
1 / 2 ページ

1 北海道夕張郡栗山町 栗山町エゾシカ食肉加工施設 シカ 44 長野県上伊那郡宮田村 みやだまるかじり工房 ニホンジカ

2 北海道幌泉郡えりも町 えりも鹿肉店 シカ 45 長野県飯田市 （有）星野屋 ニホンジカ

3 北海道幌泉郡えりも町 エゾシカ解体処理施設 シカ 46 長野県飯田市 遠山ジンギスと山肉の製造所 イノシシ

4 北海道沙流郡平取町 幌尻鹿肉処理場 シカ 47 長野県下伊那郡阿南町 新野猪肉組合 イノシシ

5 北海道新冠郡新冠町 （株）北海道食美樂 シカ 48 長野県下伊那郡阿智村 料理山荘　四季かわのべ ニホンジカ

6 北海道日高郡新ひだか町 ウタリ共同養鹿加工組合 シカ 49 長野県下伊那郡根羽村 ネバ-ランド（株）ログハウス ニホンジカ

7 北海道函館市 北海道産ファーム シカ 50 長野県上高井郡高山村 信州山肉プロジェクト ニホンジカ

8 北海道上川郡鷹栖町 エゾシカ解体処理加工施設「山恵」 シカ 51 長野県下伊那郡阿智村 堀割 ニホンジカ

9 北海道富良野市 富良野エゾシカ有限責任事業組合鹿肉加工工場「ジビエふらの」 シカ 52 長野県上伊那郡南箕輪村 信州ジビエかとう ニホンジカ

10 北海道苫前郡苫前町 苫前エゾシカ解体処理場 シカ 53 長野県大町市 美麻ジビエ振興会 ニホンジカ

11 北海道天塩郡豊富町 (株)サロベツベニソン食肉処理加工施設 シカ 54 長野県下伊那郡阿智村 阿智村ジビエ加工施設 ニホンジカ

12 北海道斜里郡斜里町 エゾシカ解体処理加工施設「知床エゾシカファーム食肉センター」 シカ 55 静岡県伊豆市 伊豆市食肉加工センター「イズシカ問屋」 シカ、イノシシ

