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あなたの南草津ライフをちょっぴり応 援！！

家族や夫婦、友だちと

一緒に楽しめる、草津市内のお出かけ

スポットをご紹介します！ 

JR「草津駅」から

バスで約25分
「琵琶湖博物館」または
「みずの森」下車すぐ 

見事
な

古藤！

注目はなんと言っても、境内に広がる藤棚。穂が地面に擦るほど
長くなることから「砂ずりの藤」と呼ばれ、見事な古藤を満喫しに
大勢の見物客が訪れます。イベント開催時は夜間ライトアップが
あり、幻想的な空間に一変した藤棚も一見の価値あり！ 

江戸時代に宿場町として栄えた草津。交流館
では、旅衣装を着たり駕籠に乗ったり江戸時
代へタイムスリップしたかのように当時の旅を
体感できます！ゴールデンウィークには施設
周辺で「宿場まつり」が開催され、かつての宿
場町としての賑わいがよみがえります。 

会い
に

きてよ
♪

琵琶湖の歴史や、湖周辺の自然や生き物、人 の々暮らしを学
べる総合博物館です。日本最大級の淡水魚展示のほか、見
て、触れて、体験できるコーナーも充実！子どもから大人ま
で楽しめる博物館は、家族でお出かけがオススメ！ 

ゴールデンウィークに
行きたい

注目スポット！ in 草津

季節のミニ鉢花プレゼント！

烏丸半島周
辺

草津市域最
北の半島で

 

琵琶湖の歴
史や自然を

満喫♪ 草津市域最
北の半島で

 

琵琶湖の歴
史や自然を

満喫♪ 

「植物と人、水と人のふれあい」がテーマ
の園内には、2,000種類以上の植物が
集結。年間を通じて、四季折々の草花を
堪能できます。琵琶湖や比叡・比良山地
も一望でき、自然に囲まれながらゆった
りとした時間を過ごしてはいかが？ 

ＪＲ「草津駅」から

徒歩約15分

宿場
まつり

で

盛り上
がろう

！

草津宿街道
交流館

宿場町とし
てにぎわっ

た草津で 

江戸時代の
旅を体験！

 宿場町とし
てにぎわっ

た草津で 

江戸時代の
旅を体験！

 

JR「草津駅」から

バスで約10分
「北大萱」下車

徒歩約10分 

三大神社

樹齢400年
の

「砂ずりの
藤」は見応

えアリ！ 

見頃の時期
にはイベン

トも開催。
 樹齢400年

の

「砂ずりの
藤」は見応
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見頃の時期
にはイベン

トも開催。
 

琵琶湖
博物館

水生植物公園

みずの森

4月15日（日）限定、先着100名様に！
JR南草津駅直結のショッピングセンター「フェリエ
南草津」では毎週日曜日に「ちょっと嬉しい」
「ちょっとお得」をテーマとしたお楽しみイベントが
開催されています。4月15日は館内のお店で税込
1,000円以上のお買い物やお食事をすることで、
春のミニ鉢花がもらえるそう。詳しい内容やその他
のイベントはHPでチェックしよう！（http://ferit.jp）

待望のレディースショップがオープン！

みなくさ

HOT
NEWS

NEWS

1
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写真提供：（公社）びわこビジターズビューロー
　　　　　 水生植物公園みずの森・草津宿街道交流館

4月1日、南草津駅直結のショッピングセンター「フェリ
エ」の1Fにハニーズがオープンしました。改装中は圧迫
感のあった館内が一気に明るく華やかに!ヤングカ
ジュアルを中心に、すべての大人の女性が楽しめるバ
ラエティに富んだ商品ラインナップ。新作商品も続 入々
荷中とのことなので、さっそくチェックしに行ってみよう!

定番アイテムやトレンドアイテムを
リーズナブルな価格で揃えよう!



