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大津市観光公式 Instagram
大津の魅力がたくさん詰まったアカウントを今すぐフォロー！
また、ハッシュタグ「#hellootsu」をつけて、大津の写真をどん
どん投稿してください。素敵な写真はInstagramやFacebook
などでご紹介いたします。

アカウント名 ： @hello.otsu.japan
《 大津市の観光情報はこちらからチェック！》
びわ湖大津トラベルガイド http://www.otsu.or.jp/
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浮御堂
びわ湖テラス（びわ湖バレイ）
仰木の棚田
三井寺・石山寺
琵琶湖汽船雪見船クルーズ（大津港）

サンライズカヤック（BSC ウォータースポーツセンター）
ウォーターチュービング（フレンドシップアドベンチャーズ）
パラグライダー（びわ湖スカイパークパラグライダースクール）
ウィンタースポーツ（びわ湖バレイ）
ジップライン（びわ湖バレイ）

そば（本家鶴㐂そば）
近江牛（松喜屋）
細工寿司（丸萬）
おおつ近江米カレー
うなぎ（かねよ）

比叡山延暦寺
おごと温泉
着物体験（近江神宮）
和菓子体験（寿長生の郷）
坂本・旧竹林院

木桶（中川木工芸）
びわ湖真珠（神保真珠商店）
蒔絵（Ken Makie Studio）
鬼瓦（美濃邉鬼瓦工房）
大津絵（大津絵の店）

ボートレース（びわこ競艇場）
マリンリゾート（カーメルビーチクラブ）
町家ゲストハウス（B&B粋世）
いちご狩り（近江舞子いちご園）
クルーズ（一番丸・ミシガン）

日本最大の湖「びわ湖」と日本仏教の母山「比叡山」
の狭間、世界的観光都市「京都」から程近い場所に位
置する「大津」は、自然と歴史の宝庫。
京都以前の都が置かれて以来1300年の歴史を有する
湖国の文化は、多彩な特色で今なお多くの旅人たちを
魅了しています。
あなたのまだ知らないこのまちを巡る旅で、あなたが
出会う大津は一体どんな姿をしているのだろう？
はじめてが詰まった素敵な旅が、きっとあなたを待っ
ています。

日の出に染まる浮御堂

天空のテラス、びわ湖バレイ

びわ湖に浮かぶ浮御堂は、10世紀頃、湖上の安全と

日 本 最 速 の ロ ープ ウェイに 揺 ら れて 5 分 、標 高

すべての生き物を悟りへ導くことを祈り、建立され

1,100mに位置するびわ湖バレイ。ここはびわ湖の

た仏堂。当時の名残はそのままに、周囲の老松が

80％を見渡すことができる最高のポイントです。

いっそう趣を深める。ここから昇る美しい日の出

2016年夏にオープンしたびわ湖テラスで、壮大な風

は、大津の最も象徴的な景色のひとつです。

景を一人占めしながら、カフェや食事をお楽しみく
ださい。

心揺さぶられるひととき、
大津が持つ千の表情を探して
母なる湖、びわ湖に寄り添うように広がる大津は、
自然と歴史と人々の暮らしが調和した美しい水辺の風景の宝庫です。
史跡から、山から、湖から。四季を通じて様々な表情を見せる大津に
心揺さぶられるひとときを探しに出かけませんか？
水辺に暮らす贅沢さの虜になることでしょう。

