
 2020.10.29現在

店舗名 電話番号 営業時間 定休日 予約有無 獣名 料理名・加工品名・販売部位 概要・PR等
販売価格

※各店舗に要確認

ラ・カンティーナ ダ ターキ

三重県松阪市中央町621-3

シャトーラ・パルム・ドール

三重県津市あのつ台５－２－１

ジビエ亀山

三重県亀山市布気町５２９－

２６

和食処　魚勘

三重県伊勢市大世古２－４－７

鈴よし

三重県名張市鴻之台１－４６

ミュゼ　ボンヴィヴァン

三重県津市大谷町１１

三重県立美術館内レストラン

高野尾花街道　朝津味

津市高野尾町5680番地

いがまち山里の幸利活用組合

かじか

三重県伊賀市山畑３５８３

マックスバリュ

グランド千種若宮大通店

名古屋市千種区千種2-16-13

マックスバリュ津北店

津市一身田上津部田125-1

マックスバリュ川井町店

松阪市川井町上大坪718

9

鹿肉ハンバーグ150ｇ398

円/鹿肉味付け焼肉180ｇ

498円/鹿肉味付けミンチ

160ｇ498円/鹿肉つみれ

160ｇ498円

全て税抜

簡単調理の みえジビエ商品

鹿肉のハンバーグ/鹿肉の味

付け焼肉/鹿肉の味付けミン

チ/鹿肉のつみれ

鹿無無２４時間営業059-233-6370

0598-21-1222

052-734-5200

みえジビエ鹿ロース肉の低

温調理ゴルゴンゾーラチー

ズ、ラディッチオ、トマト

添え

柔らかく低温調理した鹿ロース肉にゴル

ゴンゾーラチーズの組み合わせが楽しい

一皿です。

1,980円（税抜）

2 059-236-6583
11:30~14:00(Ｌ.Ｏ)

18:00~19:30（Ｌ.Ｏ)
月・火 有 鹿

三重県伊賀産鹿ロース肉の

ロースト　ソースマデラ

1 0598-51-3367

11：30～14：00

（13：30Ｌ.Ｏ）

18：00～21：30

（21：00Ｌ.Ｏ）

火曜、

第5月曜
無 鹿

柔らかいロース肉を絶妙の焼き加減で胡

椒風味のマデラソースでお召し上がり頂

きます。

2,500円

3 0595-83-1565 8:30~17:30
1月1日～

3日
有 鹿 鹿肉（ロース、もも等)

罠で捕獲した鹿ですので、癖が無く美味

しいですよ～！

4 0596-24-3017 11：00～19：00

年中無休

（年末年始

のみ休業）

有 猪 ぼたん鍋コース
コース内容　鍋、前菜、うどん、

フルーツ
1人前3,500円

茄子ともみじのバター焼き
鹿肉、茄子、エリンギをバター醤油で味

付けました。
820円(税込)

6 059-223-7070

11:30~14:00(OＳ)