キ
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〈4月30日まで〉

●商品には限りがございます。●掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。

1F ミルキーウェイ［バラエティショップ］ TEL:077-565-8265

春物かばん入荷しています♩手提げトートBagから大人気
合皮Bagまでお手軽価格で多数ご用意しています!!
880円～（税別）

1F パワードラッグ　ワンズ［ドラッグ］

改装のため臨時休業いたします。当店は
ココカラファイン フェリエ南草津店として
リニューアルオープンさせていただきます。
最終営業日：4月15日（日）　オープン予定：5月下旬
新しくなる店舗を乞うご期待くださいませ！

1F JTB 関西トラベル［旅行代理店］ TEL:077-561-3415

1F 珈琲館 南草津店［喫茶店］ TEL:077-561-1800

3F チケットライフ　南草津店［金券ショップ］ TEL:077-566-10103F 便利屋［DPE･合鍵･ハンコ・印刷］ TEL:077-569-3150

1F ケンタッキーフライドチキン［ファーストフード］     0120-73-2141

ATM （滋賀銀行/ゆうちょ銀行） ショッピングゾーン1F～4F 5F1F

6F ビバスポーツアカデミー

南草津図書館 市民交流プラザ

フェリエ南草津 
〒525-0059 滋賀県草津市野路1-15-5

http://ferit.jp/

南草津駅 自転車・自動車駐車場のご案内 フェリエご利用のお客様に限り、お買い上げ金額に関わらず

2時間無料 1日無料1～3階店舗・5階南草津図書館 お時間を気にする事なく

4階店舗・5階市民交流プラザ
6階ビバスポーツアカデミー 4時間無料

※各店窓口へ券をご提示下さい。（定期券ではサービスを受けられません）
※駐車場無料サービスは、「2時間無料」
　又は「4時間無料」どちらか1回限りご利用頂けます。

下記の施設をご利用のお客様

オトクな情報配信中！

LINEアプリの｢その他｣→
｢友だち追加｣から、｢ID検索｣
or｢QR読取｣で当店を追加！

ここのカドを曲がって
頂くとあとは一本道!!

JR南草津
● ドラッグユタカ

● ビッグボーイ ●
CoCo壱番屋

● 西友

● 焼肉市場

● 極楽湯

南草津駅口

野路町
野路南

情熱 ●
ホルモン　

● 駅前ロータリー

POINT!!

P フェリエ
南草津

車でお越しの場合 自転車・バイクでお越しの場合 検 索@ezq4926q
フェリット

友だち追加してね！！

Shop
これからの季節に役立つ
アイテムをピックアップ！

Service
毎日の暮らしをフェリエが
ちょっぴりお手伝い♪

Gourmet
フェリエがおすすめする

旬なメニューはいかがですか？

4F サロン・ドゥ・カトー［おしゃれなステッキ専門店］ TEL:077-561-2557

4F Raffine(ラフィネ)［リラクセーションスペース］ TEL:077-562-3101

手の平反射区を刺激し、
血の巡りを良くした後に
肩・首・頭を和らげます
ハンド
リフレクソロジー
40分 4,320円（税込）

サイズ調整無料!! 先ゴム取替え100円!!

細くなった手元下のイージーネックは手の小さい方
や握力が弱い方にも握りやすくなっています。
柄は高級感有る
リバティーファブ
リックなど。

3F ひより［和カフェ＆自家製生パスタ］TEL:077-566-3460

彩り春野菜のジェノベーゼ　1,150円（税込）
春の限定パスタ登場中！具だくさんの春野菜を
さわやかなバジルソースに絡めました。

3F かつ屋［手打ちとんかつ］TEL:077-563-2698

和風ねぎおろしロースかつ膳　1,058円（税込）
そばつゆとさっぱりしたおろしでお召し上がり下さい。

3F 白木屋［居楽屋］TEL:077-567-8588 3F まんまる亭［お好み焼・鉄板焼き・焼きそば］ TEL:077-566-4451

3F

風風
ラーメン
［ラーメン］
TEL:
077-566-4470

JR南草津駅に直結で便利なショッピングセンター「フェリエ南草津」JR南草津駅に直結で便利なショッピングセンター「フェリエ南草津」

［ 専門店街 ］ AM10:00～PM 8:30 ※一部PM8:00までの店舗もございます。
［ 飲食店街 ］ AM11:00～PM11:00 ※但し、一部店舗により異なります。

広
告

2F アバンティブックセンター南草津店［書籍］ TEL:077-561-0155 2F ＣＯＬＯＲ ＢＯＸ［振袖専門館］ TEL:077-566-6021 2F mont-bell［アウトドア］ TEL:077-566-6385 3F キャン★ドゥ［100円ショップ］ TEL:077-566-6270

2F パソコン市民講座［パソコン教室］ TEL:077-599-3190 4F ＥＣＣ南草津校［総合教育機関］ TEL:077-561-1440 4F セラピ［占い］ TEL:077-567-0330

