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！

Hotaru Discovery Map

●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。

ほたるディスカバリーマップ

お問合せ

2019年5月18日 〜26日

守山市勝部一丁目13番1号

あまが池プラザ TEL：077-514-2505

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

ほたるとともにキラリと輝く守山のお店を開拓しよう！

済生会
守山市民
病院

語
ら
い
学
び
舎
通
り

セルバ
守山
cocotto MORIYAMA

このマップを持
って
「ほたる探検
紀行」参加店をめぐ
り
お得な特典サ
ービスを受けよう！

参加店舗一覧
❶ 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。
077-582-0115
9:00-18:00
9:00-18:00
火曜日

❺ 鶴屋吉正

❾ 沖縄料理 あしび

梅田町6-40

❿ 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

浮気町300-15グランドメゾン守山3-116

浮気町341-2

守山駅から徒歩3分！全席堀り炬燵の隠れ家風
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名様まで宴会可能。マップ
ご持参でワンドリンクサービス！(一部除く)

077-582-2925
11:30-14:00 17:30-21:00
11:30-14:00 17:30-21:00
火曜日
http://www.eonet.ne.jp/~poppy/index.htm

⓱ Krampouz(クランプーズ)

⓮ 和DININGしゅん

浮気町29-7

⓲ 無国籍食堂ブルーダイナー

勝部6丁目4-37

インド アジア ダイニング

勝部4丁目1088Bu-Bu-Buビル2階

勝部4丁目1090−1Bu-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10000円の2コースを特別にご
用意致します。(2日前までにご予約ください)

梅田町14-4

勝部1丁目13-1あまが池プラザ102

Wine shop AZURE BLUE

守山2丁目10-27

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！

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

café de Boku

守山1丁目10-2

勝部5丁目3-38

Pizzeria＆Bar idyllic(アイドリック)

勝部1丁目2-19

ごきげんえびす守山駅前店

勝部1丁目1-17cocotto MORIYAMA2階

YEBISU樽生6種とこだわり九州料理を堪能！大
人のちょっと贅沢な時間を過ごしませんか？寛げ
る少〜大人数の個室で宴会。守山駅スグが嬉し
い。なんと、1日限定50缶！こちらのチラシ持参で、
エビス缶ビールプレゼント！(お一人様1缶まで)
077-599-5455
5月18日〜26日
17:00-24:00
なし
http://www.iconet.co.jp

花一輪

焼肉いこい

勝部4丁目1090-1Bu-Bu-Buプラス101

Jsカフェダイニング

梅田町7-28シャリエ守山梅田1階

守山駅西口徒歩5分、ほたる通り商店街にある
ライブカフェ。期間中は「季節のブレンドコー
ヒー(400円)」を250円にてご提供。また、店内
で野田清隆・絵画写真展も開催中。

滋賀や

守山1丁目2-5

勝部1丁目15-23シャリエ守山勝部1階

炭焼厨房 呼々家

梅田町3-17岩崎興業ビル1階

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

酒菜 いちよし

勝部4丁目3-11-104

カウンター8席のみの小料理屋でございます。
静かに吞みたい方におすすめ。マップをご持参
のお客様には、ファーストドリンク1杯サービス
致します。(平日限定)
077-583-1101
17:00-22:30
17:00-23:00
水曜日 他不定休有

浮気町300-15-132

CAFE MOTHER HOUSE

梅田町6-6

国産小麦と国産全粒粉を使用したこだわりの
ピッツァカフェ！通常のピッツァはもちろんデ
ザートのピッツァや揚げピッツァ、豊富に取り揃
えております。マップを持参の方、
ドルチェピッ
ツァ全品500円(税別)でご提供。
077-509-8340
15:00-19:00
月-金9:00-19:00 土11:00-21:00(20:00LO)
日曜日
Instagram：cafe̲mother̲house

は、
「ほたるパーク＆ウォーク」
を応援しています！
勝部1丁目1-17cocotto MORIYAMA1階

家庭料理を中心としたお酒も楽しめる小料理屋
です。こじんまりとしているので少人数で静か
な空間を楽しんでいただけます。ほたるの探検
紀行をお持ちのお客様にはドリンク1杯をサー
ビスさせていただきます。
077-599-3646
17:30-23:00
17:30-23:00
不定休

OKAKI守山店

⓴ trattoria nell(トラットリアネル) 勝部4丁目1088Bu-Bu-Buビル1階

077-583-3500
11:30-18:00
11:30-15:00
不定休
http://jscafe.shiga-saku.net

近江焼肉ホルモンすだく

守山1丁目6-12 1階

イタリア製のピッツァ窯で焼き上げるナポリピッ
ツァを中心に、子供からご年配まで世代問わず
楽しめるイタリアンメニュー。ランチやカフェタイ
ム・ディナー、少人数〜貸切のパーティ・BBQプラ
ン等もあり使い勝手の良いトラットリアです。マッ
プ持参のお客様に赤･白･スパークリングワイン
いずれか1杯プレゼント！
050-3468-1399
17:00-22:00
11:00-23:00
なし