日本の原風景、
仰木の棚田

春と秋、
幻想的な寺院のライトアップ

比良山系の雪景色とともに
クルージング

大津の北部に広がる仰木エリアには、山麓や丘陵地

春は三井寺で1千本の桜が、秋は石山寺で2千本の

1月から3月初旬まで比良山系の雪景色を眺めなが

の傾斜に階段状につくられた美しい棚田が広がる。

紅葉がライトアップされます。春と秋、それぞれの色

ら船遊びを楽しめます。湖上から見る雪の帽子（綿

に染められた幻想的な寺の夜景に魅せられる、特

帽子）をかぶった雄大な山々やその麓に伸びるのど

別なひとときを。

かな田舎の風景は、想い出に残るワンシーンです。

「馬蹄形の棚田」は全国的にも大変貴重。大津を訪
れたなら、比叡山の山並みやびわ湖を遠望する仰木
の棚田は必見です。

サンライズカヤック
日の出前、まだ薄暗いびわ湖へとカヤックで漕ぎ出

関西で唯一の
ウォーターチュービング体験

す。昇り行く朝日が湖面を照らす幻想的な景色の中

びわ湖から流れ出る唯一の川、瀬田川で楽しむリ

で、自然と一体になる、神秘的な体験を是非。

バースポーツ。大自然の中、ダイナミックな川の流れ
に仲間とともに身をまかせる大冒険。急流ポイント
のスリルには誰もが大興奮です。

鳥になる、びわ湖スカイパーク
パラグライダースクール

都市型ゲレンデ・
びわ湖バレイでウィンタースポーツ

ボートに引かれて本格的に大空を飛行したり、緩や

京都や大阪などの人気観光地から最も近い都市型

かな斜面から気軽にチャレンジしたり。まるで鳥に

ゲレンデ。びわ湖の80%を望む絶景を眺めながら

なったように空を舞うパラグライダー。日本最大の

ウィンターアクティビティーを楽しもう。関西エリア

湖を体感する最高の方法のひとつです。

No.1の絶景と雪質で本格的なウィンタースポーツを
満喫！

心洗われる自然体験。
大切な人と、特別な想い出を。
自然豊かな大津には、湖・山・川・空などの様々なシーンで
楽しめる多彩なアクティビティがあります。
壮大な景色の中に飛び込み一体となることで得られる、
心洗われるような自然体験を、家族・友人・恋人など
大切な人とのかけがえのない想い出に変えてみませんか。

スリル満点！ 空中散歩、
びわ湖バレイのジップライン
標高1,100mの山の上、木の間に渡したワイヤーを疾
走する大人気のアトラクション。7つのコースで構成
されており、びわ湖の雄大な景色を満喫できます。
やみつきになること間違いなし！

豊かな自然と歴史の恵み、
大津産の旬素材グルメに舌鼓
古来から街道のまちとして栄えてきた大津は、自然条件に恵まれ、歴史も深いことから、
有名な食材や老舗・名店が多く育まれ、地元や旅の人々の味覚を楽しませてきました。
ただおいしいだけでなく、その背景まで楽しめる大津の食は、深みのある文化体験そのものです。

300年の時を経て
今なお愛される、そば

とろける美味しさ、
近江牛

世界遺産比叡山延暦寺の門前町である坂本地域の

日本3大和牛に数えられる近江牛は、400年以上の

そばは、世界でも類を見ない過酷な断食修行を終

歴史を持つブランド和牛。きめ細かい肉質、甘みの

えた僧が胃を慣らすために食されたと言われていま

ある脂は、口の中でとろけるほど柔らかい。
「味の

す。普通のそばとはひと味もふた味も違うそばをご

芸術品」と讃えられる近江牛を是非とも本場で楽し

賞味ください。

もう。

食の芸術、細工寿司

こだわり色々、おおつ近江米カレー

日本一のうなぎと庭園を堪能

お花・鳥・舞妓など、様々なものごとを寿司で表現

水の豊かな大津は日本有数の米どころ。そこで育っ

1872年に創業されたうなぎの老舗「かねよ」は、長

する細工寿司は、全国大会で数々の賞を獲得してき

た近江米を、もっと多くの人においしく食べてほしい

い歴史とともに日本一と称される味を現代に受け継

た大将の繊細な技の結晶。食べるのをためらうほど

という想いから誕生した「おおつ近江 米カレー」

いでいます。季節ごとに異なる表情を見せる、800坪

の美しさや可愛らしさがあなたを魅了します。

は、大津市内の多くの店舗で提供されています。店

もの美しい庭園も散策してみよう。

ごとに味もこだわりも異なるため、食べ比べもおす
すめです。

日本仏教の聖地、
比叡山延暦寺
現存する多くの宗派の開祖がここで学んだことから
日本仏教の母山とも呼ばれている比叡山延暦寺は
日本3大寺院の一つ。1994年ユネスコ世界文化遺産
にも指定されたこの場所で、1200年以上もの悠久の
歴史と伝統を感じてみよう。

おごと温泉で癒しのひとときを

近江神宮で袴体験

「美肌の湯」として親しまれているおごと温泉は、

日本の伝統的な礼装である袴。近江神宮はその袴

1200年の歴史を持つといわれる湯治の郷です。エリ

がリーズナブルに体験できる穴場。また近江神宮は

アには9つの旅館があり、それぞれの持つ雰囲気で

かるたの殿堂と呼ばれ、競技かるたの選手のあこが

旅の人々をもてなしています。びわ湖を望む露天風

れの地となっています。近年この競技かるたを題材

呂で旅の疲れを癒してみては。

にした漫画が大ヒットしアニメや映画に。そのロケ
地としても話題になっています。

母なるびわ湖のもとで紡がれた
大津の文化を五感で楽しむ
母なる湖として人々に崇拝されてきたびわ湖の恩恵を受けながら、
大津では人々の暮らしや歴史が紡がれてきました。
今なお脈々と受け継がれている過去の偉大な産物は、
あなたに多くを語りかけることでしょう。
湖国の文化体験という大津に生きた人々を知る旅に、
五感全てで飛び込もう。

