
　甲賀市は、滋賀県の南東部に位置し、国道一号を
はじめとした近畿圏と中部圏を結ぶ広域交通路が
通る地域です。古くから江戸と京都を結ぶ重要な交
通路であった東海道「土山宿」と「水口宿」の二つの
宿場があり、大変賑わっていました。
　また、「忍びの里」としても広く知られ、戦乱の時代
を駆け抜けた忍者の伝統が今も息づいています。
　四季折々に表情を変える自然に囲まれた地域の
旨いもんを是非ご堪能ください。
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D-3

甲賀市土山町大河原 1104
0748-69-0344
11:00～14:00 / 17:00～19:00（ディナー営業は要確認）

1 月、2 月は不定休　 有（50台）

大河原温泉  かもしか荘 レストラン幻想郷 49
地産地消をテーマにした創作
料理のレストランです。周辺
のダムをモデルにしたダムカ
レーもお楽しみ頂けます。　
　

D-3

甲賀市土山町大河原 1075 番地
0748-70-2048
10:00～ ( 月 · 水：14:00 まで / 金 :13:30 まで  / 火 · 木 · 土 · 日 18:00 まで )

無 ( 不定休 ) 有（20台）

地料理  かんべ（ライダーハウス神戸）50
滋賀県～三重県の県境に位置
し旧鈴鹿スカイライン ( 現 477 
号線 ) の滋賀県側に位置して
地形を生かし山の恵みである 

「ジビエ料理 猪、鹿、いわな」 
料理を提供しています。又ジ
ビエ料理以外のメニューもあ
ります。

A-1

甲賀市水口町梅が丘 1-9
0748-62-2521
11:00～21:30
不定休 有（15 台）

ふじ吉7
旬の食材を使った会席料理、
お寿司のお店です。心のこ
もったおもてなしをさせてい
ただきます。ご家族で、気の
合う仲間とゆっくりとお食事
をお楽しみくださいませ。　

C-1

甲賀市甲賀町大原中 1034
0748-88-3168
11:30～14:00  /  17:00～22:00
月曜日（祝日の場合は振替） 有（100 台）　

錦茶屋34
お土産　忍ちらし・虎の巻（サ
バ）・くノ一巻（サーモン）　
名物　薬草御前　寿司割烹　
懐石料理等ございます。野趣
あふれる離れ座敷にて慶事・
弔事色々ご利用頂けます。

D-2

甲賀市土山町大野 2723
0748-67-1333
店舗：9:30～18:00　茶房：10:00～17:00(L.O)
店舗：元日　茶房：火曜日 有（14 台）　

近江茶丸吉45
製茶問屋の営む、ほうじ茶専
門店 / ほうじ茶茶房。オリジ
ナルほうじ茶スイーツや、 10 
種類を超えるほうじ茶をご用
意しております。ほうじ茶の
世界を深く、広く、お楽しみ
下さい。

C-1

甲賀市甲賀町隠岐 394
0748-88-5000
10:00～17:00（入村は 16 時まで）※時期によって変動あり

月曜日（祝日の場合は翌日） 有（520 台）

甲賀の里忍術村　31
からくり屋敷や忍者道場で修
業をしていっぱい遊んでお腹
がすいたら、大自然の中で
バーベキューはいかがでしょ
うか ? カレーやうどんなどの
軽食、団体様向けにお弁当の
ご予約も可能です。（※要予
約）

B-1

甲賀市甲南町市原 24
0748-86-5624　
月･水～日 17:00～22:00　土･日･祝日 12:00～14:00
火曜日 有

お好み焼・鉄板焼き  もみの木　21
粉、味にこだわり 35 年にな
るお好み焼屋です。定番から
変わり種の約 20 種類のお好
み焼メニューがあり、　厚み
がありフワッと焼き上げてい
ます。

C-3

甲賀市甲賀町小佐治 2121-1
0748-88-5841
店舗  8:30～17:30　軽食コーナー 10:30～15:00
月曜日（祝日の場合は火曜日） 有（20 台）

甲賀もち工房　　36
「お米の麺と、つきたて餅（写
真）のお店」として、常に新
メニューで米の新しい食べ方
を提案しています。最近では
甲賀産生めん「フォー」にも
取り組み話題になっていま
す。

B-1

甲賀市甲南町塩野 269　　
0748-86-2130
11:00～22:00（要予約）
不定休  年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日） 有（20 台）

