
期間中「ほたるディスカバリーマップ」を
ご提示いただくだけで、

参加店舗の特典サービスが受けられます！

ほたるディスカバリーマップ

2018年5月19日土～27日日

●マップ掲載店舗にて本マップをご提示ください。各店が自慢の一品、または
サービスを提供いたします。（1グループに1冊あればグループ全員が特典を受けられます。）
●共に楽しむために、譲り合ってお店を移動してください。（混雑時は 30 分以内で
お願いします。）

●店舗によって、対応できる日時が異なりますのでご注意ください。（対応時間は
「ほたるディスカバリーマップ」店舗情報の「イベント時間」を参照。）

●本マップは守山市駅前総合案内所、あまが池プラザ、その他公共施設等、
市内のあらゆる場所に設置しています。詳しくは下記までお問合せください。

ほたるとともにキラリと輝く守山のお店を開拓しよう！

期間中のメニューはホームページをご参照ください。

http://www.moriyamahotaru.com/discovery.html

お問合せ

あまが池プラザ
524-0041 守山市勝部一丁目13番1号

TEL：077-514-2505

Hotaru Discovery Map

参加店舗一覧

1 Hana Café 三宅町125（守山市民ホール内）

銀座通りをまっすぐ歩くと、つきあたりにある守
山市民ホールに面する店ハナカフェは太陽の
木漏れ日を浴びる明るいお店です。創作料理
もたくさんあり毎日心を込めお客様に提供して
います。おススメカプチーノを是非！「ケーキ
Set」を600円でご提供。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-582-0115
9:00-18:00
火曜日

4 いっ福処　あおい月 守山二丁目10-4

県下最大！38種類のソフトクリーム！！コー
ヒー、パフェ、ジュース多種取り揃えております
ので大人から子供まで楽しめるテイクアウト専
門店です。期間中ソフトクリームどれでも50円
引き！！

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-516-7700
9:00-19:00
不定休

http://www.asahiyasetomono.com

3 Café je Jardin 今宿四丁目1-30

30坪のイングリッシュガーデンがある店内はま
るでヨーロッパです。リニューアル２周年を迎
え、ランチメニューを一新しました！ランチ又は
ダッチベイビーを注文でロンネフェルトティー
バックをプレゼント。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-514-0730
10:00-17：00
月曜日

http://cafejejardin.com

2 山さんラーメン 古高町622-4

豚骨と鶏ガラスープの屋台味を是非ご賞味下
さい。（店前に駐車場あり）。期間中、ラーメン
50円引きで提供させて頂きます。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-583-7073
11:00-20:00
火曜日

11 沖縄料理 あしび 梅田町6-40

島唄の流れるゆったりのんびりした雰囲気で
沖縄から仕入れる食材と豊富な泡盛が自慢
のお店です。夜間ご飲食の方に「ちんすこう」
プレゼント！（1グループ1個）※写真はイメージ
です。

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-583-6066
17:30-21:00
12:00-14:00／17:30-21:00
火曜日

10 cafe＆roasting 米安珈琲 守山一丁目11-12

当時名物お婆さんの営む駄菓子屋として子供
達のコミュニティだった“コメヤス”。その地に常
時15種のスペシャルティーコーヒーと、自家製
ドイツウィーン菓子のマリアージュを楽しむカ
フェがスタート。ご飲食の方にドリップパック１ヶ
プレゼント！

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-535-6369
10:00-18:00
水・木曜日

http://www.comeyasu.com

9 料亭 魚和 守山一丁目14-11

木々の緑と広 と々した池に泳ぐ錦鯉を眺めな
がらゆっくりとお食事を！ほたる探検紀行限定
「ほたる御膳」3,000円（ワンドリンク付・税込）
をご用意。（不定休のためご予約お願いしま
す。）

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-582-2242
11:30-14:00／17:30-20:00
11:30-22:00（入館は20時まで）
不定休

http://www.uowa.net/

8 WABARA café 勝部一丁目13-1 あまが池プラザ101

バラ作家 ・ 國枝啓司のバラ園 「 Rose Farm 
KEIJI」が手がけるコンセプトショップ。ワンオー
ダーにつき１本の和ばらをプレゼント。
TAKEOUT可。期間中はTAKEOUTドリンクメ
ニューのみ10％OFF。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-596-3070
10:00-20:00
火曜日・第２月曜日

