熊野地鶏取扱店一覧

平成30年10月2日現在

●食べることができるお店（時期によっては取扱いがない場合がございます。事前にお店にお問い合わせ下さい。）

店舗名

電話番号

住所

■熊野市・東紀州・新宮市
イル・レガーロ （イタリア料理）

0597-89-0300

三重県熊野市木本町 171

民宿ハタイ （民宿）

0597-89-4333

三重県熊野市木本町 217

鬼ヶ城センター （お食事処・お土産物）

0597-89-1502

三重県熊野市木本町 1835-7

あじ （居酒屋）

0597-85-2774

三重県熊野市井戸町 439-1（河上横丁内）

かね久 （仕出し・お弁当）

0597-85-3548

三重県熊野市井戸町 649-1

しんばし （居酒屋）

0597-89-1754

三重県熊野市井戸町 386-3

みどりや （総合結婚式場・宴会場）

0597-89-0120

三重県熊野市井戸町 703-5

肴屋 しんたく （居酒屋）

0597-89-2260

三重県熊野市井戸町 446-15 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ河上1F

泰門 （日本料理）

0597-89-3239

三重県熊野市有馬町 4021-6

と・クスクス （地中海料理）

0597-85-4369

三重県熊野市有馬町 5821-116

花の窟 お綱茶屋 （道の駅）

0597-88-1011

三重県熊野市有馬町 137番地

里創人 熊野倶楽部 （ホテル）・料亭 穀雨 （レストラン）

0597-88-2045

三重県熊野市久生屋町 1430

瀞流荘 （温泉ホテル）

0597-97-1180

三重県熊野市紀和町小川口 158

居酒屋 しん （居酒屋）

0735-32-3503

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿 1470-6

葉っぱがシェフ （創作料理）

0597-23-0016

三重県尾鷲市中井町 4-51

割烹 いちりき （割烹）

0597-22-5424

三重県尾鷲市中井町 9-4

味斗AJITO （居酒屋）

0735-21-2359

和歌山県新宮市横町 1-1-9

雅楽 （割烹）

0735-21-2589

和歌山県新宮市下田 2-3-40

まんぼ家 （居酒屋）

0735-22-4505

和歌山県新宮市神倉 4-3-15

和の食彩 古城 （寿司・日本料理）

0735-22-4505

和歌山県新宮市神倉 4-3-18

焼肉ひげ （焼肉）

0735-21-3488

和歌山県新宮市神倉 4-3-19

心楽 （居酒屋）

0735-23-9111

和歌山県新宮市緑ヶ丘 1-1-34

あみ焼 鳥笑 （居酒屋）

0735-22-9010

和歌山県新宮市緑ヶ丘 2-1-3

MANAYA （居酒屋）

0735-22-4311

和歌山県新宮市緑ヶ丘 2-1-28

ふくたろう （居酒屋）

0735-29-7673

和歌山県新宮市佐野 1-11-69

くいしんぼう （居酒屋）

0735-23-1003

和歌山県新宮市新宮 443-8

■三重県内
VIAGGINI （イタリア料理）

059-424-2366

三重県桑名市安永 5-6

熊野地鶏みえじん （熊野地鶏専門居酒屋）

059-373-6661

三重県四日市市諏訪栄町 6-3 ﾊﾆｰﾋﾞﾙ2F

とよのあかり （ダイニングバー）

059-328-5258

三重県四日市市諏訪栄町 8-5

ときわ （懐石料理）

059-345-2729

三重県四日市市海山町 2-47

割烹 桂 （割烹）

059-351-5017

三重県四日市市西伊倉町 3-31

月のほほえみ （焼鳥)

