いまだから地産地消

宅配料１００円キャンペーン

近江牛
湖魚 ▶

花

▶

野菜セット・茶▶

近江しゃも▶

いまだから地産地消トップページ

卵

▶

▶

本キャンペーンは、「下記の県産食材や花をご購入いただき、滋賀県内に宅配する場合、
宅配料が１００円になるキャンペーン」です。
ご注文は下記方法により直接店舗等に申し込みください。
実施期間：２０２０年５月２０日（水曜日）～９月末（予定）。
※キャンペーン期間は予定です。店舗によっては予定より早く終了している場合が
ありますので、ご注文時等にご確認願います。

いまだから、ご自宅で滋賀の食材の良さを感じてください。
大津市 ▾

東近江市 ▾

彦根市・愛荘町 ▾

高島市 ▾

近江八幡市 ▾

竜王町 ▾

彦根市 ▾

滋賀県食肉事業協同組合 ▾

滋賀県食肉三水会 ▾

※アプリによっては地域別事業者に移動できない場合があります。

≪大津市≫

近江牛 4,000～5,000 円

近江牛加工品

1,800～3,000 円

大吉畜産株式会社
【注文方法】
原則店頭にてお申し込みください。
【連絡先】
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📞077-572-1129
🏡大津市今堅田 2 丁目 25-11
【ホームページ】
http://www.omibeef.com/
【注文可能日時】
毎週水曜日と第二火曜日以外
10：30～17：00
【配送条件等】
商品 1,000 円以上
＜TOP へ＞

≪東近江市≫

すき焼き用など近江牛肉商品全般

3,000～10,000 円
中川畜産

【注文方法】
電話、FAX、メール、ホームページにて承ります。
【連絡先】
📞 0748-22-0603
FAX 0748-25-1178
📩 info@omigyu-nakagawa.jp
🏡東近江市野口町 55-2
【ホームページ】
http://omigyu-nakagawa.jp/
【注文可能日時】
11:00〜19:00(日曜日を除く）
【配送条件等】
商品 3,000 円以上
＜TOP へ＞

≪近江八幡市≫

イエチク 小

4,500 円

中

9,000 円

大

13,500 円

ロースステーキ

1,500 円

※仕入れにより値段が変わる可能性もあります。

近江牛肥育牧場直営店
ホルモン焼き肉

カメチク

【注文方法】
お電話（13 時～20 時）またはメールで受付けさせて
いただきます。（お電話の方がスムーズです。）
【連絡先】
📞0748-43-1023
🏡近江八幡市桜宮町 298－4 ヤマカツビル
【注文可能日時】
13：00～20：00
【配送条件等】
クール便もしくは、冷凍便での発送
＜TOP へ＞

≪竜王町≫

近江牛

3,000 円～
有限会社 澤井牧場 CARNE サワキ
【注文方法】
店頭での受付のみします。
【連絡先】
📞0748-46-2983
🏡蒲生郡竜王町小口 1664-1
フレンドマート竜王店内
【注文可能日時】
10：00～19：00（精肉店での受付）
【配送条件等】
1 件当たり 3,000 円以上

近江牛

3,000 円～10,000 円
有限会社 岡喜牧場
岡喜本店・岡喜アルプラザ水口店
・オカキブラザーズフーズ
【注文方法】
店頭窓口またはオンラインにて承ります。
(オカキブラザーズフーズは、
オンラインショッピングです。)
【連絡先】
📞(近江牛 岡喜本店)0748-57-0568
(肉の岡喜 アルプラザ水口店)0748-63-2565
(オカキブラザーズフーズ)0748-43-1196
🏡蒲生郡竜王町大字山之上 5294 番地

【注文可能日時】
(岡喜本店)水曜日を除く 9：30～19：00、(アルプラザ水口店)10：00～19：00 期間内無休
【配送条件等】
【ホームページアドレス】
商品 1,000 円以上
https://okakihonten.jp
＜TOP へ＞

《彦根市》

すき焼き用など近江牛肉商品全般、
手作りハムソーセージなど

3,000~10,000 円

（株）千成亭風土（平田店・夢京橋店・直販チーム）
【注文方法】
店頭または電話・FAX・インターネットショッ
プにてご注文下さい。
https://www.sennaritei.co.jp/
【連絡先】
📞0120-290-801（平田店）
0120-290-414（夢京橋店）
0120-290-003（通販部門）
🏡彦根市平田町 808（本社）
【注文可能日時】平田店：9：30～19：00（火曜定休)、夢京橋店：9：30～18：00（水曜定休）
通販部門：9：30～17：30 （日曜定休）
【配送条件等】商品 1,000 円以上
<TOP へ>

《彦根市・愛荘町》

認証近江牛のすき焼きセット

6,480 円

東びわこ農業協同組合
【注文方法】
店頭または電話・FAX でご注文下さい
【配送条件等】
・商品に応じ、クール便にて発送
・受注生産につき、発送までに 3～5 日かかります。
配送希望日をお知らせください。
【注文可能日時】

