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 鳥取県（平井伸治知事）は、首都圏における鳥取県農産物の情報発信の一環として、１１月２９日
（いい肉の日）に「鳥取和牛オレイン５５」をより多くの皆様にご賞味いただきたく、ご紹介します。 
 「鳥取和牛オレイン５５」は、牛肉脂肪中にオリーブオイルの主成分でもある「オレイン酸」を５５% 
以上含むもののみを厳選しています。オレイン酸は牛肉の口どけの良さに関係していると言われて
おり、やわらかくて口溶けがよく、肉汁がじゅわっと広がるうえ、しつこくない上質な脂が特長です。 
 全国の有名ブランド和牛のルーツとなった「気高（けたか）号」の血を受け継ぎ、鳥取県で肥育され
た黒毛和種にだけ与えられる称号で、一頭一頭測定し、鳥取和牛の中でも認められるのは約１５％
程度。鳥取県の豊かな自然とこれまで受け継がれてきた伝統が結実した地域ブランドです。 
 東京・新橋の食のみやこ鳥取プラザ2階レストラン「トットリーネ」でご賞味いただけるほか、鳥取県
牛肉販売協議会が認定する販売指定店にてお取り扱いしております。 
 １１月２９日（いい肉の日）は、大切な方と「鳥取和牛オレイン５５」をぜひお楽しみください。 

とろけるような口どけと肉本来の旨味、 
霜降りの質にこだわった鳥取和牛 

11月２９日（いい肉の日）に 

旨味とキレの「鳥取和牛オレイン５５」を食べよう！ 

に く 
食のみやこ鳥取県 

■本リリースおよび取材に関する問い合わせ先 
 株式会社トランスミッション 担当：菅森・大金 Mobil：090-8851-8830（菅森） Mobil：090-3563-5894（大金） 
 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-15-5MIRRORビル2F  TEL：03-5825-4374  FAX ：03-3865-1774 
 E-mail:smasumi@rr.iij4u.or.jp（菅森） oogane@bc.iij4u.or.jp（大金） 
 

■「食のみやこ鳥取県」に関する問い合わせ先 
 鳥取県商工労働部兼農林水産部 市場開拓局市場開拓課 
 〒680-8570  鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
 TEL：0857-26-7767 FAX：0857-21-0609 E-mail：shijoukaitaku@pref.tottori.jp 
 http://www.pref.tottori.lg.jp/syokunomiyako/ 

いい 

＜鳥取和牛オレイン５５の販売等に関する問い合わせ先＞ 
鳥取県牛肉販売協議会 TEL:0859-54-4799  
http://www.tottorigyuniku.com/orein55/shops/ 

食のみやこ鳥取プラザ 2階レストラン「トットリーネ」東京・新橋 
〒105-0004 東京都港区新橋2-19-4 SNTビル2階 TEL：03-5537-0575   
営業時間：平日・土日・祝祭日 10時～21時 （定休日 年末年始） 



〈食のみやこ鳥取県とは〉 

鳥取県の農林水産物のアピールと地域の活性化 

鳥取県では「食のみやこ鳥取県」をかかげ、「食」をキーワードとした県政を進めています。海・
山・里の豊かな自然環境に恵まれた鳥取県では、素晴らしい食材が数多く生み出されています。
この素晴らしい地域の農林水産物をアピールするとともに食を通じて地域の活性化を図ります。 

鳥取の 
うまいもん 

旨味とキレというおいしさ、オレイン酸というヘルシーさ、「おいしくて
健康」という人が根源的に求める価値を満たす食材として、その魅
力を伝えていきます。 

●やわらかく、くちどけがよい。 
 
●霜降りと赤身とのバランスの良さ。 
 
●肉そのものの味がじゅわっと広がる。 

脂肪の“まろやかさと質”にこだわった新ブランド和牛 
オレイン酸の融点は16度と低く、オレイン酸含有率の高い脂肪は、低い温度で融ける、いわゆる融点の低い脂肪となります。
調理した場合には、好ましい芳香を放ち、牛肉のくちどけや風味が良いとされています。 

