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観光・体験

i

（極楽湯）1km
（海水園）5km

i

マップ
食事

お食事

寿司・鰻・旨い処

近江牛

だいみょうかもん

彦根には、おいしいお店がいっぱい！
腹が減ってはなんとやら。観光の前に、しっかり腹ごしらえをしましょう。
※掲載情報は2022年3月のものです。
メニューや料金が変更されている場合があります。

スイーツ ・お土産

※事情により、
店休日や営業時間が変更となる場合があります。
いずれも詳細は各店舗までお問い合わせください。

彦根駅前すぐ！寿司・鰻など好評！昼は寿司やひつまぶし・うな重な
ど。
夜は新鮮な刺身・一品料理なども豊富に揃えています。
近江の湖
魚・近江肉・ふなずし・地酒などもあります。
滋賀の逸品を召し上がる
ならぜひココで！お気軽にご来店ください。

ぶ あい そう

武相草
築100年の蔵を改装した寿司店です。季節の食材を使った寿司、
懐石、
一品
料理をご用意してございます。握り寿司の他、
季節の焼き物、
刺身などお楽
しみください。
カウンター席とテーブル席があります。
ぜひご賞味ください。
彦根市河原１丁目３-１ TEL 0749-27-5666

彦根市佐和町9-21 TEL 0749-22-2755
[営] 11：30〜14：00・17：00〜23：00（LO変動有） [休] 不定休

[営] 11：00〜14：00・17：00〜21：00 [休] 日曜日

あゆ寿司・天ぷら膳

観光・体験

ここっと珈琲店
キャッスルロードに面したコーヒーとパスタのお店。
ケーキやドリン

比内地鶏の親子丼

きあん

あゆの店きむら 彦根京橋店

ク、
ソフトクリームなどのカフェメニューの他、
素材にこだわったパス

素材にこだわった鮎の専門店。
天然小鮎を使った
「小あゆ煮」
など、
数

タも人気です。
観光の合間の休憩に、
ゆっくりとした時間をお過ごし

多くの商品を取り揃えています。
店内で食べるなら
「あゆ寿司・天ぷら

ください。

膳」
（2,200円）
がおすすめ。

彦根市本町１丁目7-35 TEL 0749-22-8761

彦根市本町2丁目1-5 TEL 0749-24-1157

[営] 10：30〜17：00
（LO16：00） [休] 不定休

[営] 10：00〜17：00 [休] 火曜定休

献上伊吹そば

つる亀庵

伊吹山の契約農園から仕入れる蕎麦粉と伊吹山の湧き水で、
将軍家

ほっこりや 夢京橋本店

献上品と伝わる上質な
「伊吹蕎麦」
を再現。
旬の地場食材をテーマに

秋田比内地鶏を使用した鶏料理専門店です。名物親子丼と炭火で

した創作そばも人気です。

焼いた焼鶏など、専門店ならではの料理をお楽しみ頂けます。

彦根市立花町1-1 TEL 0749-26-2615

彦根市本町2丁目2-11 TEL 0749-21-3567

[営] 11：30〜15：30・17：00〜20：00（LO 15：00 ・19：30）

[営] 11：30〜15：00・17：30〜22：30（LO 14：30・22：00）

[休] 水曜日
（桜の時期、
ゴールデンウイーク、
盆、
正月は不定休）

[休] 水曜定休

源内ひつまぶし

近江牛ステーキ御膳4,070円
（税込）

しる万 本店

げんない

うなぎや源内
国産鰻と炭火焼にこだわった本格的なうなぎ専門店。
身は ふわっと
やわらか 皮は ぱりっと香ばしい「うなぎ丼」
（2,310円）
や
「源内ひつ

毎日店内で長期二段熟成の自家製麺を仕上げ、出汁は店名のとお
り【しる】にこだわり、料理として捉えて時間を掛けて出汁を作り
上げています。

かい すい えん

海水園

煮干中華そば

中華そば

ベトコンラーメン

さくら亭

店内のいけすは関西最大級！鮮度抜群の当店名物