塩野温泉22
地元のものを中心に、旬の食材を利用
した会席料理、各種お鍋、お弁当を提
供しています。御祝やご法要、各種ご
宴席、ご家族や友人とのお食事会に個
室にてご利用いただけます。（２名様～）
お気軽にお問い合わせください。お一
人様税サ別 3,000 円以上のお食事のご
注文で、温泉をご利用いただけます。

D-2

甲賀市土山町大野 2693
0748-67-0955
11:00～21:00
火曜日、水曜日 有（10 台）

 レストランじゃがいも46
おいしい料理と落ち着いた空
間を提供しています。

A-1

甲賀市水口町暁 3-53
0748-62-5438
11:30～18:30
不定休 有（8 ～ 10 台）

お食事処　一富久10
甲賀市役所、水口体育館の近
くに立地し、アクセスも良く、
お昼の定食やお寿司も好評い
ただいております。ぜひお気
軽にお越しください。

A-1

甲賀市水口町水口 5940-4（水口中学校前）
0748-63-5811　

有（50 台）
9:00～17:00
イチゴ狩り期間中無休　

鹿深いちご園　　　　　11
こだわり農法で育てたいちご
を栽培する大きないちご園。
チョコレートや練乳の無料
サービスもあり 45 分間食べ
放題。直売所では、地元野菜
も販売。鹿深ジェラートやソ
フトクリームもおすすめ。

A-1

甲賀市水口町三本柳 235 番地
0748-62-2001
7:00～21:00　
年中無休 有（15 台）

滋賀酒造（びわこいいみち）18
毎日、甲賀市の食材（お米・野
菜）を使用した地産地消を心掛
け真心を込めて、美味しいお弁
当を一つ一つ手作りして販売し
ています。また、ご予算･お好
みに合わせたお弁当もご用意さ
せていただきます。地域によっ
ては、配達もしています。

A-1

甲賀市水口町本町二丁目 5-17
0748-62-0040
11:30～15:00  /  17:00～21:30　
年末年始 有（20 台）

魚兵楼（うおひょうろう）8
東海道水口宿の中心に位置す
る料理旅館です。地元食材を
使った季節の懐石料理や鍋料
理をご用意しております。手
軽なランチメニューは 2 名
様から個室でお召し上がりい
ただけます。（前日までにご
予約下さい）

A-1

甲賀市甲南町森尻 857 0748-86-1327
[しのびサンド販売] 11:00～18:00  [ランチ]  11:30～15:00（Lo14:00）
[夜のお食事]  18:00 ～ 22:00（予約制）

水曜日 有（20 台）

和楽 DINING 忍19
お手軽に召し上がっていただ
ける和食ランチ、季節の食材
を楽しんでいただける会席料
理（要予約）。黒い丸形食パ
ンで作る「忍」をイメージし
た「しのびサンド」の販売。
様々な用途でご利用下さい。

A-1

有（40 台）

甲賀市水口町八坂 4-35
0748-62-6001　
11:00～22:00
月曜日（祝日は除く）

相撲茶屋  賀位の山　6
食材ひとつひとつにこだわり
を持つことが「ちゃんこ」の
醍醐味、当店の信念です。元
力士の店主が吟味した食材
で、本物の「ちゃんこ」をご
堪能ください。

A-1

甲賀市水口町北脇 2378－1 0748-63-8852　
レストラン 11:00～15:00（Lo14:00）
カフェ 14:00～16:00（Lo15:30）

有（50 台）水曜日・最終週火曜日　

農家レストラン・カフェ  べじらいす　　2
地産地消を心がけた自社生産
のお米・野菜・果物を使用し
たお料理、手づくりのデザー
トをご提供♪
隣の直売所ではお米・採れた
て農産物・加工品をご購入い
ただけます。

D-1

甲賀市土山町北土山 879-2
0748-66-1294
8:00～21:00
月曜日（祝祭日営業翌日休業） 有（15 台）

喫茶オアシス38
昔ながらの喫茶店です。モー
ニングセット～各種定食有り
ます。ご注文ごとに、ハンド
ドリップで淹れるコーヒーで
おくつろぎください。

A-1

甲賀市水口町水口 5555
0748-65-4675
8:00～深夜 2:00 Lo 深夜 1:30

不定休 有（90 台）

ジョイフル 水口店（アヤハプラザ水口）15
ファミリーレストラン　ジョ
イフルは、子供から大人まで
お選び頂ける、メニューが豊
富で、お手頃なお値段で提供
しています。Wi-Fi 環境も整
備していますので、ゆっくり
とご利用下さい。