http://rosefarm-keiji.net/

7 門前茶屋 かたたや 守山二丁目2-55

築180年の古民家ダイニング。全国でも珍しい
去勢鶏が食べられるお店。古の守山宿に思い
を馳せ、自慢の鶏料理に舌づつみ。2階はコ
ミュニティサロンとして、地域の皆様にご利用
いただいております。期間中は「テリヤキチキン
とワンドリンク」を600円でご提供。
電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-514-1778
17:00-22:00(LO21:30)
9:30-22:00
月曜日

http://www.katataya.com/

6 鶴屋吉正 守山二丁目2-45

昔ながらの味を大切に季節のお菓子を作っ
ている老舗のお餅屋さんです。フルーツ大福が
おすすめです。ギャラリーでは、企画展や陶芸・
草木染・着物リメイクの服など展示・販売をし
ております。「お菓子とお茶セット」を600円で
ご提供。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-582-2378
10:00-18:00
営業日木・金・17日

5 忍ぶ庵カフェ 守山一丁目10-2

町屋で味わう老舗そばとこだわりコーヒーの
和カフェ！蔵の小さな扉を開けると、そこには木
の温もりが感じられる優しい空間。ヘルシーな
お食事、スイーツ・コーヒーで癒しのひとときを
お過ごし下さい。マップを持参で忍ぶ庵ロール
と珈琲or紅茶のセットを800円にてご提供。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-583-0082
11:00-17:30
火曜日

12 BAR SEIKO 梅田町4-25 ニューメトロビル208

最近、お肉足りてますか？今回の特典はフライ
ドチキン1Pプレゼント！（ワンドリンク必ず注文
してください）皆様のご来店心よりおまちしてい
ます。

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-583-5959
18:00-22:00
18:00-24:00
日曜日

20 Krampouz（クランプーズ） 浮気町29-7

フランス北西部ブルターニュ地方の郷土料理"
ガレット"が食べる事のできるお店です。国産そ
ば粉100％で作る生地に卵やチーズ、ハム等
をトッピングして食べるおかずクレープ♪美容
食ですよ♪特典はテイクアウト専用ガレット
ロール＆ドリンク通常800円～850円→500円
電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-599-1935
10:00-17:00
10:00-18:00(LO17:30)
不定休

19 DELI・BULAN(デリ・ブラン） 浮気町341-2

当店では無添加の身体に優しいお弁当を提
供しております。特典として人気のソースチキン
カツ・鶏の竜田揚げ弁当がいずれも50円引き
でご提供。また会議や子供会行事・法事など、
大人数弁当のご予約や配達も承っておりま
す。
電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-582-3195
11:00-14:00
11:00-17:00(14:00-15:00 CLOSE)
土日祝

18 BAR 撫羅吽（ぶらん） 浮気町341-2

重厚な一枚板のメインカウンター越しに並ぶ
100種類以上のボトルをはじめ、季節の果実を
使用したオリジナルカクテルはBARならではの
一杯。期間中、ご注文のお客様にビター＆芳醇
自家製生チョコレートハーフサイズをサービス！

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-582-3195
20:00-26:00（平日） 18:00-26:00（土日祝）
火曜日

17 和DININGしゅん 浮気町341-2

守山駅徒歩3分！全席掘り炬燵の隠れ家風天
ぷら居酒屋。天ぷら単品150円～。地酒も豊
富にご用意。最大25名のまで宴会可能。お得
なランチメニューも是非！お食事の方、マップ
ご持参でワンドリンクサービス！（一部除く）

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-582-3195
18:00-23:00
11:30-14:00 18:00-24:00
不定休

16 中国料理 ポピー 浮気町300-15 グランドメゾン守山3-11-6

自家製調味料を使った当店ならではのお料
理。日替わりランチ、中華定食、お得なセットメ
ニュー等、一人から多人数(要予約)までお楽
しみ頂けます。今回の特典は「お食事の方、烏
龍茶orオレンジジュース」をサービスさせて頂
きます。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-582-2925
11:30-14:00 17:30-21:00
火曜日

http://www.eonet.ne.jp/~poppy/index.htm

15 モンレーブ 勝部一丁目4-11

創業40年いつまでも地元の人々に愛され
続けられる店をめざしてます。マップをお持
ちの方で1000円以上お買い上げのお客様
に「もりやまポテト」「ふなずしパイ」1個ずつ
サービス。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-583-4116
9:00-20:00
無休