「泳ぎいか」
や海の

煮干・鯵干・あご干でとった極上魚介スープに丸鶏スープをブレ

活魚、
琵琶湖の鮎のほか、
近江牛やビワマスもご用意いたします。
大型

ンドした煮干中華そばを中心に、鶏醤油・鶏白湯（コラーゲン）
・ちゃ

まぶし」
（3,520円）
がおすすめです。

彦根市安清町12-14 TEL 0749-23-8238

バス駐車可、
団体昼食対応。
国道８号線沿いでアクセスも良好です。

んぽん・ベトコンラーメンあり！夜は居酒屋メニュー多数あります。

彦根市本町2丁目1-6 TEL 0749-27-5025

[営] 11：00〜14：30・17：00〜20：30
（日曜は20：00）

彦根市西葛籠町341 TEL 0749-25-2208

彦根市本町1丁目7-34 ひこね食賓館1F TEL 0749-22-4747

[営] 11：00〜14：30・17：00〜20：00 [休] 火曜定休

[休] 水曜、
第1・第3火曜
（祝日の場合は営業、
翌営業日休業）

[営] 11：30〜14：00・17：00〜21：00 [休] 火曜日

[営] 11：00〜15：00・17：00〜22：00（LO14：50・21：30）［休］木曜日

たちばな弁当2,750円
（税込）

自家製の鮒寿司

マップ

近 江牛

食事
い

近江牛

もんぜんや

せ

いく

御料理 伊勢幾

夢京橋キャッスルロードの中央にあるお店で、
小鮎天ぷらや近江牛

川海老、
鮎などびわこの食材と近江牛を取り入れた
「たちばな御膳」

など湖国の幸を、
国内産のそば粉・小麦粉のみで打ったそば、
細麺の

や
「たちばな弁当」
が人気です。
創業から受け続く名物料理
「鯉こく」
、

うどんと一緒にどうぞ。

自家製鮒ずし、
冬場は鴨鍋もおすすめです！

ちょっと贅沢して、お口の中でとろける感動を味わいましょう。

スイ
イー
ーツ
ツ・お土産

彦根市錦町4-23 TEL 0749-22-0063

彦根市本町1丁目6-26 TEL 0749-24-2297
[営]（12-2月）
11：00〜17：00 ・（3-11月）
10：30〜18：00 [休] 不定休

湖国八珍とうなぎのじゅんじゅん

日本一長い歴史を持つ、三大和牛。

[営] 11：00〜14：00 ・16：00〜21：00（LO 20：00） [休] 不定休

認証近江牛食べ比べ会席

観光・体験

びわ湖畔 味覚の宿

近江牛丼

ふた ば そう

すしかっぽう

双葉荘

ぎんすい

鮨割烹 銀水

近江の豊かな土壌と清らかな水で育った近江米や認証近江牛、
春の

せん なり てい

甘い爽やかな果物や、
夏の脂ののったビワマス、
実りの秋の野菜た

彦根駅より徒歩1分。
四季折々の豊富な食材で寿司、
懐石、
一品料理を

ち、
冬の逸品鴨料理など。
滋味深き味わいとアイデアあふれる会席料

揃えております。
ランチは1,000円〜、
昼の人気は
【海鮮丼】
1,300円で

理や鍋料理をお愉しみ下さい。

す。
18席のカウンター席、
2〜40名様までの大小個室がございます。

彦根市松原町1377 TEL 0749-22-2667 [営] 11：30〜15：00・

彦根市旭町9-5 TEL 0749-22-0919

18：00〜21：00（19：30までの入店）2日前までに要予約
（2名以上）

[営] 11：30〜14：00・16：30〜23：00
（LO 22：30）日・祝のみ22：00まで

[備考] 彦根駅や彦根城への送迎も致します。
（4名以上）

[休] 不定休

千成亭 夢京橋店
特選近江牛肉のご贈答からお土産、
自家製加工品迄取り揃えており
ます。
イートインコーナーの 牛丼専科 にテイクアウトコーナーでは、
揚げたての近江牛コロッケ、
メンチカツを販売しています。
彦根市本町1丁目1-26 TEL 0749-22-1808

