
お勧めのレストラン 

Wurstkuchl 

 Wurstkuchl（ブルストクッヘル）というおすすめのビアガーデンがあります。とてもおいしいソーセージが

食べられます。天気がいい日にぜひここで昼ご飯を食べてみてください。ソーセージとザウアークラウトとお

いしいキャラウェーパンがあってとても有名です。Fischmarkt（フィッシュマルクト）というバス停からドナウ

川沿い東（大聖堂の方）に行くと左手にあります。外で食べると石橋とドナウ川が見えていいながめです。 

 開店時間は 3 月末まで毎日午前 10 時から午後 6 時までです。 

ドイツ最古のソーセージ屋だと言われています（高邑注） 

店名：Historische Wurstkuchl 

住所：Thundorferstr. 3, 93047 Regensburg 

https://www.wurstkuchl.de/ 

ダニエル・ガーラー 

 

 

 



お勧めのレストラン 

Dampfnudel Uli （ダンプフヌーデル ウリ） 

 

 

 レーゲンスブルクのおすすめの場所は Dampfnudel Uli（ダンプフヌーデル ウリ）です。 

 駅のバス停から Altstadtbus（アルトシュタットバス)に乗って、Altes Rathaus (アルテス ラートハウス)

で降りて、右へ行って、L'Osteria(ロステリア)というピザ屋の前を右へ曲がると、Dampfnudel Uli が見え

ます。 

 おすすめのメニューは Dampfnudel(ダンプフヌーデル)です。Dampfnudel は甘い食べ物です。バニラ

ソースがかかっています。とてもおいしくて、安いです。Dampfnudel の値段は５．４０ユーロです。 

 

店名：Dampfnudel Uli 

住所：Watmarkt 4, 93047 Regensburg 

開店時間：水曜日から金曜日 10:31-17:01、土曜日 10:31-15:01 

予約不可なので、直接お店に向かってください。相席もよくあります。（高邑注） 

ジュリアノ・ラッサンドロ 



お勧めのレストラン 

Zur geflickten Trommel 

 Trommel というレストランは町の中にあります。大学から 2 番か 6 番のバスで Bismarckplatz で降り

ます。営業時間は日曜日から木曜日まで 17 時から 1 時までです。水曜日は 17 時から 2 時までです。土

曜日は 11 時半から 2 時までです。 

 メニューはたとえば甘い Flammkuchen（薄焼きピザ）とおかずの Flammkuchen があります。名物の飲

み物は Met（ハニーワイン)と Kehlenschneider です。Kehlenschneider という飲み物はとっても辛い

です。ほかの名物は Spanferkel（子豚）とウイスキーです。 

 中世の雰囲気で楽しいです。店には飾りで剣がかけてあります。混むので是非予約してください。 

 

店名：Zur geflickte Trommel 

住所：Gesandtenstrasse. 2, 93047 Regensburg 

http://www.geflickte-trommel.de/ 

ベアトリス・ハートマン 

 

 

 

 



お勧めのレストラン 

Unikat 

 

 UNIKAT では、典型的なイタリア料理を提供しています。自家製パスタのほかに、赤と白ワインの特別なリ

ストがあります。また、特別なイベントのために使うことができます。また、ケータリングサービスも提供してい

ます。料理は安くないかもしれませんが、おいしいです。料理の種類は多くないかもしれませんが、どの料理

もお勧めです。すべての料理で、グルテンフリーでも注文することができます。いつも満席なので、テーブル

は予約する必要があります。オンライン予約することも可能です。さらに UNIKAT の経営者は Papageno

と同じです。どちらのレストランもレーゲンスブルクで評判がいいです。キャンパス内で見つけることは簡単

です。Audimax の前にあります。 

 

店名： Unikat 

住所： Universitätsstr. 31, 93053 Regensburg 

営業時間: 月～金 ９時半から, 土 １１時半から 

定休日: 日曜日 

HP: http://www.unikat-regensburg.de/ 

 