ディナー18：00～

19：30（ＯＳ）

21：30閉店

月 有 鹿 みえジビエ鹿肉のロースト

5 0595-51-0848 17:00~25:00 月 無 鹿

3,400円のコースより

7 059-230-8701 9:30～17:00 木曜 無 鹿
加工品：鹿肉ハンバーグ・

鹿肉つみれ

当施設は、三重の様々な産品を取り扱っ

ている農産物直売所と食事可能なフード

コートを備えた複合施設です。みえジビ

エを食べて、買って、双方で楽しめる場

所です。三重の新鮮な野菜と共にみえジ

ビエの魅力を発見しに是非お越しくださ

い。

鹿肉ハンバーグ150ｇ398

円/鹿肉つみれ160ｇ498

円 　　　　　　　全て税

抜

8 0595-45-8671 9:00~16:00 日・祝
在庫確認が

必要
鹿・猪

鹿肉（各部位ブロック）

猪（各部位ブロック、スラ

イス）

マニュアルにより適正に処理したジビエ

肉は柔らかく、臭みもないと好評です。

ぜひ一度食べてみてください。

2,800円/ｋｇ～

6,000円/ｋｇ



 2020.10.29現在

店舗名 電話番号 営業時間 定休日 予約有無 獣名 料理名・加工品名・販売部位 概要・PR等
販売価格

※各店舗に要確認

マックスバリュ名張店

名張市蔵持町原出1746

マックスバリュ上野店

伊賀市四十九町字堂山1850

スピリッツ

三重県津市美杉町下多気１３

７１

川魚料理　お食事処　山里

三重県津市美杉町八知５９１

９－１

ヒルホテル　サンピア伊賀

れすとらん「花ごころ」

伊賀市西明寺2756-104

中国名菜しらかわ

三重県亀山市みずほ台１４番

地の３１８

株式会社ダイキ

三重県いなべ市藤原町下野尻

424-1

三重県議会棟喫茶室

マンドルーラ

三重県津市広明町13

株式会社サンショク

伊賀上野直売所

三重県伊賀市問屋町59番地

道の駅奥伊勢おおだい

株式会社

三重県多気郡大台町佐原

633-1

Trattoria YAMAKAWA

三重県鈴鹿市算所3丁目20-5

10

16

17

9

鹿肉ハンバーグ150ｇ398

円/鹿肉味付け焼肉180ｇ

498円/鹿肉味付けミンチ

160ｇ498円/鹿肉つみれ

160ｇ498円

全て税抜

簡単調理の みえジビエ商品

鹿肉のハンバーグ/鹿肉の味

付け焼肉/鹿肉の味付けミン

チ/鹿肉のつみれ

鹿無無

0595-64-1200

059-275-0353 要連絡
不定期

要連絡

不定期

要連絡
鹿・猪

12

鹿肉（モモ・背ロース） 6,000円前後

11 059-272-0677 11：00～21：00 木曜日 無 鹿
鹿（網焼き、フライ、炒め

ロース他

0595-24-7000
11：00～14：00

17：00～20：00
年中無休 無 鹿

伊賀産鹿肉そぼろ丼 味噌

汁、漬物付/ 伊賀産鹿肉ボ

ロネーゼ サラダ 付/ 伊賀産

鹿肉シチュー サラダ、ライ

スセット

森の恵み、伊賀のジビエをぜひ召し上が

れ！

伊賀産鹿肉そぼろ丼 900

円 / 伊賀産鹿肉ボロネー

ゼ 1,100円/ 伊賀産鹿肉シ

チュー 2,200円

全て税込

止め刺しをしてから夏は30分冬は1時間

以内に処理した肉しか使用していないの

で臭みもなくやわらかくお客様に喜んで

いただいております。

850円～

みえジビエ鹿肉

ハンバーグ定食

鹿肉を使ったハンバーグでヘルシーで栄

養豊富！ご飯、赤だし、お漬物、温泉

卵、付け合わせもたっぷりです！※数量

限定メニュー

1,000円

みえジビエ鹿肉

ガーリックソースかけ等

この機会にぜひみえジビエを味わってく

ださい。グループでお越しの際は出来る

だけ乗り合わせてのご来店をお願い致し

ます。

1,100円（税別）

15

0594-37-773014

0595-83-0397
11：30～14：00/

17：30～21：00

毎水・毎日

昼（その他

不定休あ

り）

無 鹿13

9：00～15：00 土日 有 鹿
鹿肉ロース、モモ、切り落

とし

三重県鈴鹿でとれた新鮮な鹿肉をご用意

しています。
ご確認下さい。

２４時間営業

7:00～23：00

2016年の全国道の駅グルメ大会（1000ヵ所以

上参加）にて10位に入賞したご当地バーガー

です。地元産の鹿肉と豚肉のハーフのヘルシー

パテとレタス、トマト、チーズを重ねて、地元

の大台茶の粉末入りのふわふわバンズで挟み込

み地元産のワサビの葉茎のしょうゆ漬け入りマ

ヨネーズをトッピング

540円

0595-26-1103

0598-84-1010 8:00~18:00
１月１日・

２日
無 鹿

おいしかばーがー

（鹿肉）

鹿肉のハンバーグ/鹿肉の味

付け焼肉/鹿肉の味付け

ミンチ/鹿肉のつみれ

簡単調理の みえジビエ商品

鹿肉ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ150ｇ398円/

鹿肉味付け焼肉180ｇ498

円/鹿肉味付けﾐﾝﾁ160ｇ

498円/鹿肉つみれ160ｇ

498円　全て税抜

0595-21-2229 8:00~17:00 水・日 無 鹿

059-228-2234 9：00～17：00 土日祝 無 鹿

18 059-378-0280
11：00～15：00

17：30～24：00
月 無 鹿 みえジビエ鹿肉のグリル

一頭買いの為、その都度、色々な部位が楽しめ

る鹿肉のグリル
1,980円


