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令和2年2月14日から長崎和牛ＰＲ動画を
YouTubeでインターネット配信しています。これ
は人気YouTuber「グラリオサ音子」さんとピン
芸人「いかちゃん」さんとタイアップして制作したも
ので、都内の指定店小川畜産食品（株）の
協力により撮影しました。動画では出演する２
人が販売店で実際に長崎和牛を試食宣伝販
売し、美味しさを伝えています。3月末現在で
視聴回数は12万8千回を超えており、今後も
長崎和牛のPRに貢献するものと考えられます。
パソコン、スマートフォン等から動画が視聴でき
ますので、ぜひご覧ください。

・スマートフォンからはQRコード
を読み込んでご覧ください

○「＃長崎和牛大好き Instagramキャンペーン」を実施しました

令和2年2月19日から3月20
日まで「＃長崎和牛大好き
Instagramキャンペーン」を実施
しました。これは初めて実施したも
ので、写真共有アプリケーション
Instagramに長崎和牛の写真、
コメント等を投稿してもらい、抽選
で５名に長崎和牛３万円相当
が当たるキャンペーンです。投稿者
からは指定店の料理や自作の料
理の写真等が延べ233回投稿さ
れました。投稿された写真はスマー
トフォン等で閲覧ができますのでぜ
ひご覧ください。
今後もSNS等インターネットを活
用したPRに努めてまいります。

投稿された写真（抜粋）
Instagramで「＃長崎和牛大好き」
で検索してご覧ください

・パソコンからはYouTubeサイトから
「長崎和牛」で検索してご覧ください



○ＮＢＣラジオ等でスキッピーが長崎和牛指定店を紹介しました

令和元年12月より実施している取組みで、スキッピーが県内の指定店を訪問してラジ
オで紹介し、長崎和牛のPRを行いました。これはテレビ・ラジオでのPRを希望し、プレゼ
ント企画に協賛していただける県内指定店の協力により実施しました。また、指定店トス
カーナ・フィレンツェ料理da Nobo 経営者小田さんにNBCテレビ情報番組「あっぷる」に
スキッピーと出演いただき、人気料理「ラグービアンコ」を調理実演していただきました。視
聴者からは、プレゼント企画に多数の応募があり、効果的なPRを行うことができました。
今後も指定店の協力をいただきながらPRに努めてまいります。

一魚一会 岩崎本舗

かとりストア ワタナベ商店

焼肉おがわ

放送一覧

放送日 内　容 指定店名 所在地

1/6(月) スキッピー中継 一魚一会、魚魚の宿 佐世保市、西海市

1/20(月) スキッピー中継 岩崎本舗　浜町観光通り店 長崎市

2/3(月) スキッピー中継 かとりストア原口店 大村市

2/17(月) スキッピー中継 ワタナベ商店 長崎市

3/2(月) スキッピー中継 焼肉おがわ 諫早市

3/9(月) NBCあっぷる出演 トスカーナ・フィレンツェ料理　da Nobo 長崎市

3/16(月) スキッピー中継 肉のあいかわ 佐世保市

da Nobo

肉のあいかわ



○全国テレビ「めざましテレビいのお飯コーナー」でＰＲしました

○指定店の車両にポスターを掲出していただきました

○新・長崎駅に電照看板を掲出しました

令和2年2 月 27 日（木）に全国テレビ、
朝のニュース「めざましテレビ いのお飯コー
ナー」で長崎和牛を PR しました。このコーナー
は Hey!Say!JUMP の伊野尾慧さんがご飯
に合うおかずを試食し、紹介するコーナーです。
今回は「長崎和牛」と「新タマネギ」を使った
「長崎和牛と新タマのすき煮」を伊野尾さんが
試食し、視聴者に美味しさを伝えてもらいまし
た。フジテレビ担当者からは「盛り上がりまし
たー！笑 ガチで美味しかったので、伊野尾く
んたちもペロリでした！！ 」とのコメントをいただ
きました。今後も全国テレビ等メディアを活用し、
効果的に認知度向上を図ってまいります。

