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【近江牛】おうみ肉の日キャンペーンが始まりました
～3 月 29 日は「0329(おうみにく)の日」です～
「おうみ肉の日キャンペーン」は、これまでから「近江牛」生産・流通推進協議会により実施され
てきましたが、今年から一般社団法人滋賀県畜産振興協会と「近江牛」生産・流通推進協議会、近
江肉牛協会が協力し、総額１００万円相当の近江牛がプレゼントされるなど、内容を拡大して実
施されることになりました。
3 月 29 日が「おうみにく（0329）の日」として全国的に認知されるようにするとともに、地理
的表示（GI）保護制度に登録された近江牛の魅力を広く消費者に PR し、近江牛のさらなるブラ
ンド力向上と消費拡大を目的に実施されます。
2022 おうみ肉の日キャンペーン 概要
キャンペーン期間
令和４年 2 月 1 日（火）～令和４年 3 月 31 日（木）
内容
・キャンペーン参加店舗で、近江牛を 1,000 円分購入毎にもらえる応募シールを専用台紙
に 10 枚貼付し、必要事項を記入して応募。
・抽選で 100 名の方に 1 万円相当（総額 100 万円）の近江牛がプレゼントされます。
・当選者には、近江牛引換券 2,000 円分×５枚つづりが発送されます。
参加店舗
別添の近江牛取扱店 ５５店舗
（滋賀県内 42 店舗、 滋賀県外 13 店舗）
主催
一般社団法人滋賀県畜産振興協会
協力
「近江牛」生産・流通推進協議会、 近江肉牛協会
（両団体 名誉会長 ： 三日月大造 滋賀県知事）
参加店舗情報などの詳細情報
URL ： 一般社団法人滋賀県畜産振興協会(会長：高橋 滝治郎)
https://giomiushi.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/ouminikunohi2.pdf

（参考）おうみ肉の日について
平成 23 年度に、滋賀県食肉三水会が提唱し、「近江牛」生産・流通推進協議会の協力のもと、
毎年 3 月 29 日を「0329（おうみにく）の日」と定め、3 月末の 1 週間、近江牛販売店の店
頭で、スクラッチくじなどのキャンペーンが実施されてきました。
近江牛が地理的表示（GI）保護制度に登録されたことを踏まえ、今年から内容をさらに拡大
し、消費者の皆さんに近江牛を PR するとともに、地理的表示（GI）保護制度や「GI マーク」
を広く周知します。
（参考）地理的表示（GI）保護制度について
長年培われた生産方法や気候風土・土壌などの地域の特性により、高い品質や社会的評価
などを確立した特性が産地と結びついていると認められた産品について、その名称を農林ｓ
近江牛については、平成 26 年 6 月に成立（27 年 7 月施行）した「特定農林水産物等の名
称の保護に関する法律（地理的表示法）」に基づき、一般社団法人滋賀県畜産振興協会によ
り運用されています。
近江牛は、平成 29 年 12 月に登録されましたが、牛肉で、GI 登録されている産品は、全国
で３００余あるブランド牛のうち 10 銘柄のみです。

GI マーク

GI 制度で認められた近江牛の特性
〇歴史と伝統（日本有数の伝統的銘柄牛肉）
〇高品質（脂の口溶けや、風味に関与していると言われるオレイン酸を多く含む）
〇地域との結びつき（耕畜連携により、地域の稲わらなどを飼料として利用）