鳥取オリジナルブランド和牛 「鳥取和牛オレイン55」 

■キャンペーンメッセージ 

江戸時代から和牛の産地として良牛が受け継がれてきた鳥取県。全国の有名
ブランド和牛の始祖牛となっているのも鳥取県の種雄牛です。オリーブオイル
の主成分でもある「オレイン酸」が多いことで知られる”鳥取系”の血統。鳥取
和牛の中から、このオレイン酸を55%以上含む牛肉を「鳥取和牛オレイン55」と
してブランド化しています。 

鳥取県の種雄牛「気高」号 
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脂肪の「質」にこだわった新ブランド 
「鳥取和牛オレイン５５」は、脂肪のまろやかさと質にこだわり、「脂肪
中にオレイン酸を５５％以上含有していること」を認定基準にいれた新
ブランドです。 

神と呼ばれた「気高」号の血統 
1966年に行われた「第1回全国和牛能力共進会」肉牛の部で１等賞に

輝き、後に全国ブランド和牛のルーツとなった名牛「気高（けたか）」号
の血統を引き継いでいます。 

とっても希少！ 
鳥取和牛の出荷頭数は全国の０．８％。「鳥取和牛オレイン５５」は脂
肪の「質」にこだわり、鳥取和牛のうちの１５%程度が選抜されるため、
年間販売頭数は３００頭程度と見込まれます。 



指 定 店 住所 TEL 
鳥取 
県内 

鳥取 
県外 

お肉のはなふさ 鳥取市賀露町南1丁目8－10 0857-31-0292 ○   

鳥取大丸精肉コーナー 鳥取市今町2丁目15 0857-25-2180 ○   

鳥取東伯ミート プラッツ直売所 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢塚806 0858-49-5152 ○   

サンマート湖山店 鳥取市湖山町東2丁目133 0857-38-8011 ○   

フレッシュパーク若葉台  
美歎直売センター わかば 

鳥取市若葉台南7丁目2-11 0857-52-1133 ○   

鳥取県畜産農協直売所 TOSC本店 鳥取市行徳1丁目103 0857-37-0574 ○   

JAグリーン西部 アスパル店 精肉直売所 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1453 0859-27-2911 ○   

サンマート岩美店 鳥取県岩美郡岩美町浦富1105 0857-72-0202 ○   

サンマート北園店 鳥取市山城町4-31 0857-29-2280 ○   

サンマート岩倉店 鳥取市国府町分上2丁目255 0857-27-7001 ○   

サンマート南店 鳥取市正蓮寺111 0857-29-1546 ○   

マルイ車尾店 米子市車尾3丁目6-1 0859-37-3558 ○   

サンインマルイ宮長店 鳥取市宮長28 0857-51-7888 ○   

サンインマルイ湖山店 鳥取市湖山町東1-122-1 0857-31-3770 ○   

マルイ薬師町店 鳥取市薬師町51 0857-39-1167 ○   

鳥取東伯ミート ホープタウン直営店 米子市米原2丁目1-1 0859-34-3200 ○   

ジャコム中央 Aコープだいえい店 鳥取県東伯郡北栄町由良宿561 0858-49-1134 ○   

ジャコム中央 トピア店 鳥取県東伯郡琴浦町徳万558-1 0858-52-2000 ○   

ジャコム中央 Aコープ赤碕店 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1112-1 0858-55-0521 ○   

