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あなたに「あんしん」をお届けします。

いつでもご相談受付中です!

お金や将来への不安が尽きないママパパたちのお悩み
を解決する勉強会です。いろいろなお金の不安を安心
に変えてみませんか？大切なお子さまと家族のために
将来を考えるきっかけが必要です。この機会にお気軽
にご参加ください。

ECOMOLE
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さらなるあんしんをお届けするために
新地区制度スタート！

【発行元】株式会社 エコ損保／〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町290
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【新生エコ損保】新入社員紹介
笑顔あふれるエコ損保のニューフェイスを紹介します。

エコ損保の
カフェセミナー

エコ損保なら
あなたにぴったりの
保険をお探しします！

スタッフ自身の
体験談などを交えて
ご相談にのります！

わたしたちがお待ちしております。

※新型コロナウイルス感染症対策を行っております

快適な生活をサポート！
適正で安心な保険をご提案いたします。

お電話（TEL.0748-32-6767）もしくは上記QRまで。ご予約・お問合せ
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学資保険などの
アドバイスいたします！
吉川  卓実
6歳女の子、2歳女の子のパパ

子育ての大変さ
分かります！
山口 里美

18歳女の子、14歳男の子のママ

エコ損保では

WEBセミナーも
受付中！

TAKE
FREE
￥0

「保険」のこと「お金」のこと
楽しく学んでみませんか？

2022

健康状態に不安が…
保険に入れるかしら？

保険のこと、色々調べても
わからないことだらけ…
有名な会社だったら大丈夫でしょ？
自分や家族に合った保険選びの
アドバイスがほしい…
ずっと前に加入した保険、
見直し必要かな…

こんなことで
お困りではないですか？



皆さまのご来店を
お待ちしています！

お店に来てい
ただくと

さらにプレゼン
トが！

ご来店いただいた
お客さまにオリジナル
エコバッグ、ティッシュ
コーヒーなどを
プレゼントいたします！！

ご相談や
見積もり
だけでも
OK！

ドライブ
エージェント
パーソナル編えこそんぽ劇場

お客様の運転状況をもとに
リアルタイムに注意喚起

お客様専用の
「安全運転診断レポート」を
更新時にご提供

危険地点接近警告

運転中の天候・時間帯、走行
速度や過去の運転特性など
を加味したお客様の運転状
況をもとに、危険地点を予測
し、リアルタイムに注意喚起
を行います。

危険地点接近警告

片寄り走行警告・
前方車両接近警告

車線逸脱等の片寄り走行
前方車両の接近
急アクセル・急ハンドル・
急ブレーキ

お客様の運転が客観的に
わかる！全国平均、同年代
平均などの評価と比較する
お客様の運転技術がわか
る！ どんな場面で急操作を
行っているかがわかる
お客様の運転の変化や特
徴がわかる！ 危険な運転を
している曜日・時間帯

ドライブエージェント パーソナル（DAP）

〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町290

TEL.0748-32-6767  FAX.0748-32-0308

詳しい情報は、株式会社エコ損保にお任せください。
お気軽にご相談ください！ ＜無料ご相談受付中＞

概要を説明する簡単な動画が
見られます！（約3分30秒）

このレコーダー

他にもうれしい

ポイントが！！

その1

事故防止支援サービス

その2

安全運転診断サービス

１ 2

キッズスペースもございマス！

キッズスペースの
お子様の様子が
分かります！



NEWエコ損保ニューフェイス紹介
新たに加わった、エコ損保の新入社員を紹介いたします！

Q1 あなたの趣味は？
食べること好き！ 運動好き！ 寝ること好き！ 音楽好き！ な田舎っ子
です。

Q2入社のきっかけは？
会社説明会のときに感じたアットホームな職場の雰囲気に惹か
れ、こんな職場で働きたいと感じました。また、保険という安心を
お届けすることでお客様に寄り添える仕事に好感を持ち、挑戦し
てみようと思いました。

Q3どんな存在になりたい？
保険のことはもちろん日常生活のご相談などをしていただける
ような、お客様にとって身近な存在になりたいです。そのために、
お客様といろいろなお話を通して信頼関係を築けるように努力
します。

Q4お客様にメッセージをどうぞ！
保険についてはまだまだ勉強中でありますが、知識やスキルを
しっかり身につけてお客様ひとりひとりに寄り添えるような保険
人を目指して日々頑張りますのでよろしくお願いいたします。