参加店舗一覧
【滋賀県大津市】

住所

電話番号

株式会社 松喜屋

大津市唐橋町１４番１７号

077-534-1211

ミートショップ なかえ

大津市月輪１丁目３番８号アルプラザ瀬田１F

077-543-1298

肉よし

大津市瀬田 1-31-1 フレンドタウン瀬田川

077-545-4129

ミート＆デリカカワニシ

大津市粟津町６－６

077-537-1128

㈱近江・かど萬

大津市中央 1-7-35

077-524-2504

株式会社 牛肉さのや

草津市上笠二丁目２７－５ハッピー六原内

077-563-4681

純近江牛 安田良

草津市西大路町５－３

077-564-5529

ミートショップマエダ

守山市守山６丁目１－１

077-581-0029

お肉のおかだ

守山市水保町１１３６－２６

077-598-1228

大黒屋精肉店

守山市梅田町５－１

077-582-2327

有限会社岡山

栗東市安養寺 7 丁目 4-14

077-552-2364

株式会社 肉の棒由

栗東市霊仙寺１－４－３

077-552-2929

近江牛 味の山善 篠原店

近江八幡市上野町１－１ 平和堂篠原店内

0748-32-1529

近江まる福

近江八幡市武佐町５１８－５

0748-37-2986

ミートショップ関西ハム

近江八幡市長光寺町７５２－１

0748-37-6070

近江牛 よしだ

近江八幡市長光寺町 920 番地

0748-37-3350

近江牛 池もと

近江八幡市安土町下豊浦 4550-1-101

0748-46-5298

近江牛毛利志満 本店

近江八幡市東川町 866-1

0748-37-4325

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ本店

近江八幡市鷹飼町５５８

0748-33-3355

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ近江八幡店

近江八幡市為心町上 30

0748-32-3216

肉の丸池

近江八幡市出町 132-3

0748-33-4760

近江牛肉のあさの

近江八幡市上野町 25

0748-33-7050

㈱マルタケ近江西川

近江八幡市仲屋町中 17

0748-32-2336

【滋賀県草津市】

【滋賀県守山市】

【滋賀県栗東市】

【滋賀県近江八幡市】

【滋賀県東近江市】
中川畜産

東近江市野口町 55-2

0748-22-0603

岩井亭

東近江市八日市本町 2-4

0748-22-0377

近江牛肉の岡喜アルプラザ水口店

甲賀市水口町本綾野 566-1

0748-63-2565

近江肉 山村

甲賀市水口町鹿深２－４

0748-62-1131

近江牛専門店かねきち

湖南市岩根３６３－１９

0748-75-0022

株式会社 近江肉の廣田

湖南市中央１丁目３８番地㈱平和堂甲西中央店内

【滋賀県甲賀市】

【滋賀県湖南市】

0748-72-3500(代)

【滋賀県野洲市】
野洲市市三宅 2341-1

077-518-1223

株式会社千成亭平田店

彦根市平田町 808

0749-24-2901

株式会社千成亭夢京橋店

彦根市本町 1-1-26

0749-22-1808

川北精肉店

彦根市後三条町４９１－３

0749-23-1400

近江牛肉専門店 こにし本店

彦根市河原 2-3-5

0749-22-1334

近江牛乃老舗 藤井

彦根市中央町２－２５

0749-22-0812

長浜市元浜町 11-27

0749-62-6115

岡喜本店

蒲生郡竜王町大字山之上５２９４番地

0748-57-0568

近江牛岡喜かがみの里店

蒲生郡竜王町大字鏡 1231-2

0748-58-8700

（株）岡﨑精肉店

蒲生郡日野町河原２丁目１１

0748-52-1129

CARNE サワキ

蒲生郡竜王町小口１６６４－１フレンドマート店内

0748-58-2983

肉の加賀屋

犬上郡甲良町法養寺８１－１

0749-38-2051

近江牛 西川畜産

犬上郡豊郷町大字大町３８５－１

0749-35-2909

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ野洲店

【滋賀県彦根市】

【滋賀県長浜市】
近江牛毛利志満 長浜黒壁店
【滋賀県蒲生郡】

【滋賀県犬上郡】

【東京都】
㈱吉澤商店 銀座 吉澤

東京都中央区銀座 3-9-19

03-3541-1968

㈱吉松 肉の上原

東京都板橋区板橋 3-8-13

03-3961-0434

肉の山平屋

東京都墨田区八広 3-6-3

03-3617-4129

肉の松坂屋

東京都大田区北千束 1-44-4

03-3717-3390

㈱近江屋牛肉店

東京都中央区築地 4-14-1-104

03-3541-7398

総本家 肉の大橋亭

京都市東山区松原通大和大路西入弓矢町１１

075-541-1186

やちミートショップ

京都市西京区桂南巽町１５２－２

075-381-7832

㈱宇治のむら瀬

京都府宇治市木幡赤塚 22-3

0774-32-5529

フレッシュライフ恵那店

岐阜県恵那市長島町中野 2-1-3

0573-59-8083

お肉の店 まるたか

岐阜県瑞穂市馬場春雨町一丁目 46 番地

058-327-0833

かね吉 イオン松任店

石川県白山市平松町 102-1

076-274-8617

かね吉 アル・プラザ金沢店

石川県金沢市諸江町 30-1

076-223-3123

【京都府】

【岐阜県】

【石川県】

【茨城県】
(有)マルゲンミート

茨城県つくば市並木三丁目

26-27

029-851-2339

