
お問い合わせ先：

奈良県　食と農の振興部　豊かな食と農の振興課

美味しい奈良・賑わいづくり推進係

TEL：0742-27-7401

主催：         奈良県

開催

期間

奈良の豊かな自然が育んだ「ならジビエ」。

高タンパク低カロリーな赤みの鹿肉、脂が甘くてしっかりした肉質の猪肉を使った

料理が味わえる「ならジビエ料理フェア」を開催します。

自然の恵みをいただく自然の恵みをいただく自然の恵みをいただく自然の恵みをいただく

ならジビエ料理
フェア

ならジビエ料理
フェア

ならジビエ料理
フェア

ならジビエ料理
フェア

おいしいならジビエ提供店おいしいならジビエ提供店

26店舗26店舗で開催！で開催！

　県内で捕獲され適切に処理されたイノシシ

およびニホンジカの肉「ならジビエ」。

　県では、「ならジビエ」を味わうことので

きる飲食店等を「おいしいならジビエ提供店」

として登録しています。

ならジビエ

期間中、対象店舗で
「ならジビエ料理」を食事され、

店舗で配布される応募用紙の
アンケートに答えて応募すると

期間中、対象店舗で
「ならジビエ料理」を食事され、

店舗で配布される応募用紙の
アンケートに答えて応募すると

抽選で食事券等を抽選で食事券等を

プレゼント！プレゼント！
応募締切　2月28日応募締切　2月28日応募締切　2月28日

プレゼント一覧

ならジビエ料理フェア　プレゼント応募企画

［お問い合わせ先］

奈良県　食と農の振興部　豊かな食と農の振興課　美味しい奈良・賑わいづくり推進係

TEL 0742-27-7401　FAX 0742-26-6211　https://www.pref.nara.jp/44625.htm

Aコース

イタリア料理P.eC.（ペック）

ランチコース食事券
（1人1,850円分）

ペア１組様

Bコース

㈱柿の葉ずし　倭膳たまゆら

和みランチ食事券
（１人1,750円分）

ペア１組様

Cコース

生駒のお宿　城山旅館

よもぎ染めマスク
（おみくじ＆チャーム付）

４名様

Gコース

レストランよしの川 別館撫石庵

柿チップ2袋

5名様

Hコース

五條 　源兵衛

ランチコース食事券
（１人3,500円分）

ペア２組様

Iコース

Lami Denfance alamaison
（ラミ・ダンファンス・アラメゾン）

ジビエランチコース食事券
（１人3,500円分）

ペア３組様

Jコース

カフェレストランKANAU賀名生旧皇居

HOTEL賀名生旧皇居の
宿泊30％オフ券

ペア10組様

Kコース

フォレストかみきた　レストラン森人

上北山温泉「薬師湯」
ペア入浴券

５名様

Fコース

ImagamI

スペシャルコース食事券 （1人5,775円）

10名様

※同伴者は5,775円で同じコースをご用意させていただきます。 お子様同伴の場合は事前にご相談
ください。

※食事券利用者は1ドリンク制になります。
※食事券の利用は1グループ1枚まで。

ならジビエ料理を食べて、アンケートにお答えいただいた方の中からならジビエ料理を食べて、アンケートにお答えいただいた方の中から

抽選で食事券等をプレゼント！抽選で食事券等をプレゼント！

●アンケートへの回答がないものは無効とさせていただきます。

●応募用紙に不正があったものは無効となります。

注意事項

❶フェア実施期間中に、中面に記載されている参加店舗にてジビエ料理をお食事され、

各店舗で配布している応募用紙を受け取ってください。

❷応募用紙に必要事項を記入のうえ、店舗にて提出、またはFAX（0742-26-6211）

で送付してください。

　厳正な抽選のうえ、当選者を決定します。景品の発送をもって当選とします。

※個人情報の取扱いについて

　応募用紙にご記入いただいた内容は、適切に取り扱うとともに、アンケートの集計、分析及び、プレゼントの発送・

　ご連絡等の目的以外には利用しません。

応募方法

令和3年12月20日（月）～令和4年2月28日（月）

応募期間

Dコース

備長炭イタリアン創

ディナー食事券
（１人1,000円分）

２０名様
※おつりは出ません。

Eコース

bistro La Fuwaja（ビストロ　ラ・フワジャ）

コース料理　5,000円引券
（ランチ・ディナーどちらでも使用可）

10名様
※おつりは出ません。

鹿ベジ・バーグ 猪肉と野菜の水餃子鍋

　「ジビエ」とは、もともとフランス語で狩猟によって捕獲された野生鳥獣やその肉のこ

とを意味します。フランスをはじめとするヨーロッパでは、昔から高級食材として親し

まれてきました。日本でも、ジビエ料理を提供する店が増えています。

　奈良県では、県内で捕獲され、食品衛生法等法令を遵守した施設で食用に処理された

イノシシおよびニホンジカの肉を「ならジビエ」と名付け、農作物に被害を与える野生

獣を捕獲するだけでなく、地域資源として有効活用を図る取り組みを行っています。

イノシシの肉は、鉄分とビタミンＢ群を多く含んでいます。ニホンジカの肉は、高タンパク、

低エネルギーで鉄分を豊富に含み、ヘルシーな食材です。

　豊かな食と農の振興課HPでは「ならジビエ」を使った料理のレシピを掲載していますので、

ご家庭でチャレンジしてみてください。

（URL：https://www.pref.nara.jp/52161.htm）
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※出典：「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」文部科学省　　（100ｇあたり）
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その他料理・レシピ