ホープタウンマルイ店 米子市米原2丁目1-1 0859-34-3200 ○   

サンインマルイ両三柳店 米子市両三柳58-2 0859-37-2812 ○   

株式会社さんれいフーズ 米子市旗ヶ崎2147 0859-33-2518 ○   

鳥取牧場村 鳥取市吉成731-1 0857-50-0910 ○   

（株）メルヘン 
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津 
559番地3 

0858-35-3118 ○   

お肉の店 匠 鳥取県賀露町北3丁目14-2 0857-30-1020 ○   

トスク（株）智頭店 鳥取県八頭郡智頭町智頭1809-4 0858-75-3549 ○   

〈 鳥取和牛オレイン５５の販売店 〉 
「鳥取和牛オレイン55」を安心してお客様にお届けする為に、販売指定店を設けています。 

詳細は下記指定店にお問い合わせください。 
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〈 鳥取和牛オレイン５５お取り扱い飲食店① 〉 
「鳥取和牛オレイン55」を安心してお客様にお届けする為に、販売指定店を設けています。 

詳細は下記指定店にお問い合わせください。 

News Release 

指 定 店 住所 TEL 
鳥取 
県内 

鳥取 
県外 

ステーキゾーンあかひげ 兵庫県宝塚市中山寺1丁目16－18 0797-87-3329   ○ 

鳥取東伯ミート 焼肉コーナー 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢塚806 0858-49-5152 ○   

ラ・プロヴァンス 
東京都港区海岸1丁目16-2 
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 

03-5404-7895    ○ 

焼肉韓国創作料理 カムサ 米子市明治町132 0859-31-8807 ○   

焼肉韓国料理 大力家族亭 米子市東町401 0859-32-1555 ○   

焼肉 あばた 倉吉市八屋150-12 0858-26-6585 ○   

焼肉 ミッキー 倉吉市秋喜302の3 0858-28-1003 ○   

ラペティ・ロアラブッシュ 
大阪市中央区今橋2丁目1-10  
ダイセンビル1F 

06-6208-1808   ○ 

地場産プラザ「わったいな」 鳥取市賀露町西3丁目323番地 0857-50-1771 ○   

微笑みレストラン「大国亭」 鳥取市賀露町西3丁目323番地 0857-50-1771 ○   

鉄板料理 せつ 米子市角盤町2-14-2 Eビル１F 0859-34-8825 ○   

しゃぶ玄(しゃぶしゃぶ) 米子市西倉吉町57 笑い庵弐号館 0859-32-7688 ○   

しゃぶしゃぶ・すきやき専門店 和顔 米子市法勝寺町22 善五郎蔵内 0859-33-3834 ○   

肉の市場カタオカ 新鮮市場店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1026-1 0859-27-2941 ○   

食道楽 米子店 米子市東福原6丁目1-36 0859-37-6606 ○   

焼肉 まんしゅう 倉吉市明治町101の23 0858-22-8317 ○   

ミスター ビーフ(ステーキハウス) 松江市東朝日町121-3 0852-21-0457   ○ 

レストラン「トットリーネ」 東京都港区新橋2-19-4 SNTビル2F 03-5537-2558   ○ 

韓国創作居酒屋 カムサ 鳥取市末広温泉町363 0857-50-0081 ○   

福ふく 鳥取市吉成南町1丁目24-2 0857-53-1785 ○   

酒処 稲田屋 米子市朝日町58-11 0859-22-0070 ○   

尾古牧場 西伯郡大山町羽田井奥林原2524 0858-58-3718 ○   

創作鉄板焼「風紋」 鳥取市弥生町338 それいゆビル2階 0857-24-4339 ○   

倉吉シティホテル 倉吉市山根543-7 0858-26-6111 ○   

大山まきば「みるくの里」 西伯郡伯耆町水無原2-11 0859-52-3698 ○   

米子しんまち天満屋精肉ファクトリ－ 米子市西福原2-1-10 0859-35-1128 ○   



〈 鳥取和牛オレイン５５お取り扱い飲食店② 〉 
「鳥取和牛オレイン55」を安心してお客様にお届けする為に、販売指定店を設けています。 

詳細は下記指定店にお問い合わせください。 

指 定 店 住所 TEL 
鳥取 
県内 

鳥取 
県外 

全日空ホテル「カフェ・イン・ザ・パー
ク」 

米子市久米町53-2 0859-36-1111 ○   

焼肉きたはち 米子市蚊屋200-35 0859-27-0268 ○   

肉料理 牛の玄 大阪市阿部野区西田辺町１丁目2-4 06-6695-6940   ○ 

ご当地ファーム山の駅 大山望 鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷1801 0859-62-7577 ○   

