
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地のジビエ取組の優良事例 



１ ジビエを活かすための取組事例



自ら活かす「泊まって味わう」 ー かや山の家 ー

支配人兼料理長 青木博 氏
猟師(わな猟免許を持つ）

2021年２月にリニューアルオープン。
宿泊とレストランを柱として経営

取組例 ジビエ料理

ランチではジビエを活用した料理を提供
（食材の手配により更新）

「鹿モモ肉の唐揚げ」
1,100円（ランチセット・税込）

レストランでの飲食の他、宿泊やバーべ
キュー、各種イベント等などの利用も可能

地元猟師や自ら捕獲した個体を自ら営業している宿泊施設のレ
ストランで提供。自ら捌くことで、個体の状態を把握でき調理もし
やすく、ジビエを売りにして営業

町内で捕獲された鹿・猪を地域内で有効活用
宿泊してジビエを堪能する仕組みを構築

今後は、体験に繋げられるアクティビティなことをしていく予定

「ジビエ事業と宿泊事業の両立を実現」



捕獲から解体処理、調理まで一気通貫していることから、
お客様にジビエメニューの背景を伝えることができ、
理解して食していただくことで、リピート率も高まる

地域の悩みである鳥獣を美味しく活かすため、「自宅でも気軽
に作れるカフェメニュー」をテーマに、ジビエ料理をみんなに食べ
てもらうための情報提供

自ら活かす「訪ねて味わう」 ー 山里カフェMui ー

取組例 ジビエ料理

ジビエプレート
（1,300円（税込））

「鹿タコライス」
（1,200円（税込））

地域との連携➡県内の高校、大学と共同しレシピを考案

ECサイトでも販売
鹿肉ロース100ｇ

（450円（税込））
鹿ヒレ肉100ｇ

（480円（税込））毎月のランチメニューのレシピを公式HPで公開

イベントを通して、人間と自
然との共生について紹介
イベントに参加したり、カフェで
話を聞いた60名以上のお客
様が狩猟免許を取得

オーナー自ら年間100頭ほどの鳥獣を捕獲
「命を無駄にしないため、ジビエをもっと身近なものに」



猟師工房（ジビエショップ）・食肉加工施設・クラフト体験教室
＋ソロキャンプ場・バーベキュー場・ドッグラン

多くの魅力を感じることのできる地元の新たな観光地として、肉・
革・骨にいたるまで、ジビエ100％活用を目指し、鳥獣被害問
題に向き合いつつ、地元活性化のための情報を提供

自ら活かす「立ち寄って味わう」 ー 猟師工房ランド ー

取組例 小売

鹿の角オリジナル
キーホルダーづくり
500円(税込)

鹿・猪
部位別ブロック

324円～(税込)

こもの獣（幼獣）
骨キーホルダー

1,100円(税込)

こもの獣（幼獣）
部位別ブロック

648円～(税込)