http://www.mon-reve.jp

14 チカ守山 チカカフェ 梅田町2-1-1 セルバ守山B1階

守山駅徒歩1分、セルバ守山地下１階にある
チカ守山チカカフェ。チカ守山は４周年を迎え
そんなチカカフェではチョコパンケーキまたは
抹茶パンケーキを500円で提供します。※写
真内のイチゴは別途。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-514-1244
10:00-22:00
なし

http://chika-moriyama.com/

13 インドアジアダイニングサンタ 梅田町2-1-1 セルバ守山１階

勝部にある「インドアジアダイニング」の２号
店！マップ持参で下記メニューが半額！日替わ
りカレー。
ランチ980円→500円、チキンカレーディナー1,000円
→500円、プレーンナン350円→175円　宴会や
パーティーにも最適な本場インドカレーのお店です。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

050-5594-6002
11:00-22:00
なし

28 焼肉いこい 勝部四丁目1090-1 Bu-Bu-Buプラス1階

厳選したお肉やもつ鍋などをリーズナブルなお
値段でお楽しみ頂けます。ご予算に合わせた
コースなどもご用意しております（5,000円～）
期間中、塩タンを700円にて提供させて頂
きます。

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-583-9938
17:00-21:00
11:30-14:00 17:00-23:00
月曜日

27 bou langerie Kupu（クプ） 勝部四丁目1090-1 Bu-Bu-Buプラス1階

通常240円の山型食パンをレジにてマップを
見せると180円（税別）でご提供させていただ
きます！（毎日なくなり次第終了いたします）

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-583-5565
8:00-19:00
火曜・第４月曜日

26 インド アジア ダイニング 勝部四丁目1088 Bu-Bu-Buビル2階

本格アジア料理店です♪マップ持参で下記メ
ニューが半額！日替わりカレー。
ランチ980円→500円、チキンカレーディナー
1,000円→500円、プレーンナン350円→175
円　宴会やパーティーにも最適な本場インド
カレーのお店です。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-598-6128
11:00-22:00
無休

25 鶏料理　笑い屋 勝部四丁目1088 Bu-Bu-Buビル1階

滋賀の養鶏場から毎日届く新鮮な朝引き鶏を
使用。無煙ロースターで香ばしく焼き上げる鶏
焼肉が大好評。ご飲食の方に、クジ引きにて５
等バニラアイス人数分無料券～特賞50％
OFF券などが当たるイベントを開催。

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-599-5865
18:00-23:00
18:00-24:00
不定休

24 trattoria nell（トラットリアネル） 勝部四丁目1088 Bu-Bu-Buビル1階

期間中、ホタルコース（要予約）4,000円にて。
勝部４丁目にある気軽に楽しめるちょっとお
しゃれなイタリアンです。イベント開催期間は
BuBuBuでのおまつりにも参加します。

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

050-3767-0733
18:00-22:00
11:30-14:30　17:30-22:00（LO）
日曜日

http://nelltree.com/

23 多国籍鉄板屋台 MONKAZI 勝部四丁目3-11マイリーアン1階

滋賀県では珍しいケバブが食べられるお店で
す。他にもベトナムラーメンフォーやタイ風やき
とりなどの多国籍料理を日本人向けに食べや
すく提供してます。来店時マップ提示でドリンク
半額！！※26(土）27(日）は臨時休業となりま
す。
電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

050-3477-4230
18:00-22:00
17:30-23:00
日・月曜日

22 雫家 勝部四丁目3-11マイリーアン1階

お箸で食べるパスタとデザートのお店です。
MAP持参でパスタもしくはドリンクご注文の方
にミニデザート１品プレゼント。是非この機会
に雫家sweetsを召し上がってください。デ
ザートプレートは４点盛りに！

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-582-7052
11:30-21:00
無休

http://www.rin-style.co.jp

21 無国籍食堂ブルーダイナー 勝部六丁目4-37

深夜3:00までOPENの守山駅から早歩き5分
の裏通りにある隠れ家ダイニングバー。ご飲食
のお客様に「自家製タルタルのチキン南蛮」を
ご提供。お誘いあわせの上ご来店お待ちいた
しております。期間中19・20日は貸切営業と
なっております。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

090-6554-2409
17:00-翌3:00
火曜日

36 食堂MADANIS 勝部一丁目13-1-102

ヨーロッパの気さくな食堂をお手本に昼夜問
わず、セットメニューがあります。店内35席テラ
ス席、裏のテラスからホタルが見えるかも！期
間中18時以降１グループにつき１枚、マルゲ
リータをサービス。※別途ご注文頂きます。

