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寺田寅彦が問い合わせた彦根地方気象台
近代日本を代表する物理学者、寺田寅彦は芭蕉が、「おりお
りに伊吹を見てや冬ごもり」という句を何処で詠んだのかを
科学の目で解明しようとした。現在も版を重ねる「寺田寅彦
随筆集」（小宮豊隆編）に、「彦根測候所に頼んで、同所の筒井
百平氏から、必要な気象観測のデータを送っていただいて」
と記している。明治26年に設置された気象台は、彦根の近代
化遺産のひとつである。

小鮎は琵琶湖独特の鮎
石川千代松博士は、大正２年「琵
琶湖産の鮎が小さいのは湖の環

境によるもの
で、これを他
府県の河川に
放流すれば、
同じように大
きく成長する」
という事実を
検証した人物。
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新選組 近藤勇の刀は長曽根虎徹
長曽根虎徹（1596～1678）は名を興里（おきさ
と）、入道して古鉄・虎徹と称す。近江長曽根に生ま
れ、江戸に出て刀工として大成したとされている。
虎徹が作刀の修行をしたとされる井戸が今も長
曽根の湖岸近くに残されている。
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「彦根冬の食」は、2001年から（公社）彦根観光協会が毎年開催している冬のイベントです。彦根（近江）の食材を使った
特別メニューや工夫を重ねたオリジナルメニューを、冬の季節ならではのしつらえで味わっていただけます。

「彦根冬の食」ウェブサイトからクーポンをプリントアウトして必要事項をご記入の上、お持ちいただくと、
ドリンクサービス、オリジナル商品プレゼントなどの「Webクーポン特典」が設定されています。Webクーポン特典 

1/15 3/15
2013

近江牛
松阪・神戸と並ぶ日本の三大和牛ブランドの
ひとつが近江牛です。約400年の伝統を持
ち、松坂牛が大正年間、神戸牛が安政６年
の発祥ですから、近江牛ははるかに老舗で
す。豊かな近江の自然に育まれ丹精込めて
育て上げられた近江牛は、艶のある赤身と
美しく繊細な霜降りのとろける甘みと香り
が特徴です。

八坂鴨
彦根藩では、琵琶湖岸の八坂で捕れる真
鴨を最上級品として将軍家に献上していま
した。以後、彦根の冬の味覚に鴨料理が加
わるようになったといわれ、最も気温の下
がる２月の鴨がいちばん美味とされていま
す。将軍家から下賜された鷹を使って鷹狩
りを行うのが慣わしだったといいます。

近江鶏
近江鶏は、飼育期間70日以上と、一般的
な若鶏に比べて20～30日程度長く、平飼
い（鶏が直接地面に接する飼い方）で育て
ます。自家製発酵飼料をあたえながら、十
分な運動を確保することで、ほどよい歯ご
たえと旨味が生まれます。じっくり育てるの
で、余分な脂もなく、飽きのこない味と評判
です。
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彦根冬の食
1/15～3/15 金火
2013

Webクーポン
特典

彦根市旭町9-14 ホテルサンルート彦根 地下1階／tel.0749-26-0123／
fax.0749-26-0686／無休／17：00～21：30（L.O.21：00）／駐車場 30台 

冬の特別

花かがみ懐石日本料理 花かがみ 近江

先付け・お造り三種盛り・焼き物・近江牛石焼き（80g）・季節の天
婦羅・茶碗蒸し・ご飯・汁・香の物・デザート

ホテルサンルート彦根

ホテル地下にある日本料理花かがみは、落ち着い
た雰囲気の中で京風懐石料理をはじめ地元名産
の近江牛や各種地酒などをゆっくりお楽しみいた
だけるお食事処でございます。

ウーロン茶 または グラスビール1杯
お食事代割引 4,200円→3,990円

MAP
2

4,800円

Webクーポン
特典

彦根市佐和町11-36／tel.0749-24-1112／fax.0749-24-1117／無休
昼11：30～14：00 夜17：00～21：00（L.O.20：30）／駐車場 25台

グランドデュークホテル 
レストラン アモーレ 

近江の味、天然真鴨鍋と近江の食材をふんだんに
使った篭膳をご用意いたしました。和食料理長が
魂を込めて創作しましたお料理をごゆっくりとお楽
しみください。

お食事代金10%割引（他の割引と併用できません）

真鴨なべと篭膳 　4,500円

MAP
3

Webクーポン
特典

彦根市佐和町1-8／無休／tel.0749-21-3001／fax.0749-21-2200
昼11：30～14：00（L.O.） 夜17：30～20：30（L.O.）／駐車場 60台

