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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。
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 

寿司・鰻・旨い処

だいみょうかもん

彦根市旭町9-6　TEL 0749-23-1616
[営] 11：00～23：00 （LO 22:30）　[休] 無休

ちゃんぽん亭総本家
彦根駅前本店

城下町彦根で昭和38年創業。100％国産生野菜を使用した、究極の
黄金だし、たっぷり野菜の彦根名物「近江ちゃんぽん」は、滋賀県民が
愛してやまないソウルフードです。ぜひご賞味ください。

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
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
した創作そばも人気です。

彦根市立花町1-1　TEL 0749-26-2615 
[営] 11：30～15：30・17：00～21：00 （LO 15：00 ・ 20：00） 
[休] 水曜日（桜の時期、ゴールデンウイーク、盆、正月は不定休） 

彦根市本町2丁目2-11　TEL 0749-21-3567
[営] 11：30～15：00・17：30～22：30 （LO 14：30・22：00）
[休] 水曜定休 

ほっこりや 夢京橋本店
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。

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
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
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
ください。
彦根市本町１丁目7-35　TEL 0749-22-8761 
[営] 月～木 11：00～18：00・金土日祝 11：00～21：00 
（LO 月～木 17：00 ・ 金土日祝 20：00）　[休] 不定休 

Pasta&Cafe Cocotte
ココット

彦根市本町2丁目1-5　TEL 0749-24-1157
[営] 10：00～18：00（食事は11：00～14：30）　[休] 火曜定休 

あゆの店きむら 京橋店
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
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
膳」（2,100円）がおすすめ。

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」（2,200円）や「源内ひつ
まぶし」（3,200円）がおすすめです。

彦根市本町2丁目1-6　TEL 0749-27-5025
[営] 11：00～14：30・17：00～20：00　[休] 火曜定休 

うなぎや源内

彦根市安清町12-14　TEL 0749-23-8238
[営] 11：00～14：30・17：00～20：30（日曜は20：00）
[休] 水曜定休（祝日の場合は翌日休業）

しる万 本店
自家製麺と数種類の削り節を使ったお出汁が自慢のうどんをはじめ、
平田牧場の三元豚で作ったかつ丼はジューシーで甘みがあるいち押
しの人気メニューです。お得なセットもございます。

近江ちゃんぽん

比内地鶏の親子丼かつ丼980円（税別）源内ひつまぶし

あゆ寿司・天ぷら膳

お 食 事
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。

彦根のおすすめのお店や施設をご紹介。体験施設や楽しいスポットも盛りだくさん！

「おいしいひこね旅」をお楽しみください。

おいしい

※掲載情報は2019年3月のものです。 料金や営業時間等が変更になる場合があります。

げんない 献上伊吹そば つる亀庵
きあん
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近江牛や地元産野菜など、素材そのものを活かしたお料理を心がけ
ています。ソースやドレッシングなど全て当店オリジナル。ランチで
は日替わりプレートが人気。
彦根市本町1丁目7-34 ひこね食賓館1F　TEL 0749-22-4747
[営] 11：30～14：30・18：00～22：00（LO ランチ14：00、ディナー21：30）
[休] 木曜定休、水曜はランチのみ営業

あ桜

彦根市佐和町11-36　TEL 0749-24-1112
[営] 11：30～14：00・17：00～21：00 （LO 20：30）　[休] 年中無休 

グランドデュークホテル
1階のレストラン・アモーレは席数40席。フレンチと日本料理を同じお
席で楽しむことができます。近江牛（日本三大和牛）を使用したメ
ニューも用意しております。

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。
彦根市本町１丁目8-28　TEL 0749-26-3313
[営] 11：00～19：30、土日祝のみ20：00まで （LO 19：00、土日祝のみ19：30）
[休] 水曜定休（不定休有、要問合せ）

すき焼き うどん にし川

彦根市本町2丁目1-7　TEL 0749-21-2789
[営] 11：30～22：00(14：30から17：00迄準備中）（LO 20：30）
[休] 火曜定休

近江肉せんなり亭 伽羅
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
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
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
おります。

彦根市松原町1377　TEL 0749-22-2667 [営] 11：30～15：00・
18：00～21：00 （19：30までの入店） 2日前までに要予約（2名以上）
[備考] 彦根駅や彦根城への送迎も致します。（4名以上）

びわ湖畔 味覚の宿 双葉荘
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
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
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
理や鍋料理をお愉しみ下さい。