 



お勧めのレストラン 

PAMPAM 

 PAMPAM はイタリアのレストランです。パ

スタとピサとサラダがあります。 

 私はツナのピザが大好きです。きのこのピ

ザもとてもおいしいです。 

ワインとビールもあります。 

 

PAMAPAM は旧市街の中にあります。バスで

Fischmarkt か Arnulfsplatz で降りてください。 

 

 

 

 

 

店名： Pampam 

住所：Haidplatz 5, 93047 Regensburg 

営業時間:１１時から 23 時 

定休日:なし 

HP: http://www.pampam-regensburg.de/ 

ジモーネ・アウアー 



お勧めのレストラン 

バイエルン料理（Bayerisch）・ビアガーデン 

Gravenreuther (Hinter der Grieb 10)  

月１７時から、火～金１１時から１５時と１７時から、 

土日１０時半から 

毎週木曜日の Japanisch-Stammtisch（日本語交流会）

を開催しているお店 

https://www.gravenreuther.de/ 

Bischofshof am Dom (Krauterermarkt 3) 

毎日１０時から０時まで 

大聖堂の横にあるレストランで、Bischofshof はレーゲン

スブルクのビール醸造所の一つ。 

http://www.hotel-bischofshof.de/speisekarte 

 

Kneitinger BRAUEREIGASTSTÄTTE (Arnulfsplatz 3) 

毎日９時から０時まで 

Kneitinger もレーゲンスブルクのビール醸造所の一つで、

レストランが多数ある。 

https://www.kneitinger.de/hier-gibts-

kneitinger/gaststaetten/brauereigaststaette-

kneitinger.html 

Spitalgarten (St. Katharinenplatz 1) 

毎日１０時から２３時まで 

石橋を渡った Stadtamhof 側にあり、Spital もビール醸

造所の一つで、ビアガーデンがある。 

https://www.spitalgarten.de/ 

高級レストラン 

Storstad (Watmarkt 5) 

火曜から土曜まで ランチ１２時から１４時 

 ディナー火～木１８時半から２１時半、 

金土１８時から２１時半、バー１８時から０時半 

レーゲンスブルク唯一のミシュラン一つ星レストラン。シェフ

の Anton Schmaus がアジアの味も取り入れた創作料理

を提供しています。 

https://storstad.de/ 

Roter Hahn (Rote-Hahnen-Gasse 10) 

11 時半から１４時、17 時半から０時 

普通のレストランより少し高級なレストラン。ワインメニュー

も充実しています。 

https://www.roter-hahn.com/restaurant-

regensburg/ 

Osteria Federico II (Deischgasse 1) 

裏道にある隠れ家のようなこじんまりとしたイタリアン。ラン

チは手頃なお値段で食べられます。火曜から日曜まで１２

時から１４時までと１７時半から２２時半まで営業。要予

約。 

https://osteria-federico2.de/ 

Mirabelle (Drei-Mohren-Str. 11) 

Bismarckplatz と Arnulfsplatz の間にあるフレンチレストラ

ン。月曜から土曜１８時から０時まで営業。 

 

http://mirabelle-regensburg.de/ 

Aska (Watmarkt 5) 

Storstad の Schmaus が経営する 2019 年 11 月にオー

プンしたばかりの日本人の寿司職人が握るお寿司屋。１２

席しかないので、予約必須。１８時から２０時４５分までと２

１時からの２回に分かれている。コース６品で６０ユーロか

ら。 

https://aska.restaurant/ 

 

 

 

 



お勧めのレストラン 

その他レストラン 

Sticky Fingers (Untere Bachgasse 9) 

火～木 １８時から２時、金土１７時半から２時 

Storstad のシェフ Schmaus が開いた２軒目のレストラ

ン。カジュアルな雰囲気で、こちらもアジアを意識した料理

が出てきます。 

http://stickyfingers.restaurant/ 

Orphée (Untere Bachgasse 9) 

