




近江おもてなし会席  秋味 ▶

彦根城４１０年祭 イベント情報

彦根城内堀を中心に、界隈が優美なライトアップで彩
られる「城あかり」。特に佐和口多聞櫓に映される巨大
な井伊家の紋は圧巻。開催日時：12月10日まで 日没
～21時（10月21日・11月23日は～22時）

男名で家督を継いだ直虎の数奇な人生と、直政が彦
根藩初代藩主に就任するまでの道程を、貴重な美術
品・古文書などから紹介する。開催日時：10月21日～11
月28日 ８時30分～17時（入館締切16時30分）
※会期中無休、料金：500円

城あかり 彦根城博物館 戦国！井伊直虎から直政へ彦根城 ライトアップ

佐和口多聞櫓 

クリスマスディナーにおすすめ
スパークリングワイン
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国 宝を望む 城リゾート

                        で
和 の 癒しと洋の瀟 洒を

遊び心から生まれる 大胆なソースと食材のハーモニー

クラシカルな鉄の扉を開けると、そこに広がるのは和と洋が融合した非日常の空間。鉄板の前
に設けられた12席は、シェフの技と香り、そして音を楽しむ特別な食の舞台です。
喧騒から離れ、ただ純粋に食事を楽しむ時間を大切な人とともに……。孔雀に似た羽根を持つ
という想像上の鳥・鳳凰。その名に恥じぬ料理とパフォーマンスは、和洋の融合を更に昇華
させ、お客様を「想像の世界まで羽ばたく優雅な食の世界」へと誘います。

「おいしいものは柔軟な発想から生まれる」。遊び心を尊ぶ荒尾シェフが手がけ
る鉄板焼は、繊細ながらも破天荒。その真髄は、一皿ごとに表情を変える多彩な
ソースに集約されると言っても過言ではありません。時には和と洋の素材を掛け
合わせて、また時にはフルーツを大胆に使って……。フレンチスタイルから拡充さ
せたそのフレキシブルなソースは、予想もつかない斬新な味の世界を開きます。
焼く素材に合わせて 2 種類のオリーブオイルを使い分け、旨味が最高潮に達し
たタイミングで鉄板からお皿の上へ。その見極わめる目と流れるような手さばき
は、例えるなら食のマエストロ。卓越した技術を持ち、素材の特徴を熟知する
からこそ引き出せる、センシティブなハーモニーをお楽しみください。

秋色に染まる
幕府の重臣だった井伊家には、大事に備えて120艘もの船が用意され
ていたという。現在運航する屋形船は、藩主が領内の視察や貴人の接
待などに使った「藩主御好屋形船」を、当時の絵図や古写真をもとに
再現したもの。玄宮園近くの船着場から山崎郭前まで、ガイドの案内
を聞きながら約45分かけて内堀を往復。いつもと違う角度から、殿様
気分で秋の彦根城を満喫できる。

文化7（1810）年頃、11代藩主・井伊直中が琵琶湖畔に造営した
庭園主体の下屋敷。周囲を巡る堀は、かつて彦根城の堀と繋
がっており、藩主は城からそのまま船で乗り付けた。庭園の中
心となる池は、琵琶湖の水位と連動して波打ち際が変化。折り
重なる築山や緩やかに広がる洲浜と、紅葉のコラボを楽しもう。

キノコと帆立のマリネ、ノルウェーサーモンのにぎり仕立て、

合鴨のロースト赤ワインソース、オマールテールのグリル クリ

スマス仕立て、季節の焼き野菜、滋賀県の選りすぐった霜降り

近江牛 牛ロース、シェフの気まぐれスープとおすすめデザート

付きの全9品のクリスマスディナー。

きめ細やかな泡、色合いは鮮やかな
シャンパンゴールド。ピーチ、洋ナシ
やアーモンドの香りが感じられ、そ
の後に蜂蜜トーストのニュアンス
も。爽快な口当たりにふくよかで口
一杯に広がる果実味が特徴です。
クリスマスメニューの前菜のキノコ
と帆立のマリネとよく合います。