A-1

甲賀市水口町宮の前 2-24　
0748-62-6055
17:00～23:00
月曜日 有

四季彩たちばな9
新鮮で拘り抜いた食材を心を
こめてお料理に仕上げていま
す。お昼のお座敷御利用及び
テイクアウト、仕出しお弁当
などは、前日までのご予約を
お願いします。少人数様でも
お座敷（個室）御利用頂けま
す。

B-1

甲賀市甲南町杉谷 2281
0748-86-8188
7:00～21:00
年中無休 有

甲南パーキングエリア上り線　26
新名神高速道路の甲南パーキ
ングエリア上り線です。忍者
の里甲南、忍者をモチーフに
したパーキングエリアです。
フードコート、忍術茶屋、売
店 ( 地元土産、京都土産、大
阪土産等 )　ご利用下さいま
せ。2 階に展望台あり。

B-1甲南パーキングエリア下り線　

甲賀市甲南町杉谷 3166-2　
0748-86-8236　
7:00～21:00
年中無休 有

27
甲賀流忍者の里、甲南パーキングに
ド迫力のからくりアートが出現！迫
り来る忍者にオリジナルの忍法で対
抗しよう！いつも焼きたてのパンと
挽きたてコーヒーでお出迎え。アツ
アツ出来たてのたこ焼きやコロッケ、
フードコートでは多彩な人気の炒め
物の定食が好評です。売店では当 PA 
でしか買えない土産と信楽焼はじめ
多彩なコーナーをご用意しております。

D-1

土山町南土山字尾巻甲 1122-74　　　0748-66-1660　　　
9:00～18:00
年中無休
有（大型99台・小型104台）一般道からもご利用いただけます。

土山 SA 外売店41
うまいもん屋、ひょうたん屋、
牛玉屋、SASUKE、たぬき処
にん忍。近江牛コロッケやイ
カ焼、ソフトクリームなど
ちょこっとお腹が空いたとき
手軽に食べられる商品をご用
意しています。

D-1

土山町南土山字尾巻甲 1122-74　　　0748-66-1660　　　
8:00～20:00（ピザ専門店10:00～）
年中無休
有（大型99台・小型104台）一般道からもご利用いただけます。

土山 SA 専門店42
近江牛専門店（近江スエヒロ
土山茶屋）天むす専門店（地
雷也）磯揚げ専門店（まる天）
粉もん専門店（こなやはん）
豚まん牛まん専門店（ウァン）
ピザ専門店（ピッコロボスコ）
があります。

D-1

土山町南土山字尾巻甲 1122-74　　　0748-66-8056
【平日】10:00～21:00(Lo 20:30)  【土日祝】10:00～22:00(Lo 21:30)
年中無休
有（大型99台・小型104台）一般道からもご利用いただけます。

近江スエヒロダイニング The Beef（土山 SA）　43
肉の専門店スエヒロの新しく
提案するカジュアル Beef ス
テーキダイニング。高速道路
では珍しいお肉にこだわった
レストランです。美味しいス
テーキやハンバーグで素敵な
旅にしてください。

D-1

土山町南土山字尾巻甲 1122-74　　　0748-66-1660　　　
24 時間
年中無休
有（大型99台・小型104台）一般道からもご利用いただけます。

土山 SA フードコート44
麺類・丼物・定食等が食事で
きるフードコート、年中無休、 
24 時間営業となっています。
滋賀県のソウルフード近江
ちゃんぽん（写真）もお召し
上がりいただけます。

A-1

甲賀市水口町北内貴 1-1
0748-63-2950
11:00～14:00
日曜日・月曜日 有

グリーンヒル  サントピア16
日替りランチと煮込みハン
バーグが人気で、平日限定で
デミカップのコーヒーサービ
スしてます。

D-2

甲賀市土山町市場 362-2
0748-67-0375　

有
11:00～14:00 / 17:00～22:00
火曜日　

食堂屋  光陽47
お昼は昔なつかし昭和の味　
中華そば。夜は黒毛和牛焼肉
をファミリー価格にてご提供
しております。

B-1

甲賀市甲南町竜法師 1120
0748-64-9031　　　
11:00～15:00 Lo14:30 / 17:00～21:30 最終入店 20:00 Lo20:45