同一敷地内に魅力がたくさん

１.狩猟や販売で、収入に繋げる成功体験を基にジビエ

の世界にビジネスモデルを提案

２.都市部生活者が週末のみ狩猟+ジビエ利活用をするこ

とで趣味と地域貢献ができるライフスタイルを提案



「単に料理を食べる」だけでなく「地域の魅力や活力を掘りおこ
し、ジビエに関する背景などを深く知ってもらい、地域に関わっ
てもらう」ファンづくりのための情報提供

地域で活かす「地域仲間の才能」 ー ISAHAYA頂プロジェクト ー

イベントでは、諫早猪
処理販売センターの
ジビエ肉を活用
ドイツで修行し、食
肉加工マイスターを
取得した職員が在中

これまで1,000頭以上の
イノシシを仕留めた狩猟
のプロたちが、頂プロジェ
クトへ協力

取組例 ジビエ料理開発

参加店舗料理例
「ジビエキーマカレー」
980円（税込）

参加店舗料理例
「イノシシの肉のポリート」

1,380円（税込）

「諫早ジビエの関心の高まりを受け、今後も定期的な開催を計画」

生産者・飲食店・消費者の三者をつなぐ
（「食」を通して、この地で暮らすことを誇りに思えるまちづくりと

交流人口の増加を目指す「頂プロジェクト」）

諫早頂プロジェクトの影響
（諫早猪処理販売センター）

・参加店舗14店舗のうち５店舗と
取引を継続
・SNSで拡散され、販路を拡大
・後継者として、女性の人材を確保

・地元の飲食店からジビエの情報を発信
・市の補助金で冊子やポスターを作成
・教育委員会を通して、食育の観点から市
内の小中学校に冊子やポスターを配布



地域で活かす「地域仲間の才能」 ー イズシカ問屋 ー

取組例 小売

「イズシカロース肉（ブロック）」
（3,850円/１kg（税込））

「イズシカロース肉（スライス）」
（4,550円/１kg（税込））

高品質な食肉生産に加え、端肉・皮や角等を活用した商品を
開発し、新たな地域ブランド「イズシカ（鹿肉）」として、伊豆
市の特産品（観光資源）と位置付け、市内外の飲食店等で
様々な料理として提供
※肉の品質にもこだわっているため、搬入する捕獲者は施設が
実施する研修を受けることが必須

「埋設等していた捕獲従事者の負担軽減や捕獲意欲の向上」

減容化施設も導入しており、
捕獲から食肉加工、残渣処理まで施設内で完結でき、

処理加工施設の新たなあり方として運営

過去に「イズシカフェア」を開
催し、地域に認知してもらう
きっかけとなった

市との連携が非常に強く、市が作成してい
るPR雑誌の中にも掲載され全国に発信

販売先は約９割以上が伊豆市内
（９店舗）であり、イズシカブランドの
確立から観光客による消費も多い



グランピング（自然を満喫、野生鳥獣の鳴き声など）
＋命と食を学ぶ狩猟体験ツアー（地元猟師とともに）
＋狩猟肉ディナー（ジビエの魅力や特徴などの話題も）

「単に料理を食べる」だけでなく「ジビエを通して、自然や地域の
課題、ジビエのおいしい調理法など、もっと深く知って体感でき
る」などストーリーの情報提供

地域で活かす「近隣地域の魅力」 ー 星野リゾート ー

取組例 ジビエ料理

ジビエおでん茶屋
（1名30,000円（税・サ別））

「王様のジビエ」が含まれるコース
（1名25,000円～（税・サ別））星のや富士

ブレストンコート ユカワタン

星のや軽井沢「日本料理 嘉助」



地域ではジビエに対する認知度が低く、捕獲した鹿もごく限られ
た人だけで消費されていたが、地域の協力と試行錯誤を経て、
夫婦で処理加工施設及び道の駅のレストランを経営

全国で活かす「施設・レストランの二刀流」 ー ヘルシーMEAT大鹿 ー

道の駅「歌舞伎の里大鹿」にある
レストラン「おい菜」

大鹿村には猟師が60名ほどお
り、年間800～1,000頭もの
鹿が捕獲されている

取組例 ジビエ料理

「大鹿村ジビエカレー」
1,000円（単品・税込）

「野生鹿ステーキ定食」
1,500円（単品・税込）

「ヘルシーMEAT大鹿」では精
肉の他、加工品を製造・販売

地域との連携➡学校給食や宿泊施設にジビエを提供

地域を巻き込んでジビエ事業を展開しており、
雇用創出にも貢献

夫婦で処理、調理を管理しており、味や衛生面の信用面に自信



食肉処理施設のネットワークを九州圏内から全国まで広げ、実
需者が求める衛生基準をクリアしたジビエを、規格を合わせ大
量に流通
ジビエ総合商社として生産者と実需者を結びつける役割を担い、
その仕組みを構築

