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令和２年１月２４日(金)
農 林 水 産 部 里 山振 興 室
担 当 者 ： 長 濱 、 吉 野
電話

076-225-1631(内4750)

いしかわジビエ料理フェアの開催について
県では、県民の皆様にジビエ料理の普及や消費拡大を図るとともにＣＳＦによるジビエ
の風評被害防止を図るため、標記フェアを下記のとおり開催します。
記
１

フェアの概要
県内の獣肉処理施設で精肉加工されたイノシシ肉を活用したジビエ料理または加
工品・精肉について、いしかわジビエ料理フェア参加店舗にて提供する。

（１）期間

令和２年１月２８日（火）～２月２９日（土）
※一部店舗では提供期間が異なります

（２）場所

いしかわジビエ料理フェア各参加店舗（県内９５店舗）

（３）内容

ジビエ料理の提供またはジビエ加工品・精肉の販売

（４）その他

「ジビエ料理インスタ映え写真募集キャンペーン」を合わせて実施

２

オープニングイベント

（１）日時

令和２年１月２８日（火）１２時～１３時

（２）場所

ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

３階「鳳の間」

金沢市昭和町１６－３
（３）内容

ジビエ料理の試食（フェア参加店舗提供料理）
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ISHIKAWA “GIBIER” FAIR

いしかわ

料理フェア
料理
2020年
1月28日㈫～2月29日㈯
協賛店舗は裏面をご覧ください

ジビエ料理インスタ映え写真募集キャンペーン
2020年1月28日㈫～2月29日㈯

応募期間

応募方法

❶ 協賛店舗で⾷べた（購⼊した）ジビエの写真を撮影。 ❷ 「#いしかわジビエ料理フェア2020」を付けて、SNSに投稿。
❸ ⽒名、住所、ジビエを⾷べた（購⼊した）店舗名、⾷べた感想を記⼊し、ジビエ写真を添付の上、メールでご応募ください。
●⼀回のメールで送付するデータ容量は５MBまででお願いします。 ●写真データはJPGまたはPNG形式としてください。

応 募 先

E-mail : satoyama@pref.ishikawa.lg.jp

当選発表

商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。※いただいた写真は主催者でＰＲ⽤に使⽤する場合があります。

商品

イノシシ革製品

10名様
コインケース、
キーホルダー
商品写真はイメージです。

お問い
合わせ先

QRコードからメール送信

石川県農林水産部里山振興室 〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地

TEL 076-225-1631
主催：石川県

FAX 076-225-1618

協力：いしかわジビエ利用促進研究会

いしかわジビエ料理フェア

後援：北國新聞社

で検索

Gibier
Ishikawa “GIBIER” fair

石川県内ジビエ料理提供店
羽咋市・七尾市・中能登町・輪島市・穴水町・能登町

金沢市
ANAクラウンプラザホテル金沢 カスケイドダイニング
イタリアンカフェぶどうの木
UvaｰUva
ご飯処かどや
海鮮居酒屋 けん坊
タパス・エ・バール ぶどうの木
タベルナ・ガッパ
Table7 nana
ノリオターブル
焼肉道場
Ristorante SUGIYAMA

金沢市昭和町16ｰ3

☎076ｰ224ｰ9802

金沢市岩出町ハ50ｰ1

☎076ｰ258ｰ0231

金沢市木倉町5ｰ4

☎076ｰ254ｰ5992

金沢市堅田町乙137ｰ4

☎076ｰ257ｰ6718

金沢市新神田5ｰ55ｰ1

☎076ｰ292ｰ3136

金沢市本町2ｰ9ｰ28

☎076ｰ260ｰ4343

金沢市鱗町81ｰ1 ライラックガーデン鱗町

☎076ｰ261ｰ3882

金沢市堀川町5ｰ4

☎076ｰ225ｰ7001

金沢市北安江4丁目8ｰ31 2F

☎076ｰ234ｰ7211

金沢市千木町ル210

☎076ｰ258ｰ1232

金沢市野町1丁目2ｰ43

☎076ｰ225ｰ3080

小松市
ATAKA CAFÉ
ARU
うどん工房 穂の香
欧風ビストロ GRIVE
日本料理 梶助
料亭 一浪
餃子菜館 勝ちゃん
Chinese Restaurant 桂花
イタリアンカフェ食堂 cocoon
ビュッフェ・こまつ せせらぎ
こまつ町家文庫
SALUDｰVEGE
松寿園ドレミカフェ
TAKIGAHARA CAFÉ
珍香楼シェアン
中華レストラン 珍龍
中国食堂餃子屋 なおけん ｰ尚軒ｰ
Bistro DEUX et DEUX
和食屋 南
レストラン ミューレミュー
よっしー製作所
リストランテ ジン
中国海鮮料理 麗華
ワインの酒場 mono