山﨑 亜美

Q1 あなたの趣味は？
「五等分の花嫁」というアニメです、尊い気持ちになれます。人生
の一部です。

Q2入社のきっかけは？
エコ損保とは色々ご縁がありまして、入社致しました。初めてエコ
損保を知った時から、人の繋がりを大切にしている会社と感じ、入
社できて良かったと心から感じております。温かく私を迎え入れて
いただけた事に本当に感謝です。

Q3どんな存在になりたい？
安心とありがとう、そして笑顔をお届けする、そんな保険募集人を
目指したく考えています。1人1人に合った安心をお届けするのは
もちろんのこと、感謝の心を常に忘れず、笑顔を届け、ありがとう
の輪を作る存在になりたいです。

Q4お客様にメッセージをどうぞ！
いつも本当にありがとうございます！ 皆様に安心と幸せをお届け
する事が、私達の使命であり、行動の糧となります！ 笑顔と全力で
皆様に安心をお届けします！ まだまだ発展途上ではありますが、何
卒よろしくお願い致します！！

西久保 侑哉

若いうちに入ったほうがいい
保険は何かありますか？

加入している保険の内容が
分からなくなった時は
どうすれば良いですか？

Q2

Q3

コロナで使える保険は
ありますか？Q1
他にもお支払いできる保険がございます。
是非お気軽にご相談ください！

医療保険でお支払いできます！

万一の際の死亡保障にもなり、教育資金や葬式代等に
も備えておける、運用型終身保険など取り揃えており
ます！ ご興味のある方は是非ご相談ください！

色々な保険、取り揃えております！

そんな時は弊社の「ご加入一覧」サービスをご利用いただ
ければ、一目でご加入内容を把握できます。また万一の際
は弊社にご連絡いただければ対応方法や連絡先をお知ら
せさせていただくことができますので大変便利です！ どなた
でも簡単にご利用いただけるので、是非ご利用ください！！

弊社の「ご加入一覧」サービスを
ご利用ください！

お困りの際は、
どんなことでも
お気軽に

ご相談ください！
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湖東地区

甲賀地区

甲賀地区長甲賀地区長

湖東地区
彦根・東近江・犬上郡
愛知郡・蒲生郡
米原・長浜

湖南地区
大津・草津・守山
栗東・野洲

湖南地区
甲賀地区
湖南・甲賀
竜王・近江八幡

私たちがお住まいの地域を
サポートいたします。
どんなお悩みもお気軽に
ご相談ください。

私たちがお住まいの地域を
サポートいたします。
どんなお悩みもお気軽に
ご相談ください。

地域の皆様にあんしんをお届けします

山﨑 亜美
いつもありがとうございます。
みなさまに安心をお届けでき
るよう、一生懸命頑張ります！

昨年秋から湖東・湖北地区を新しいメンバーで担当しておりま
す。まだまだ不慣れなことも多くお客様にご迷惑をお掛け致し
ますが、メンバー全員がお客様に「安心」をお届けし、将来の
様々な不安を一つでも払拭していただけるよう精一杯努めま
す。生活の中での困り事も気軽に相談いただけるような存在を
目指し、一つでも解決できる糸口のような存在になれるよう努
めさせていただきます。

彦根・長浜エリアをメインに営業
させていただいております。
よろしくお願いします。

意気込み

お客様にわかりやすい説明と
納得できる保険のご提案に

努めます！

地域の皆様へ一言

お客様からのご相談事に
誠心誠意対応して参ります。

エコ損保のお客様に
愛される担当者になります！

「困ったなあ、不安だなあ、どうしよう」と思われた時に、廣田の
顔が浮かぶような存在を目指したく思います。何なりと気軽に
申し付け下さいませ。

増井 健児

意気込み

湖東地区・担当スタッフ KOTO AREA STAFF

湖東地区長湖東地区長
廣田  雅樹
趣味　家族との外食

趣味　ドライブ・秘湯巡り・
グルメ探求

(ラーメン・とんかつ専攻)