全国で活かす「企業と連携し遠隔地出荷」 ー 株式会社 椿説屋 ー

飲食店舗
（Café＆Meal MUJI）

への提供

ECサイトの利用による処理加工施
設の衛生面のPRや販売促進

取組例 ジビエ料理

シカ肉ミートボール30g×15個
1,270円（単品・税抜）

猪肉肩ローススライス 500g
2,750円（単品・税抜）

実需者が求める品質・衛生管理の徹底
全国規模にネットワーク拡大

ハンバーグ等製造
（レトルト、加工品）



全国で活かす「SDGs等の関心の高まり」 ー 一般社団法人 猟協 ー

狩猟、ジビエ利用、地域の
課題解決等を総合的に考
える組織として猟協を設立

取組例

「猟協の企業理念」はSDGsとの親和性も高く、
猟協の取り組みが未来の日本の自然をより豊
かなものにする為の架け橋となるべくSDGsの取
り組みを実施し、皆様へ発信とご報告を行う

狩猟文化・技術の継承と若手担い手の発掘に貢献
環境問題を考えながら地域の課題解決に取組む

「猟師学校」等、男女問わず様々な方々が参加できる教育プログラムを実施し、猟師文化の継承
及び日本の環境問題解決等を寄与
特に若い世代に投げかける取組を継続

①良質な育成プログラムを実施し、狩猟ビ
ジネスに関わる方々のステータスを向上さ
せる

②狩猟ビジネスの産業化及び中山間
地域の活性化と捕獲個体の１００％
利活用を目指した取り組みを行う

③日本の豊かな自然を守る

④狩猟関連のビジネスを行う団体や企業、
及び個人、国・地方自治体などとも協同
し目標の達成に貢献する

SDGｓ達成目標



○単独では取り組めない規模の出荷に取り組む
○販路拡大や在庫解消のための課題解決に組織として取り組む

全国で活かす「組織化から販売力強化」 ー エゾシカ食肉事業協同組合ー

【設立の目的】
・加工技術の向上
・衛生レベルの向上
・販路開拓・安定供給

令和３年現在の組合員
（正組合員９社、準組合員１社）

取組例 ジビエ料理

地域の課題解決のため同業者による組合を設立
組織力を生かした事業展開

エゾシカの有効活用を図るため、北海道内主要処理施設5社
により、平成18年10月に設立
処理量は、10,296頭、281.9tと、北海道の3割以上、全国
の処理量の1割強を解体、処理加工を実施

エゾシカモモ肉エゾシカロース肉

エゾシカ挽肉 行者ニンニク入りソーセー
ジ

・ブロック肉のチルド商品は期間限定の取扱いであり、冷凍
は通年販売
・枝肉の他、サドル・ラック等の要望によるカット納品が可能

〇精肉販売（枝肉・ブロック肉・スライス・挽肉）
➡飲食店、道内スーパーマーケット、コープ等
〇加工品販売
➡ＥＣサイト、道内スーパーマーケット、土産店等

近年は加工品開発にも力を入れる



２ ジビエカーを用いた取組事例



＜安定供給に向けて＞ 移動式解体処理車等の活用
○ 移動式解体処理車（通称：ジビエカー）は、遠方から処理加工施設に搬入する場合でも肉質を劣化させないようにする

ため、捕獲現場近くまで移動し、車内にて解体･内臓摘出･はく皮までを行うことができる特殊車両。

○ ジビエ専用の小型保冷車（通称：ジビエジュニア）は、捕獲個体を冷却しながら運搬できる回収専用車。

○ 道路が狭小な山中の捕獲現場では、ジビエジュニアとジビエカーのリレー方式により、捕獲～搬送～一次処理を迅速
かつ衛生的に行うことが可能となり、安全で良質なジビエの安定供給に資することが期待。

ジビエジュニア
ジビエカー

処理加工施設

山中の捕獲現場へジビエジュニアが直行。
シカ等を冷やしながらジビエカーへ搬送。

（ジビエカーとジビエジュニアの連携イメージ）

ジビエジュニア

搬送されたシカ等を速やかに解体。
枝肉にして処理加工施設へ搬入。

二次処理、商品化。

①
②

③



ゆすはらジビエの里
（解体処理施設）の概要

ジビエカーと解体処理施
設を一体的に導入し、町
内全域で捕獲した個体の
ジビエ利用がスタート！

○運営者
NPO法人ゆすはら西

○年間処理頭数(R2)