077-599-1415
19:00-翌2:00(1:30LO)
不定休 5月の定休日は19日･21日･26日

守山1丁目2-3 1階

2019年1月18日にグランドオープン！できたてホ
クホク近江米と肉汁あふれる近江牛がお値打ちに
食べることのできる新しい焼肉屋。当日は、近江牛
の肉寿司を人数分サービスさせて頂きます。
050-5596-6350
平日16:00-17:00 土日祝14:00-16:00
平日16:00-22:30 土日祝14:00-22:30
なし

077-583-2002
平日･土11:30-15:00/17:00-24:00
日11:30-20:00
月曜日

勝部1丁目19-17SKビル1階

ラーメン屋台です。豚肉ラーメン600円。ホルモ
ンラーメン800円。ノーマル(和風)、白みそ、チ
ゲの3種類のダシからお選びください。マップ持
参の方期間中ラーメン50円引。荒天の場合お
休みです。

秀吉家

浮気町341-2

077-583-9938
18:00-21:00
11:30-14:30 17:30-23:00
月曜日

077-576-3104
8:30-18:30(土･祝は-17:00)
8:30-18:30(土･祝は-17:00)
日・月・木曜日

横浜のご当地ラーメンです。マップご提示で玉
子サービスです。

守山市にありそうでなかった大人の遊び場が昨
年12月にOpen！色んな方と話がしたい！おいし
いお酒を楽しく飲みたい！そんなあなたにぴった
りなBARです。ダーツも元気なスタッフもおりま
す。マップご持参で500円割引！

麦笑ぼうし

⓰ DELI･BULAN(デリ･ブラン)

美味い焼肉ともつ鍋のお店。お子様ソフトドリン
ク1杯無料サービス！
！

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。

077-598-6418
11:00-21:00
不定休
http://azureblue.shop

県産のフルーツを使用したタルトやパフェをご
用意しております。期間中マップご提示でパ
フェとソフトクリーム100円引き。※季節により
フルーツが変わります。写真はイメージになりま
す。
077-596-3774
11:00-17:00
11:00-17:00
木曜日 他不定休有
Instagram：bokucafe322

勝部4丁目1090Bu-Bu-Buプラス102

そらいろ

地鶏創作居酒屋

勝部1丁目4-11

期 間 中 、ホタル ス ペシャルコー ス ( 要 予 約 )
4500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。
050-3767-0733
18:00-22:00
11:30-14:30 17:30-22:00(LO)
日曜日
http://nelltree.com/

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。昼営業を
始めました！
077-582-0100
18:00-22:00
12:00-15:00 18:00-23:00(22:30LO)
月・火曜日

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

梅田町1-19グラッツアモーレ守山

勝部4丁目3-11-105

077-583-8797
18:00-25:00 (24:00LO)
月曜日

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。

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)

賀々樽 GAGADARU

食堂MADANIS

⓳ 雫家

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。3000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)

077-581-1621
5月18日〜26日
10:00-18:00
20日は休み
http://www.t-mafacon.com

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。
077-582-3288
18:00-22:00
火-木18:00-23:00 金-日･祝17:00-23:00(22:30LO)
月曜日 19日は臨時休業
http://r.gnavi.co.jp/ka3j101/

ASPARA

勝部4丁目3-20Bu-Bu-Bu-SUN1階

⓬ モンレーブ

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。
077-582-3195
11:00-14:00
11:00-19:00(14:00-15:00 CLOSE)
土･日･祝
http://www.sb-1999.com

077-583-5565
11:00-15:00
8:00-19:00
火曜日･第4月曜日

和洋にとらわれることなく、ケーキ、焼菓子など
を作っております。お米のクッキー我楽が人気。
期間中300円以上のお菓子と共にドリンクを注
文していただくと、
ドリンク半額になります。

077-516-6550
11:30-14:00(LO) 18:00-20:00(LO)
11:30-22:00
月曜日

近江牛ホルモン 焼肉結〜むすび

我東 T-マファッソン

浮気町341-2

毎朝、食事パンから菓子パン、惣菜パン、焼き
菓子まで焼きたての多彩なパンが並びます。イ
ベント期間中、マップご持参で当店人気の塩パ
ンを1つ66円で提供させて頂きます。(お一人
様5個まで)

077-598-6128
11:00-22:00
なし

守山1丁目11-12

077-583-4116
9:00-19:30
水曜日
http://www.mon-reve.jp

⓯ BAR 撫羅吽(ぶらん)

boulangerie Kupu(クプ)

❽ café＆roasting 米安珈琲

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。

077-582-7052
11:30-21:00(LO)
11:30-21:00(LO)
なし
http://www.rin-style.co.jp

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1000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。