「里山」という
日本人の原風景体験

時の流れを忘れる、
坂本の里坊

大津の有名和菓子店「叶匠寿庵」が運営する里山施

里坊は比叡山で修行を終えた僧侶に与えられた隠

設。古民家、梅林、遊歩道など、日本人の原風景と

居所。400年以上前の遺構の残る石積みの町、
「坂

もいえる景色が堪能できる上に、職人による和菓子

本」にはいまだ多くの里坊が残っています。約3,300

教室やお茶席など体験コンテンツも充実。もちろん

㎡にも及ぶ庭園を備えた旧竹林院は、観覧が可能

和菓子の販売店や和食のレストランもあり、和菓子

な数少ない里坊です。

素材を使ったパン屋も人気。

びわ湖が生んだ芸術都市、
過去と現代をつなぐ大津の工芸
千年の都である京都の伝統工芸を支えてきた大津の伝統工芸は、
見る目に今なお美しく、新しい。

伝統と新技法が織りなす、
蒔絵の新境地

鬼師の魂が宿る、
鬼瓦

色あせないユーモアが
魅力の大津絵

伝統を守るその手は、同時に、伝統を進化させてきました。

日本の代表的な工芸品である漆器を、京都オパール

1400年以上の歴史を持つ日本の鬼瓦は、厄除けな

軽妙にして豪快な筆法とユーモアあふれる図柄、一

単なる工芸の枠を越えて、芸術としても評価されはじめている

という素材で 装飾する新技法・彩 輝光は、
「Ken

ど様々な願いが込められた屋根材で、多くの日本建

枚一枚に寓意が込められている大津絵は、かつて日

Makie Studio」の主催者である大町憲治の創始考案。

築の屋根を飾っています。全国の著名な寺社仏閣の

本中を席巻したお土産でした。僧衣をまとった鬼、

漆器の歴史を塗り替えた、今を生きる伝統工芸が大

鬼瓦を製作している「美濃邉鬼瓦工房」の職人技は

藤の枝を持つ美人画などは、今なお多くの人々惹き

津にはあるのです。

必見です。

つけていて、近年ではフランスでも紹介され、好評

大津の工芸の舞台は、日本国内に留まらず、世界へと広がっています。
世界水準の匠の業をその目で確かめてみましょう。

を博しました。ポストカードや手ぬぐいなど様々な
グッズも販売されています。

木桶は、
革新的なアートファニチャーへ

世界に一つ、
あなただけのびわ湖真珠

古くから日本人の生活を支えてきた日用品、木桶

貝を育てるのに三年、真珠を巻くのに更に三年かか

が、今世界を魅了している。
「中川木工芸」では木桶

る淡水真珠は、まさにびわ湖の片身。自然が長い年

の製法でシャンパンクーラーを制作、その繊細で優

月をかけて育むことで、独特の美しさが生まれます。

美なフォルムと高い精神性が評価されてドンペリニ

無核真珠特有の歪な形も、世界に一つしかない自然

ヨンの公式クーラーに選ばれたことも。日本古来の

の賜物として見る人の目を楽しませてくれます。

技術の粋を体感しては？

手に汗握る観覧、
びわこ競艇場
公営ギャンブルのボートレースは、2002年から韓国
で開催されるようになるまで、長らく日本独自のも
のでした。数ある競艇場の中でも屈指の景観を誇る
びわこ競艇場で、湖面を飛ぶように走り抜けるボー
トに想いを託してみるのも一興。

アクティブに過ごす、
マリンリゾート

粋な空間を楽しむ、
町家でのステイ

「カーメルビーチクラブ」はトーイング、ウェイクボー

日本伝統建築物の町家を改装した、築150年のゲス

ド、フライボードなど多様なマリンスポーツやバーベ

トハウス「B&B粋世」。風情あふれる粋な空間を楽

キューが楽しめるリゾート施設。日本におけるウェイク

しめるほか、リビングなどコミュニティスペースでの

ボード発祥の地としてプロライダーの間では非常に有

一期一会も魅力。周辺の街並み散策も楽しみたい。

名です。初心者から上級者までみんなで楽しめます。

その魅力は語り尽くせない、
探して、遊んで、エンドレス大津
大津にはまだまだ語りつくせない魅力がいっぱい。
ここにしかない景色、
ここにしかない体験を探す大津の旅に終わりはありません。
もう１度、もう１度と、何度も訪れたくなる大津で、
次にあなたが発見する魅力は一体どんなものでしょう。
道の先には、あなただけの大津が広がっています。

おいしいイチゴが食べ放題

湖上の絶景を味わうクルーズ

湖と山脈の狭間にあるこの農園には、春になると

大津に来たら遊覧船で湖上散歩に出かけよう。古き

真っ赤ないちごがたわわに実ります。ハウス栽培に

よきアメリカの外輪船がモチーフの「ミシガン」では

はない開放感抜群の農園で、甘い香りの風を感じな

ランチやディナーが、明治初期に実際に活躍してい

がら、いちご狩りを体験しましょう。

た外輪汽船を復刻した「一番丸」ではびわ湖から唯
一流れ出る瀬田川でのリバークルーズがそれぞれ楽
しめます。