JR彦根駅前にあり、ご家族、ご宴会、法事等、幅広い用途でお客様にご
利用頂いております。2フロアの店内では、レストラン、カウンター席、
個室、宴会場を完備しております。予約は随時受付。ランチは1,000円
（税込）～お気軽にご来店くださいませ。
彦根市旭町9-11 4F・5F　TEL 0749-24-3570
[営] 11：00～15：00・17：00～23：00（LO ランチ14：00、ディナー22：00）
[休] 火曜定休 

中国料理 龍鱗 彦根本店

彦根市河原2丁目5-4　TEL 0749-47-6655
[営] 17：30～25：00　[休] 日曜定休（祝日休業の場合あり）

鮨.松
市場直送の新鮮な食材を使った寿司や多彩な一品料理をお楽しみい
ただけます。寿司職人の握りのライブ感を味わいながらお一人でゆっ
くり寛げるカウンター席や、会食など幅広いシーンでご利用いただけ
る個室をご用意しております。

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
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
うどんと一緒にどうぞ。
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）10：30～19：00　[休] 不定休 

もんぜんや

彦根市錦町4-23　TEL 0749-22-0063
[営] 11：00～14：00 ・ 16：00～21：00 （LO 20：00）　[休] 不定休 

御料理 伊勢幾
川海老、鮎などびわこの食材と近江牛を取り入れた「たちばな御前」
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」、
自家製鮒ずし、冬場は鴨鍋もおすすめです！

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
（近江牛・鮒ずし）を揃えています。お昼の人気は「海鮮丼」と「寿司会
席」定食です。18席のカウンター席、2名様～40名様までの大小個室
あり。
彦根市旭町9-5　TEL 0749-22-0919
[営] 11：30～14：00・16：30～23：00（LO 22：30） 日・祝のみ22：00まで
[休] 不定休

鮨割烹 銀水

たちばな弁当2,700円（税込）

近江牛丼

近江牛づくし懐石（要予約）

自家製の鮒寿司

近 江 牛
日本一長い歴史を持つ、三大和牛。

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。

すし まつ
りゅうりん

すしかっぽう　ぎんすい

い せ い く

ふたばそう
さくら

きゃら
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彦根に来たなら、やっぱり近江牛！A4クラス以上の純粋近江牛料理
専門店です。貴重で新鮮なホルモン類や霜降牛肉をリーズナブルな
価格でご提供します。
彦根市本町1丁目11-25　TEL 0749-27-2929
[営] 11：30～14：30・17：00～22：00（LO ランチ14：00・ディナー21：30）
[休] 水曜定休（予約8名様以上で営業）

焼肉ダイニング 千乃房

滋賀県彦根市本町１丁目3-37　TEL 0749-22-6003
[営] 8：30～18：00　[休] 火曜定休

いと重菓舗
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
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
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。

ランチではサラダ＆漬物ビュッフェ付きの「近江牛時雨金糸重」をお
召し上がり頂けます。近江牛を秘伝のたれで甘辛く焚き上げ、金糸玉
子と合わす事でご飯と相性抜群の丼に仕上げております。また、同ホ
テル内にある限定12席の特別なひとときをお過ごし頂ける「近江牛
鉄板焼き鳳凰」でも近江牛のお食事をお楽しみ頂けます。

彦根市佐和町1-8　TEL 0749-21-3001
[営] 11：30～14：00・17：30～20：30（LO 14:00・20:30）　[休] 不定休

近江牛時雨金糸重 近江牛鉄板焼 鳳凰 焼きしゃぶランチ

彦根キャッスルリゾート＆スパ

本格的炭火焼レストラン。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4,000円～（近江牛の場合
5,000円～）
彦根市河原2-2-34　TEL 0749-24-5315
[営] 17：30～22：00 （LO 21：00）ランチは予約制（要問合せ）
[休] 月曜定休（祝日の場合は予約のみ営業、要問合せ）

炭火焼レストラン 沙斗羅

彦根市本町1丁目1-26　TEL 0749-22-1808
[営] 9：30～18：00　[休] 水曜定休

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。

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
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
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
群。ぜひ一度、ご賞味下さい！
彦根市銀座町4-27　TEL 0749-23-7665
[営] 11：00～19：00　[休] 水曜定休 ・ 年末年始

Gelateria Azzurro

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
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
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] 10：00～18：00（12月～2月は17：00まで）　[休] 無休（年末年始除く）

和菓子処 さわ泉

彦根市立花町1-2　TEL 0749-26-3838
[営] 9：30-17：30　[休] 無休

どら焼き 虎てつ
どら焼き虎てつの和菓子は、保存料を使わず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。

こだわりの近江の食材をシンプルにお楽しみいただけます。「近江牛」
「近江鶏」「近江米」「近江の銘酒」など“近江づくし”をご堪能ください。 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