小松市安宅町タｰ140ｰ4

☎070ｰ1461ｰ7561

小松市大領中町1ｰ227

☎0761ｰ46ｰ5761

小松市若杉町3ｰ21

☎0761ｰ21ｰ9418

小松市土居原町400

☎050ｰ3462ｰ3964

小松市大和町141

☎0761ｰ22ｰ8314

小松市栄町1

☎0761ｰ22ｰ0809

小松市土居原町395

☎0761ｰ22ｰ4077

羽咋市千里浜町タ1番地62 道の駅のと千里浜

☎0767ｰ22ｰ3891

羽咋市神子原町は190

☎0767ｰ26ｰ3580

羽咋市千里浜町タ1ｰ62

☎0767ｰ22ｰ3891

七尾市白馬町36ｰ4ｰ2

☎0767ｰ58ｰ3001

七尾市和倉町ヲ部22ｰ2

☎0767ｰ62ｰ2410

中能登町 高畠ツ181

☎0767ｰ77ｰ1522

中能登町二宮レ199

☎0767ｰ76ｰ0072

中能登町福田フ1ｰ1

☎0767ｰ77ｰ1115

中能登町高畠ち1ｰ1

☎0767ｰ77ｰ2222

中能登町春木14ｰ19ｰ2

☎0767ｰ74ｰ1656

中能登町徳前よ109ｰ1

☎0767ｰ76ｰ1439

中能登町久乃木ちｰ24

☎0767ｰ76ｰ1888

輪島市河井町3-158-1

☎0768ｰ23ｰ4266

輪島市河井町4ｰ142

☎0768ｰ23ｰ4488

鳳珠郡穴水町古君ハ46

☎090ｰ4329ｰ1068

鳳珠郡穴水町字曽良4ｰ41ｰ2

☎090ｰ3457ｰ1516

鳳珠郡穴水町字川島ツの126

☎0768ｰ52ｰ0855

鳳珠郡穴水町字大町ロの32ｰ3

☎0768ｰ52ｰ0855

鳳珠郡穴水町竹太1ｰ14ｰ2

☎0768ｰ76ｰ0021

鳳珠郡穴水町字曽福ハｰ49

☎080ｰ2951ｰ9849

鳳珠郡能登町字宮地16字9

☎0768ｰ76ｰ0021

小松市幸町3ｰ117 幸町ドゥエリング1階 ☎0761ｰ48ｰ4361
小松市福乃宮町2ｰ86

☎0761ｰ22ｰ9009

小松市瀬領町丁1ｰ1

☎0761ｰ46ｰ1919

小松市龍助町102

☎0767ｰ27ｰ1205

石川県内

小松市沖町ツ93

☎0761ｰ27ｰ5811

Ishikawa “GIBIER” fair

小松市向本折町ニ32ｰ２

☎0761ｰ22ｰ5120

小松市滝ヶ原町タ2

☎0761ｰ58ｰ0179

小松市園町ニ57ｰ1

☎0761ｰ22ｰ2551

小松市園町ホ117ｰ1

☎0761ｰ21ｰ4109

小松市糸町2ｰ2

☎0761ｰ21ｰ9852

小松市沖町へ6ｰ1

☎0761ｰ25ｰ1515

小松市白嶺町1ｰ41

☎0761ｰ23ｰ3151

小松市丸の内町2丁目225ｰ2

☎0761ｰ21ｰ2165

小松市沖町ロ25ｰ1

☎0761ｰ21ｰ9899

加工品・精肉販売店
金沢市・かほく市

小松市沖町トｰ170ｰ5

☎0761ｰ22ｰ8882

JA金沢市ほがらか村 崎浦店
JA金沢市ほがらか村 野田店
JA金沢市ほがらか村 本店
コリヤンハウス精肉総合食材工場
ジビエ工房三谷
ナルックスとうりき店
ナルックスみずき店
食工房ファミーリエ

小松市土居原町302ｰ1

☎0761ｰ68ｰ9312

白山市・野々市市・能美市

小松市こまつの杜2番地 サイエンスヒルズこまつ内 ☎0761ｰ24ｰ0761

白山市・能美市
一里野高原ホテルろあん
一揆そば長助
田舎食どう 忠次郎
花月荘
料亭 かつ新
週末cafe SOSORI
中山旅館
割烹 にしき
Hunter Base Table
山里の香りただよう宿 ふらり
萬寿荘 さわだ旅館
八尾家
レストラン手取川
川魚・山菜料理 和田屋
イルボッツォロ