８時から１時まで 

おしゃれな店内でフランス料理を楽しめます。ランチはお手

頃な値段なので、お勧めです。 

https://hotel-orphee.de/restaurant 

Papageno (Keplerstr. 14) 

月から金１７時半から、土日１２時から 

大学にある UNIKAT と同じシェフが手掛けるイタリアン。テ

レビ番組に出たこともあるレーゲンスブルクでは有名なお

店の一つ。 

http://www.papageno-regensburg.de/ 

Ganesha (Maximilianstraße 23) 

駅からまっすぐ伸びた Maximilianstraße にあるインド料

理屋さん。味は申し分ないですが、店員の態度は悪いの

で、そういうのがダメな方は行かない方がいいかもしれま

せん。 

https://www.facebook.com/maximilianstrasse.de/ 

Dahoam (Am Ölberg 17) 

母と娘、二人で経営しているアットホームなお店。お店の名

前はバイエルン方言で「我が家」という意味。週替わりの

メニューやケーキも楽しめる。火曜から日曜９時から１７時

営業。要予約。 

https://www.dahoam-regensburg.de/ 

 

Da Tino (Haidplatz 4) 

Haidplatz にある老舗のイタリアン。毎日１１時から２３時

まで営業。 

https://www.facebook.com/Da.Tino.Pizzeria/ 

The Thai (Haidplatz 3 - Rote Hahnengasse) 

タイ人シェフが作る本格的なタイレストラン。辛さ控えめで

も注文できます。 

http://www.thethai.de/ 

チェーン店 

Hans im Glück (Kohlenmarkt 6) 

ハンバーガーチェーン店の一つ。旧市庁舎の近くにある。日

曜から木曜１１時半から２３時まで、金土１１時半から２４時

まで営業。 

https://hansimglueck-

burgergrill.de/standort/regensburg-innenstadt/ 

L’Osteria (Watmarkt 1) 

同じく旧市庁舎の近くにあるお店でイタリアン。巨大なピ

ザは二人で半分ずつ違う味で注文できる。パスタもおい

しい。月曜から木曜１１時半から２３時、金土１１時半から

２４時、日曜祝日１２時から２３時まで営業。 

https://losteria.net/at/restaurants/restaurant/reg

ensburg/ 

Burgerheart (Schwarze-Bären-Straße 10) 

Maximilianstraße から少し入ったところにあるハンバーガ

ーチェーン店。ランチはハンバーガー、ポテト、飲み物のセット

で１０､5０ユーロで食べられる。店内は広いので、予約なし

でも行けるお店。月曜から金曜 11 時半から 15 時と 17

時から 23 時まで。土日 11 時半から 23 時まで。 

https://regensburg.burgerheart.com/#Reservierung 

 

 



お勧めのレストラン 

Imbiss（ファストフード） 

Bánh Mì Chị 2 (D.-Martin-Luther-Straße 2) 

Dachauplatz の Markthalle の中にあるベトナム

Imbiss。土曜日のお弁当はこのお店のもの。月～土１０時

半から１９時まで営業。 

https://www.facebook.com/B%C3%A1nh-

M%C3%AC-Ch%E1%BB%8B-2-717401368649644/ 

Jerusalem (Obermünsterstraße 1) 

立ち食いのアラブ Imbiss。オススメはファラッフェル（ひよ

こ豆を揚げたもの）や日替わりランチ。パンもお店で作って

いるのでおいしい。狭いので、一人か二人で、または持ち

帰りでどうぞ。月～土９時から夜中３時、日曜９時から０時

まで営業。 

Guacamole (Obermünsterstraße 11) 

メキシコ料理の Imbiss。タコスやトルティーヤなどが食べ

られる。月～土１１時半から２２時まで、日曜１７時から２２

時まで営業。 

https://www.guacamole-regensburg.de/ 

Tiger Green -Bagel-Store- (Obere Bachgasse 20) 