9：00～17：00（店頭・電話）
<美浜館>

<やさいの里二番館>

<やさいの里>

<やさいの里あいしょう館>

【連絡先】

【連絡先】

【連絡先】

【連絡先】

📞0749-43-5692

📞0749-27-7733

📞0749-28-1238

📞0749-42-2700

🏡彦根市石寺町 2256

🏡彦根市平田町 790

🏡彦根市賀田山町 234-6

🏡愛知郡愛荘町市 1585

〈TOP へ〉

《高島市》

近江牛

4,000～5,000 円

近江牛加工品

1,800～3,000 円
大吉商店株式会社
【注文方法】
お電話でお問い合わせください
【連絡先】

No image

📞0740-32-0001
🏡高島市安曇川町田中 252
【注文利用日時】
10：00～17：00（水曜・日曜定休）
【配送条件等】
商品 1,000 円以上
<TOP へ>

《滋賀県食肉三水会》

近江牛焼肉三種盛り(300ｇ～)

3,900 円～

近江牛すきしゃぶ三種盛り(450ｇ～)

5,900 円～

近江牛サイコロステーキ(200ｇ～) 2,900 円～
近江牛商品各種

3,000 円～
有限会社岡山(肉の岡山)
【注文方法】
店頭または HP にて承ります。
【連絡先】
📞077-552-2364
📩 info@e0329-okayama.com
🏡栗東市安養寺七丁目 4 番 14 号
【ホームページ】
https://www.e0329-okayama.com
【注文利用日時】
10：00～18：00（水曜日定休）

【配送条件等】
1 件当たりの商品代金が 2,900 円以上(クール便［冷蔵・冷凍］)

近江牛(すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉ステーキ用)

3,500 円～

(株)近江・かど萬
【注文方法】
お電話と店頭にて承ります。
【連絡先】
📞077-524-2504
🏡大津市中央一丁目 7-35
【ホームページ】
http://www.kadoman.net/
【注文利用日時】
12:00～17：00(水曜日定休日・その他不定休)
【配送条件等】
クール便(冷蔵・冷凍)、1 件商品代金 3,500 円以上、詳しくはお問い合わせください。
<TOP へ>

《滋賀県食肉事業協同組合》

近江牛

3,000～5,000 円

近江牛加工品

3,000～5,000 円
株式会社カルネ・ジャパン
（近江牛肉 総本家

肉のあさの）

【注文方法】
店頭または下記特設 HP でご注文できます。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/carne-shop/a4a4a4dea4.html

【連絡先】
📞0748-33-5150
🏡近江八幡市上野町 25
【注文利用日時】
9：00～18：00（水曜定休）
【配送条件等】
・クール便
・店頭以外のご注文は代金引換での発送

近江牛すき焼きしゃぶ用薄切り

7,500 円

近江牛ロースステーキ

9,000 円
近江牛肉専門店

こにし本店

【注文方法】
メールまたは電話で対応させていただきます。
【連絡先】
📞0749-22-51-1334
🏡彦根市河原 2-3-5
📨 info@konishi-honten.com
【注文利用日時】
10：00～17：00（水曜、日曜除く）
【配送条件等】
商品 3,000 円以上

今津食肉手作り近江牛入りハンバーグ

500 円/1 個（税込）

有限会社今津食肉
【注文方法】
FAX で受付します。
【連絡先】
📞 0740-22-2336(FAX も同じ)
🏡 高島市今津町今津 231-1
【注文利用日時】
10：00～17：00
火曜日～日曜日（月曜定休）
【配送条件等】
・ご注文 2 個以上
・クロネコクール便（冷蔵）

近江牛精肉商品

3,000～20,000 円

株式会社

松喜屋

【注文方法】
店頭またはお電話にて承ります。
【連絡先】
📞 077-534-1211
🏡 大津市唐橋町 14-17
【ホームページ】
http://www.matsukiya.net/seiniku.html
【注文利用日時】
9：00～19：00(年中無休)
【配送条件等】
商品に応じてクール冷凍便で発送します。
注文から 2～4 日で発送致します。お届け希望日をお知らせ下さい。

近江牛すきやき(500ｇ) 4,965 円
和風ローストビーフ

4,104 円

など
カネ吉山本

No image

【注文方法】
店頭、電話、郵送にて承ります。
【連絡先】
📞 0748-32-5300
FAX 0748-32-3484
🏡 近江八幡市鷹飼町 558
【ホームページ】
http://www.oumigyuu.jp/

【注文利用日時】
令和 2 年 8 月末まで
電話：火曜日 9：00～16：00、火曜日以外 9：00～19：00/店頭：火曜日以外の営業時間
【配送条件等】
商品 1,000 円以上

近江牛贈答品

3,000 円～
大黒屋精肉店

【注文方法】
店頭またはお電話にて承ります。
【連絡先】
📞 077-582-2327
🏡 守山市梅田 5-1 藤和ハイタウン守山 101
【注文利用日時】
10：00～18：00(水曜定休)
【配送条件等】
クール宅急便、商品 3,000 円以上

〈TOP へ〉
※取り組み内容や条件等に変更がある場合がありますので、各事業者にご確認願います。