ファーマーズベーカリー
神子の里
道の駅のと千里浜
Villa della Pace
レストランブロッサム
割烹 かめや
割烹 定塚
鮨あすか
千代寿司
オーガニック農家レストラン まる
回転寿司 能登さと海 鹿島店
お食事処・民宿 美来里
アユート
L’Atelier de NOTO
農家民宿 江戸
兜ガーデンファーム
蔵カフェ菜々
農家民宿菜々
春蘭の里 海の家
農家民宿 龍屋
春蘭の里 春蘭の宿

白山市尾添チ71ｰ4
白山市釜清水町ち2ｰ1

☎076ｰ256ｰ7141
☎076ｰ254ｰ2003

白山市白峰ハ1ｰ1

☎076ｰ259ｰ8989

白山市鶴来日詰町カｰ193

☎076ｰ272ｰ1331

白山市相木町151ｰ1

☎076ｰ275ｰ1871

白山市河内町下折イ50ｰ3

☎090ｰ3762ｰ1814

白山市吉野甲92

☎076ｰ255ｰ5818

白山市西新町220ｰ2

☎076ｰ275ｰ9114

白山市河内町下折イ50ｰ3

☎080ｰ9467ｰ6965

白山市仏師ケ野町乙55

☎076ｰ256ｰ7550

白山市鶴来日詰町カ135

☎076ｰ272ｰ0180

白山市鶴来水戸町ネ79ｰ1

☎076ｰ256ｰ2883

白山市木滑出75ｰ1

☎076ｰ255ｰ5159

白山市三宮町イ55ｰ2

☎076ｰ272ｰ0570

能美市仏大寺町2番地

☎0761ｰ58ｰ0540

食彩館せせらぎ（道の駅 一向一揆の里）
鳥越福祉会 青い鳥ワークセンター
白山ふもと会
Hunter Base Japan
道の駅めぐみ白山
みらくる10
JA白山 よらんかいねぇ広場
NOPPOKUN
シャルキュトリー ガリビエ

金沢市小立野3ｰ28ｰ12

☎076ｰ262ｰ6590

金沢市野田町ム94ｰ1

☎076ｰ245ｰ4602

金沢市松寺町未59ｰ1

☎076ｰ237ｰ0641

金沢市駅西本町4丁目3番5号

☎076ｰ232ｰ5333

金沢市高坂町甲15ｰ1

☎090ｰ1637ｰ3556

金沢市東力4丁目45

☎076ｰ291ｰ6677

金沢市みずき1丁目1番地

☎076ｰ258ｰ1177

かほく市木津ハ90ｰ1

☎076ｰ205ｰ6750

白山市出合町甲36

☎076ｰ254ｰ2888

白山市杉森町ヘ1ｰ1

☎076ｰ254ｰ8182

白山市東二口卯117ｰ1

☎076ｰ256ｰ7088

白山市河内町下折イ50ｰ3

☎090ｰ3762ｰ1814

白山市宮丸町2183

☎076ｰ276ｰ8931

白山市鶴来本町4丁目千目35番地

☎076ｰ225ｰ4362

白山市井口町に58ｰ1

☎076ｰ273ｰ3002

野々市市本町2丁目1ｰ1

☎076ｰ246ｰ0210

能美市徳山町ヤ55ｰ1

☎0761ｰ58ｰ2013

羽咋市・七尾市・中能登町・穴水町

JAグリーンはくい
のとしし団
JAグリーンわかばの里
山本ジビエ処理施設
産直館 織姫市場
狩女の会
里山食品

羽咋市太田町と80

☎0767ｰ26ｰ8741

羽咋市飯山町ヲ32

☎0767ｰ26ｰ2944

七尾市矢田新町イ部6番地7

☎0767ｰ54ｰ0202

七尾市能登島須曾41ｰ24

☎0767ｰ57ｰ2843

中能登町井田ぬ10ｰ1

☎0767ｰ76ｰ8000

鳳珠郡穴水町大町ヨｰ182ｰ8

☎080ｰ9467ｰ6965

鳳珠郡穴水町字内浦1ｰ9ｰ2

☎090ｰ3297ｰ2489

※記載店舗のうち、一部の期間しかジビエ料理を提供していない場合がございます。来店される前に事前に店舗までお問い合わせ願います。

