
位 鶏足寺（旧飯福寺）
長浜市木之本町
見頃

月中旬～ 月下旬
紅葉シーズンの土日祝は北近
江リゾートの駐車場から無料の
シャトルバスがでています

位 マキノ高原 メタセコイア並木

高島市マキノ町
見頃

月下旬～ 月上旬
2.4ｋｍにわたってメタセコ
イア約500本が色づきます

位 臨済宗永源寺派大本山

東近江市永源寺高野町41 

見頃

月中旬～ 月上旬
ライトアップ

～

快適生活

位 百済寺（湖東三山）

東近江市百済寺町323

見頃

月中旬～ 月上旬

滋賀県と福井県をつなぐ標高820メートルほどの林道に位置する
おにゅう峠。
例年10月から12月ごろの早朝には雄大な雲海があらわれ、紅葉と
あいまって、美しい風景が楽しめます。
しかし、道幅が狭く日の出までは周辺は真っ暗になるので運転には
注意が必要！！

場所

高島市朽木小入谷

おにゅう峠

位 清瀧寺徳源院

米原市清滝288

見頃

月中旬～ 月上旬

位 びわ湖バレイ

大津市木戸
見頃

月中旬～ 月中旬
ロープウェイから美しい紅葉
がられます

位 比叡山延暦寺

大津市坂本本町4420

見頃

月上旬～ 月下旬
約2000本を超えるモミジが紅
色に紅葉

9位 日吉大社

大津市坂本5-1-1

見頃

月中旬～ 月上旬

日吉大社もみじ祭

11/1～11/30

7位 三井寺（園城寺）
大津市園城寺町

246三井寺

見頃

月中旬～ 月下旬
参道沿いの紅葉のトン

ネルは圧巻の美しさ

8位 名勝玄宮園

彦根市金亀町3-40 

見頃

月中旬～ 月上旬
ライトアップ

～



【回転ずしのちょい足しアレンジ】

エビアボガド×甘ダレ
甘だれはたっぷりと

エビマヨ×甘だれ
いなり×豆乳アイス
いなりを裏返してアイスを入れます
甘じょっぱい和風スイーツです！！こってり上品な寿司に変身

胡麻香る担々麺×
旨だれ牛カルビ

麺を食べ終わった後に旨だ
れ牛カルビの寿司を入れる
とカルビクッパのようになる

ハマチ×粉末緑茶×塩
ハマチに「粉末緑茶」茶さじ1杯と
塩をパラパラとかけ”抹茶塩に

豆乳アイス×甘だれ
みたらし団子味！！
わらび餅のきな粉や粉末緑茶
をかけてもおいしいです

茶碗蒸し×ポン酢

みそ汁×寿司
みそ汁を使いネタをしゃぶ
しゃぶする

うどん×軍艦なっとう
うどんを食べた後に軍艦なっとうを
入れて食べる・・・・

シーフードサラダ×七味

お酒が好きな人には七味がアク
セントとなり最高のおつまみが完成

【秋のイベント】

世界遺産登録25周年記念
二条城まつり2019

10/11～12/8
プロジェクションマッピングや，
近づくと映像や光が反応する
インタラクティブを体験できます

餃子フェス ＫＹＯＴＯ
10/30～11/4 （平安神宮前岡崎公園）

10：00～20：00

奈良フードフェスティバルC’festa2019
10/26～11/4（奈良公園登大路園）

10：00〜17：00

京都パンフェスティバルin上賀茂神社
11/9・10（上賀茂神社）

10：00～15：00
有名ホテルや人気ベー
カリーなどが多数出店

京都アメリカンフードフェス2019
11/16・17日（京都市国際交流会館）

10:00～17:00
アメリカのカジュアルな料理
が楽しめて充実のアメリカ
ン雑貨も集結！

馬上武芸奉納祭
11/30（近江八幡市加茂町 賀茂神社）

10：00～16：00
在来の和種“木曽馬”が
やってきて和式馬術が
行われる

Pet博2019 大阪
11/2日～4日（インテックス大阪）

10:00〜17:00

ペットも一緒に入場でき、さまざまな
ペット関連グッズの展示・販売コー
ナーや様々なイベントが開催

甲良町せせらぎフェスタ2019
11/9 甲良町道の駅

10：00～15：30

近江鉄道ワイン電車2019
11/21〜12/15
毎週金曜日～日曜日に運行します。
6種のワイン飲み放題と千成亭特製
オードブルが楽しめます



今回の消費増税では、国民の生活を圧迫しないよう、一部商品の税率が8％に据え
置かれることになりました。
しかし現実には何が8％で何が10％なのか線引きが難しい！

わかりにくい軽減税率の対象品目（商品）一覧

軽減税率の対象品目は基本的に飲食料品、新聞の2種類だけです。

軽減税率の対象品目には、「酒類」「外食」「医薬品」「ケータリング・
出張料理等」を除く飲料食品、定期購読の契約をした週2回以上発
行される新聞とすることが盛りこまれています。