13 北海道紋別郡遠軽町 （有）白楊舎缶詰工場 シカ 56 静岡県榛原郡川根本町 南アルプスジビエ牧場 イノシシ、シカ

14 北海道河東郡上士幌町 タカの巣農林 シカ 57 静岡県藤枝市 尾州真味屋総本舗 シカ

15 北海道上川郡新得町 ドリームヒル・トムラウシ シカ 58 静岡県富士市 猪鹿三翔 シカ、イノシシ

16 北海道上川郡新得町 株式会社上田精肉店 シカ 59 富山県中新川郡上市町 （株）K・MEAT（ケーミート） イノシシ

17 北海道帯広市 狩人の蔵 シカ 60 富山県富山市 グランマルシェタケダ㈱ イノシシ、シカ

18 北海道帯広市 ELEZO MARCHE JAPON シカ 61 石川県白山市 尾口山菜加工施設（野獣肉処理施設） イノシシ

19 北海道足寄郡陸別町 北日本ドゥリームハント シカ 62 福井県福井市 イノシシ処理解体施設 イノシシ

20 北海道釧路市 （有）阿寒グリーンファーム食肉加工センター シカ 63 福井県三方上中郡若狭町 有害鳥獣処理加工施設 シカ、イノシシ

21 北海道白糠郡白糠町 （株）馬木葉クラブ食肉処理場 シカ 64 岐阜県郡上市 ジビエＩＴＡＹＡ シカ、イノシシ

22 北海道根室市 エゾシカ解体処理加工施設「㈲ユック」 シカ 65 岐阜県揖斐川町 所産業株式会社 シカ、イノシシ

23 北海道標津郡中標津町 ㈱IN－U シカ 66 岐阜県揖斐川町 鹿・猪処理業　川治 シカ、イノシシ

24 北海道標津郡中標津町 なかしべつもみじ工房 シカ 67 岐阜県関市 マタギの鳥獣食肉加工センター シカ、イノシシ

25 岩手県大船渡市 農畜産物加工処理施設 シカ 68 岐阜県瑞浪市 株式会社Highland Farm東濃 シカ、イノシシ

26 宮城県石巻市 丸信ワイルドミート食肉処理施設 シカ 69 岐阜県高山市 ジビエ飛騨高山 シカ、イノシシ

27 茨城県石岡市 朝日里山学校 イノシシ 70 岐阜県高山市 飛騨ジビエ清見 シカ、イノシシ

28 栃木県那珂川町 那珂川町イノシシ肉加工施設 イノシシ 71 愛知県岡崎市 三州マタギ屋 イノシシ、シカ

29 埼玉県秩父郡小鹿野町 株式会社肉の宝屋 シカ 72 愛知県新城市 （株）三河猪屋 イノシシ、シカ

30 埼玉県秩父市 夢風庵精肉店 シカ 73 愛知県北設楽郡設楽町 奥三河高原ジビエの森 イノシシ、シカ

31 千葉県夷隅郡大多喜町 大多喜町都市農村交流施設 イノシシ 74 三重県多気郡大台町 大台いの鹿店 イノシシ、シカ

32 千葉県勝浦市 ジビエ勝浦 イノシシ、シカ 75 三重県津市 SPIRITS スピリッツ シカ、イノシシ

33 千葉県鴨川市 清澄山系ジビエ イノシシ、シカ 76 三重県伊賀市 いがまち山里の幸利活用組合 シカ、イノシシ

34 千葉県君津市 森旧解体場 イノシシ、シカ 77 三重県伊賀市 食肉解体販売業　上垣 シカ、イノシシ

35 千葉県君津市 君津市獣肉処理加工施設 イノシシ、シカ 78 三重県亀山市 ジビエ亀山 シカ、イノシシ

36 東京都奥多摩町 奥多摩町食肉処理加工施設「森林恵工房峰」 シカ 79 三重県津市 川魚料理　お食事処　山里 シカ、イノシシ

37 神奈川県伊勢原市 食肉処理施設 シカ 80 滋賀県日野町 日野町獣肉処理加工施設 シカ

38 山梨県北都留郡丹波山村 丹波山村シカ肉処理加工施設 シカ 81 滋賀県多賀町 高取庵食肉処理室 シカ

39 山梨県南都留郡富士河口湖町 富士河口湖町ジビエ食肉加工施設 シカ 82 滋賀県高島市 朽木猟友会シカ肉加工施設 シカ

40 山梨県南巨摩郡早川町 早川町ジビエ処理加工施設 シカ 83 京都府南丹市 知井地区処理加工施設 イノシシ、シカ

41 長野県下伊那郡大鹿村 ヘルシ-Meat大鹿 ニホンジカ 84 京都府京丹後市 京たんごぼたん・もみじ比治の里 イノシシ、シカ

42 長野県茅野市 信州ナチュラルフーズ ニホンジカ 85 京都府福知山市 夜久野ジビエ イノシシ、シカ

43 長野県諏訪郡下諏訪町 自然育工房「岳」 ニホンジカ 86 京都府伊根町 イノシシ加工処理施設｢やまくじら｣ イノシシ
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87 兵庫県丹波市 シカ有効活用処理施設 シカ 130 高知県香美市 べふ峡温泉（香美市観光協会） シカ

88 兵庫県丹波市 鹿肉加工施設処理施設 シカ 131 高知県長岡郡大豊町 猪鹿工房おおとよ イノシシ、シカ

89 兵庫県多可郡多可町 多可町小規模シカ肉処理加工施設 シカ 132 高知県香美市 三谷ミート シカ、イノシシ

90 兵庫県美方郡香美町 鹿・猪肉加工施設「峰鹿谷」 イノシシ、シカ 133 福岡県糸島市 浮嶽くじらセンター イノシシ

91 兵庫県姫路市 シカ肉処理加工施設「夢咲鹿工房」 シカ 134 福岡県宗像市 宗像市外２市１町鳥獣加工処理施設 イノシシ

92 兵庫県穴粟市 資源動物処理加工施設 シカ 135 福岡県田川郡添田町 添田町食肉処理加工施設 イノシシ、シカ

93 兵庫県佐用郡佐用町 さよう猪鹿工房 シカ 136 福岡県京都郡みやこ町 みやこ町有害鳥獣加工施設 イノシシ、シカ

94 兵庫県朝来市 お狩庵 イノシシ、シカ 137 佐賀県佐賀市 イノシシ処理加工施設 イノシシ

95 奈良県吉野郡上北山村 上北山村獣肉利活用協議会上北山特産加工センター イノシシ、シカ 138 佐賀県武雄市 武雄鳥獣食肉加工センター　猪突猛進「やまんくじら」 イノシシ

96 和歌山県日高川町 日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設中津処理施設 イノシシ、シカ 139 長崎県佐世保市 有害鳥獣有効利用施設（いのしし肉加工販売所ヘルシーＢＯＡＲ) イノシシ

97 和歌山県日高川町 日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設美山処理施設 イノシシ、シカ 140 長崎県南松浦郡新上五島町 有害鳥獣有
効利用施設 イノシシ