059-388-8989

三重県鈴鹿市白子駅前 18-16

鶏屋坊’ｓ （居酒屋）

059-387-6708

三重県鈴鹿市白子駅前 21-7

わかKARA （焼鳥）

059-370-1086

三重県鈴鹿市算所 3-8-11

YAMAKAWA （イタリア料理）

059-378-0280

三重県鈴鹿市算所 3-20-5

割烹 桂 いとう （割烹）

059-378-3400

三重県鈴鹿市平田町 2-11 T2ﾋﾞﾙ1F

とりバカ リュウのヒゲ（鶏料理・居酒屋）

0594-23-7778

三重県桑名市参宮通9

アクアイグニス 露庵温味 （和食）

059-394-7655

三重県三重郡菰野町菰野 4800-1

竹屋牛肉店 （焼肉）

059-235-2929

三重県津市高茶屋小森町字水谷 344

炭火やき肉 祝津 （焼肉）

059-256-1905

三重県津市久居明神町 2615-3

焼肉 野崎 （焼肉）

0598-23-7700

三重県松阪市船江町 497

庄市 （割烹）

0598-23-9298

三重県松阪市南町字若林 157-3

M'ama non M'ama（マーマ ノン マーマ） （イタリア料理）

0598-30-6430

三重県松阪市日野町 587-1

伊勢安土桃山文化村 美食の城下街 （鶏料理） 0596-43-2300 三重県伊勢市二見町三津 1201-1
カンパーニュ （フランス料理）

0596-29-3000

三重県伊勢市勢田町 115-3

割烹 大喜 （割烹）

0596-28-0281

三重県伊勢市岩淵 2-1-48

伊勢 桂 （割烹）

0596-28-3001

三重県伊勢市本町 17-16

オステリア ラブラ （イタリア料理）

0596-22-4455

三重県伊勢市吹上 1-9-1

あづま （焼き鳥・惣菜販売）

0596-31-1249

三重県伊勢市小木町 538 ｲｵﾝﾀｳﾝ伊勢ﾗﾗﾊﾟｰｸ1F

AMANEMU （ホテル）

0599-52-5000

三重県志摩市浜島町迫子 2165

志摩観光ホテル （ホテル）

0599-43-1211

三重県志摩市阿児町神明 731

はまぐり屋 錦三大津店 （海鮮料理）

052-953-3123

愛知県名古屋市中区錦 3-6-29 ｻｳｽﾊｳｽB1F

はまぐり屋 錦店 （海鮮料理）

052-951-3123

愛知県名古屋市中区錦 3-17-3 ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F-B

フランス食堂 シェ・トト （フランス料理）

052-265-2002

愛知県名古屋市中区新栄 2-25-3

日本料理 志摩 （日本料理）

052-263-3411

愛知県名古屋市中区栄 4-6-1 地下1F

和心 一香 （割烹）

052-962-1341

愛知県名古屋市東区泉 1-19-14 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ東桜101

煮炊き わげん （割烹）

024-924-3756

福島県郡山市桑町 2-6-18 千代田ﾋﾞﾙ1F

あんべぇ （割烹）

082-222-7545

広島県広島市中区八丁堀 12-14 木村ﾋﾞﾙ2F

くるみ （居酒屋）

082-247-3412

広島県広島市中区流川町 2-16-1F

エス小林 （フランス料理）

093-603-3688

福岡県北九州市八幡西区光貞治 1-2

■中部・東北・中国・九州

■関西
鶏玄 （鶏料理・焼鳥）

050-5283-9093 大阪府東大阪市足代 1-14-28

まんぼうの家 （居酒屋）

06-6241-3557

大阪府大阪市中央区東心斎橋 1-6-13 浅野ﾋﾞﾙ1F

鉄板ダイニング ぐっち （鉄板料理）

06-6473-2822

大阪府大阪市西淀川区柏里 2-6-7

味しゃぶ 彩菜 （しゃぶしゃぶ・創作料理）

06-6676-2239

大阪府大阪市住吉区帝塚山中 3-8-30 帝塚山ﾋﾞﾙ1F

美味求真 幸（こう） （日本料理）

06-6697-2222

大阪府大阪市東住吉区鷹合 2-1-9

鳥匠いし井 （鶏料理・焼鳥）

06-4797-1129

大阪府大阪市福島区福島 2-3-23

炭火焼鳥 鳥まき 和泉府中店 （焼鳥）

072-540-3770

大阪府和泉市府中町 1-6-15

炭火焼鳥 鳥まき （焼鳥）

072-425-3894

大阪府泉南郡熊取町大久保北 1-1-19