鉄板で食材を焼く̶̶。そんなシンプルな料理だからこそ、素材は最高級のものにこだわります。メインの肉は近江
八幡と竜王に自社牧場を持つ老舗・岡喜牧場の上質な近江牛を。魚介類は生で食べられるほど新鮮さを求め、サラダ
に使う野菜も水耕栽培されたみずみずしいものを選ぶ……。素材に絶対の自信があるからこそ、鳳凰ではあえて塩胡
椒で下味をつけず、すべての品をソースで味わっていただきます。低温でじっくりと焼いた霜降りの近江肉は、断面が
ロゼ色に輝き、口に運べば舌に寄り添うような柔らかさ。おすすめするワインと合わせることで、クリアな肉汁がより
心地良い余韻を残します。食材の力を最大限に引き出した「本物の一皿」が持つ感動。ぜひ一度体感してみてください。

鳳凰では、味はもちろん見た目、エチケットにこだわったワインを取り
揃えており、お肉と相性のよい珍しい日本酒もご用意。メニューのす
べてのお酒は、多数の試飲会にてお料理とのマリアージュを考え厳選し
たものです。味覚、臭覚、視覚を刺激させるお酒をグランシェフの
鉄板料理と洗練された非日常空間の中でご堪能ください。

料理とマリアージュするお酒を

かつて彦根藩の初代藩
主・井伊直政は、徳川家康
から孔雀の尾羽を使った
陣羽織を拝領しました。鳳
凰の扉のモチーフは、その
逸話を彷彿させる孔雀の
尾羽です。

大阪府出身。40余年間フレンチの世界で活躍し、培った技と発想を独自のスタイルに昇華。和と洋を一体化させた鉄板焼で食通をも魅了します。
Chef / グランシェフ 荒尾 義男
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旧彦根藩松原下屋敷2

錦秋の玄宮園ライトアップ3

中国唐代皇帝の離宮をなぞらえたという、贅を尽くした池泉回遊式の大名庭園。延宝5年（1677年）、４代藩主・井伊
直興によって造営されたと伝えられている。かつては藩主が舟遊びに興じたという広大な池には島が浮かび、入江に
は九つの橋が点在。池畔には水面に突き出すように臨池閣（八景亭）が建ち、築山に佇む往時の客殿・鳳翔台とともに
情趣に富んだ景観を生み出している。四季折々の美しさを奏でるこの名園は、秋景の美しさも格別。ライトアップの時
間ともなれば、赤や黄色の化粧をした木々が鏡のような水面に影を映し、夜空には真っ白な天守を浮かび上がらせ
る。目の前に広がるその光景はまさに幽玄の世界。晩秋のひと時を過ごすにふさわしい。

幻想的な光で照らされる玄宮園を満喫し、ラグジュアリーな滞在を堪能できる、毎年
恒例の人気プランです。お部屋は半露天風呂が付いたキャッスルビューの特別室・
スーペリアルームをご用意。秋の味覚・松茸をふんだんに取り入れた料理に舌鼓、
近江牛と松茸のすき焼き、松茸の土瓶蒸しなど近江の旬と秋の和会席をどうぞ。

スーペリアツインルーム 1泊 2食付

ダブルルーム

1泊 2食付

錦秋のライトアップ 入場券
茶菓子セット付 ¥19,000～

２名様ご利用時・1名様料金 

[ 販売期間 2017.11.30 まで ]

通常運航時間：10時～15時（土日祝は16時）
料金：1300円
問い合わせ：080-1461-4123 （小江戸彦根）  

11/18（土）～12/3（日）
18時30分～/19時30分～ 

11/23（祝）～ 12/3（日）
9時～ 16時（入園締切は15時30分）
料金：無料 / 彦根市松原町515
問い合わせ：0749-26-5833
                   （彦根市教育委員会文化財課） 

※12月の運航、11名を超える場合は要問い合わせ

夜間特別運航
期間中土日祝のみ運航

玄宮園から眺める秋の彦根城

秋のお浜御殿と井伊直弼公 

秋の特別公開情報

11/18（土）～ 12/3（日）
18時～ 21時（入場締切は20時30分）
料金：700円 / 彦根市金亀町3-40
問い合わせ：0749-23-0001（彦根観光協会） 