地域の皆様へ

意気込み

湖東地区担当

地域の皆様へ一言

笑顔でお迎えいたします。

お客様のお困り事解決に尽
力させていただきます。

意気込み

山本 真里子
趣味　サウナ・映画鑑賞

湖東地区担当
山口 里美

趣味　ビーチボールバレー

湖東地区担当

池田 佳織
日常生活でふと感じる不安を
気軽に相談できる場所となる
ことで、皆様にあんしんをお届
けしていきます。

佐々木 和彦
この地域の皆様の相談窓口
になれるようエコ損保社員一
同日々精進してまいります。
よろしくお願い致します。

井上 静子
お客様をお守りするために
日々みんなで力を合わせ頑
張っています。素敵な仲間に
出会ってみませんか。

地域の皆様へ一言

代表取締役 取締役

経理 新入社員

湖南地区長湖南地区長

パーソナル

 廣田  雅樹

湖東地区長湖東地区長
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GELATERIA
Azzurro （アズーロ）

GELATERIA Azzurro

代表取締役
青池 貴司さん

住所：滋賀県彦根市銀座町４-２７
       （銀座商店街）
TEL：0749-23-7665
営業時間：11：00~19：00
定休日：水曜日

shop data.0
1

ジェラートのカロリー
はアイスの2分の1か
3分の1。本場イタリ
アでは栄養をつける
ときにジェラートを
食べるほど健康的な
もの。ぜひ気軽に楽
しんでください。

shop data.0
2※緊急の事由等により、実際の営業状況と異なる場合がございます。予めご了承ください。 ※緊急の事由等により、実際の営業状況と異なる場合がございます。予めご了承ください。

お店のおすすめポイント お店のおすすめポイント

CHERIE Hair
（シェリーヘア）

CHERIE Hair
住所：滋賀県東近江市
       市子殿町1345-104
TEL:0748-36-1131
営業時間： 8：00～20：00
定休日：毎週月曜

お客さま想いの技術と接客で優しいおもてなし

CHERIEは、シャンプー・トリートメントなど
のヘアケア用品にもこだわりがあります。
こちらは、本格的にケアをされたい方にお
すすめの「ミルボン」のラインナップ。パッ
ケージは似ていますが、たくさんの種類を
用意。あまりよくわからない…という方も、
スタイリストさんにお気軽に相談してみて
くださいね♪

湖東地区 湖東地区 staff’s favorite shopstaff’s favorite shop

彦根市銀座商店街の一角、暑い日は行
列ができることもある「GELATERIA 
Azzurro」。オープンから5年目を迎える
“世界一のジェラート”のお店です。アジ
ア人初の世界ジェラート大使で世界チャ
ンピオンの柴野大造さんがつくり出す唯
一無二の味を求め、地元の人たちはもち
ろん、県外からもファンが訪れます。 その
味わいは“五感で感じるジェラート”という
コンセプトの通り、まさに想像を超えるも
の。地域の味や旬の素材も数多く取り
入れられ、取材日は滋賀産の大中すい
かやみずかがみ（近江米）、近江の茶、ま
た岡山産の桃、沖縄県産のマンゴーな
どがラインナップ。大中すいかは「本物の

すいかより本物の味がする」という驚きが！ 
Azzurroの出店で、商店街は活気を取
り戻したかのようです。ブランチ大津京
内、名神高速道路多賀SA（下り）にも
店舗がありますが、毎朝つくられる出来
立てを味わえるのは本店ならでは♪

素材の味が
本当に濃いです！
それなのに
とっても爽やか

「グランピスタチオ」国際大会入賞
「パイン・セロリ・リンゴソルベ」国際大会優勝
「大中すいか」のトリプル盛

近江八幡、竜王、八日市、日野の中心地に
位置する、隠れ家的美容室「CHERIE」。
平静な住宅街にひっそりと佇むヘアサロ
ンです。白とグレーを基調としたお洒落な
店内は、リラックスできる香りで居心地は
バツグンです！
「お客さま一人ひとりに寄り添うこと」を
大切にしている美容室で、一人のスタイ
リストが最後まで施術を担当してくれます。
細かい微調整を重ねて、その人の髪質
に合った唯一のサービスを提供。自宅で
再現できることを前提としてカットをしてい
るため、スタイリングに不安のある方も安
心です。美顔器、ドライヤー、ヘアアイロ
ンなど高品質な最新設備が揃っている

のも、うれしいポイントですね！
地元の常連さまのご指名をたくさん抱え
る店長は「生涯美容師」を目指している
とのこと。お近くに住んでいる人には、ぜ
ひ一度訪れてみてほしい美容室です。
通えば通うほど髪質を理解してくれるの
で、徐々に髪質がよくなっていく楽しみも
提供してくれるのではないでしょうか。

