
 

おうみにくの日キャンペーンについて 

3 月 29 日は 0329 の日〈近江牛の日〉です 

1．趣旨 

このキャンペーンは、平成 23 年度から毎年 3月 29 日を「おうみにくの日」と定め、毎年 3月

24 日から同月 31 日まで「おうみにくの日キャンペーン」として実施されていましたが、今年か

ら装いを新たに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

協会が協力して、内容を変更して実施することになりました。 

「おうみにくの日」が全国的に認知されるようにするとともに、「地理的表示保護制度」や「GI

マーク」を広く消費者に PR し、近江牛のさらなるブラント力向上と消費拡大を目的に実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．開催内容    

 

期  間:令和4年2月１日(火)～令和4年3月31日(木) 

  

参加店舗:認定「近江牛」指定店・近江肉牛販売店   

      県内 40店舗  県外 14店舗 

       (参加店舗一覧をご覧ください。) 

 

3.実施方法 

 専用の応募シールを10枚集めて、キャンペーンに応募。 

 抽選で100名の方に1万円相当の近江牛をプレゼントします。 

 応募シールはキャンペーン参加の指定店で、近江牛を千円購入につき1枚お渡しします。 

 商品の発送をもって当選者発表にかえさせていただきます。 

(当選された方には、お肉の引換券【二千円×五枚綴】を5月中に郵送します) 

 

4. 主  催   一般社団法人 滋賀県畜産振興協会 

 

5. 連携協力   「近江牛」生産・流通推進協議会、近江肉牛協会 

 

 

＜地理的表示保護制度とは＞  

地域で育まれた伝統を有し、その高い品質等が生産地と

結びついている産品の名称を国が法に基づき知的財産

として保護する制度。 

 全国に 300 種類以上ある銘柄牛肉で GI 登録されてい

るのは、近江牛、松阪牛、神戸ビーフの日本三大和牛を

はじめとするわずか 10銘柄 



地理的表示登録団体
一般社団法人
　滋賀県畜産振興協会

近江肉牛協会

GI登録団体である（一社）滋賀県畜産振興協会の
指定牧場で生産されています。

「近江牛」生産・流通推進協議会

このGIマークは伝統と品質が
国に認められた証です。

滋賀県知事が名誉会長をつとめる認証団体により、近江牛
の中でも特に高品質なものに認証マークがついています。

令和4年2月1日(火)～令和4年3月31日(木)まで
応募要領

●お近くのキャンペーン参加のお店で近江牛をお買い求め
いただき、千円購入につき専用の応募シール1枚をお渡し
します。GIマークを10枚集めてチラシ裏面に貼って、購入
した店にお渡しください。
※参加店舗は、滋賀県畜産振興協会のHPでご確認ください。

●キャンペーン期間中であれば、10枚集めるごとに何回でも
応募できます。

●商品の発送をもって当選者発表にかえさせていただきます。

おうみにくの日
キャンペーン

3月29日は0329の日〈近江牛の日〉です
おう    み　  に　 く

キャンペーン
期間

近江牛

一般社団法人滋賀県畜産振興協会
TEL:0748-33-4345 http://shiga.lin.gr.jp/問合せ先 「近江牛」生産・流通推進協議会、近江肉牛協会連携・協力
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応募シール貼付欄 ▼

引換券お届け先

フリガナ

お　名　前

お電話番号(必須)

フリガナ

〒

お客様の個人情報は、当選後商品の引き換えを目的とし、滋賀県畜産振興協会にて適切に管理します。
お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示・提供はしません。(法令などにより開示を求められた場合を除く)
本協会は、キャンペーン申込書の提出をもって、これらの取り扱いに関してご承諾をいただいたものとして対応させていただきます。

(日中に連絡がつくお電話番号をご記入ください)

(アパート・マンション名と号室までご記入ください)

キャンペーン応募用紙

取扱い指定店名 認印・サイン



【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

【滋賀県草津市】

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

【滋賀県守山市】

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

【滋賀県栗東市】

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

【滋賀県近江八幡市】

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

【滋賀県甲賀市】

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

【滋賀県湖南市】

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 0748-72-3500(代)

【滋賀県野洲市】

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ野洲店 野洲市市三宅2341-1 077-518-1223

おうみにくの日キャンペーン参加店舗一覧



【滋賀県彦根市】

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

【滋賀県長浜市】

近江牛毛利志満 長浜黒壁店 長浜市元浜町11-27 0749-62-6115

【滋賀県蒲生郡】

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

【滋賀県犬上郡】

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

【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

【京都府】

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

【岐阜県】

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

【石川県】

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

【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