外食の定義は
場所（その場で飲食させるための設備を設置した場所）
態様に着目して定義（食事の提供（ケータリング・出張料理も含む））
となります。

ペットボトルの水 8％
水道水 10％

みりん風調味料 8％
みりん 10％

カラオケの飲食 10％
映画館の飲食 8％

オロナミンＣ 8％ （炭酸飲料）
リポビタンＤ 10％（医薬部外品）

ノンアルコールビール
消費税率 8％
レストランなどで飲めば 10％

料理とアルコールのセッのテイクアウト
料理 8％
アルコール 10％

果物狩り
果樹園の入園料 10％
果物の持ち帰りが

入園料と別の場合 8％

家庭に届けられる新聞 8％
駅の売店の新聞 10％

ポイント還元除外品目
換金性の高い品目についてはポイント還元を除外
★商品券・切手・印紙・プリペイドカード・投信・株式・債券・外国為替
★車・住宅・・・・・・別途支援あり

カタログギフト 10％

送料
送る荷物が飲食料品でかつそれが送料込みの場合
送料も含めた価格が軽減税率の対象

送る荷物が飲食料品で料金に送料が含まれてい別
途送料の場合には送料のみ軽減税率の対象外
飲食料品にかかる消費税率(8％)
送料にかかる消費税率(10％)

列車内の移動販売 8％
列車内の食堂 10％

学校給食と老人ホーム給食は軽減税率8％です。
学校給食は金額の制限はありませんが、老人ホームの食事では「1食・税抜640円
以下、1日の累計税抜1,920円以下」のときのみ、軽減税率8％が適用されます。



今、日本でも広がりつつあるキャッシュレス。
自分好みの方法を選んで便利にお得に始めてみましょう！
一口に「キャッシュレス」といっても様々な種類があります。

キャッシュレス決済がどんどん推し進められている中で乱立しているPayシリーズ…。
数多くのPayサービスが展開されていますがどのpayが自分にむいているのでしょうか？

最も利用されている
QRコード決済

1位 Pay Pay
2位 LINE Pay
3位 楽天Pay
4位 d払い
5位 au Pay
6位 メルペイ
7位 Origami Pay
8位 Amazonn Pay

コード決済（Pay）

PayPay
・還元事業の対象店舗で決済さらに2%か5%のPayPay
ボーナスが還元される
・PayPayチャンス25回に1回の確率で最大100円相当、

100回に1回の確率で最大1000円相当のボーナスが

還元される
・まちかどペイペイ(キャンペーン）10/1～11/30
キャッシュレスポイント還元対象店舗で最大10％還元

LINE Pay
・マイカラーの還元率に加えて、還元事業の2%か5%が追加で還元される
・最大10万円の補償サポート

楽天ペイ
・ポイントの多重取りが出来る
・楽天カードを持っている方はお得に使える
・全加盟店で最大5％還元キャンペーンを実施 10/1～12/2

メルペイ

常設のポイント還元システムがありません。そのため、
10月以降は、還元事業による2%か5%のポイント還元
のみがおこなわれます。

d払い
固有の0.5%還元、オンライン支払いでは1%還元に加えて、還元事業の対
象店舗では2%か5%が追加で還元される

電子マネー

日常的に広く使える「交通系電子マネー」

駅の売店やコンビニ、自販機などでも使用可能な場
所が多く、日常的に使いやすい電子マネーです。

買物に便利でポイントも貯まる「流通系電子マネー」

流通系の会社がスーパーやコンビニ、あるいは通販
での利用を前提に発行する電子マネーです。
WAONやnanaco、楽天Edyなどがあります

私は電車に乗ることがあるので交通系電子マネー
のsuicaを使っていますが買い物をした時に携帯で簡
単に支払いをすることが出来るのでとても便利です。
携帯で現金のチャージも直ぐに出来ます。
使える店舗が多いPayも使おうかと思案中です。

キャッシュレス決済
主要な電子マネー
【交通系】
Suica（スイカ）
PASMO（パスモ）

【流通系】
WAON（ワオン）
nanaco（ナナコ）
楽天Edy（ラクテンエディ）

【クレジットカード系】
iD（アイディ）
QUICPay（クイックペイ）