エコ損保
スタッフの

おすすめの逸品

イートインスペースもあり♪

インテリアやドライ
フラワーが癒しの
アクセントに！

優しく
丁寧に教えて
くださいました！！

ジャズ喫茶「チャップ
リン」を改装したカ
フェでイートインも
できます。（営業時間
9：00～19：00）

※チャンピオンフレー
バーと低カロリー商品は
一種+100円
（価格は全て税込）

Single（シングル） 450円
Double（ダブル)  550円
Triple（トリプル） 650円

店長さんおすすめ店長さんおすすめ エコモール特別
クーポン券

ご注文の際に
「エコモールを見た」と
お伝えいただくと

有効期限 2022年12月末日まで
※チャンピオンフレーバーは除く

ダブルの金額で
トリプルに！

point1 point1 point2
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巨匠マルコ・パオロ・モリナーリ氏が
手掛けたアップルパイもおすすめ。
1つ432円（税込）



shop data.0
1 ※緊急の事由等により、実際の営業状況と異なる場合がございます。予めご了承ください。

お店のおすすめポイント

あとり

草津居酒屋 あとり

店長
山﨑 亮介さん

住所：滋賀県草津市大路1丁目8-17
       アトラスタワー草津1F
TEL：050-5488-4759
営業時間：
月曜～土曜　       11：30～24：00
ランチL.O            16：00
ディナーフードL.O 23：00
ドリンクL.O          23：30
日曜　                11：30～22：00
ランチL.O            16：00
ディナーフードL.O 21：00
ドリンクL.O          21：30

大阪や京都のよう
に滋賀にももっと
“昼のみ”を広めた
いです！

草津居酒屋

湖南地区湖南地区・担当スタッフ KONAN AREA STAFF

こんにちは！湖南地区を担当させていただきます、吉川です。
『保険ってよくわからない。』皆様、そんなお悩みはございませ
んか。人生には様々なリスクが潜んでいます。私たちは、お客様
の「安心と安全」のために、社会保障や保険の考え方など、お客
様がわかりやすく、かつ”超”ぴったりな保険選びが出来るよう
努めています。十人十色の人生、当然ながら必要と考えられる
保険も一人ひとり違ってきます。ご自身にあった最適な保険を
一緒に探していきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。

私たちは、迅速かつ正確な対応でお客様に「あんしん」をお届け
します。お客様の求められること、お困りごとに対して真摯に向
き合い、目指される未来（さき）まで寄り添えるパートナーとし
て、地域担当一丸となって尽力してまいります。

湖南地区長湖南地区長
吉川 卓実
趣味　キャンプ

地域の皆様へ

意気込み

地域の皆様へ一言

お気軽にご相談ください！！

どんなことでもご相談ください！！
意気込み

戸島 多聞
趣味　卓球

湖南地区担当

地域の皆様へ一言

感謝を込めて、安心を
お届けに参ります！

全身全霊をかけて、頑張ります！！
意気込み

西久保 侑哉
趣味　ビートボックス

湖南地区担当

地域の皆様へ一言

事故はもちろん、困ったときは
いつでもお電話ください♪

湖南地区・エコ損保一丸と
なってお客様にあんしんを

お届けします！

意気込み

浅村 智恵
趣味　ネットショッピング
         珈琲とスイーツ

湖南地区担当

Staff’s favorite shop

素材にこだわり、年中おいしい「あとり」のお造り
野菜や肉の炭火焼はシンプルに岩塩や柚子胡椒で味わうのがおすすめ

草津駅前のアトラスタワー1階、商店街と
交わる角地にある居酒屋「あとり」。大津
市場から直送の新鮮な海鮮と、姉妹店
（炙り屋あとり）の技を継承した本格炭火
焼料理が自慢のお店です。まずはビール
とアテで乾杯！ お造りの盛り合わせでス
タート。豪華に分厚く切り分けられた刺身
は彩り豊か。オシャレな鮮魚のカルパッチョ
もおすすめ♪京若地鶏のから揚げに和牛
ステーキ、誰もがうなる串焼きはボリューム
満点でお酒が進みます。
若いころから厳しい日本料理店で修業を
積んだという山﨑店長は「美味しいものを
伝え、喜んで食べてもらえることがやりがい」
と笑顔。「旬の食材を意識しています。夏は

とうもろこしの炭火焼やから揚げ、もぎた
ての水茄子をそのまま生姜醤油で。自分
が旨いと認めたものを提供したいです」。
サラリーマンのほか、味にこだわる比較的
高い年齢層が多く訪れるのも納得です！ 
カウンターのほか、個室も完備！

エコモール
おすすめ情報

「まんぷく弁当」
お得な「昼のみ」
昼のみ時間帯は

単品飲み放題がお得！

やっぱりビ
ールと海鮮

！

炭火焼も外
せない

まんぷく弁当 800円(税込)
point1 point2

60分/999円(税込)
100分/1,699円（税込）

11：30～16：00

昼のみHOUR
特別価格!!