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-583-3006
18:00-22:00
11:00-15:00 18:00-22:00
火曜日

35 近江牛ホルモン 焼肉結～むすび 梅田町14-4

守山駅徒歩１分！異国情緒ある明治17年の建
物の近江牛焼肉店。１番人気は来店のお客様
の50％以上の方からご注文頂く希少部位７種
「今宵限り盛り」。また滋賀の地酒も多数揃えご
来店お待ちしております。ご飲食の方に「むす
び１番人気の幸せカタラーナ１皿」ご提供。
電話番号
イベント時間
通常営業時間

定  休  日

077-582-3288
18:00-22:00
火～木18:00-23:00
金～日祝17:00-23:00(LO22:30)
月曜日

http://r.gnavi.co.jp/ka3j101/

34 Jsカフェダイニング 梅田町7-28 シャリエ守山梅田1階

モチモチ生パスタが自慢のイタリアンカフェ。週
末の夜はジャズや弾き語りのライブイベントで
盛り上がっています。期間中はマップ提示でピ
ザ・マルゲリータ(通常750円)を650にて。テイ
クアウトもOK。

電話番号
イベント時間
通常営業時間

定  休  日

077-583-3500
18:00～21:00
11:30-15:00
18:00-21:00(予約又はイベント時のみ)
不定休

http://jscafe.shiga-saku.net/

33 ワイン食堂 agapé（アガペ） 浮気町300-15 グランドメゾン守山1階

守山駅東口１分のワインバル。欧州小皿料と
共にオーガニックワインを気軽にお楽しみくだ
さい。期間中マップご提示でお好きな１stドリ
ンクを50％OFF！（フードの同時注文にて）

電話番号
通常営業時間
定  休  日

050-3412-8040
17:30-24:00
水曜日

http://www.eonet.ne.jp/~runrun-pro/agape/index.html

32 そらいろ 守山一丁目2-3 1階

そらいろシェフ自慢の和洋中のお料理。お酒
もたくさんあります。3,000円以上のご飲食で
お会計より1グループ様10％OFFさせて頂きま
す（ご宴会コースは不可）

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-583-8797
18:00-25:00(LO24:00)
月曜日

31 我東 T-マファッソン 勝部四丁目3-20 Bu-Bu-Bu-SUN1階

通常950円の我東ロールをレジにてマップ提
示で750円（税別）でご提供させて頂きます。
（毎日なくなり次第終了）

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-581-1621
10:00-18:00
月曜日

http://www.t-mafacon.com

30 ダイニングバー・続・天家碗家 勝部四丁目1090-1 Bu-Bu-Buプラス2階

マップ提示で焼酎ボトル（黒霧またはいいち
こ）表示価格より10％OFFでキープできます！

電話番号
通常営業時間
定  休  日

080-4646-0037
18:00-23:00
月曜日

29 ランドロワ イデアル 勝部四丁目1090-1 Bu-Bu-Buプラス2階

「理想の場所」という名のフレンチレストラン。
イベント期間中は、おためしコース2000円と
プレミアムコース10,000円の２コースを特別
にご用意いたします。（２日前までにご予約く
ださい）

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-516-6550
11:00-14:00（LO）／ 18:00-20:00(LO)
11:00-22:00
月曜日

珠玉の自然なワインを取り揃えたワインショッ
プです。店内で飲める「角打ち」やってます。角
打ちでボトルでお飲みになる方へ生ハム一皿
プレゼント。グラスワインは500円～。お食事の
持ち込み大歓迎！

駅から徒歩1分。隠れ家的串カツのお店。自家
製衣の串揚げと鶏ガラとカツオだしのおでん
が自慢！最大30名様まで宴会可能。ファースト
ドリンク100円（税別）でご提供（一部除外）

朝引き鶏を店長自ら1本1本真心込めて全て
串にしております。炭で焼いた串のお供にビー
ルを！ファーストドリンク100円（税別）でご提
供（一部除外）

老若男女、お一人様でも、誰でも気軽に来れ
る焼鳥屋を目指しています。①番人気、びわこ
つくね②番人気、鶏がららぁ～めん③番人気、
数量限定の地元守山で育った朝引きの地鶏
のお造り。お１人、１杯ドリンクサービス。

