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サイクルスポット紹介

［ご利用時間］

8：30～17：15

［ご利用料金］

普通自転車：200円／日
電動アシスト自転車：300円／日

［貸出場所］

守山市駅前総合案内所

守山市観光物産協会
ホームページ

取り扱い台数（守山駅前総合案内所）

守山市観光物産協会
Instagram

お問い合わせ・お申し込みはこちらから

■電動アシスト付き自転車（子供乗せ可）…１台
■電動アシスト付き自転車…５台
■普通自転車（シティサイクル）…３台 

守山
市観光

レンタサイクルのご案内Bicy c l e

自転車で
コでかけ
マップLet's go to lunc

h!

 ランチへ行こう!!

今日のお昼は何食べる？ 
自転車に乗って出かけよう！

守山駅西口 ～ 守山市立図書館

もりやま駅前エリア

木をふんだんに使った建

物はまさに「本の森」。

カフェもあり、気軽に利用

できます。

比叡山の東門として建立

したのが始まりといわれる

天台宗の寺。赤い提灯が

シンボルです。

元内閣総理大臣 宇野宗佑

氏が生まれ育った家を改装し

守山宿の発信拠点としてイ

ベントやギャラリーなどに活

用。カフェ、レストランも併設。

ホタルが住む公園。小さな

お子様向けの遊具や広場

があります。

守山市守山4丁目15-18
DATA

咲蔵

cafe de Boku

DATA
077-583-5108
ランチ11:30～15:00
（ラストオーダー14:00）
火曜日

人気カフェの２号店。
身体に優しいメニュー
とスイーツが評判！

近江牛を使った絶品
の創作料理。

DATA
077-596-3774
11:00～17:30
木曜日、うの家定休日

077-583-1639
守山市守山5丁目3-17
火～金・日曜日：10:00～19:00 土曜日：10:00～20:00
月曜日（祝日は開館）、
祝日の翌日（その日が土・日の場合は開館して直後の平日を休館）、
年末年始（12月29日～１月４日）、
資料整理日（原則第一金曜日）、特別整理期間

DATA

守山ふれあい公園D

守山市立図書館E

DATA

東門院B

参拝時間／9:00～16:00077-582-2193
守山市守山2丁目2-46

DATA

中山道守山宿
町家うの家（咲蔵・cafe de Boku）

A

077-583-2366
守山市守山1丁目10-2

9：00～17：00
第1・第3火曜日

イギリスの田園風景をイ

メージした「守山玻璃絵

館」。大人気のペーストリー

ブッフェが楽しめるのはここ

だけ！

077-598-5555
守山市吉身3丁目19-15

DATA
9:00～19:00
年中無休（1月1日を除く）

たねやクラブハリエ
守山玻璃絵館

C

駅から自転車で約3分

駅から自転車で約4分

駅から自転車で約8分

駅から自転車で約7分

駅から自転車で約5分



銀座通り商店街

語らい学び舎通り

すこやか通り

新中山道

くすのき通り

琵琶湖大橋取付道路

中山道ほたる通り商店街

●チカ守山
●

西友守山店

平和堂守山店

守山小学校

吉身小学校

守山市役所

守山高校

東門院

守山市立図書館

守山ふれあい公園

たねやクラブハリエ
守山瑠璃絵館

中山道守山宿
町家うの家

あまが池プラザ

●

●

●

●

済生会守山市民病院

守山高校北

守山郵便局前

元町
泉町

吉見西

守山銀座西

守山小学校東

JR守山駅

守山商工会議所

駅前総合案内所

in Moriyama
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ランチスポット紹介

Lunch   Spot

2 MADANIS
予算1000～1999
077-583-3006
守山市勝部1-13-1
あまが池プラザ1F
ランチ11:00～14:30
火曜日

6 かたたや

予算1000～1999
077-514-1778
守山市守山2丁目2-55
11:00～17:00
月曜日

7 魔法のパスタ

予算1000～1999
077-584-5313
守山市守山2-16-38
ランチ11:00～15:00
無休、土日祝は夜まで通し営業

9 中華上上

予算1000～1999
077-583-1123
守山市守山6-12-13
ランチ11:00～14:00
火曜日

1 麦笑ぼうし
予算～999
077-576-3104
守山市勝部1-15-23
シャリエ守山勝部1F
［火・水・金］8:30～18:30
［土・祝］8:30～17:00
月、木、日曜日

魚和3

予算1500～3500
077-582-2242
守山市守山1丁目14-11
ランチ11：30～14：00
不定休

8 プティ・ルッソ
予算1800～2999
077-596-3808
守山市守山4-13-35-2
ランチ11:30～14:00
（ラストオーダー13:00）
月・木曜日

4 うどん 宮川
予算1000～1500
080-3787-0141
守山市守山1-5-10
ポレスター守山銀座1F
11:30～
第2・第４月曜日

5 Turu no Omotenashi
予算1000～1999
050-5456-9118
守山市守山1-5-10
守山銀座 105
ランチ［月～木］12:00～14:00
　　　［金・土］12:00～14:00
日曜日 第1・3月曜日

10 オリーブキッチン

予算1500～1999
077-582-7345
守山市金森町635-1
ランチ11:00～15:00
年中無休（12/31、1/1除く）

駅から自転車で約2分

駅から自転車で約2分

駅から自転車で約3分

駅から自転車で約3分

駅から自転車で約3分

駅から自転車で約3分

駅から自転車で約5分

駅から自転車で約6分

駅から自転車で約6分

駅から自転車で約7分

無添加にこだわった麦笑食パンは
耳まで柔らか。地元野菜を使った
サンドイッチも人気！

オシャレな店内で味わうパエリア
は絶品！パスタやピザも人気。

主菜が選べる季節のランチの他、
御膳や会席も。

こだわり抜いた自家製麺とダシで
作り出される至極の1杯。

おすすめは4種類のおかずから
選べるランチプレート！

築190年の古民家で味わう打ちた
て、茹でたての絶品十割そば。

滋賀で新感覚石焼生パスタが食
べられるのは魔法のパスタだけ！

リーズナブルな価格で本格的な
イタリアン、フレンチが楽しめる。

赤い外壁が目印の町の中華屋
さん。担々麺がおすすめ！

パスタ、ピザを選ぶとビュッフェ形
式で楽しめる前菜・フリードリンクも
ついてくる！


