
〒020-0033
盛岡市盛岡駅前北通2-27
☎019-625-6260

ホテルメトロポリタン盛岡
NEW WING
日本料理　対い鶴

純情産地いわての店
みのるダイニング
〒020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44
フェザンおでんせ館1階
☎019-601-7214

対象メニュー：前沢牛石焼膳 対象メニュー：いわて牛五ツ星と野菜の南部鉄焼き 他 対象メニュー：いわて短角牛のボロネーゼ 対象メニュー：雫石牛レッドラガー煮込み

フレスキッシマ
〒020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44
フェザン本館B1階
☎019-629-2235

ビアベースベアレン
盛岡駅前
〒020-0034
盛岡市盛岡駅前通8-11
盛岡駅ビル地下1階
☎019-601-7110

HAIKARA-YA
（ハイカラヤ）
〒025-0039
花巻市諏訪町2-1-14
☎0198-23-6919

焼き肉レストラン
日和佐
〒025-0075
花巻市花城町11-41
☎0198-24-0636

ホテルグランシェール花巻
レストラン「Le Aube」
〒025-0092
花巻市大通1-6-7
☎0198-22-7777

旨い焼肉　彩月

〒025-0097
花巻市若葉町3-11-1
☎0198-22-6620

游泉志だて

〒025-0244
花巻市湯口字志戸平11-2
☎0198-25-3939

肉バルサンダー　花巻店

〒025-0089
花巻市豊沢町2-14
☎0198-23-7077

鉛温泉　藤三旅館

〒025-0252
花巻市鉛字中平75-1
☎0198-25-2311

鉛温泉
心の刻　十三月
〒025-0252
花巻市鉛字中平75-1
☎0198-29-6222

結びの宿　愛隣館

〒025-0252
花巻市鉛字西鉛23
☎0198-25-2341

山の神温泉　優香苑

〒025-0253
花巻市下シ沢字中野53-1
☎0198-38-5526

割烹旅館　廣美亭

〒025-0304
花巻市湯本1-88-1
☎0198-27-2216

割烹　鎌倉　青柳店

〒024-0031
北上市青柳町2-2-24
☎0197-65-6868

季節郷土料理の店　胡蝶

〒024-0034
北上市諏訪町1-1-11
☎0197-63-2151

焼肉処　燔々亭
〒024-0061
北上市大通り1-2-22
かざわやビル１階
☎0197-65-5616

ビアレストラン
アリーブ　北上
〒024-0061
北上市大通り1-3-27
入山北ビル1階
☎0197-61-0484

お洒落泥棒
隠家　北上店
〒024-0061
北上市大通り1-3-1
北上開発ビル
おでんせプラザぐろーぶB1階
☎0197-72-5440

せいぶ農産発
焼肉DININGまるぎゅう
〒024-0072
北上市北鬼柳23-69-1
☎0197-62-3077

プラザイン水沢
きくすい北上店
〒024-0083
北上市柳原町5-12-30
☎0197-62-0022

ステーキ・鉄板料理
和かな　北上店
〒024-0084
北上市さくら通り1-7-22
☎0197-62-5123

ときよじせつONODERA

〒024-0094
北上市本通り１-8-28
☎ー

プラザイン水沢
きくすい水沢店
〒023-0003
奥州市水沢佐倉河字後田29
☎0197-47-5621

ささ忠

〒023-0801
奥州市水沢横町205
☎0197-23-3621

ステーキハウス
パイオニア牧場
〒023-0841
奥州市水沢真城字中上野22-5
☎0197-22-5555

べこや

〒023-1112
奥州市江刺南大通り2-6
☎0197-35-1158

日本料理　新茶家

〒023-1113
奥州市江刺中町4-1
☎0197-35-2025

カフェレストランベーシック

〒029-4204
奥州市前沢字本杉20-1
☎0197-56-5932

和風れすとらん牛の里

〒029-4204
奥州市前沢向田1-5
☎0197-56-6115

前沢サービスエリア
（下り線）
平泉観光レストセンター
〒023-4206
奥州市前沢字養ケ森27-6
☎0197-56-2715

平泉レストハウス
レストラン源
〒029-4102
平泉町平泉字坂下10-7
☎0191-46-2011

厳美渓温泉　いつくし園

〒021-0101
一関市厳美町南滝ノ上15
☎0191-29-2101

山王山温泉 瑞泉郷

〒021-0101
一関市厳美町字下り松65-2
☎0191-39-2031

龍泉洞温泉ホテル

〒027-0501
岩泉町岩泉字府金48
☎0194-22-4141

ホテル龍泉洞愛山

〒027-0501
岩泉町岩泉字松橋1-2
☎0194-22-4111

道の駅いわいずみ

〒027-0502
岩泉町乙茂字乙茂90-1
☎0194-32-3070

ロレオール田野畑

〒028-8402
田野畑村明戸309-5
☎080-9014-9000