昼のみ

昼のみ 宴会コース 3,300円（税込）
（90分飲み放題付き）
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Staff’s favorite shop湖南地区 甲賀地区・担当スタッフ KOGA AREA STAFF

甲賀地区長甲賀地区長
金井 久雄

趣味　YouTube 鑑賞
　　　　　　（無骨キャンプ、格闘技）

近江八幡市、竜王町、甲賀市、湖南市を担当させていただきま
す、金井です。今回、エリアごとに担当者を配置し、担当者を変
更させていただくお客様もございまして、ご迷惑をお掛けする
こともございますが、メンバー全員でお客様に保険を通じて安
心していただけるよう、精一杯努めてまいります。皆様お一人お
一人のお悩みを解決できるように、必要な保障を一緒に作り上
げるお手伝いをさせて下さい。

何かお困りの時はお気楽にお申し付け下さい。皆様、お一人お
一人の身近な存在になれるように、メンバー全員で取り組んで
いきます。皆様に「あんしん」をお届けしますので、今後ともよろ
しくお願いいたします。

地域の皆様へ

意気込み

地域の皆様へ一言

皆様に「あんしん」を
お届けします。

誠心誠意対応致します。
意気込み

福永 叡司
趣味　スポーツ観戦、
　　　野球、ソフトボール

甲賀地区担当

地域の皆様へ一言

お気軽にご相談ください！

誠心誠意、ご対応いたします！
意気込み

亀田 実里
趣味　動画鑑賞

甲賀地区担当

地域の皆様へ一言

保険の事だけでなく何でも
ご相談ください！

精一杯頑張ります！！
意気込み

大西 恵美
趣味　可愛いわんちゃん
　　　ねこちゃんを探すこと

甲賀地区担当

point1
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shop data.0
1 ※緊急の事由等により、実際の営業状況と異なる場合がございます。予めご了承ください。

お店のおすすめポイント

わえん

お野菜スタンド わえん

店長
河村 雅子さん

住所：滋賀県草津市西大路町10-5
       シャルマンコーポ草津s1
TEL：050-5453-7400
営業時間：
月曜、火曜、木曜～土曜、
祝日、祝前日18：00～翌0：00
（フード・ドリンクL.O共に23：00）
日曜　18：00～23：00（L.O 22：00）
定休日：第３火曜日、水曜日定休

季節ごとの新鮮な野
菜やめずらしい野菜
料理が自慢です。お
酒と相性の良いボ
リューム満点の韓国
料理や楽しい演出が
あるメニューも人気
です♪

お野菜スタンド

草津駅西口から徒歩5分の好立地にあ
る「お野菜スタンドわえん」。野洲や守山
にも系列店がありますが、草津店は野菜
と韓国料理がメイン。お店のキャッチコ
ピーにもなっているように、とにかく野菜
がおいしい！ 人気メニューは淡路産の玉
ねぎをまるごと1個鉄板で焼き上げる鉄
板焼き。シンプルな料理だからこそ、素材
の甘さや旨味が引き立ちます。また、新鮮
な県内産の野菜を使った“彩農園スティック”
や、近江八幡の農家だけが栽培するという
サラノバレタスをたっぷりと使ったサラダも
おすすめ！
「お野菜チヂミやヤンニョムチキン、韓国
ドラマでおなじみのチャミスル、マッコリなど