手打ち蕎麦 繁 （蕎麦・和食）

0725-43-0177

大阪府大阪市和泉市黒鳥町 2-16-13

たか笑 （居酒屋）

072-868-4566

大阪府枚方市長尾家具町 2-15-18

歐和雅店 （創作料理）

075-781-5265

京都府京都市左京区山端川原 7

農家民宿 童仙房山荘 （民宿）

0743-93-0224

京都府相楽郡南山城村童仙房 40番

鶏七輪焼 味 （鶏料理）

078-811-5030

兵庫県神戸市東灘区住吉本町 1-6-8 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ住吉本町邸1F

マルドルメ （地中海料理）

080-4236-3105 兵庫県神戸市東灘区深江北町 2-12-13 102

日本料理つのくに（懐石・会席料理）

06-6488-4965

兵庫県尼崎市昭和通 2-7-1 都ﾎﾃﾙﾆｭｰｱﾙｶｲｯｸ21F

花あかりの宿 柳屋 （旅館）

0747-64-0621

奈良県吉野郡天川村洞川 489-9

萬屋 （旅館）

0739-79-0026

和歌山県田辺市龍神村龍神 47

オーベルジュ サウステラス （ホテル）

0739-42-4555

和歌山県西牟婁郡白浜町 2998-10

初花 （割烹）

073ｰ488-8986 和歌山県和歌山市北新 5-78 ｼﾞｮｲﾝﾌﾋﾞﾙ1F

フクちゃん （居酒屋）

073-499-5357

和歌山県和歌山市中島 185-5

鳥扇 （焼鳥）

03-3363-3677

東京都新宿区西新宿 7-16-15 第一歯朶1F

スペインバル・カサ・デ・マチャ （バル）

03-5442-3446

東京都港区三田 3-1-19 ｼｸﾞﾏﾋﾞﾙ1F・B1F

赤坂とだ （日本料理）

03-6459-1277

東京都港区赤坂 3-16-5 ﾕﾀｶ産業ﾋﾞﾙB1F

レフェルヴェソンス （フランス料理）

03-5766-9500

東京都港区西麻布 2-26-4

伊勢 すえよし （割烹）

03-6427-2314

東京都港区西麻布 4-2-15 水野ﾋﾞﾙ3F

やきとり 嶋家 （焼鳥）

03-6459-4004

東京都港区南麻布2-7-25 ｽﾄｰｸ麻布1F

ラ・ボンヌ・ターブル （フランス料理）

03-3277-6055

東京都中央区日本橋室町 2-3-1 ｺﾚﾄﾞ室町2 1F

串焼割烹 味道 （焼鳥）

03-3865-2366

東京都中央区東日本橋 2-9-4

新広東菜 嘉禅 （中華料理）

03-6264-5851

東京都中央区銀座 6-5-13 銀座美術館ﾋﾞﾙ2F

LA CUCINA 久兵衛 （イタリア料理）

03-3572-9779

東京都中央区銀座 6-12-14 銀縁館ﾋﾞﾙ5F

銀座 ハプスブルグ・ファイルヒェン （オーストリア料理）

03-5537-3226

東京都中央区銀座 7-8-7 銀座ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ7F

yaoyu（ヤオユー） （フランス料理）

03-5577-6783

東京都千代田区神田錦町 1-17-5 B1F

街角グラス （ダイニングバー）

042-720-9220

東京都町田市森野 1-34-5

九つ井 玉川店 （蕎麦・日本料理）

03-5717-9110

東京都世田谷区玉川 3-17-1 玉川ﾀｶｼﾏﾔ東館B1F

九つ井 本店 （蕎麦・日本料理）

045-851-6121

神奈川県横浜市栄区田谷町 1319-1

九つ井 横浜店 （蕎麦・日本料理）

045-313-9110

神奈川県横浜市西区北幸 2-6-26 H1横浜ﾋﾞﾙB1F

九つ井 大和店 （蕎麦・日本料理）

046-276-3060

神奈川県大和市下観間 2249

フランス料理 HANZOYA （フランス料理）

045-471-8989

神奈川県横浜市港北区新横浜 3-23-8

ラシーヌ （イタリア料理）

046-235-6674

神奈川県海老名市東柏ヶ谷 6-23-19-3

Loasi（ロアジ） （イタリア料理）

0466-90-3200

神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-9-6

オシノ （フランス料理）

0467-55-5327

神奈川県鎌倉市扇ガ丘 1-8-6 小黒ﾋﾞﾙB1

ESSELUNGA（エッセルンガ） （イタリア料理）