すき焼き うどん にし川
厳選されたA4クラス以上の近江牛を使用。
淡路産の玉葱を使用し
た牛丼、
大人気の牛巻きおにぎり、
特選すき焼きなど、
近江牛をお楽
しみください。
牛巻きおにぎり、
メンチカツはテイクアウトも可。
彦根市本町１丁目8-28 TEL 0749-26-3313
[営] 11：00〜20：00
（土日祝20：30まで）

[営] 9：30〜18：00 [休] 水曜定休

[休] 水曜定休
（不定休有、
要問合せ）

レンタサイクル「めぐりんこ」
彦根駅前サイクルステーション
料金、拠点の
一覧はこちら

きゃら

すし

近江肉せんなり亭 伽羅

まつ

鮨.松

産地直送の新鮮な食材を使った寿司や多彩な一品料理をはじめ、
ちょっぴり贅沢なランチもお楽しみいただけます。
お一人でゆっくり
寛げるカウンター席や、
女性同士でお気軽にご利用いただける個室

ア ル・プ ラ ザ 彦 根 1 階
彦根市やその周辺の地域を周遊観光できるレンタサイクルです。
予

厳選された近江牛の未経産牝牛のみを使用し、
すき焼き料理はもと

焼肉ダイニング

せん の

ぼう

千乃房

より当社考案の朝宮茶をつかった 茶しゃぶしゃぶ もお奨めです。
滋

彦根に来たなら、
やっぱり近江牛！A5クラス以上の純粋近江牛料理専

賀県が薦めるココクール受賞の近江牛握り寿司は五種類取り揃えて

門店です。
貴重で新鮮なホルモン類や霜降牛肉をリーズナブルな価格

もご用意しております。
ご予約いただければご要望に応じます。

約不要で、
車種やサイズも豊富。
貸出拠点は市内および周辺地域合わ

おります。

でご提供します。
ユッケ、
お刺身、
トロにぎりなど生食メニューも大人気。

彦根市河原2丁目5-4 TEL 0749-47-6655

せて10 箇所あり、
どの貸出拠点でも返却可能です。

彦根市本町2丁目1-7 TEL 0749-21-2789

彦根市本町1丁目11-25 TEL 0749-27-2929

[営] 昼11：30〜14：00
（LO 13：30・要予約）夜17：30〜22：00
（LO 21：30）

TEL 090-9210-3856 [営] 9：00〜17：00 [休] 年末年始（12/29〜1/3）、荒天時

[営] 11：30〜22：00(14：30から17：00迄準備中）
（LO 20：30）

[営] 11：30〜14：30・17：00〜22：00
（LO ランチ14：00・ディナー21：30）

[休] 火曜定休

[休] 水曜定休
（不定休あり、
お問い合わせください）

[休] 日曜定休、
ほか祝日休業の場合あり

近江牛たたき丼御膳

近江牛ステーキ重

近江牛を目の前の鉄板で

マップ
食事

彦根キャッスルリゾート＆スパ
きっしょう

近江牛

個室居酒屋

おうみ

近江や 蔵

近江牛や近江鶏を居酒屋感覚で手軽に楽しめると大好評！近江牛の
ローストビーフを使った丼ぶりも大人気！
彦根市本町１丁目6-25 TEL 0749-27-4484

ほうおう

（近江ダイニング橘菖 ・ 近江牛鉄板焼 鳳凰）
彦根城お堀沿いにある彦根キャッスルリゾート＆スパ内のレス
トラン。近江ダイニング橘菖ではジューシーな近江牛の贅沢な
ステーキ重や彩どりの旬の和食をお楽しみいただけます。また
近江牛鉄板焼き鳳凰では限定12席の特別な空間をご用意。香り
高い近江牛などを臨場感が溢れ出す舞台でご堪能下さい。