はこちらから
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奈良県の豊かな自然のめぐみ

ならジビエ

ジビエの栄養成分ジビエの栄養成分

家庭でもできるならジビエ料理家庭でもできるならジビエ料理



参加店舗一覧参加店舗一覧ならジビエ料理フェアならジビエ料理フェア

ならジビエ
テイクアウト
メニュー有

吉野鹿と黒毛和牛とお野菜の
ミートソース和えスパゲティ

1,600円

❶イタリア料理P.eC.（ペック）

住所 奈良市押熊町2202-6

電話 0742-51-1256

時間 11:30～14:00（LO）
17:30～20:30（LO）

休み 月曜日（祝日の場合は翌日）

要予約

☎
前日までに

ジビエコース（鹿肉のロースト）
12,000円

❸リストランテ・リンコントロ

住所 奈良市薬師堂町9

電話 0742-26-8959

時間 11:30～14:30
18:00～22:00

休み 水曜日

鹿肉のラグーソース
スパゲッティ　1,650円

❹トラットリア・ラ・クロチェッタ

住所 奈良市中町313-3

電話 0742-51-5660

時間 11:30～14:30
18:00～22:00

休み 月曜日（祝日の場合は翌日）

猪肉バーグ　1,850円

❺㈱柿の葉ずし　倭膳たまゆら

住所 奈良市七条東町4-25

電話 0742-35-2300

時間 11:30～14:30（LO）

休み 月曜日
（祝日の場合は翌日）

柿の葉ずし１貫サービス特典特典

要予約

☎
3日前までに

ならジビエ
テイクアウト
メニュー有

ぼたん鍋　
ジビエ１人焼き肉定食　2,800円～

❻生駒のお宿　城山旅館

住所 生駒市門前町15-12

電話 0743-73-4717

時間（食事のみ）12:00～14:30
（宿泊）チェックイン15:00
　　　チェックアウト10:00

休み 不定休

食後のデザートサービス特典特典

要予約

☎
前日までに

いの鹿バーグランチプレート
1,620円

❽㈱柿の葉ずし　平宗法隆寺店

住所 生駒郡斑鳩町法隆寺1-8-40

電話 0745-75-1110

時間 11:00～15:00（LO）

休み 無し

柿の葉寿司２貫プレゼント特典特典

猪肉の炭火焼きロースト
1,850円

❾備長炭イタリアン創

住所 橿原市新賀町208-1 1F東側

電話 0744-25-4141

時間 18:00～21:30（LO）
＊金・土・祝前日は22:00（LO）

休み 月曜日、第3火曜日

鹿肉のステーキ　1,980円

❼ピッツェリア　サンプーペー

住所 大和郡山市北大工町12

電話 0743-52-2200

時間 ランチ11:00～14:00
ディナー17:00～21:00

休み 火曜日、第2月曜日

ドルチェ１皿サービス特典特典

ならジビエ
テイクアウト
メニュー有

要予約

☎
前日までに

❷なら和み館

住所 奈良市高畑町1071

電話 0742-21-7530

鹿三美御膳
（鹿肉ミートパスタ、鹿肉ローストサラダ、

鹿肉そぼろご飯を提供）　1,650円

休み 不定休

時間 11:00～13:30（LO）
※団体予約の状況により、
　close及び若干の時間
　変更あり。（要電話確認）

要予約

☎
前日までに

鹿肉のロースト
ランチコース　3,520円～

ディナーコース　4,477円～

10bistro La Fuwaja
　（ビストロ　ラ・フワジャ）

住所 橿原市北八木町1-1-8
橿原中央ビル1Ｆ

電話 0744-22-7739

時間 12:00～13:30（LO）
18:00～21:00（LO）

休み 水曜日

注
意
事
項

● 参加店舗には事前に予約が必要な店舗があります。
● 特典は対象メニューをご注文の方が対象となります。
● 仕入れ等の状況により、メニューの内容・価格を変更する場合や、一部を提供できない場合があります。
　 詳しくは各店舗にお尋ねください。