長崎和牛ロース肉を使用した
「長崎和牛と新たまねぎのすき煮」

Instagramでも紹介していただきました→

令和２年3 月 28 日（土）に JR 長
崎駅が高架開業に伴い、旧駅から 150 
メートル西側に移転し、新駅としてオープン
しました。これまで旧駅の壁面と構内に掲
出していた長崎和牛の看板も移転し、新
たに構内西口近くに掲出しました。西口隣
接地には 2021 年 11 月に交流拠点
「出島メッセ長崎」やホテル等の建設が予
定されており、今後国内外から多くの来訪
者が見込まれるため、大きな PR 効果が
期待されます。

西口の様子 掲出した看板

県内の指定店 5 店の協力により、所有する冷蔵車に長崎和牛ポスターを掲出してい
ただきました。協力いただいたのは長崎市、佐世保市、島原市及び長与町の指定店で、
冷蔵車は県内を中心に走っており、消費者の購買意欲を高める効果が期待されます。

有限会社
黒金商事様

有限会社
明治屋商店様

株式会社
まるひで様

岩永ホルモン様 有限会社
肉のフジワラ様



○香港「焼肉純」で長崎和牛フェアを開催しました。

○令和元年度試食宣伝販売実施結果

○新たに指定店３店舗が誕生しました

各店舗のご協力により下記のとおり実施しました。

新規指定店一覧

国内

店舗名 店舗所在地 電話番号 業態

小川畜産食品株式会社 東京都大田区京浜島1-4-1 03-3790-5160 卸業者

海外（香港）

店舗名 店舗所在地 電話番号 業態

Elite Fresh Food Co.,Ltd 1406-8 Hong Kong Plaza 186-191 Connaught Rd West,H.K +852-2546-1757 卸業者

Hana G/F, Soundview Plaza II - Midtown, 1-29 Tang Lung Street, Causeway Bay +852-2896-5677 飲食店

令和２年1月8日（水）に長崎和牛指定店認定審査会を開催し、国内外の3店
舗を認定しました。令和2年3月末現在の指定店数は384店舗となっています。詳細は
協議会ホームページでも紹介していますのでご覧ください

指定店情報

令和２年3月1日（日）～31日
（火）までの1ヶ月間、香港の「和
牛焼肉純」2店舗で長崎和牛フェア
を開催しました。これはJA全農イン
ターナショナル（株）の協力により開
催したもので、昨年に続き2回目の
開催となります。香港に対しては長
崎和牛が輸出されているだけでなく、
長崎へ多くの観光客も訪れていること
から、インバウンド需要を狙い、観光
パンフレットの配布等を行い、PRしま
した。今後も海外でのPR、インバウン
ド対策等に努めてまいります。

香港「和牛焼肉純」店内の様子

実施一覧 （単位：回）

区分 店舗 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

 S東美（長崎市） 2 4 3 5 7 21

空港アンテナショップ（大村市） 4 4 4 4 4 4 5 4 33

ダイキョウ食品（長崎市）

（ココウォークレッドキャベツ内）
1 1 1 1 1 1 1 1 8

 いずみ市民生協（大阪府） 10 10 10 20 10 60

 近商ストア（大阪府） 1 15 17 17 50

 スギモトアピタ千代田橋店（愛知県） 1 1

 とよはたベリー（三重県） 1 1

首都圏ライフ（東京都）※ 8 8

14 7 19 5 19 25 50 15 20 8 182

※販売推奨員（試食を行わない）を派遣

県内

合　　　　計

県外



○販促資材制作実績

販促資材制作一覧

数量

パックシール ２００万枚

のぼり
大　５００枚

卓上　５００枚

ポスター
３，０００枚

(各１，０００枚)

びわゼリーセット
（ノベルティ）

１，８００個

ウェットティッシュ
（ノベルティ）

２，０００個

海外指定店用銘板 ５個

車両用ステッカー ６００枚

長崎和牛証明書 台紙
１５，０００枚

生産者用ベスト 151着

種類