スイ
イー
ーツ
ツ・お土産

[営] 11：00〜15：00(LO14：30)、
17：00〜22：30(LO22：00)

彦根市佐和町1-8 TEL 0749-21-3001

[休] なし [備考] 駐車場30台有
（夜のみ）

[営] 11：30〜14：00・17：30〜20：30
（LO 14:00・20:30） [休] 不定休

団子セット
（写真は一例）

スイーツ・
お土産

せん

和菓子処 さわ泉
我が子にも安心な材料にこだわり、
手間暇かけた和菓子店。
喫茶コー

甘いものは別腹♪

ナーでは彦根城を眺めながら地元米使用の団子セット
（写真は一

観光の合間にスイーツでひと休み。
ダイエット中？明日から頑張りましょう。
お土産も忘れずに！

例）
、
殿様ぜんざい、
姫様甘酒
（米麹使用）
、
こだわりの抹茶・珈琲等を
お楽しみいただけます。
彦根市佐和町1-7 TEL 0749-27-3030
[営] 10:00〜17:00 [休] 無休
（年末年始除く）

銘菓 埋れ木

近江牛あれこれ
琵琶湖を中心とする豊かな水や水稲から発生する良質な稲わら
など、良好な自然環境を持つ滋賀県内で最も長く飼育された黒

観光・体験

毛和牛だけが近江牛として認定を受けることができます。歴史
も古く、約400年前の江戸時代にさかのぼり、彦根藩が味噌漬

炭火焼レストラン

しゃとら

沙斗羅

オーナーシェフが提供する炭火焼レストラン。
備長炭で焼き上げた
近江牛
（シャトーブリアン）
ステーキをはじめ、
選び抜いた食材の創作
料理を季節ごとにご堪能いただけます。
ランチ・ディナーとも4,400
円〜
（近江牛の場合は5,500円〜）
のコース料理。
彦根市河原2-2-34 TEL 0749-24-5315
[営] 11:30〜14:00 ・17:30〜22:00
（いずれも要予約）
[休] 月曜定休
（祝日の場合は営業、
要予約）

けを将軍家に献上した記録が残っています。
近江牛（精肉）お買い上げ後のポイント

１.お肉は必ず常温に戻してから調理
調理の30分前を目安に冷蔵庫から取り出してください。

２.冷蔵保存時は空気を抜いて密封
極力空気に触れないように！
5℃以下でチルド保存してください。

ジェラテリア

じゅうかほ

アズーロ

Gelateria Azzurro

いと重菓舗

アジア人初世界ジェラート大使で世界チャンピオンの柴野大造氏が

創業1809年で、
彦根藩井伊家御用達の和菓子店。
看板商品の
「埋れ

全面監修したジェラート店。
コンテスト入賞作品や滋賀県産食材を

木」
は自家製のキメの細かな白餡を求肥で包み、
抹茶と和三盆糖をま

使用した各種ジェラートは、
濃厚でありながら、
のど越しの良さは抜

ぶしたお菓子で滋賀県の代表的銘菓の一つに数えられます。

群。
ぜひ一度、
ご賞味下さい！
（シングル400円〜）

彦根市本町１丁目3-37 TEL 0749-22-6003

彦根市銀座町4-27 TEL 0749-23-7665

[営] 8：30〜18：00 [休] 火曜定休

[営] 11：00〜19：00 [休] 冬季
（11月-2月）
のみ水曜定休

３.冷凍の場合は自然解凍

前日に冷蔵庫に移し、自然解凍してください。
急速解凍は品質が落ちてしまいます。

れすとらん

や

ち

弥千代姫

当店は本場近江牛を使用したお店です
（認定書有）
。
リピーター様か
ら支持の高いローストビーフ丼をはじめ、
ハンバーグ・オムライス・ス
テーキまで取り揃えております。
お気軽にお立ち寄りください。
彦根市本町1丁目7-34 ひこね食賓館1F TEL 0749-21-0801
[営] 10:00〜17:00(LO 16:30)
[休] 不定休
（主に火曜）