077-599-5865
11:30-14:00 18:00-23:00
11:30-14:00 18:00-23:00
水曜日

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5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

お箸で食べる創作和風パスタとデザートの店で
す。MAP持参の方はパスタorドリンクをご注文
でミニデザートを一つサービスします。ぜひこ
の機会に雫家へどうぞ。

090-6554-2409
17:00-翌3:00
17:00-翌3:00
火曜日

勝部4丁目1088Bu-Bu-Buビル1階

⓫ チカ守山 チカカフェ

守山2丁目10-4

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！
077-535-6369
10:00-18:00
水・木曜日
http://www.comeyasu.com

077-582-3195
月-金20:00-26:00 土日祝18:00-26:00
火曜日
http://www.sb-1999.com

深 夜 3 : 0 0まで O P E N の 駅 近 裏 通りにある
ディープスポットな隠れ家的ダイニングバー。ご
飲食のお客様に「自家製タルタルのチキン南
蛮」をプレゼント。期間中18日は貸切営業と
なっております。

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く鶏焼肉が大
好評。開催期間中は、生ビールorハイボールor
ソフトドリンクorバニラアイスを一杯サービスさ
せて頂きます。

守山1丁目14-11

重厚な一枚板のカウンター越しに並ぶ150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ならではの至福
の一杯。期間中、ご注文のお客様に自家製生
チョコレートをサービス。

077-582-3195
18:00-23:00
11:30-14:00 18:00-24:00
不定休
http://www.sb-1999.com

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
077-599-1935
10:00-17:00
月-木10:00-18:00(17:30LO)
金-日･祝(予約時)10:00-21:00(20:30LO)
不定休

❼ 料亭 魚和

❹ いっ福処 あおい月

滋賀県最大約37種類のソフトクリーム！ジュー
スやフロートなどいろいろあります。子どもから
大人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円引きさせて頂
きます！
077-516-7700
9:00-19:00
9:00-19:00
不定休
http://www.asahiyasetomono.com

077-514-1244
10:00-22:00
なし
http://chika-moriyama.com/

050-5594-6002
11:00-22:00
なし

汁なし担々麺を提供させて頂きます。通常800
円のところを650円にさせて頂きます。

今宿4丁目1-30

木々の緑と広々と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。)金森川
のホタル復活してきました！庭から見えるかも？
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/

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1000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。

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

21:00-26:00
日曜日･雨の日

勝部1丁目13-1あまが池プラザ101

077-596-3070
11:00-19:00
月・火曜日
http://rosefarm-keiji.net/

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。

SOCOYA

❻ WABARA Café

❸ Café je Jardin

リニューアル3周年を迎え、滋賀の名物カフェに
選んで頂ける様になりました！健康的なランチ
や人気スイーツ「ダッチベイビー」をお楽しみ下
さい。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グプレゼント。
077-514-0730
10:00-17:00 水曜日は10:00-16:00
10:00-17:00 水曜日は10:00-16:00
月曜日
http://cafejejardin.com

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 わ 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。

077-582-2378
10:00-18:00
営業日 金曜日･土曜日･17日

ランドロワ イデアル

古高町622-4

077-583-7073
11:00-20:00
火曜日・第3月曜日
守山2丁目2-45

鶏料理 笑い屋

❷ 山さんラーメン

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。

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。

⓭ 中国料理 ポピー

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！
電話番号
イベント時間
通常営業時間
定休日
ホームページ
この機会をお見逃しなく！

勝部1丁目1-17cocotto MORIYAMA1階

守山駅前西口cocotto守山1階にある近江牛の老
舗「岡喜」プロデュースの鉄板焼レストラン。自社牧
場で愛情をかけて肥育した近江牛のステーキを是
非守山店でお召し上がりくださいませ。マップご持
参で指定のドリンク1杯サービス。※最大6名様まで
077-514-0329
5月18日〜26日
11:00-14:30(14:00LO)
17:00-22:00(21:30LO)
火曜日

とろ函守山

勝部1丁目1-17cocotto MORIYAMA2階

最大36名様まで個室OK！北海道BBQ「炉端焼
き」が自慢。新鮮な魚介類は北海道から毎日直
送！期間中パンフご提示でお会計より15%OFF
(値引き上限3000円迄)
077-581-1133
5月18日〜26日
17:00-24:00
不定休

飲み放題付

3500円〜

宴会コース

クーズコンセルボ守山駅前店 勝部1丁目1-17cocotto MORIYAMA1階

焼きたてパン、サンドイッチを取り揃え、パスタ
もワンコインでお召し上がり頂けます。イートイ
ンスペースも54席＋テラス席12席です。ほた
る探検紀行のチラシご持参でパスタセット700
円→600円でご提供致します。
077-582-1323
平日･土7:00-20:00 日･祝7:00-19:00
なし