日本料理 橘菖
彦根キャッスルホテル

湖国の自然と伝統が育む滋味あふれる近江の味
を満喫していただける、そんな場所が日本料理「橘
菖」でございます。そんな中でお昼のランチにぴっ
たりなのが近江牛ステーキ重でございます。彦根
の歴史と文化とともにお食事をお楽しみください。
また、近江牛フィレステーキ御膳（6,300円）、近江
牛石焼き御膳（4,900円）などもご用意しております。

食後のコーヒーサービス

近江牛ステーキ重 　もも肉 2,887円
サーロイン 5,775円

MAP
4

Webクーポン
特典

彦根市松原町3428-5 キャッスルハイツ１F／tel.＆fax.0749-26-0770／定休日 月曜日
昼11：30～14：00（L.O.) 夜17：30～20：30（L.O.)駐車場 14台

ル・セル・ポワヴル 近江牛バラ肉の煮込みコース
パン包みスープのおいしいお店

近江牛バラ肉の赤ワイン煮込みは、近江牛バラ
肉・野菜・スパイスをフォンで煮込み、オーブンでカ
リッと焼いたあと、さらにじっくり煮込んだもので
豊かな風味とコクが広がります。またパン包みスー
プは自家製パンを使った当店自慢の一品です。

ソフトドリンク１杯サービス

グラスワイン・ウーロン茶サービス

3,500円

MAP
6

オードヴル一品・パン包みスープ・近江牛バラ肉の赤ワイン煮込
み・デザート・コーヒー

Webクーポン
特典

アンケート
特典

彦根市本町1-7-34 四番町ダイニング1F／tel.&fax.0749-22-4747／定休日 水曜日
昼11：30～14：00 夜17：00～21：30（L.O.）／共同駐車場 有

ニューあ桜

昼…近江牛肉柔らかいリブステーキ・ごはん・スープ・ミニサラダ
夜…前菜・近江牛を使った一品・煮込み料理・つゆしゃぶ（近江牛
と鍋野菜）・そば or 白御飯・デザート・コーヒー

個体識別番号を持った純粋の近江牛肉をとても
リーズナブルに提供をしております。お昼は、柔ら
かく旨みのある部位のステーキ、夜はつゆしゃぶを
お楽しみください。

近江牛肉料理

ソフトドリンクサービス

近江牛肉柔らかいリブステーキ
近江牛肉のつゆしゃぶ（2名様より）

1,680円
2,940円

MAP
9

Webクーポン
特典

近江牛肉のすき焼き 120g 
ミニコース焼肉ダイニング千乃房

彦根市本町1-11-25 四番町スクエア内／tel.&fax.0749-27-2929／定休日 水曜日
昼11：30～14：00（L.O.） 夜17：00～21：30（L.O.）／共同駐車場 有

当店では、個体識別番号を持った純粋の近江牛
肉のみを取り扱っております。たっぷり120gの近
江牛を使ったボリューム満点のすき焼きには、前
菜・近江の生湯葉のお刺身・本日の一品・手漬けキ
ムチ・手づくりデザートがついております。自慢の
近江牛肉をお楽しみください。

ソフトドリンクサービス

2,300円

MAP
10

Webクーポン
特典

にし川
厳選されたA4クラス以上の近江牛を使用したす
き焼き小鍋をご用意いたしました。また、女性に大
人気の牛テールをじっくり煮込んだコラーゲン豊
富なテールうどん、大人気の牛巻おにぎりなど、近
江牛をお楽しみいただけます。

彦根市本町1-8-28 四番町スクエア内／tel.&fax.0749-26-3313／無休
11：00～21：00（L.O.20：30）／共同駐車場 有

すき焼き・うどん 

ソフトドリンクサービス

すき焼き小鍋 　1,600円

MAP
11

Webクーポン
特典

彦根市錦町4-23／tel.0749-22-0063／fax.0749-24-1011／定休日 不定休
昼11：00～14：00（L.O.） 夜16：00～20：30（L.O.）／駐車場 有