Obermünsterstraße の行き止まりにあるベーグル屋さ

ん。ベーグルの種類も豊富で、ベーグルに色々なものが挟

める。狭いので、一人か二人で、または持ち帰りでどうぞ。

火曜から土曜１０時から１８時まで営業。 

http://www.tigergreen.de/ 

Ha Tien (Kohlenmarkt 1) 

５年程前までピザもケバップもおいていたお店を改装し、

タイを中心に東南アジア料理だけ提供するお店に変身。店

構えもすっかりおしゃれになりました。いつも混んでいるの

で、タイミングがあれば入れるかも？月曜から金曜１１時半

から１５時と１７時半から２１時まで。土曜１２時半から１６

時と１７時半から２１時まで。 

http://hatien-regensburg.de/ 

Viet Thai (Am Brixener Hof 10) 

Imbiss というより小さなベトナムレストラン。フォーなどの

料理が手頃な値段で食べられる。小さいので、大人数に

は不向き。月曜から金曜 11 時半から 15 時までと 17 時

から 21 時半まで。土曜 11 時から 21 時半まで営業。 

https://www.facebook.com/Viet-Thai-Asiatische-

K%C3%BCche-821934077828564/ 

カフェ 

Museumscafé (Dachauplatz 2-4) 

Historisches Museum の中にあるカフェ。平日は１２時ま

で、土日は１４時まで食べられる朝ごはんがオススメ。混ん

でいるので、要予約。毎日９時から１８時まで営業。 

https://www.cafe-im-museum.de/ 

Café Lila (Rote-Hahnen-Gasse 2) 

８時から１７時まで食べられる「朝ご飯」が有名なお店。夜は

バーになり、連日にぎわっている。要予約。月曜～木曜と日曜

８時から１時まで、金土は８時から２時まで営業。 

https://www.cafe-lila.de/ 

Cafe 190° (Am Brixener Hof 6) 

コーヒーとワインを売っている Rehorik のカフェ。コーヒー

を焙煎しているところがガラス越しに見学できます。

Rehorik のコーヒーを提供しているお店は多いですが、こ

こで飲むのが一番おいしいので、コーヒーすきの方は是

非！コーヒー豆もお隣で買えます。料理も Rehorik で売っ

ているチーズが食べられるので、是非！月から水８時半か

ら１８時、木金８時半から１９時、土９時から１９時、日１０時

から１９時まで営業。狭いので、要予約。

https://www.rehorik.de/gastro/cafe-190-grad/ 

 

 

VINCENT-MULEMI (Grasgasse 10) 

昼間はカフェ、夜はワインバーになるおしゃれで駅から近い

お店。月曜から水曜８時半から２２時、木金８時半から１時、

土曜８時半から２４時、日曜８時半から１６時まで営業。 

www.vincent-mulemi.de 



お勧めのレストラン 

Weichmanns (Gesandtenstraße 11) 

街中のメイン通りに面しているのに、中に入ると奥に素敵

な中庭があり、暖かい季節はいつもにぎわっています。

元々アンティークな物を売っていたお店を改装してできた

カフェなので、おしゃれな作りになっています。ここで

Opera のケーキが食べられます。火曜から木曜９時から２

３時、金曜９時から２４時、土曜１０時から２４時、日曜１０時

から１９時、月曜１３時から１９時まで営業。 

https://www.facebook.com/weichmanns/ 

anton -Das Café im Haus der Musik (Bismarckplatz1) 

ビスマルクプラッツにある市の音楽学校の建物内にあるカフ

ェ。店内は小さいが、暖かい季節は噴水の近くにも座れ、軽

食やケーキも食べられる。大学からは２番で１０分弱で行け

ます。月曜から金曜９時半から２０時、土日９時半から１９時

まで営業。 

http://www.anton-cafe.de/ 

 