〇搬入体制
梼原町、森林管理署、
猟友会と捕獲情報を
共有し、施設に搬入

ジビエカーで解決！

主に松原区方
面で運用
（一次処理施
設として活用）

松原区では・・
ハンターはジビエ
カーに持ち込み、
NPO職員が2時
間以内に処理・
保管
→解体処理施設
ジビエの里へ
移送！

ジビエカーによる解体・移送

○解体処理施設から最も遠い松原区で５割のシカが捕獲。
資源として有効活用するためには、個体を新鮮な状態で
搬送しなくては・・・

松原区

初瀬区

梼原町概略図

東区

西区

四万川区
越知面区

ゆすはら
ジビエの里

（解体処理施設）

※ 他の地区の上
流域などにおい
ても個体回収に
活用

おいしいジビエのためのジビエカーの使い方：高知県梼原町

〇町の中心部から遠い松原区を中心に
ジビエカーを運用

〇解体処理施設への円滑な搬入を実施
○稼働１年目にして搬入計画頭数を達成
〇ジビエの安定的な供給を強みに！

シカ 206頭
イノシシ167頭

計373頭
（うちジビエカー
回収頭数22頭）



３ ジビエ利用モデル地区における取組事例



捕獲から搬送･処理加工､販売がしっかりとつながって、安全で良質なジビエを安定供給

NO.11
岡山県 美作地区

NO.12
鳥取県 東部地区

NO.13
徳島県 県内広域

NO.14
熊本県 県内全域

NO.15
大分県 県内全域

NO.16
宮崎県 延岡地区

みま さ か

NO.9
和歌山県 紀北地区

NO.10
和歌山県 古座川町

NO.8
兵庫県 県内広域

こ ざ が わ

き ほ く

NO.6
京都府･大阪府
京都丹波･大阪北摂地区

NO.7
京都府 中丹地区

NO.1
北海道 空知地区

NO.2
長野県 長野市

NO.3
石川県 南加賀地区

NO.4
岐阜県 西濃ブランチ

NO.5
三重県 (伊賀市･いなべ市)

そ ら ち

み な み か が

せ い の う

た ん ば ほくせつ

ちゅうたん

ジビエ利用モデル地区



○ 技術を有するハンターとの連携により、ジビエ利用に適した個体の搬入体制ができている。
○ 処理加工施設が、広域から持ち込まれた個体を無駄なく利活用する仕組みを構築している。

受入体制の構築

ジビエ利用モデル地区事例（持込量の増加）

NO.11
岡山県 美作地区
• 全頭搬入に対応するため、多段階の処理体制を構築
• 具体的には、食肉の処理のほか、ペットフード用処理加
工施設、減容化施設等を導入

NO.12
鳥取県 東部地区
• 捕獲者を対象に、ジビエ利用に適した捕獲技術を習得
するための研修を実施

• 放血から2時間以内の個体は、原則全頭受け入れ
• 処理加工施設が無い地域から、ジビエジュニアを用いて
広域回収する体制を構築

処理加工施設への持込量の増加

年間処理頭数
（シカ・イノシシ）1,857頭（H28） 3,772頭（R２） 年間処理頭数

（シカ・イノシシ）1,219頭（H28） 1,906頭（R２）

ジビエハンターの育成・連携

約２倍増加 約1.6倍増加



○ 複数の処理加工施設が連携してニーズに応じた商品を安定して供給する体制が構築されている。
○ 地域の関係団体（民間、公益団体、自治体等）が連携し、多様な販路の確保がされている。