0467-24-3007

神奈川県鎌倉市長谷 1-14-26

風ら坊 （居酒屋）

046-890-2470

神奈川県逗子市逗子 1-6-5 FUJIﾋﾞﾙ2F

■関東

●買うことができるお店（地鶏肉・カット肉・ソーセージなど）

■熊野市・東紀州・新宮市・三重県内
いこらい屋 （お土産物）

0597-89-4990

三重県熊野市木本町 577（記念通り商店街）

竹内精肉店 （精肉店）

0597-89-3288

三重県熊野市木本町 226

鬼ヶ城センター （お食事処・お土産物）

0597-89-1502

三重県熊野市木本町 1835-7

熊野市駅前特産品館 （お土産物）

0597-89-6018

三重県熊野市井戸町 656-3（熊野市駅前）

下岡精肉店 熊野店 （精肉店）

0597-85-3221

三重県熊野市井戸町 805-1

花の窟 お綱茶屋 （道の駅）

0597-88-1011

三重県熊野市有馬町 137番地

里創人 熊野倶楽部 紀南幸商店 （お土産物）

0597-88-2045

三重県熊野市久生屋町 1430

（一財）熊野市ふるさと振興公社 （生産直売）

0597-97-0640

三重県熊野市紀和町板屋 78

瀞流荘 売店 （温泉ホテル）

0597-97-1180

三重県熊野市紀和町小川口 158

紀宝町ウミガメ公園 （道の駅）

0735-33-0300

三重県南牟婁郡紀宝町井田 568-7

お魚市場 おとと （お土産物）

0597-23-2100

三重県尾鷲市古戸野町 2-10

主婦の店 セントラルマーケット店 （スーパー）

0597-25-1225

三重県尾鷲市古戸野町 2-18

主婦の店 サンバースト店 （スーパー）

0597-22-1355

三重県尾鷲市中村町 345-1

主婦の店 せぎやま店 （スーパー）

0597-22-8361

三重県尾鷲市瀬木山町 11-57

主婦の店 相賀店 （スーパー）

0597-32-1530

三重県北牟婁郡紀北町相賀 825-5

主婦の店 長島店 （スーパー）

0597-46-0150

三重県北牟婁郡紀北町東長島 981-2

主婦の店 熊野店 （スーパー）

0597-88-2222

三重県熊野市有馬町大字松原 5280

熊野物産 （お土産物）

0735-22-0174

和歌山県新宮市神倉 2-8-11

肉の大黒屋 （肉専門店）

0593-94-1129

三重県三重郡菰野町菰野 1094

マックスバリュ 菰野店 （スーパー）

059-394-7701

三重県三重郡菰野町宿野字神明田 357

マックスバリュ 多気店 （スーパー）

0598-38-3611

三重県多気郡多気町仁田 750

マルヤス 山手通り店 （スーパー）

059-226-1139

三重県津市鳥井町 228-1

マルヤス 南が丘店 （スーパー）

059-229-0015

三重県津市垂水 750-25

マルヤス コスモス島崎店 （スーパー）

059-229-6001

三重県津市島崎町 36

マルヤス コスモス一身田店 （スーパー）

059-236-1010

三重県津市一身田中野 233

マルヤス コスモス久居インター店 （スーパー）

059-254-5510

三重県津市戸木町 7901-1

マルヤス 芸濃店 （スーパー）

059-266-2266

三重県津市芸濃椋本 3055

マルヤス コスモス松阪川井町店 （スーパー）

0598-25-3318

三重県松阪市川井町 735

マルヤス コスモスプラス松阪店 （スーパー）

0598-25-3113

三重県松阪市小黒田町 215

鳥長 （精肉店）

0596-22-0775

三重県伊勢市宮後 3-1-25

宮田精肉店 三越栄店 （肉専門店）

052-252-1809

愛知県名古屋市中区栄 3-5-1

信濃屋 代田食品館 （スーパー）

03-3412-2448

東京都世田谷区代田 1-34-13 信濃屋ﾋﾞﾙ

三重テラス （アンテナショップ）

03-5542-1033

東京都中央区東日本橋室町 2-4-1

日本ばし鳥鹿 （精肉店）

06-6345-1201

大阪府大阪市北区梅田 一番地（阪神百貨店内）

肉の堀川亭 高島屋泉北店

072-294-3143

大阪府堺市南区茶山台 1-3-1（高島屋泉北店内）

肉の堀川亭 高島屋洛西店

075-333-8163 京都府京都市西京区大原野東境谷町 2-5-5（高島屋洛西店内）

■中部・関東・関西