参加各店で提供されるお得な特別メニューは
一部を除いて期間限定メニューです！
この機会をお見逃しなく！



セルバ
　守山

フレンチ・焼肉・パン屋などワールドワイドな飲食店が多くあつまるBUBUBUビルでの初の
コラボイベント。ホタル探検紀行の最終日にあわせて、この日だけのフォトジェニックな
特別メニューをご用意いたします。お外でワイワイ楽しく屋台村感覚で楽しんでください。

44 麦笑ぼうし 勝部一丁目15-23 シャリエ守山勝部1F

国産小麦、国産バター等材料にこだわり、食
パンをメインに多数のパンを焼き上げてお待
ちしております。期間中、マップお持ちの方で税
込300円以上ご購入の方には紙パック以外の
ドリンクを一杯プレゼントします。

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-576-3104
8:00-19:00(火～金)／8:00-17:00(土・祝)
日・月曜日

43 雪月花 守山市梅田町4-25 ニューメトロビル201

50分2,160円！歌って飲んで楽しんじゃって
下さい。特典は8％OFF!　50分2,000円ポッ
キリ！皆様のご来店心よりお待ちしております。

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-582-6715
20:00-23:00
20:00-26:00
なし

42 Restaurant Petit Lusso(レストラン プティルッソ) 守山四丁目13-35-2

「小さなぜいたく」という意味の店名、プティ
ルッソではボリュームのあるイタリアンとフレン
チを融合したメニューを楽しんで頂けます。お
好きなお飲み物＋本日の前菜を￥1,000で提
供いたします。

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-596-3808
18:00-22:00
11:30-15:00／18:00-22:00
木曜日、月１回不定休

instagram/FB 「プティルッソ」

41 花一輪 勝部一丁目1-17

おばんざいを中心としたお酒と会話が楽しめ
る小料理屋です。カウンター８席とテーブル１席
なのでお一人様や女性だけでも気軽に来て
頂けます。MAP持参の方にはワンドリンクサー
ビスいたします！

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-599-3646
17:30-23:00
不定休

40 Wine Shop AZURE BLUE 守山二丁目10-27

ほたる探検紀行共催イベント

Bu-Bu-Bu屋台村Bu-Bu-Bu屋台村

珠玉の自然なワインを取り揃えたワインショッ
プです。店内で飲める「角打ち」やってます。角
打ちでボトルでお飲みになる方へ生ハム一皿
プレゼント。グラスワインは500円～。お食事の
持ち込み大歓迎！

電話番号
通常営業時間
定  休  日

077-598-6418
11:00-21:00
不定休

http://azureblue.business.site/

39 SOCOYA 梅田町1-19 グラッツアモーレ守山

駅から徒歩1分。隠れ家的串カツのお店。自家
製衣の串揚げと鶏ガラとカツオだしのおでん
が自慢！最大30名様まで宴会可能。ファースト
ドリンク100円（税別）でご提供（一部除外）

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-596-5226
17:00-24:00
17:00-25:00
月曜日（祝祭日は営業）

38 炭焼厨房　呼々家 梅田町3-17 岩崎ビル1F

朝引き鶏を店長自ら1本1本真心込めて全て
串にしております。炭で焼いた串のお供にビー
ルを！ファーストドリンク100円（税別）でご提
供（一部除外）

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-583-4158
17:00-24:00
17:00-25:00
月曜日（祝祭日は営業）

37 地鶏創作居酒屋　滋賀や 守山一丁目2-5

老若男女、お一人様でも、誰でも気軽に来れ
る焼鳥屋を目指しています。①番人気、びわこ
つくね②番人気、鶏がららぁ～めん③番人気、
数量限定の地元守山で育った朝引きの地鶏
のお造り。お１人、１杯ドリンクサービス。

電話番号
イベント時間
通常営業時間
定  休  日

077-582-0100
18:00-22:00
18:00-23:00(LO22:30)
月・火曜日

このマップを持って
　「　　　　　　　　

」参加店舗をめぐり

とってもお得な特典サー
ビスを受けよう！

Bu-Bu-Buビル初のコラボイベント
　　　この日だけのお祭りメニューを選ぶ遊ぶ喜ぶ

Kupu
ランドロワイデアル
我東
いこい
笑い屋
天家碗家
トラットリア ネル

参加店舗 日 時 5月27日日　雨天順延（６月３日）
 11:00～15:00
場 所 守山市勝部四丁目1088  Bu-Bu-Buビル
 野外飲食スペース

▶当日11:30～と13:00～の2回公演もあります！
ミニミニコンサート by カルチャースクール KAOMI Club

問い合わせ電話番号

�050-3767-0733