売り先の確保 ⇒ 需要の拡大

NO.14
熊本県 県内全域
• 県猟友会、農家ハンター、処理加工施設、

JA、スーパー、市町村など、多様な主体が
参画したコンソーシアムを構成

• 学校栄養士会との連携、ジビエペットフード
の取引拡大など、効果的な取組を実施

ジビエ利用モデル地区事例（需要の拡大）

NO.4
岐阜県 西濃ブランチ
• 施設間で規格を統一し、外食事
業者のニーズに応じたロットを確保

• 新設した食肉加工施設で規格外
精肉を利用した加工品を製造し、
ラインナップを拡大

NO.13
徳島県 県内広域
• 在庫情報管理システムを導入し、
共同販売体制を構築

• 大口需要に対応

多様な主体の参画
NO.1
北海道 空知地区
• 食肉処理及び販売の経
験を有する卸売り業者が
自ら施設運営・需要に応
じた加工・販売を行い、多
様な需要を確保

年間処理頭数
（シカ・イノシシ）800頭（H28） 2,387頭（R２）

年間処理頭数
（シカ・イノシシ）318頭（H28） 1,121頭（R２）

令和元年度から稼働

安定供給体制の構築

年間処理頭数
（シカ・イノシシ）1,358頭（H28） 2,813頭（R２）

約3倍増加

約3.5倍増加 約2.1倍増加

年間処理頭数
（シカ） 253頭（Ｒ１） 1,419頭（R２）



４ 鳥獣対策優良活動表彰を受賞した施設の概要



受賞者

第１回
平成21年度

農林水産大臣賞
　（個人部門）　福島県福島市　ＪＡ新ふくしま　今野 文治 氏
　（団体部門）　長野県大町市　大町市

農林水産省生産局長賞
　（個人部門）　広島県北広島町　中村 孝一郎 氏
　（団体部門）　北海道釧路市　(財)前田一歩園財団

 長崎県長崎市　長崎市有害鳥獣対策協議会
 沖縄県八重瀬町　沖縄本島南部地区野生鳥獣被害対策協議会

第２回
平成22年度

農林水産大臣賞
　（団体部門）　群馬県下二田町　下仁田町

農林水産省生産局長賞
　（団体部門）　福井県鯖江市　河和田東部美しい山里の会

　　 岐阜県郡上市　宮地集落協定
　　 滋賀県高島市　角川農業組合

※個人部門については、該当者なし

第３回
平成23年度

農林水産大臣賞
　（団体部門）　山口県山口市　仁保地区鳥獣被害対策協議会

農林水産省生産局長賞
　（個人部門）　長野県木祖村　中田 耕平 氏
　（団体部門）  佐賀県太良町　伊福区

　長崎県佐世保市　佐世保市南部有害獣対策協議会

第４回
平成24年度

農林水産大臣賞
　（個人部門）　栃木県足利市　須永 重夫 氏
　（団体部門）　島根県美郷町　おおち山くじら生産者組合

農林水産省生産局長賞
　（団体部門）　滋賀県米原市　イーグレット・オフィス

 佐賀県武雄市　武雄地区有害鳥獣広域駆除対策協議会
 三重県津市　片田地区獣害対策協議会

第５回
平成25年度

農林水産大臣賞
　（団体部門）　三重県伊賀市　阿波地域住民自治協議会

農林水産省生産局長賞
　（個人部門）　福島県福島市　尾形 英一 氏
　（団体部門）　北海道枝幸町　枝幸町・ホクレン農業総合研究所

岐阜県郡上市　猪鹿庁
 福岡県糸島市　糸島市鳥獣被害防止対策協議会

第６回
平成26年度

農林水産大臣賞
　（団体部門）　長崎県雲仙市　雲仙市鳥獣被害対策実施隊

農林水産省生産局長賞
　（団体部門）　栃木県鹿沼市　板荷５・６・７・８・９区自治会

 埼玉県秩父市　ちちぶ農業協同組合
 滋賀県甲賀市　山内自治振興会

※個人部門については、該当者なし

第７回
平成27年度

農林水産大臣賞
　（団体部門）　熊本県あさぎり町　松尾集落

農林水産省農村振興局長賞
　（団体部門）　鹿児島県阿久根市　阿久根市有害鳥獣捕獲協会

 福島県猪苗代町　猪苗代町
　　 三重県津市　上ノ村自治会獣害対策協議会

 （個人部門）　 岩手県八幡平市　中森 忠義 氏

鳥獣被害対策優良活動表彰　受賞者等一覧  （平成21～R2年度）



第８回
平成28年度

農林水産大臣賞
　（被害防止部門（団体））　長野県小諸市　小諸市
　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））　熊本県熊本市　くまもとジビエ研究会
農林水産省農村振興局長賞
　（被害防止部門（団体））　岩手県盛岡市　猪去自治会