焼肉・冷麺　福次郎

〒028-0052
久慈市本町3-28
☎0194-52-7183

HIBIKI SHOKUDO

〒028-0055
久慈市巽町1-32
☎0194-52-8460

STAND HIBIKI

〒028-0061
久慈市中央3-58
☎0194-52-7701

カフェ・ド・ラ・プラス
〒028-0056
久慈市中町2-5-1
道の駅くじ やませ土風館2階
☎ー

まめぶの家

〒028-8603
久慈市山形町荷軽部1-59-6
☎080-1801-9960

焼肉　森ちゃん

〒028-6103
二戸市石切所字枋の木24-3
☎0195-23-8920

短角亭

〒028-6103
二戸市石切所字荷渡22-2
☎0195-23-0829

鉄板焼き処　來

〒028-6105
二戸市堀野字大川原毛92-7
☎0195-23-4303

ステーキ・鉄板料理
和かな　盛岡本店
〒020-0025
盛岡市大沢川原1-3-33
☎019-653-3333

レストラン
パイオニアファーム
〒020-0015
盛岡市本町通2-1-34
トーカンマンション本町101
☎019-656-6224

肉の米内

〒020-0885
盛岡市紺屋町5-16
☎019-624-2967

敲太楼山荘

〒020-0887
盛岡市上ノ橋町1-2 2階
☎019-654-5264

盛岡グランドホテル
グランヴヌール
〒020-8501
盛岡市愛宕下1-10
☎019-625-2111

イタリアン酒場サルーテ
〒020-0022
盛岡市大通1-11-18
名店会館2階
☎019-651-1186

美醸旬菜　匠の

〒020-0022
盛岡市大通1-11-4
☎019-652-1804

肉バルサンダー
盛岡店
〒020-0022
盛岡市大通2-3-7
CT33ビル1階
☎019-681-6720

ヌッフデュパプ
〒020-0022
盛岡市大通2-4-22
ニッカツゴールデンビル４階
☎019-651-5050

原価市場
〒020-0022
盛岡市大通2-7-9
白崎二番館2階
☎019-601-9700

OTTO （オット）

〒020-0022
盛岡市大通2-8-35
☎019-651-8878

銀河離宮
〒020-0024
盛岡市菜園1-4-10
第２サンビル1階
☎019-606-3739

菜園マイクロブルワリー
with kitchen
〒020-0024
盛岡市菜園1-5-10
グリムハウス1階
☎019-606-0171

番屋ながさわ

〒020-0024
盛岡市菜園2-6-1
☎019-622-2646

八栄堂
〒020-0024
盛岡市菜園1-12-6
アーヴァーズビル１階
☎019-656-7108

酒屋Juikuku
〒020-0021
盛岡市中央通1-7-4
オーデンビル1階
☎019-622-1199

ちゃんこ太五郎

〒020-0021
盛岡市中央通3-11-3
☎019-625-8159

ロカーレ アーシャ
山田いたりあん
〒020-0023
盛岡市内丸4-14
☎019-601-6323

盛の食卓
〒020-0871
盛岡市中ノ橋通1-1-10
プラザおでって1階
☎019-613-5877

ビアバーべアレン中ノ橋

〒020-0871
盛岡市中ノ橋通1-1-21
☎019-651-6555

ワインバーアッカトーネ

〒020-0871
盛岡市中ノ橋通1-5-2 2階
☎019-624-3310

福田パン　長田町本店

〒020-0062
盛岡市長田町12-11
☎019-622-5896

酒居家　夢の蔵
〒020-0133
盛岡市青山3-23-10
青中ビル2階
☎019-646-9070

福田パン　みたけ店
〒020-0122
盛岡市みたけ2-9-60
アクロスプラザA-5
☎019-658-8809

ユートランド姫神

〒028-4134
盛岡市下田生出893-11
☎019-683-3215

鶯宿温泉　川長

〒020-0574
雫石町鶯宿10-31-23
☎019-695-2171

ホテル森の風鶯宿

〒020-0574
雫石町鶯宿10-64-1
☎019-695-3333

玄武風柳亭

〒020-0585
雫石町長山網張1-11
☎019-693-3000

岩手山サービスエリア
（上り線）
〒028-7113
八幡平市平笠2-1-47
☎0195-75-0641

地産地消レストラン＆
ペンションスターダスト
〒028-7306
八幡平市安比高原165-17
☎0195-73-5132

新安比温泉　静流閣

〒028-7533
八幡平市叺田43－1
☎0195-72-2110

福田パン　矢巾店

〒028-3621
矢巾町広宮沢11-502-1
☎019-697-8400

対象メニュー：岩手県産牛ランチ 他

対象メニュー：Reve～レーヴ～

対象メニュー：短角牛スネ肉のオーソブッコ 他 対象メニュー：前沢牛、短角牛2種の炙り握り 対象メニュー：いわて短角牛と陸前高田広田湾牡蠣の自家製テリーヌ 他 対象メニュー：いわて牛しゃぶしゃぶ会席 他