不定休（公式サイトに掲載あり）　 有（15 台）

古民家れすとらん忍夢庵 28
5 代続く築 130 年を優に超え
る茅葺民家を改装し誕生した
古民家れすとらんです。田園
に囲まれながら長閑な陽気と
穏やかな風を感じる空間で美
味しく愉しく「大人の時間」
を過ごしていただけます。

A-1

甲賀市水口町西林口 3-2
0748-64-9038
11:00～16:00（ランチは 14:00 まで）　　
木曜日　 年末年始・お盆休みアリ 有（5～10 台）

美冨久酒造  蔵カフェ  薫蔵 ～KAGURA～　3
創業百有余年を数える蔵元 
“ 美冨久酒造 ” で蔵の一部を
改装した蔵カフェ。日本酒が
楽しめる他、滋賀県の魅力を
伝える食材「フナ寿司」や「赤
コンニャク」を使ったランチ
プレートもお出しします。

B-1

甲賀市甲南町杉谷 364-1
0748-86-2212
11:00～20:00
水曜日　　有（30 台）

甲賀忍びの宿  宮乃温泉23
のんびりゆったり田舎のお宿
で御宿泊、お食事、入浴を。
季節の会席料理をはじめ近江
牛すき焼き、しゃぶしゃぶな
どご相談くださいませ。

B-2

甲賀市甲南町野川 462
0748-60-1746
6 月中旬より 8 月末まで　8:00～17:00
営業期間中無休 ※天候不順による休みあり 有（10 台）

上野川営農組合  観光ブルーベリー農園  宮ベリー30
甘くて大粒のブルーベリーが
当店の自慢です。鈴鹿連峰を
一望できる眺望のよい高原で
す。近くの牧場で、作って頂
いているブルーベリージェ
ラードや、お土産にブルーベ
リージャムも好評です。

B-1

甲賀市甲南町野田 594-4
0748-86-0001
9:00～17:00
年中無休 有

菓子処菓子長  野田本店24
創業明治六年　忍者の里甲賀
で忍者をモチーフにした最中
や甲賀市で生産された原材料
を使ったプリンなどをメイン
に和洋菓子の製造販売をして
い ます。　　

A-1

甲賀市水口町名坂 411-15
0748-63-5900
11:00～20:00
火曜日（祝日の場合は翌日） 有

からあげ屋 カリッジュ  水口店4
やわらかい鶏肉を厳選し、ニ
ンニクなどの香辛料を使わな
いため、子どもからご年配の
方まで食べやすいからあげで
す。

A-1

甲賀市水口町水口 5555
0748-65-5601
11:00～23:00（Lo22:30）

不定休 有（90 台）

焼肉でん  水口店（アヤハプラザ水口）13
焼肉食べ放題やオーダーバイ
キングなど、家族や友人、若
者で、おいしくリーズナブル
に、お食事を楽しんで頂ける、
焼肉専門店です。

A-1

甲賀市水口町水口 5555
0748-62-1991
11:00～21:30 Lo21:00

不定休 有（90 台）

ひより 水口店（アヤハプラザ水口）14
アヤハプラザ水口の敷地内に
ある、もちもちの自家製パス
タとチーズケーキの専門店で
す。居心地の良いソファーが、
お出迎えしますので、ゆった
りとしたお時間をお過ごし下
さい。

D-1

甲賀市土山町北土山 2900 番地
0748-66-1244
9:00～17:00 / レストラン【平日】10:00～14:00【土日祝】10:00～15:00
火曜日 有（39 台）

道の駅あいの土山39
東海道４９番目の宿場町にあ
りゆっくり休憩していただけ
地元特産品や地元野菜がなら
びます。地元野菜をつかった
お弁当やうどん、そばを提供
しております。　　　

D-1

甲賀市土山町南土山 328
0748-66-0168
11:00～16:00
不定休 無

民芸・茶房  うかい屋37
江戸時代の名残りを伝える商
家風の造りが売りです。茶房
は吹抜天井から自在鍋のか
かった囲炉裏風テーブルで、
蕎麦やぜんざい、抹茶、コー
ヒーなどいかがですか。

C-2

甲賀市甲賀町油日 1695 0748-88-2511
平日 8:00～17:00  / 土日祝 7:00～17:00（昼食時間／要確認）
原則毎月曜日（冬季期間は別途あり/要確認） 　
有（214台）

大甲賀カントリークラブ  油日コース35
ゴルフ場内にある施設です。
油日神社のご神体とされる油
日岳をのぞみ、空の青さと緑
のコースを眺めながらのんび
りとした時間をお過ごし頂け
ます。