こ

よ ひめ

絶妙のサシ・とろける柔らかさをご家庭でも。お土産にぜひ！

どら焼き 虎てつ
どら焼き虎てつの和菓子は彦根の職人魂を継承し、
ひとつひとつ手造
りにこだわっております。素材を厳選し安心して食べていただける商

まんどころえん

政所園 夢京橋店

品と和菓子を通じて笑顔がほころぶひとときのお手伝いをしたく商

宝暦6年創業の日本茶専門店。
「茶房 源三郎」
カフェも併設され、
店内

品とお店を創っております。
大人気
「ひこどら」
を是非御賞味ください。

でスイーツが楽しめます。
源三郎ソフトが名物。

彦根市立花町1-2 TEL 0749-26-3838

彦根市本町2丁目1-7 TEL 0749-22-8808

[営] 9：30〜17：30 [休] 無休

[営] 9：30〜18：00
（季節により変動あり）
（LO閉店の30分前） [休] 火曜定休

マップ
食事

観光・体験

ほんじん

かしん

彦根みやげ本陣・彦根イイプリン

近江牛

菓心 おおすが 本店

彦根イイプリンでは地元の食材を使用したなめらかな食感とカ

当店の看板商品である
「彦根銘菓三十五万石」
は、
彦根藩主・井伊直

ラメルの苦さが絡み合うプリンを販売。また、みやげ本陣店内

スイーツ ・お土産

弼公を偲び謹製した、
やわらかい求肥入りのつぶ餡最中で、
地元彦根

には約900種類の様々な商品が揃います。国宝彦根城を目の前に

を代表する銘菓です。

するこの場所で、ご来店をお待ちしております。
（いずれも無休）

彦根市中央町4-39 TEL 0749-22-5722

彦根市佐和町1-8 TEL みやげ本陣 0749-21-3071／イイプリン 0749-47-5110

[営] 8：00〜18：00 [休] 木曜定休

観光・体験

しょくひんかん

ひこね食賓館

よん ばんちょう

四番町ダイニング

彦根のお土産にぴったりの銘菓や地酒など、
おいしいものがズラリ！
ひこにゃんをはじめ、
キャラクターグッズも数多く取り揃えておりま
す。
地元野菜・果物の直売所
「彩菜館」
へもお立ち寄りを！
彦根市本町１丁目7-34 TEL 0749-27-7755
[営] 10:00〜18:00
（12月-2月10:00〜17:00） [休] 無休
（年末年始除く）

各世代楽しめる体験施設が満載！
よく学び、よく遊びましょう。

[営] みやげ本陣 8：00〜20：00（冬季8：00〜19：00）／イイプリン 10：00〜18：00

夢京橋あかり館
招き猫発祥の地ならではの専門店。
江戸時代、
将軍への献上品にも
なっていた
「彦根和蝋燭」
や室町時代から続く伝統産業
「近江麻布」
な
ど地元産品を取り揃えています。
2階ギャラリーでは、
彦根文化を紡ぐ
「妖怪」
の企画展示を行います。
（2022年春公開予定）