要予約

☎
前日までに

ならジビエコース（鹿肉のロースト）
5,775円（ランチ・ディナー共）

11ImagamI

住所 橿原市雲梯町146-3

電話 0744-24-3855

時間 11:30～14:00（LO）
17:30～21:00（LO）

休み 月曜日（祝日の場合は翌日）

オススメカクテル
（ノンアルコール有）
１杯サービス

特典特典
要予約

☎
3日前までに ジビエカレー　1,200円

12農家のオーベルジュ　こもれび

住所 橿原市今井町4-10-6

電話 0744-48-0458

時間 ランチ11:00～14:00（LO）
ディナー18:00～20:00（LO）

休み 月曜日（祝日の場合は翌日）

いの鹿バーグ　1,650円

13㈱柿の葉ずし　平宗吉野本店

住所 吉野郡吉野町飯貝614

電話 0746-32-2053

時間 11:00～16:30（LO）

休み 月曜日
（祝日の場合は翌日）

柿の葉ずし（さば）
2コプレゼント

特典特典

要予約

☎
3日前までに

ぼたん鍋　3,850円

14レストランよしの川　別館撫石庵

住所 五條市小島町449-1

電話 0747-23-0123

時間 平日11：00～15：00（LO）
土日祝11:00～15：00（LO）
　　　17:00～19:30（LO）

休み 水曜日、第3火曜日
（祝日の場合は翌日）

食後のコーヒー 1杯サービス特典特典

要予約

☎
3日前までに

16Làmi Dénfance alamaison
　（ラミ・ダンファンス・アラメゾン）

住所 五條市二見1-9-28

電話 0747-24-2205

時間 11:30～15:00
18:00～22:00

休み 水曜日

※ご予約の際に「ならジビエ料理」を
　ご注文ください。 コース料理（鹿肉のロースト）

3,500円

要予約

☎
3日前までに

ジビエ山の幸会席（鹿・地鶏・鴨肉の鉄板焼き）
（1泊2食付）15,580円～

18花あかりの宿　柳屋

住所 吉野郡天川村洞川489-9

電話 0747-64-0621

時間 チェックイン15:00
チェックアウト10:00

休み 不定休

天川村郷土菓子「チビきりこ」１本プレゼント
※来店時に「ならジビエ料理フェア」に参加する旨をお伝えください。

特典特典

要予約

☎
3日前までに

大峰猪のぼたん鍋
（1泊２食付）16,500円～

19旅館　久保治

住所 吉野郡天川村洞川221

電話 0747-64-0018

時間 チェックイン14:00
チェックアウト11:00

休み 不定休

要予約

☎
3日前までに

ぼたん鍋　五條やさい仕立て
5,000円

15五條　源兵衛

住所 五條市本町2-5-17

電話 0747-23-5566

時間 11:00～14:00
17:30～20:30

休み 火曜日

ソフトドリンク
１杯サービス

特典特典

※写真は
　３人前です
※写真は
　３人前です

鹿肉ロースト　2,915円

17カフェレストランKANAU
　賀名生旧皇居
住所 五條市西吉野町賀名生１

電話 0747-32-0080

時間【カフェレストラン】
ランチ：11：00～16：00
ディナー：16：00～21：00
　　　　 （完全予約制）

【宿泊】チェックイン：15：00
　　　チェックアウト：10：00

休み 月曜日(祝日の場合は翌日）

要予約

☎
2日前までに

※ランチの
　利用は
　予約不要

