日前までに、下記のいずれかの方法

でご予約ください。 

近江トラベル予約センターへ電話 

TEL．0749-24-8103 

                （受付時間：月曜日～金曜日 10：00～18：00／土曜日 10：00～13：00／日曜日・祝日は定休日） 



 

 

 

近江トラベル各支店の窓口 

彦根支店・八日市支店・近江八幡支店・守山支店 

（営業時間：月曜日～金曜日 10：00～18：00／土曜日 10：00～13：00／日曜日・祝日は定休日） 

ホームページよりネット予約 

            https://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/jizake-train2022/index.html 

 

取消料について（おひとり）ご乗車日の、 

11 日前まで 無料 

10～8日前 20％ 

7～2日前 30％ 

前日 40％ 

当日の集合時間まで 50％ 

出発後の取消または無連絡・不参加 100％ 

 

  10．お客さまからのお問合せ先 

  近江トラベル株式会社 予約センター TEL.0749-24-8103 

（受付時間：月曜日～金曜日 10：00～18：00／土曜日 10：00～13：00／日曜日・祝日は定休日） 

 

 

☆近江の地酒電車 2022 

    http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/jizakedensya2022/index.html 