　富山県氷見市　氷見市鳥獣被害防止対策協議会
　　高知県四万十市　四万十市東富山地区大屋敷集落

　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））　岐阜県揖斐川町　所産業株式会社及び
株式会社キサラエフアールカンパニーズ

第９回
平成29年度

農林水産大臣賞
　（被害防止部門（団体））　兵庫県篠山市  篠山市有害鳥獣対策推進協議会
　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））　鳥取県鳥取市　いなばのジビエ推進協議会

農林水産省農村振興局長賞
　（被害防止部門（個人））　岐阜県郡上市  酒井 義広 氏（元岐阜県鳥獣害対策監）
　（被害防止部門（団体））  岩手県遠野市  遠野市ニホンジカ捕獲応援隊

　　広島県福山市  芦田町福田割石地区鳥獣被害対策協議会
　（捕獲鳥獣利活用部門（個人））  福岡県みやこ町  山本 倫明 氏

（ふくおかジビエ流通促進協議会会長）
　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））  滋賀県日野町  日野町猟友会

(処理施設「獣(じ)美(び)恵(え)堂(どう)」)

第10回
平成30年度

農林水産大臣賞
　（被害防止部門（団体））　長野県辰野町　川島区有害鳥獣対策委員会
　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））　北海道斜里町　エゾシカ食肉事業協同組合

農林水産省農村振興局長賞
　（被害防止部門（個人））　宮﨑県木城町　横田 洋治 氏
　（被害防止部門（団体））　千葉県市原市　市原市

　  新潟県新発田市　上三光農村環境保全・清流の会
　（捕獲鳥獣利活用部門（個人））　富山県富山市　石黒 木太郎 氏
　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））　北海道豊頃町　株式会社ELEZO社

第11回
令和元年度

農林水産大臣賞
　（被害防止部門（団体））　福島県南会津町　南会津町中荒井集落
　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））　長野県小諸市　小諸市

農林水産省農村振興局長賞
　（被害防止部門（個人））　北海道岩見沢市　原田 勝男 氏
　（被害防止部門（団体））　山形県米沢市　山上地区有害鳥獣対策協議会

長崎県対馬市　対馬市
熊本県山鹿市　山鹿市鹿北町浦方集落

　（捕獲鳥獣利活用部門（個人））　徳島県上勝町　中田 雅之 氏
　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））　兵庫県多可町　NPO法人cambio（カンビオ）

第12回
令和２年度

農林水産大臣賞
　（被害防止部門（個人））　滋賀県長浜市　北村 富生 氏
　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））　静岡県伊豆市　伊豆市食肉加工センター「イズシカ問屋」

農林水産省農村振興局長賞
　（被害防止部門（団体））　栃木県塩谷郡塩谷町　塩谷町野生鳥獣対策協議会

　富山県下新川郡朝日町　朝日町有害鳥獣対策協議会
福井県あわら市　エコフィールドとみつ
兵庫県相生市　相生市矢野町小河集落
宮崎県延岡市　歌糸集落鳥獣被害対策研究会

　（捕獲鳥獣利活用部門（団体））　長野県諏訪郡富士見町　（株）信州富士見高原ファーム
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５ ディスカバー農山漁村の宝において 

優秀賞を受賞した施設の概要〇 



ディスカバー農山
む

漁村
ら

の宝 
第８回ビジネス部門優秀賞 株式会社 ELEZO社

ディスカバー農山漁村の宝とは 
○趣旨
「強い農林水産業」、「美しく活力のある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き
出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国に発信するもの。