98 和歌山県古座川町 古座川町鳥獣食肉処理加工施設 シカ、イノシシ 141 長崎県対馬市 対馬またぎ イノシシ

99 鳥取県東伯郡三朝町 イノシシ解体処理施設 イノシシ、シカ 142 長崎県松浦市 イノシシ加工所
不老の森 イノシシ

100 鳥取県鳥取市鹿野町 鹿野町イノシシ食肉解体処理施設 イノシシ 143 長崎県長崎市 ながさき夢ファーム イノシシ

101 鳥取県西伯郡南部町 イノシシ解体処理施設 イノシシ 144 熊本県八代市 泉町下岳地区猪・鹿解体処理施設 イノシシ、シカ

102 鳥取県鳥取市河原町 イノシシ・シカ解体処理施設 イノシシ、シカ 145 熊本県天草市 山王館 イノシシ

103 鳥取県八頭郡若桜町 若桜町獣肉解体処理施設（わかさ29(にく)工房） イノシシ、シカ 146 熊本県天草市 五和町イノシシ解体所 イノシシ

104 島根県邑智郡邑南町 はすみ特産加工センター猪肉加工場 イノシシ 147 熊本県球磨郡多良木町 猪処理センター イノシシ、シカ

105 島根県邑智郡美郷町 邑智食肉処理加工場 イノシシ 148 熊本県球磨郡五木村 五木村猪・鹿解体処理加工施設 シカ

106 島根県益田市美都町 美都猪処理場 イノシシ 149 熊本県球磨郡球磨村 球磨村特産処理加工施設 シカ

107 島根県江津市桜江町 猪加工販売センター榎木の郷 イノシシ 150 大分県国東市 有害鳥獣処理加工施設 シカ

108 島根県松江市八雲町 イノシシ資源化施設（解体処理） イノシシ 151 大分県臼杵市 有限会社　山川屋 イノシシ

109 島根県安来市広瀬町 頑固マタギ倶楽部 イノシシ 152 大分県佐伯市 大谷猪肉店 イノシシ、シカ

110 島根県飯石郡飯南町 グランディア赤名峠 イノシシ 153 大分県杵築市 山香ジビエの郷 イノシシ、シカ

111 岡山県赤磐市 イノシシ工房竜天 イノシシ、シカ 154 大分県佐伯市 井上猪鹿解体場 シカ、イノシシ

112 岡山県加賀郡吉備中央町 イノシシ処理加工施設 イノシシ 155 大分県中津市 ぶんごや（株）豊国畜産 イノシシ、シカ

113 岡山県加賀郡吉備中央町 イノシシ処理加工施設 イノシシ 156 大分県中津市 耶馬溪食肉工房『猪鹿』（ちょろく） イノシシ、シカ

114 岡山県美作市 地美恵の郷みまさか イノシシ、シカ 157 大分県宇佐市 野畑商店 イノシシ

115 広島県呉市 イノシシ処理センター イノシシ 158 大分県豊後大野市 YK加工所 イノシシ、シカ

116 山口県下関市 下関市北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設 イノシシ、シカ 159 大分県杵築市 山香アグリ（食肉処理加工） イノシシ、シカ

117 山口県萩市 うり坊の郷katamata イノシシ 160 大分県玖珠郡九重町 旦原食肉処理 シカ、イノシシ

118 徳島県那賀郡那賀町 木沢シカ肉加工処理施設 シカ 161 大分県竹田市 竹田オーストリッチファーム イノシシ、シカ

119 徳島県美馬市 美馬市シカ肉等処理加工施設 シカ 162 大分県大分市 猪肉鹿解体販売　伊藤 イノシシ

120 徳島県阿波市 山里のめぐみ イノシシ、シカ 163 大分県大分市 大分県猪生産事業組合 イノシシ

121 徳島県三好郡東みよし町 民宿　うり坊 イノシシ 164 大分県豊後大野市 女猟師の加工所 イノシシ、シカ

122 徳島県三好市 鳥獣処理加工施設（祖谷の地美栄） イノシシ、シカ 165 大分県国東市 くにさきジビエ料理研究会 イノシシ、シカ

123 愛媛県北宇和郡松野町 松野町獣肉処理加工施設 イノシシ、シカ 166 大分県日田市 獣肉処理施設管理組合 イノシシ

124 愛媛県上島町 獣肉処理加工施設 イノシシ 167 宮崎県児湯郡西米良村 上米良地区資源活用加工所 シカ、イノシシ

125 愛媛県西予市 西予市獣肉処理加工施設「ししの里せいよ」 イノシシ 168 宮崎県延岡市 県北食品情報サービス（株）食肉処理場 シカ

126 愛媛県今治市 イノシシ解体処理施設（シシ活隊） イノシシ 169 宮崎県東臼杵郡諸塚村 七ッ山解体処理施設 イノシシ、シカ

127 高知県四万十市 しまんとのもり組合 イノシシ、シカ 170 宮崎県東臼杵郡諸塚村 飯干解体処理施設 イノシシ、シカ

128 高知県安芸郡北川村 ヘルシーミートゆずのむら シカ 171 鹿児島県伊佐市 伊佐市有害鳥獣処理施設 イノシシ、シカ

129 高知県室戸市 森のお肉屋さん シカ、イノシシ 172 鹿児島県阿久根市 いかくら（猪鹿倉）阿久根 イノシシ、シカ
※　都道府県から報告のあった野生鳥獣の処理加工施設を取りまとめたものであり、すべてを網羅したものではない。
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