素材にこだわった美味しさを求めて
甲賀ならではの味を探して
お好みや予算に合わせて選べるお店を紹介します。

名

水口エリア

称

住

所

メニュー

TEL

魚兵楼

甲賀市水口町本町2-5-17

0748-62-0040

割烹 や満平

甲賀市水口町宮の前1-17

0748-62--5131 会席料理

カフェ ポエム

甲賀市水口町本町3-5-11

0748-62-1101

喫茶、
ランチ

鹿深の里

甲賀市水口町東名坂274

0748-62-8588

会席料理

喫茶 碧水

甲賀市水口町水口5587-2

0748-62-5339

喫茶

貴生川駅前飯店

甲賀市水口町虫生野中央21

0748-63-0096

ラーメン・焼肉

グリーンヒルサントピア

甲賀市水口町北内貴1-1

0748-63-2950

洋食

宏陽園

甲賀市水口町元町9-23

0748-62-1289

会席料理

米新楼

甲賀市水口町北脇1164

0748-62-0065

和食

更科食堂

甲賀市水口町本町3-7-9

0748-62-0445

洋食・麺類

四季彩 たちばな

甲賀市水口町宮の前2-24

0748-62-6055

会席料理

しゃも鍋倶楽部

甲賀市水口町三大寺250-1

0748-63-7739 しゃも鍋

酒菜・お食事 茶々や花

甲賀市水口町東名坂191

0748-63-5418

和食

ショップ井上

甲賀市水口町山3378-40

0748-63-1102

定食

寿司 いち兵衛

甲賀市水口町宮の前1-18

0748-62-7607

寿司・和食

寿司 春日野

甲賀市水口町東名坂190

0748-63-0608

寿司、
一品料理

相撲茶屋 賀位の山

甲賀市水口町八坂4-35

0748-62-6001

ちゃんこ鍋

谷野食堂

甲賀市水口町城内8-12

0748-62-2488

麺類・定食

DINNING CAFE TAKUMIYA

甲賀市水口町元町4-16

0748-62-1648

和洋創作料理

千登利食堂

甲賀市水口町暁3-52

0748-62-0166

和洋定食・麺類

中国四川料理 湖南飯店

甲賀市水口町北泉1-78

0748-62-0719

中国料理

手作りケーキ喫茶 蔵四季

甲賀市水口町水口624-1

0748-62-8959

ケーキ・喫茶・ランチ

ビアレストラン 寿賀蔵

甲賀市水口町三大寺39

0748-63-2838

地ビール・一品料理

福寿司

甲賀市水口町東名坂269

0748-62-6802

寿司、
一品料理

ふじ𠮷

甲賀市水口町梅が丘1-9

0748-62-2521

寿司・会席料理

水口センチュリーホテル

甲賀市水口町名坂170-1

0748-63-2811

洋食

森下屋

甲賀市水口町本丸1-6

0748-62-0400

寿司・麺類・和食

焼肉 味好

甲賀市水口町北泉1-80

0748-63-1238

焼肉

有楽

甲賀市水口町元町3-15

0748-62-1930

寿司・麺類

和風レストラン 勝喜

甲賀市水口町貴生川2-20

0748-62-4640

寿司・会席料理

会席料理

URL
http://www.biwa.ne.jp
/~n-nishi/

http://www.
shamonabe-c.com

http://www.mi-ch.com/
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名

土山エリア

所

メニュー

TEL

名

URL

住

所

メニュー

TEL

URL

0748-66-0168

麺類

うお喜 支店

甲賀市信楽町牧1411-1

0748-83-1130

麺類・定食・丼

カフェレスト青山

甲賀市土山町北土山1511

0748‐66‐1500

喫茶・定食

うお喜 本店

甲賀市信楽町長野204

0748-82-0412

麺類・定食・丼

喫茶 モア

甲賀市土山町北土山503

0748-66-0919

喫茶・定食

魚仙

甲賀市信楽町長野1334-2

0748-82-0049

会席料理

喫茶オアシス

甲賀市土山町北土山879-2

0748‐66‐1294

喫茶・定食

うお弥

甲賀市信楽町勅旨451

0748-83-0418

会席料理

じゃがいも

甲賀市土山町大野2693

0748‐67‐0955

喫茶・洋食

永和寿司

甲賀市信楽町長野581-1

0748-82-3250

寿司・麺類

食堂光陽

甲賀市土山町市場362-2

0748-67-0375

焼肉・定食

美味しい広場

甲賀市信楽町勅旨2188-7
0748-83-2882
（陶芸の森内）

カフェ&ランチ

http://www.sccp.jp

国民宿舎 かもしか荘

甲賀市土山町大河原1104

0748-69-0344

季節料理

小川亭

甲賀市信楽町長野876

0748-82-0008

会席料理

http://www.shigaraki.co.jp/

ダイヤモンド滋賀

甲賀市土山町黒川1711

0748-68-0211

洋食

お茶の洞之園

甲賀市信楽町上朝宮249-1

0748-84-0115

ぜんざい・喫茶

手打ち蕎麦「玄鹿」

甲賀市土山町前野138-6

0748-67-0418

麺類

お茶の山本園 ウィズティ

甲賀市信楽町上朝宮275-1

0748-84-0014

喫茶・ランチ

ニュー二葉

甲賀市土山町北土山1736-4

0748-66-0078

麺類・定食

尾花

甲賀市信楽町神山1078

0748-82-0933

会席料理

道の駅「あいの土山」

甲賀市土山町北土山2900

0748-66-1244

麺類

かわじろ

甲賀市信楽町牧1068-3

0748-82-0903

定食

メルシー

甲賀市土山町市場399-1