御料理 伊勢幾 鴨暖々
鴨暖々+お刺身盛り合わせ

真鴨なべ・自家製ローストビーフ・湖魚佃煮・だし巻き・うどん・御
飯・香の物・デザート

鰹だしをベースにあっさりしたつゆ鍋で召し上が
っていただく「真鴨なべ」です。柔らかく上品な口当
たりのなかに鴨肉の濃縮された旨味が閉じ込めら
れています。また、鴨鍋のかわりに近江牛すき焼き
鍋をお選びいただけます。

食後のコーヒーサービス

　2,100円
3,150円

MAP
13

Webクーポン
特典

彦根市河原2-2-30／tel.0749-24-6129／fax.0749-24-6088／定休日 水曜日
昼11：00～15：00（L.O.14：30）夜17：00～22：00（L.O.20：30）／駐車場 20台

近江牛レストラン 千成亭
昼…創業以来一貫して近江牛肉の未経産牛を提
供してきました。このようなこだわりの近江牛肉を
使用したすき焼きをお手軽なランチメニューでご
用意いたしました。
夜…厳選されたA4クラス以上の牝牛のみのヒレ
ステーキコースをご用意しております。

オリジナルコーンスープ1袋進呈

MAP
15

　2,580円　
6,300円～

近江牛雪見御膳
近江牛ヒレステーキコース

Webクーポン
特典

彦根市安清町12-14／tel.0749-23-8238／fax.0749-24-4141／定休日 水曜日
昼11：00～15：00 夜17：00～21：00（L.O.20：30）／駐車場 30台

鴨南蛮そば しる万本店 
脂ののった天然真鴨をかつおだしであっさりとお
召し上がりいただきます。鴨の豊かなコクと地元産
青ネギの風味をお楽しみくださいませ。

佃煮昆布サービス

1,500円

MAP
16

Webクーポン
特典

彦根 一休庵

彦根市西今町伊庭932-1／tel.0749-21-0345／fax.0749-21-0346／無休
昼11：30～14：30（L.O.14：00） 夜17：30～23：00（L.O.22：00）／共同駐車場 有 

毎朝自社の豆富工房で作られる美味しいお豆
富。国産大豆100%の濃厚な豆乳を使用した
豆乳鍋が滋賀の名産近江牛とコラボレーショ
ン。この美味しい出会いをぜひ一度ご賞味くだ
さい。

デザートサービス

近江牛鍋と自家製豆富御膳　2,100円

MAP
18

Webクーポン
特典

彦根市旭町9-11 石原ビル5F／tel.0749-24-3570／fax.0749-26-9793／無休
昼11：00～14：00（L.O.13：30） 夜17：00～23：00（L.O.22：00）／共同駐車場 有

中国料理 龍鱗
唐辛子とニンニクを効かせてじっくり煮込んだ近
江牛バラ肉にとろみをつけ、醤油ベースの汁そば
に合わせた麺料理の逸品をご用意いたしました。
ぴりりと辛くコクがあり箸を進めるごとに体の底か
ら温まっていただけるでしょう。

杏仁豆腐サービス

MAP
1

近江牛湯麺
（近江牛の四川風煮込みそば） 　980円

Webクーポン
特典

彦根市河原2-2-34／tel.0749-24-5315／fax.0749-23-0868／共同駐車場 有
昼11：30～（要予約）夜17：30～23：00（L.O.22：00）／定休日 月曜日（祝日の場合は予約のみ営業）

沙斗羅 チーズフォンデュとハンバーグランチ（　　　　）　
沙斗羅三昧

昼…チーズフォンデュ・近江牛ハンバーグ（200g）・しそ御飯・
デザート（10数種からチョイス）

夜…近江牛ステーキ・チーズフォンデュ・炭火串焼（3品）・サラ
ダ・パスタ・デザート

ランチは近江牛100％のハンバーグステーキと独
自のチーズフォンデュ、ディナーは近江牛ヘレ肉の
炭火ステーキをはじめ創作炭火焼きの数々、パス
タ、デザートと美食三昧をご堪能いただけます。