○選定の対象となる取組
地域において、新たな需要の発掘、創造や埋もれていた地域資源の活用を行うことにより、農林水産業・
地域の活力創造につながる、次の①から③のいずれかに該当する取組。
①美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承
②幅広い分野・地域との連携による農林水産業・農山漁村の再生
③国内外の新たな需要に即した農林水産業の実現

○表彰結果
農林水産省及び内閣官房は、令和３年 11月 19日に総理大臣官邸で開催された農山漁村活性化の優良事
例である「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」第８回選定として、34地区及び４名を選定。また、こ
れらの中から、特に優良な事例について、グランプリ及び優秀賞として選定。
さらに今回から新たに、有識者懇談会委員の専門分野に関する優れた取組について、特別賞として選定。
ビジネス部門優秀賞として、株式会社 ELEZO社（北海道豊頃町）が選定された。

都道府県名 北海道 市町村名 豊頃町 

団体名 株式会社 ELEZO社 

1．団体の概要
設立：2005年 10月創業（2009年 2月 法人化） 
組織構成：⑴生産狩猟部門 ⑵枝肉熟成流通部門 ⑶シャルキュトリ製造部門 ⑷レストラン部門 計４部門 
構成員：・代表含む取締役 3名・社員 15名 

２．キャッチフレーズ 
料理人起点で食肉の未来を照射する食文化の確立 

３．活動のきっかけ 
日本における屠場従事者ひいては食肉産業への感謝や敬意は希薄であると感じた。一方、料理人の感性を
飲食展開という枠のみで全うする事が最善かと疑問を感じた。料理人たる感性を起点に置き、食肉や自然
の根源と向き合うフードチェーンを形成し明るく感謝に満ちた持続可能な文化を志し創業した。その上で
高品質な製品を排出することにより、有効活用や付加価値創造が盛んになり自然を取り巻く地域課題を好
転できると確信した。 

４．取組概要 
食肉における自社一環フードチェーンと５業種のプロ集団構築を行い、食に纏わる課題解決を目的とする 



５．取組の具体的内容及び成果（効果） 
①2009年：企業としてハンターを雇用（日本初）。農業被害減少に貢献、食に特化した狩猟法を確立。さ
らに自社一環型付加価値創モデルでジビエの有効活用高品質開発が認知された。（H30 農水省鳥獣対策優
良表彰受賞） 
②事業モデルの工程をベースに最終部門であるレストラン部門での取扱や表現、一連の連鎖が生産者を育
て支え、食文化として模範的であると評価される。（R1年 農水省料理人顕彰制度料理マスターズ受賞） 
※食における単一企業で A（川上）と Z（川下）双方での受賞は前代未聞。 
③2020 年：野生動物による農業被害が深刻で、かつ家畜家禽においても高付加価値製品が未開発である
オーストラリアクイーンズランド州から招待を受け、カンガルー２頭全てを使用し、弊社モデルを体現す
る料理イベントを開催。狩猟から解体熟成、シャルキュトリ製造、それらの全てを 100名に料理提供する
イベントでしたが 1週間で完売。弊社のノウハウや技術、精神を伝え認知させる事ができた。 

    
６．活動実績 

項  目 単位 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 
R３年度 
（見込み） 

蝦夷鹿搬入実績 
頭 500 600 800 1,000 ※500 ※700 

解説： 自社狩猟、会員ﾊﾝﾀｰの買入含む年間蝦夷鹿搬入実績頭数（※すべて食肉用） 

会社全体の年間売上 
千円 115,476 108,053 134,031 132,065 ※97,484 ※98,000 

解説：枝肉卸売・シャルキュトリ製造販売・自社レストラン等会社全体の年間売上高  

枝肉流通部門   
会員レストラン数 

店舗 300 350 400 500 ※520 ※550 

解説：会員制卸売り 全国飲食店会員数 

顧客数 
人 4,200 5,646 9,050 13,630 ※15,050 ※17,300 

解説：自社ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ会員、ふるさと納税注文数、自社レストラン顧客等 
※R２年度及び R3年度について、新型コロナウイルス感染症を原因として減少または減少となる見込みである場合 