B-1

甲賀市甲南町竜法師 600 忍の里プララ内
0748-70-2790　
10:00～16:00

 

月曜日（祝日の場合は営業）　　　有

観光インフォメーションセンター 甲賀流リアル忍者館25
甲賀市の総合観光案内所で
す。土産処では、忍者にまつ
わるお土産から、東海道や土
山茶、信楽焼など甲賀にちな
んだ品々をお買い求めいただ
けます。

C-1

甲賀市甲賀町大原市場 345 番地
0748-88-5500
昼の部 11:00～15:00　夜の部 17:00～21:00 Lo20:30

木曜日 有（10台）

グリル山水　32
普通の定食から団体様でのご
会食・ご宴会まで幅広くお受
けいたします。まずはお気軽
にお問い合わせ下さい。

A-1

甲賀市水口町綾野3-59
0748-62-0909
9:00～17:30　
元旦 有（8 台）

御菓子司  大彌  水口店5
創業 140 余年の和菓子屋で
す。甲賀市に三店舗。地域の
銘菓（ 甲賀流 忍術屋敷、甲賀流 忍、
こうしん、みなくち、どんどひぶ など ）

や季節の生菓子をすべて自社
で製造・販売しております。
大彌 ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟからのご注文
も店頭で受け取り可能です。

A-2

甲賀市水口町山 3350-97　
0748-63-5606
16:00～22:30 
月曜日･火曜日（29 日「肉の日」は通常営業）　 有（15 台）

焼肉ねぎし  水口店　20
甲賀忍者の里をコンセプトに
したお店の雰囲気。近江牛を
はじめ厳選した黒毛和牛を
リーズナブルなお値段でお楽
しみ頂ける焼肉店。ＴＶ付の
半個室。

A-1

甲賀市水口町北泉 1 丁目 78
0748-63-0117
11:30 ～ 14:30  /  17:00 ～ 22:00 Lo21:30

第 1・3 水曜日 有（30 台）

湖南飯店1
定食からフルコースまで幅広
いメニューで、お一人様や団
体様もお楽しみいただけま
す。一番の人気メニューは、
土鍋に入った四川風の「陳麻
婆豆腐」です。

A-1

甲賀市水口町虫生野中央 88 番地 吉田ビル 1Ｆ
0748-76-3656　
11:00～15:00 / 17:00～21:30
木曜日 有（7 台）

 和食いろは 17
和の空間でこだわりの和食を
どうぞ

A-1

甲賀市甲賀市水口町水口 5555
0748-63-0102
11:00～15:00（Lo14:30） / 17:00～22:00（Lo20:30）

不定休 有（90 台）

志乃崎  水口店（アヤハプラザ水口）12
そば処の志乃崎は、2021 年
11 月にリニューアルオープ
ンし、ゆっくり落ち着いて、
そばを味わって頂けるお店と
なりました。17 時からの天
串バイキングも好評です。

D-2

甲賀市土山町頓宮 267
0748-67-0015
9:00～18:30
1 月 1 日　 有（40 台）

丸安茶業株式会社48
製造元だから上質な茶葉を非
常にお手頃価格でお求めでき
ます。滋賀県産で美味しいお
茶を探すなら間違いなく当店
で見つけることができます。

B-1

甲賀市甲南町新治 696
0748-86-3341
10:00～17:00（3 月～10 月） /  10:00～16:00（11 月～3 月）
月曜日 有

成田牧場  ジェラート工房うらら29
牧場で搾りたての生乳を、牧
場でジェラートにして販売し
ております。季節に合った限
定ジェラートや生乳の味その
もののソフトクリームがオス
スメです。お土産には手焼き
のワッフルが人気です。

C-1

甲賀市甲賀町大原市場 474 番地　
0748-88-2023

　 有
9:00～19:00
水曜日

田中酒造株式会社33
清酒春乃峰のもろみをしぼっ
て出来た酒粕、原材料である
麹を使ったワンプレートラン
チ。素材を活かし体にも優し
い家庭料理風プレートです！
酒粕ハンバーグは一番人気。
週末限定の営業です！！

甲賀市土山町南土山甲 1301
0748-66-1426
9:00～17:00
火曜日・不定休　　 有（4 台）

40
田村神社の厄除で有名なかに
が坂飴です。無添加で身体に
やさしい素朴な味です。　　

D-1