１日限定６食
要予約近江牛

炭火焼 

沙斗羅三昧  6,300円→5,500円に

　3,150円
6,300円

MAP
14

Webクーポン
特典

彦根市古沢町677／tel .&fax.0749-24-2411／不定休
昼11：30～14：00 夜17：00～21：00／駐車場 100台

昼…彦根鶏を使ったお鍋がついたボリュームたっ
ぷりの花かご御膳です。必ず満足いただけます。

夜…近江牛の朴葉焼をメインに地元産の野菜を
ふんだんに使った四季折々の会席料理をご用意
いたしました。ぜひ一度ご賞味ください。

※要予約

食事代金5%引き

MAP
5

彦根鶏花かご御膳
近江牛朴葉焼会席

1,575円
4,200円日本料理 三宝 うえき

彦根ステーションホテル

Webクーポン
特典

せんなり亭 伽羅

彦根市本町2-1-7／tel.0749-21-2789／fax.0749-21-3267／定休日 火曜日（祝祭日は営業）
昼11：30～14：30  夜17：00～20：30／駐車場 12台

近江牛専門店せんなり亭伽羅ならではの近江牛
料理を彩 （々いろいろ）なかたちで召し上がってい
ただけるようにお手軽なランチメニューをご用意
いたしました。毎年大好評の伽羅の冬の食をどう
ぞご賞味ください。

粗品進呈

いろいろ

近江牛“彩 ”々御膳 　2,980円

MAP
8

Webクーポン
特典

料亭 さわだ
当店隣りの近江牛乃老舗 藤井店の近江牛を使用
した御膳をご用意いたしました。落ち着いたお部
屋でゆっくりとくつろいでお召し上がりください。ま
た、夜は、鴨すき（5,250円）、近江牛すき焼き
（4,200円～）、近江牛しゃぶしゃぶ（4,750円～）
をご用意しております。

彦根市中央町2-23／tel.&fax.0749-22-0510／不定休
昼11：00～14：00 夜17：00～21：30／駐車場 5台

粗品進呈

MAP
12

　2,500円　
4,200円～

近江牛御膳 陶板焼・しゃぶしゃぶ・すき焼き
鴨すき・近江牛すき焼き・近江牛しゃぶしゃぶ

昼・夜とも4名様より要予約

Webクーポン
特典

魚・肴 ゆめ風船

彦根市長曽根南町446／tel.0749-27-0777／fax.0749-27-0711／第2・３水曜（8・12・1月は無休）
昼 8名様以上予約のみ 夜17：00～23：00（L.O.22：15）／駐車場 32台 

当店は海鮮居酒屋でメニューも300円より
200種類以上豊富に取り揃えております。近江
しゃもすき鍋コースは、ボリュームも満点、身も
よく締まり他では味わえないお料理です。

全員に1ドリンクサービス

近江しゃもすき鍋コース　2,480円

MAP
17

小鉢・刺身盛り合わせ・近江しゃもすき鍋・うどん・デザート
昼は8名様以上要予約・夜は2名様より要予約

Webクーポン
特典

彦根市松原町1377／tel.0749-22-2667／fax.0749-26-2936／無休
昼11：00～14：00  夜17：00～20：00／駐車場 15台／要予約

A…先付・天然真鴨なべ・ラーメン・香の物・果物
B…食前酒・先付・お造り・天然真鴨なべ・ラーメン・香の物・果物

季節限定天然真鴨なべを琵琶湖を眺めながらお部屋
でゆっくりとお召し上がりいただけるプランAと、さらに
宿泊気分を味わっていただける0泊夕食のプランB（浴
衣・ご入浴・お部屋利用15：00～21：30）をご用意して
おります。つかの間の旅行気分をお楽しみください。

味覚の宿 双葉荘

1名様につき1本ドリンクサービス
（ビールは2名様に1本）

　7,245円
9,450円

MAP
7

天然真鴨なべ
　　　　 天然真鴨なべ泊まれないけど
旅館気分！0泊夕食

A.
B.

公益社団法人 彦根観光協会
〒522-0001 滋賀県彦根市尾末町1-51
tel.0749-23-0001／fax.0749-26-1919
http://www.hikoneshi.com/fuyushoku/
＊表示価格は消費税込みの価格となっております。
＊一部店舗では別途サービス料をいただく場合がございますので、ご了承くださいませ。
＊Webクーポン特典は各店舗によって異なりますので、ご了承くださいませ。尚、特典はイベント
開催期間中のみとさせていただきます。
＊パンフレットに掲載のメニュー及び写真は、仕入れの関係上、実際とは一部変更になる場合が
ありますので、予めご了承くださいませ。