ノート5冊パック
各種（コクヨ 
キャンパスノート他）
428円～
598円（税別）

キャンパスライフの必需品をお値打ち価格でご用意!
数量限定のものもございます。この機会をお見逃しなく！

振袖セットレンタル　
105,840円（税込）～
振袖セット購入　
170,640円（税込）～
袴セットレンタル　
16,200円（税込）～

成人式で他の子とかぶらない！
ファッション誌掲載振袖総代理店。

着付けも写真もおまかせ！

軽量でコンパクトに収納できるチェアなら
L．W.トレールチェア26　　2,000円（税別）
軽い（290g）のに頑丈（耐荷重約100Kg）。
さらにバックパックのサイドポケットに収まります。

ルックJTB夏旅の定番　ワイファミ
ハワイ・グアム・アジア・オーストラリア
発売中！全コース子どもは大人代金の半額
幼児は100円で参加OK！ご予約お待ちしております

吸水性、
速乾性に優れた
クールマックスを
使用！

スマートフォン・タブレットも学べるパソコン教室

先着30名様　最大受講料が6,000円もお得！
まずは無料体験会へお越しください。
〈キャンペーン期間：2018年4月21日（土）まで〉

英語を話せる自分になってみませんか？

1人で悩まないでください。解決のお手伝いします。ご希望の
日時は予約が確実です。下記までお電話ください。

毎月28日はにわとりの日！
通常価格より380円もお得！
とりの日パック　1,000円（税込）コーヒー　420円（税込）

イージネック
イージーフィット
9,800円（税別）～

使える英語の最短ルート「ENVISION」
4月からいよいよスタート!!第二外国語クラスもあります。
（中、韓、仏、独、伊、西）お問い合わせください。

振袖専門館 カラーボックス

国内産鯖を使用した料理長こだわりの
「さばの味噌煮定食」出し巻き付 900円（税込）

安心料金、お一人30分 3,000円～（税別）

本格コーヒーで至福のひとときを!
ご注文の度に一杯ずつ心を込めて抽出しております!

1F クーズコンセルボ［イートインベーカリー］TEL:077-565-81801F café alegre［カフェレストラン］ TEL:077-566-0760

創作ランチ　　　  ◎
手作りスウィーツ　◎

淡路島カレー　◎
全席禁煙　　　◎

みなくさ駅前唯一のお洒落カフェ

男性 2,500円、女性 2.300円、
小学生 1,000円、小学生未満3歳以上 100円

ちょっとひと息、静かにソフトクラシックを
聴きながらお抹茶を！
自然食にこだわった
本日の和菓子とお抹茶　680円（税込）

キャンドゥ
オリジナル　
アームカバー
108円（税込）

1F toco toco［くつ下のお店］ TEL:077-516-1532

〈SABRINA）ドライ＆伝線しにくいパンスト
3足組　980円（税別）

つま先ヌードで
サンダルにも最適！UV対策もされています。

合鍵・ハンコが必要ですか？

1F 保険サロン Ｐlan・For・You［総合保険代理店］     0120-3793-63

おかげさまで8周年。
保険の最上級資格
「トータルライフコン
サルタントファイナンシャルプランナーAFP」
を持つ専門家が無料相談をします！
さらに先着30名様には粗品進呈！

生命保険のムダ・
ムラを無料診断！

証券診断無料 見積り無料
http://www.planforyou.org/

あなたのお困りごとをいますぐ解決。
合鍵・ハンコを作るなら安くて早い便利屋まで。

みなくさ無料サロン

春の
スタート応援
キャンペーン

定食が新しく
なりました！

とりの日
限定！

汗ばむ季節に
お勧めの商品

バラエティショップ

食べ放題だけならこの価格!

食べ飲み放題（2時間制）
男性 3,200円（税別）
女性 3,000円（税別）
小学生 1,200円（税別）
小学生未満3歳以上 100円（税別）

お好きなものを好きなだけ!

いわしの梅煮定食 他10種以上の定食をご用意しております！

本件1枚で4名様まで、ご利用いただけます

まんまる停にて650円以上ご注文の方
ソフトドリンク無料券

有効期限：平成30年5月末日

COUPON

この1年イベントを
色々と企画しております
変わらぬご支援を
賜りますようお願い申し上げます

チケットライフは
おかげさまで
20周年を迎える
運びとなりました