0748-67-0482

喫茶・焼肉

串かつ武蔵

甲賀市信楽町長野306-14

0748-82-8164

串かつ

ライダーハウス神戸

甲賀市土山町大河原1075

古陶

甲賀市信楽町江田772-1

0748-82-2980

喫茶・軽食

リップルCHA- CHA

甲賀市土山町鮎河2642

0748-66-1444

麺類

澤善光雲荘

甲賀市信楽町勅旨1424-1

0748-83-0866

麺類・定食

はなぶさ

甲賀市土山町大野4945-4

0748-67-1513

寿司・定食

紫香楽茶寮 うずくまる

甲賀市信楽町長野584-2

0748-82-1413

喫茶・和食

信楽陶舗 大小屋

甲賀市信楽町勅旨2349

0748-83-2220

喫茶・ランチ

仁楽

甲賀市信楽町長野464-4

0748-82-2507

お好み焼き・定食

スイス料理 アルピナ

甲賀市信楽町下朝宮574

0748-84-0127

スイス料理

助六食堂

甲賀市信楽町長野835-3

0748-82-0314

麺類・定食

炭火焼肉 曼陀

甲賀市信楽町牧1404-5

0748-83-0429

焼肉・ランチ

モダン割烹・一水庵

甲賀市信楽町長野150-3

0748-82-2800

麺類・和洋定食

田代高原の郷

甲賀市信楽町田代212

0748-82-1313

定食・バーベキュー

狸家 分福

甲賀市信楽町西459

0748-82-2828

麺類・丼

壺中庵 保庭楽入

甲賀市信楽町長野703

0748-82-1133

茶懐石料理

手打ちそば処朝宮茶処
黒田園

甲賀市信楽町上朝宮271-1

0748-84-0485

手打ちそば

陶園

甲賀市信楽町長野883-1

0748-82-1495

ランチ・和洋定食・喫茶

平岡家

甲賀市信楽町長野516-28

0748-82-0875

会席料理

http://www.biwa.ne.jp/
~hiraokay

ペンション紫香楽

甲賀市信楽町1185-2

0748-82-1109

喫茶・軽食

http://www.p-shigaraki.
com/index2.htm

ぼたん鍋 あさみや

甲賀市信楽町上朝宮1558-1

0748-84-0131

ぼたん鍋

ホテルレイクヴィラ

甲賀市信楽町多羅尾1

0748-85-0250

会席料理・洋食

豆狸

甲賀市信楽町勅旨1693-1

0748-83-0950

麺類・定食・丼

めんくい亭

甲賀市信楽町牧1492

0748-83-0975

ラーメン

山一屋旅館

甲賀市信楽町長野235-6

0748-82-0274

会席料理

レストラン 牛石

甲賀市信楽町長野西444-1

0748-82-2600

近江牛料理

http://www.gyuishi.com/

レストラン 山びこ

甲賀市信楽町下朝宮351

0748-84-0358

会席料理

http://www.biwa.ne.jp/
~yamabiko/

ワールド

甲賀市信楽町勅旨1620-1

0748-83-0960

喫茶・ランチ

酒処

甲賀市信楽町長野178-1

0748-82-2200

焼鳥

甲賀市信楽町長野1365-4

0748-82-1767

会席料理

称

住

所

050-5528-2552 軽食・たこ焼

メニュー

TEL

いわさき

甲賀市甲賀町大原市場450-1

0748-88-2162

会席料理

うを宗

甲賀市甲賀町神2236

0748-88-2207

会席料理

近江屋

甲賀市甲賀町大原市場49-1

0748-88-2018

会席料理

甲賀の里 錦茶屋

甲賀市甲賀町大原中1034

0748-88-3168

薬膳料理・薬草弁当

ビジネスホテル山水

甲賀市甲賀町大原市場345

0748-88-5500

定食

魚松

甲賀市甲賀町神2376

0748-88-2206

会席料理

称

住

所

http://www.eonet.ne.jp/
~jagaimo1979/

信楽エリア

メニュー

TEL

URL

URL

Sea-Zoo

甲賀市甲南町野田822-2

0748-86-7777

ケーキ・喫茶・ランチ

烋酒館

甲賀市甲南町竜法師2309

0748-86-5678

郷土料理

くのいち本舗

甲賀市甲南町竜法師1120

塩野温泉

甲賀市甲南町塩野269

0748-86-2130

会席料理

つる家

甲賀市甲南町深川2057-1

0748-86-2036

会席料理

宮乃温泉

甲賀市甲南町杉谷364-1

0748-86-2212

会席料理

http://www.
miyanoonsen.com

成田牧場

甲賀市甲南町新治696

0748-86-3341

バーベキュー・ジェラート

http://narita.kn39.com/

http://www.hiei.net/
kyusyukan/index.html

090-1481-9506 喫茶
http://www.biwa.ne.jp/
~shiono

政

すし割烹
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称

甲賀市土山町南土山甲328

名

甲南エリア

住

うかい屋

名

甲賀エリア

称

志

Cafe ぬくもり

甲賀市信楽町長野1197

キッチンKA-GO（カーゴ）

甲賀市信楽町長野1211-1

http://www.uzukumaru.co.jp

http://www.1suian.com/

http://www.kochuan.com/

090-9994-0259 喫茶・軽食
0748-82-2885

定食・ランチ
甲賀市観光ガイド
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