揃えています。コインロッカーも併設されています。彦根市本町１丁目6-25（2F）　TEL 0749-22-6728
[営] 11：30～15：00・17：30～23：00 （LO ランチ14:30、ディナー22：30）
[休] 木曜定休　[備考] 駐車場30台有（夜のみ）

TEL 0749-22-2954　[営] 9：00～17：00 [休] 年末休業あり

近江牛と近江鶏の店 近江や

彦根市観光案内所

スイーツ
甘いものは別腹♪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。

銘菓 埋れ木 団子セット（写真は一例）

せんのぼう

（近江ダイニング橘菖 ・ 近江牛鉄板焼 鳳凰）
きっしょう ほうおう

おうみ

し ゃ と ら

せんなりてい

せん
じゅうかほ

こ ジェラテリア　　　アズーロ

JR彦根駅構内（西口）

i
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スイーツここまで▲

彦根市本町２丁目1-3　TEL 0749-27-5501
[営] 9：30～17：30　[休] 火曜定休（祝日の場合は翌日）

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「石田三成」「ひこ
にゃん」にスポットを当てた展示を行っています。

観光
お土産・体験

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
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
を代表する銘菓です。

彦根市中央町4-39　TEL 0749-22-5722
[営] 8：00～18：00　[休] 木曜定休 

菓心 おおすが 本店

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
でスイーツが楽しめます。源三郎ソフトが名物。
彦根市本町2丁目1-7-1　TEL 0749-22-8808
[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

政所園 夢京橋店

地上8ｍ、18アイテムに挑戦するAdventure-G。普段なかなか体験出
来ない非日常世界のスリルと達成感を味わおう♪彦根の景色を眺め
ながら風を切って滑る200ｍの空中スライダーSky- Gは気分爽快！
彦根市古沢町278-9　TEL 0749-26-1793　[営] 10：00～18：00
（時期により変更となる場合有） 最終受付17：00　[休] 不定休
[備考] 予約制です。1ヵ月前から当日までに、ご予約下さい。

ひこね
スカイアドベンチャー

彦根市松原町3755　TEL 0749-22-0619
[営] 9：00～17：00　[休] 冬季運休有（要問合せ）

オーミマリン彦根港
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
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
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１丁目6-22　TEL 0749-24-6711
[休] 水曜定休

湖東焼 一志郎窯
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、茶
道具や日用食器などの製造販売も行っています。陶芸教室も開催中。

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！
2階にはひこにゃんをはじめ、キャラクターグッズを数多く取り揃え
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] 10：00～19：00（12～2月は18：00まで）　[休] 無休（年末年始除く）

ひこね食賓館
四番町ダイニング

彦根市河原3-4-36　TEL 0749-30-9195
[営] 10：00～18：00（閑散期は17：30まで）　[休] 水曜定休 ・ 一部木曜（要問合せ）

真・戦国丸

彦根城から一番近く約900種類の商品を揃えた店内にはひこにゃん
グッズをはじめ銘菓・佃煮・地酒・民芸品等が多数並んでいます。ソフ
トクリームや揚げたての近江牛コロッケなどの食べ歩きメニューも
充実しています。
彦根市佐和町1-8　TEL 0749-21-3071
[営] 8：00-20：00（冬季8：00-19：00）　[休] 無休

彦根みやげ本陣

彦根市中央町5-3 中野商店1階　TEL 0749-24-0080
[営] 第2・第4週の土日、9：30～12：00・13：00～16：00
[休] 上記営業日以外も対応可。要問合せ

日本カロム道場 彦根本部
100年以上受け継がれた、彦根の伝統ゲーム「カロム」を体験しませんか？
15分間の無料体験のほか、各級の認定を行っています（有料）。オリジナル公
認カロム盤（大・中・小）も取り扱っています。お気軽にお立ち寄りください。

滋賀県彦根市佐和町7-19　TEL 0749-22-7304　[営] 9：00～17：00

大師寺
彦根駅から徒歩５分、彦根へ来たら一番に参るお寺です。彦根駅前の
弘法さんとして親しまれ、日本随一の「寝弘法さん」と七福神奉安のお
寺として有名です。ご朱印も受け付けています。

よく学び、よく遊びましょう。
大切なあの人に、
お土産も忘れずに！

彦根市佐和町7-19　TEL 0749-22-7304
[拝] 9：00～17：00　[休] 無休

真・戦国丸は彦根市花しょうぶ通り商店街にあり、2018年3月3日に
オープンしました。戦国グッズや武将グッズなど、幅広く200種類以
上のお土産品、家紋をあしらった店独自の商品が多数あります。皆様
から愛される店舗を目指していきます。ぜひ一度お越しください。HP、
Twitter、instagram、オンラインショップもあります。
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