 
 
 
 

７．活動の主な変遷 
     
初年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 

R３年度 
（見込み） 

狩猟部門と熟成肉の流

通卸部門を稼働させ

る。 

北海道HACCPのA評

価を取得。東京都渋

谷区松濤に飲食店オ

ープン。 

食肉加工製品の商品

開発を行い、ぐるな

び『接待の手土産』特

選を拝受。 

過去の取り組みが評

価され、農水省より

鳥獣対策優良表彰を

拝受。 

過去の取り組みが評

価され、農水省より

料理人顕彰制度料理

マスターズを拝受。 

豪州クイーンズラ

ンドに弊社の事業

モデルの表現を行

うイベントを開

催。 

処理・保管場所拡

張のため、本拠地

ラボラトリーの増

築。 

宿泊型レストラン

建設に向け計画進

行中。 

    
８．今後の展開方向 
①弊社本拠地でもあり十勝開拓地（現：超過疎地域エリア）に宿泊型レストラン（オーベルジュ）を建設
し、より意義深く体験型の取り組みを料理及び宿泊サービスにのせ表現していく。 
②弊社の技術、ノウハウ、ビジョンモデルなどを海外展開（輸出）させるため、イベントにも招待された
オーストラリアへ弊社モデルのコピーを体現するべく、海外進出を視野に進めていく。 

           



９．活動状況がわかる写真、効果を示す図表 
 
 

 
 

（弊社３部門食肉複合施設 ELEZO LABORATORY） （レストラン部門店舗 渋谷区松濤 エレゾハウス） 
    
10．表彰等の受賞歴 
表彰名等（受賞年度） 主催者 
H30 農水省鳥獣対策優良表彰受賞 
R元 農水省料理人顕彰制度料理マスターズ受賞 

農林水産省 

    
11．活動に関するＰＲ・エピソード  
弊社は、代表佐々木が料理人として食の根源に多くの疑問を持ち、ポジティブに好転させるため事業を創
造して参りました。主に食肉の過去と未来を明るく感謝される存在にしたいと大きな目標を掲げました。 
その為に、料理人や飲食店舗に固執せず、根幹から携わるべく日本で初めてハンターを社員化しました。
自然の生態系や共存共栄を大切に、食や料理人の観点で狩猟事業や家畜や家禽の生産を手掛け、それらの
命を最大限に生かし一切の無駄が生まれぬよう、付加価値を高める精肉の熟成卸や食肉加工製造を事業化
し、さらに自社レストランを運営し弊社の全てを表現してきました。 
まさに今日の日本の産業構造である分業制の中で効率的に発展するセオリーとは正反対の前例なき枠組み
を構築してきました。 
創業から 16年、これまで築き上げたものは、その特異な事業モデルだけでなく、世界から評価される見
識やノウハウ、技術力からなる高品質かつ独自性の強い食材や製品力の蓄積量もあります。 
今後も、人の口に入る食べ物と向き合い国内外に向けて尊い魅力的な食文化を形成し表現して参ります。 

 

写真・図表等 写真・図表等 



所在地：北海道 豊頃町
とよころちょう

概 要

狩猟による生産食肉加工製品：テーリーヌ

成 果

オーストラリア クイーンズランド州でのイベント風景

令和元年度 農林水産省料理人顕彰制度 料理マスターズ受賞式

食肉における自社一貫フードチェーンと５業種のプロ集団構築を
行い、食にまつわる課題解決に貢献。

企業として国内で初めてハンターを雇用し、農業被害の減少に貢
献しつつ、食に特化した狩猟法を確立。

エゾシカの搬入実績は、500頭（平成28年度）から1,000頭（令和
元年度）に増加。自社レストラン等の顧客数も4,200人（平成28
年度）から17,300人（令和３年度見込み）に増加。

令和２年には、豪州から招待を受け、カンガルーを対象に自社モ
デルを体現する料理イベントを開催。

株式会社ELEZO社

６次産業化

ビジネス部門

エレゾ

ジビエ