ひこねスカイアドベンチャー
地上8m、
18アイテムに挑戦する空中アスレチック。
普段なかなか体

オーミマリン彦根港

験出来ない非日常のスリルと達成感を味わおう♪彦根の景色を眺め

びわ湖彦根港から西国三十三所第三十番札所宝厳寺や日本三弁財

ながら風を切って滑る200mの空中スライダーは気分爽快！

天の一つ竹生島神社が位置する竹生島、
彦根三十五万石井伊家の裏

彦根市古沢町278-9 TEL 0749-26-1793 [営] 10：00〜18：00

鬼門である見塔寺が位置する多景島へ就航しています。

彦根市本町２丁目1-3 TEL 0749-27-5501

（時期により変更となる場合有）最終受付17：00 [休] 不定休

[営] 9：30〜17：30 [休] 火曜定休
（祝日の場合は翌日）

彦根市松原町3755 TEL 0749-22-0619

［備考］
1カ月前からの予約制ですが、
当日お越しの方はお問い合わせをお願いします。

[営] 9：00〜17：00 [休] 冬季運休有
（要問合せ）

i 彦根市観光案内所

こ とう やき

いち し ろう がま

湖東焼 一志郎窯

極楽湯 彦根店

彦根の伝統工芸品である
「湖東焼」
を再興した工房。
窯元ならではの

高濃度炭酸泉や露天風呂など7種類のお風呂と3種類のサウナをご

ホテルサンルート彦根

J R 彦 根 駅 構 内（ 西 口 ）

茶道具や、
日用食器などの製造販売を行っているほか、
陶芸教室(要

用意しております。
お食事処では自家製うどんをはじめとした豊富な

彦根駅より徒歩1分。
御城印、
武将印、
合戦印を250種類以上取り揃え

電車でお越しの方はまずこちらへ。
各種パンフレット、
お土産も取り

予約)も開催しています。
工房の隣には、
旧足軽屋敷を利用した作品の

メニューをお楽しみいただけます。

ております。
随時、
新商品を入荷しております。
彦根市旭町9-14

TEL 0749-26-0123

[営] 6：00〜24：00

[休] 無休

揃えています。
コインロッカーも併設されています。
TEL 0749-22-2954 [営] 9：00〜17：00 [休] 年末休業あり

ギャラリーと古民家カフェ
「茶房 みごと庵」
を併設しています。

料金：大人平日800円、
土日祝日900円 小人
（4歳以上）
350円

彦根市芹橋２-2-31 TEL 0749-24-6711

彦根市西沼波町175-1 TEL 0749-26-2926

[休] 不定休（お越しの前にお問合せください）

[営] 6:00〜25:00
（最終入館受付：24:30） [休] 不定休

宿泊 施 設のご案内
彦根市役所

古沢町

（約5km）

① ホテルサンルート彦根

彦根市旭町 9-14

☎0749-26-0123

⑩ とばや旅館

彦根市河原 3 丁目1-23

☎0749-22-0325

② コンフォートホテル彦根

彦根市駅東町 18-7

☎0749-27-8211

⑪ かんぽの宿 彦根

彦根市松原町 3759

☎0749-22-8090

③ ホテルエスタシオン彦根

彦根市旭町 8-31

☎0749-22-1500

⑫ びわ湖畔 味覚の宿 双葉荘

彦根市松原町 1377

☎0749-22-2667

④ ひこねステーションホテル 彦根市古沢町 677

☎0749-22-7511

⑬琵琶湖コンファレンスセンター 彦根市新海浜 2-1-1

☎0749-43-3000

⑤ 彦根キャッスル リゾート＆スパ 彦根市佐和町 1-8

☎0749-21-2001

⑭ アパホテル<彦根南>

彦根市平田町 512

☎0749-22-5555

⑥ 城下町彦根の町家 本町宿

彦根市本町 3 丁目 3-55

☎0749-30-9932

⑮ 南彦根ステーションホテル

彦根市小泉町 289

☎0749-26-0755

⑦ ゲストハウス無我

彦根市芹橋１丁目 4-43

☎090-8571-5796

⑯ ホテルレイクランド彦根

彦根市西今町 62-2

☎0749-27-5000

⑧ 料亭旅館 やす井

彦根市安清町 13-26

☎0749-22-4670

⑰ 彦根アートホテル

彦根市高宮町 1707-1

☎0749-26-0008

⑨ ガーデンホテル大和

彦根市幸町 76

☎0749-24-5671