要予約

☎
3日前までに

大峯しし鍋
（ぼたん鍋1人鍋等を提供）
（１泊２食付）17,000円～

20宿　花屋徳兵衛

住所 吉野郡天川村洞川217

電話 0747-64-0878

時間 チェックイン14：00
チェックアウト11：00

休み 不定休

モーニングコーヒー
　　　　　　　1杯サービス

特典特典

※写真はイメージです※写真はイメージです

参加店舗マップ参加店舗マップ

※記載のメニュー・価格は参考例です。店舗によっては、記載のメニュー以外にもフェア対象となるジビエ料理がある
場合があります。詳しくは各店舗にお尋ねください。

※記載の価格はすべて税・サービス料込みとなっています。

要予約

☎
前日までに

天川の味満喫御膳プラン
（ぼたん鍋や鹿肉ローストなど）

（1泊２食付）11,900円～

21せせらぎの宿　弥仙館

住所 吉野郡天川村川合267

電話 0747-63-0018

時間 チェックイン15:00
チェックアウト10:00

休み 不定休

直接お電話にてご予約の方に
吉野杉祝箸プレゼント

特典特典

要予約

☎
前日までに

ぼたん鍋会席　6,600円～

22料理旅館まえひら

住所 吉野郡天川村川合291

電話 0747-63-0010

時間【食事のみ】11:00～14:00
【宿泊】チェックイン15:00
　　　チェックアウト10:00

休み 不定休

食後のコーヒー１杯サービス特典特典

要予約

☎
７日前までに

十津川産鹿のフルコース
【食事のみ】6,600円～

【宿泊】（１泊２食付）17,750円～

25湖泉閣吉乃屋

住所 吉野郡十津川村平谷432

電話 0746-64-0012

時間【宿泊】チェックイン15:00
　　　チェックアウト10:00

【食事のみ】18:00～21:00

休み 年中無休

ビール1本 or お酒1杯 or 
ソフトドリンク１杯サービス

特典特典

※写真はイメージです※写真はイメージです
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森人カレー（鹿肉カレー）
1,430円

23フォレストかみきたレストラン森人

住所 吉野郡上北山村河合552-2

電話 07468-3-0001

時間【宿泊】チェックイン15:00
　　　チェックアウト10:00

【レストラン】11:30～14:00（LO）

休み【宿泊】毎週水曜日、第1・3火曜日
　　　臨時休業あり

【レストラン】月～金（祝日をのぞく）

要予約

☎
3日前までに

※レストラン
　のみの利用
　は予約不要

ならジビエ
テイクアウト
メニュー有

鹿肉と猪肉の合い挽き
ハンバーグ　1,530円

24きなり館

住所 吉野郡下北山村上池原282

電話 07468-5-2001

時間 11:30～20:00（LO）

休み 火曜日
（祝日の場合は翌日）

※1/11～2/8は営業時間を変更
　予定。詳しくは電話にてお問い
　合わせください。

鹿肉カレー　1,540円

26十津川温泉ホテル昴「レストラン石楠花」

住所 吉野郡十津川村大字平谷909-4

電話 0746-64-1111

時間【宿泊】チェックイン15：00
　　　チェックアウト10：00

【レストラン】11：30～13：30

休み【宿泊】なし（不定休）
【レストラン】12/31、1/1

要予約

☎
前日までに

※レストラン
　のみの利用
　は予約不要