対象メニュー：いわて牛のカルパッチョサラダ仕立て 対象メニュー：もりおか短角牛ステーキ 対象メニュー：いわて短角牛の炭火焼 他

対象メニュー：もりおか短角牛100％ハンバーグ 他 対象メニュー：サーロインステーキ 他 対象メニュー：ハッシュドビーフ

対象メニュー：花巻産胡四の牛王使用グラーシュ 対象メニュー：ザブトン一枚切り 他 対象メニュー：県産和牛ステーキセット 対象メニュー：和牛厚切り上ロース 他

対象メニュー：いわて牛焼肉 他

対象メニュー：前沢牛ステーキ 他 対象メニュー：華月膳 他 対象メニュー：いわて牛陶板焼 対象メニュー：前沢牛すき焼き 他

対象メニュー：いわて牛ステーキ 対象メニュー：しゃぶしゃぶプラン 対象メニュー：和食膳プラン 他

対象メニュー：すき焼 他

対象メニュー：きたかみ牛カルビ

対象メニュー：前沢牛会席（松） 他

対象メニュー：前沢牛ランチ 他 対象メニュー：シェフのおまかせスペシャルコース 他

対象メニュー：前沢牛サーロイン（A5） 他 対象メニュー：いわて牛のロースト 対象メニュー：いわて短角牛のローストビーフ　マルドンの海塩添え

対象メニュー：前沢牛すきやき・しゃぶしゃぶ 他

対象メニュー：前沢牛特選すき焼 他 対象メニュー：パイオニアランチ 他 対象メニュー：いわて黒毛和牛すきやき 他

対象メニュー：江刺牛　トマトだし仕立て　焼茄子　茗荷 他

対象メニュー：いわて黄金ランチ 他 対象メニュー：前沢牛鉄板焼き 対象メニュー：前沢牛陶板焼&新鮮な海の幸を愉しめる星の膳コース 他 対象メニュー：短角牛石焼ステーキ（旬の宿泊プラン限定）

対象メニュー：前沢牛ステーキ 対象メニュー：華の舞定食 対象メニュー：前沢牛すきやき丼 他

対象メニュー：いわて牛陶板焼 他

対象メニュー：ヒビキハンバーグ 他

対象メニュー：カルビ定食 他 対象メニュー：短角牛カルビ 他 対象メニュー：短角牛フィレステーキ 他

対象メニュー：ヒビキバーガー 対象メニュー：短角牛ハンバーグ 対象メニュー：短角牛焼肉定食 他

対象メニュー：岩泉短角牛ロースステーキ定食 対象メニュー：コース料理のメイン 対象メニュー：短角牛カルビ 他

対象メニュー：いわて短角牛の野田塩グリル 対象メニュー：もりおか短角牛和風ステーキ 他 対象メニュー：もりおか（いわて）短角ステーキ重 対象メニュー：短角牛のブラウンシチュー 他

対象メニュー：いわて夏ちゃんこ 他

対象メニュー：短角牛セシーナ（生ハム）の盛り合わせ 他 対象メニュー：いわて牛焼肉コッペサンド 対象メニュー：もりおか短角牛　モツ鍋 対象メニュー：いわて牛焼肉コッペサンド

対象メニュー：県産和牛のビステッカ 他 対象メニュー：もりおか短角牛ハンバーグ 対象メニュー：もりおか短角牛のグリル ～ガーリックソース

対象メニュー：もりおか短角牛　焼肉丼 対象メニュー：雫石牛 対象メニュー：前沢牛の蒸籠蒸し 対象メニュー：前沢牛しゃぶしゃぶ 他

対象メニュー：岩手県産短角牛の串焼き 他 対象メニュー：短角牛ステーキ 他 対象メニュー：陶板焼き 他 対象メニュー：いわて牛焼肉コッペサンド

【注意】新型コロナウイルスの感染拡大防
止の観点から、休館や営業時間が変更と
なっている場合がございます。詳細は各
店へご確認ください。
写真はイメージとなり、実際の料理と異な
る場合がございます。

…対象メニューで取り扱っているいわての牛肉です。

参  加  店