韓国の料理やお酒も充実しています」と
河村店長。細やかな気遣いと親しみや
すい接客も心地よく、店内は女性がやや
多いようですが男性も大満足のお店です♪

玉ねぎの甘さに
びっくりすること
間違いなし！

焼き野菜 玉ねぎ
（特製玉ねぎ塩）
539円（税込）

エコモール
おすすめ情報

焼き野菜 玉ねぎ
（特製玉ねぎ塩）
鉄板焼き野菜の一番人
気メニュー。玉葱の甘
みにびっくり！　素材の
おいしさに感動します

新鮮な野菜を使ったメニューがたくさん！

野菜
が

本当
にお
いし
い！

人気の
お野菜チジミ

韓国の
料理や

お酒も
充実



近江八幡でおすすめの居酒屋は「参代
芽」！ 近江八幡で30年近く営業し、「友人
をもてなすなら参代芽」と、根強い人気のある
お店です。
参代芽の最大の特徴はメニューがないこ
と。常連になると、座ったら何も言わなくて
も好みの料理がテーブルに出てきます！ 
アカヤガラ、イセエビ、ノドグロ、活クルマエ
ビなど他店ではあまり見ない新鮮な食材
を味わえます。滋賀の地酒や焼酎の種類
も豊富で、落ち着いた店内でゆっくり晩
酌しながら料理に舌鼓を打つのが至福
の時間です。
オーナーの矢掛正成さんは、「顔を見れば
好みがわかる」とのこと。近江牛、新鮮な

浅小井農園

代表取締役社長

関澤 征史郎さん

住所：滋賀県近江八幡市浅小井町2481
TEL：0748-43-0550
営業時間：月曜～土曜／8：00～17：00
定休日：日曜日

shop data.0
1

関澤さんの前職はなんと銀
行員！　「トマトを食べて健
康、体を動かして健康」を目
指し、野洲と守山に女性専
用パーソナルジムをオープ
ン予定。農業界の風雲児と
して注目されています。

私たちが朝恋トマトを
作っています

新鮮な食材で作る
オリジナル料理！8,000㎡のビニールハウスで、多い

時には1日2ｔものトマトを収穫、出荷
します。朝に出荷したトマトは、早い
店では、その日の午後に店頭に並び
ます。滋賀県内の平和堂やマックス
バリュなどの産直コーナーで購入で
きます。新鮮なトマトをお届けします！

shop data.0
2※緊急の事由等により、実際の営業状況と異なる場合がございます。予めご了承ください。 ※緊急の事由等により、実際の営業状況と異なる場合がございます。予めご了承ください。

お店のおすすめポイント お店のおすすめポイント

参代芽（さんだいめ）

参代芽
住所：滋賀県近江八幡市堀上町172－1
営業時間：火曜～日曜／
18：00～26：00
定休日：月曜日

メニューのない居酒屋

市場で仕入れた新鮮な食材を
オリジナル料理に。宴会では、
予算と品数を伝えれば、刺身
から肉料理、シメの鍋までお
任せで出してもらえます！

近江八幡の桜宮町で15年、現在
の堀上町で14年。メニューのな
い居酒屋として営業しています。
市場で仕入れた新鮮な旬の魚や
野菜、近江牛などの食材を使っ
て、その時の気分と、お客さんの
好みに合わせて料理を作ります。

甲賀地区 甲賀地区 Staff’s favorite shopStaff’s favorite shop

近江八幡の浅小井町で生産される「朝
恋トマト」は、肉厚で濃厚なミディトマト。
トマトの味がしっかり感じられるおいしいト
マトです。カンパリ、フルティカ、アナーカ、
オレンジオーレと、季節によって収穫される
トマトの種類が変わります。夏野菜のイ
メージが強いトマトですが、朝恋トマトの
収穫時期は11月～7月。特に、朝夜の寒
暖差がある4月・5月のトマトが一番おいし
いそうです。
8,000㎡の最先端グリーンハウスは、環
境制御型のハウスで、二酸化炭素濃度
や温度・湿度、日射量をコントロールでき
ます。日没とともに10度温度を落とす「ク
イックドロップ」をすることで、トマトが実に

栄養を送り、甘くて栄養価の高いトマトに。
市場を通さないので、収穫の当日・翌日に
スーパーの店頭に並びます。ヘタがシャ
キッとしているのが新鮮なトマトの証！  新鮮
でおいしいトマトを味わってみてください♪

魚介類から、シメの鍋まで、味付けが絶妙
でおいしい！ 矢掛さんの作る料理は全て
おいしくて、何を食べても外れがありません。
「今日は何を食べさせてもらえるのかな？」
と通うのが楽しみになるお店です。

浅小井農園の
　　「朝恋トマト」
（あさごいのうえんのあさごいトマト）

真っ赤な完熟トマトはおいしくて栄養もいっぱい！

「今日は何？」
通うのが楽しみになる
居酒屋です。

point1point1 point2
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恋するトマト♡

太陽をいっぱい浴びて育った
真っ赤な完熟トマト

さしの入った近江牛！
どんな料理になるのか

楽しみです。