｢砂丘の家レイガーデン」 鳥取市福部町湯山2164-804 0857-20-4772 ○   

たき乃蔵 鳥取市弥生町305番地リビオ１Ｆ 0857-36-0610 ○   

和食居酒屋旬門 米子本店 米子市明治町154-1(駅前パーキング1F) 0859-21-7088 ○   

(株)カーサーネット はわい温泉 千年亭 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉4番地62 0858-35-3731 ○   

(株)焼肉まさしげ 倉吉市山根589-2 0858-26-2919 ○   

(有)ミートハウスしょうじ 鳥取県倉吉市青谷318番地 0858-26-5529 ○   

焼肉屋大平門 湖山店 鳥取市岩吉195-6 0857-32-1313 ○   

焼肉屋大平門 雲山店 鳥取市新字上沢107番地2 0857-25-6315 ○   

焼肉屋大平門 倉吉本店 倉吉市上井町1丁目10－15 0858-26-4082 ○   

焼肉屋大平門 田和山店 島根県松江市田和山町104 0852-60-7040   ○ 

焼肉たいへい門 米子店 米子市米原5丁目10－15 0859-32-0020 ○   

焼肉まさしげ 湖山店 鳥取市湖山町東５丁目209 0857-30-6629 ○   

旬門 松江店 鳥取県松江市御手船場562-1 0852-27-7212 ○ 

魚ろばた 海座 米子市角盤町1丁目152番地1-2-3 0859-21-3200 ○   

旬門 倉吉店 鳥取県倉吉市山根539-7 0858-24-5062 ○   

焼肉キッチン 一龍 鳥取県皆生温泉４丁目1-6 0859-34-2348 ○   

ダイニングルーム ダックン・ダック 鳥取県米子市西福原3丁目1-11 0859-35-1788 ○   

旬 銀座贅沢倶楽部 東京都中央区銀座5-5-11 03-3573-7085   ○ 

福の根 北新地 別館 
大阪市北区曾根崎新地1-2-10  
キャノンプラザビル１階 

06-6347-4580   ○ 
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〈 鳥取和牛オレイン５５お取り扱いホテル・旅館 〉 
「鳥取和牛オレイン55」を安心してお客様にお届けする為に、販売指定店を設けています。 

詳細は下記指定店にお問い合わせください。 

指 定 店 住所 TEL 
鳥取 
県内 

鳥取 
県外 

大山ロイヤルホテル 鳥取県西伯郡伯耆町丸山字中組1647-13 0859-68-2333 ○   

松月(旅館) 米子市皆生温泉3-4-25 0859-31-1100 ○   

鳥取ワシントンホテルプラザ 鳥取市東品治町102 0857-27-8111 ○   

株式会社ホテルセントパレス倉吉 鳥取県倉吉市上井町1-9-2 0858-26-2323 ○   

皆水グランドホテル 天水 米子市皆生温泉4-19-10 0859-33-0001 ○   

華水亭 米子市皆生温泉4-19-10 0859-33-0001 ○   

三朝温泉 後楽 東伯郡三朝町大字三朝972-1 0858-43-0711 ○   

湯喜望 白扇 米子市皆生温泉3丁目12番33号 0959-22-8900 ○   

三朝ロイヤルホテル 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬1210 0858-43-1231 ○   

（株）依山桜 岩崎 東伯郡三朝町大字三朝365-1 0858-43-0111 ○   

（株）カーサーネット はわい温泉 千年亭 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉4番地62 0858-35-3731 ○   

（有）皆生つるや 米子市皆生温泉2丁目5番1号 0859-22-6181 ○   

湯村温泉 魚と屋 兵庫県 美方郡新温泉町湯1599-1 0796-92-0155   ○ 

レーク大樹 鳥取県鳥取市金沢6 0857-57-0301 ○   
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