その他 

Diba Chocolat (Rote-Hahnen-Gasse 6) 

Stenz よりもアイスの種類が多く（冬は種類が少ないので

お店の人に聞いてください）、プラリーネ（チョコレート）や

コーヒーなどもあります。寒い時期はホットチョコレートを是

非飲んでみてください。ココアではなく、溶かしたチョコレー

トに牛乳を混ぜたホットチョコレートが飲めます。 

http://www.diba-chocolat.de/index.htm 

Rehorik (Am Brixener Hof 6) 

ワインとコーヒーのお店。コーヒーをお店で焙煎して売って

います。レーゲンスブルクのお店ではここのコーヒーを使っ

ているところが多いです。ワインの種類も豊富です。お隣の

カフェ 190°でおいしいコーヒーが飲めるので、コーヒーが

お好きな方は是非！ 

https://www.rehorik.de/ 

Opera (Prüfeninger Straße 44 a) 

街中からは少し遠いですが、とってもおいしいケーキ屋さ

ん。ここのケーキは Weichmann で食べられます。チョコバ

ナナケーキ、フルーツタルト、ホワイトチョコケーキなどがお

勧めです。街中では Weichmann と劇場のカフェで食べ

られます。 

https://www.facebook.com/pages/category/Cafe/K

onditorei-Opera-327870620039/ 

Cupcakery (Domstraße 1) 

大聖堂の裏にあるカップケーキ屋さん。定番のカップケー

キの他に週替わりで色々な季節のカップケーキが食べら

れます。小さいですが、甘いので甘党の方にオススメです。 

月曜から金曜１０時から１８時、土曜１０時から１７時、日曜

１１時から１７時まで営業。 

http://www.cupcakery-regensburg.de/ 

Stenz (Bismarckplatz 9) 

レーゲンスブルクで一番人気があるアイス屋さん。フランス

直輸入のマカロンや、焼きたてのワッフルも食べられます。

冬季は開いている日が少ないです。 

https://www.facebook.com/StenzEisBismarckplatz/  

Händlmaier's Laden (Hinter der Grieb 2) 

白ソーセージや焼きソーセージに付ける甘い辛子のメーカ

ーHändlmaier の専門店。スーパーでも買えますが、ここ

なら色々な大きさ、種類の辛子が手に入ります。日曜以外

１０時から１８時半まで営業。 

https://haendlmaier.de/ 

Goldenes Kreuz (Haidplatz 7) 

いつもおじいちゃんおばあちゃんでにぎわっているカフェ。

カフェのケーキでは特に Marie Schandri がおいしいです

が、かなり甘いです。夕方以降はおいしいケーキがなくなる

ので、早めに行くことをお勧めします。 

https://www.hotel-

goldeneskreuz.com/deutsch/startseite/ 

 

Kuchenbar (Am Protzenweiher 1) 

石橋を渡った Stadtamhof の一番奥にあるケーキ屋さ

ん。小さい店内ですが、おいしいケーキがたくさんありま

す。 

水曜から土曜１１時から２３時まで、日曜１１時から１９時ま

で営業。 

http://kuchenbar-regensburg.de/ 



お勧めのレストラン 

Ebner  

レーゲンスブルクのパン屋の一つ。町中にお店があります。

Arnulfsplatz の Ebner はカフェにもなっていて、店内で食べ

られます。ほかのお店は立食なら飲食可能。 

https://www.ebner-brot.de/home/ 

Schifferl 

レーゲンスブルクのパン屋の一つ。町中に数件お店があり

ます。Arnulfsplatz、Maximilianstraße、Taubengäßchen は

カフェ併設なので、その場で食べられます。 

https://www.baeckerei-schifferl.de/ 

 

＊お店の情報は２０１９年１２月１日現在のものです。実際に行かれる際には、事前にご確認ください。 

 