夜間特別公開情報

近江牛鉄板焼  鳳 凰

素材にこだわった「本物の一皿」の感動

HOUOU

¥23,000～
税金別 /サービス料込み

税金込・サービス料込み

２名様ご利用時
1名様料金 

ひこにゃん
彦根市許諾（無償）

No.A1720051

屋形船からしか見えない景色を
船頭の解説付きでお楽しみいただけます

©Naokazu Matsui

ゆらっと遊覧 

彦根城お堀めぐり

　　の

     愉しむ存分に

お浜御殿特別公開

錦秋 ねひこ を

彦根市本町 2 丁目2 -11

夜の玄宮園の散策のあとは
夢京橋キャッスルロード中央

昼 11:30～14:30 /夜 17:30～22:30

水曜定休 0749 -21- 3567

彦根キャッスル リゾート&スパ グループ

2017.12.3（日）まで・ディナー限定
通常380円をサービス!

玄宮園のチケット半券で

宿泊
プラン

1日３組限定

イラストは故事を元にイメージしたもので、史実を忠実に再現したものではありません。

Jacquart Brut Mosaique
ジャカールブリュットモザイク

¥15,000

¥16,396
12/1～25まで

税金込サービス料込み

サンタクロース

ディナーコース
クリスマス限定

Christmas Dinner course

樽生スパークリング
１杯サービス

宿泊特典

（市街地側）

 孔雀の羽のエントランス ▶

陣羽織に身を包む直政公

（22:00 ラストオーダー）

宿泊
プラン

大人気

し ょ う し ゃ

税金別 /サービス料込み
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Castle Guide More More Enjoy は、彦根の魅力を発掘し、もっともっと楽しいところを日本全国に発信する情報誌

公式フェイスブックページ
0749-21-2001

w w w.hch.jp

w w w. fb.me/hch .rs［JR彦根駅より徒歩8分］滋賀県彦根市佐和町1- 8  
国宝彦根城 いろは松前 ご予約 /お問い合わせ

近江おもてなし会席が新しくなりました
一期一会のおもてなしで味わう美味しさとともに素敵なひとときをお過ごしいただける和会席をご用意いたしました。オープンキッチン
にて、魚介類と旬の湖魚を備長炭で焼き上げ素材の旨味をぎゅっと閉じ込めふっくらと仕上げます。近江牛は、水晶プレートにてお好み
で焼いて楽しむスタイルに変更し、より一層美味しくお召し上がりいただけるようにご準備いたしました。水晶プレートは、遠赤外線効果
でお肉をよりジューシーに仕上げ煙が出にくく、油がはねにくい特徴があります。ぜひ、近江牛本来の甘味をお楽しみくださいませ。食材
本来のもつパワーや旨味を存分に生かし、四季を感じる日本料理に仕上げます。ご来店心よりお待ちしております。

近江牛肉味噌漬は古来、元和の頃より彦根藩において戦国の世の不時
の備えとして貯蔵され、救荒食料として充てられていました。また時の藩
主井伊直孝は将軍家・御三家に御養生肉として、この牛肉味噌漬を
献上し、以来彦根藩の慣例となったと伝わります。
近江ダイニング橘菖、近江牛鉄板焼鳳凰でも使用している「岡喜牧場」
の厳選された近江牛を、風味栄養とともに味噌漬けにしました。最高
の味をこころゆくまでご賞味ください。

近江牛味噌漬 味噌の香ばしさと

熟成された近江牛の旨味が

格別です

冷蔵 ¥1,200¥5,500 冷凍

ホテル１F / 昼11時30分から14時LO / 夜17時30分から20時30分LO / お問い合わせ（直通）0749-21-3001

約60gが5枚ほど入っています

1枚入り（約60g）

調理例

ご家庭でも簡単に調理して頂けます

至 福 の 時 間 を

H I K O N E  C A S T L E  R E S O R T & S P A

国 宝

彦 根 城 の

目 の 前 で

新発売
300g 

 別途 クール便送料1,080 円（全国一律） ※冷蔵300g は、竜王町 岡喜本店よりお届け

税抜税抜

ご注文・お問い合わせはコチラ

彦根キャッスル リゾート & スパ内
営業時間：8時から20時まで（冬期は19 時まで）

0749-21-3071
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