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○長崎和牛を食べて応援キャンペーンを実施しました

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、長崎和牛の消費が
減退している中、消費拡大を図るために、(株)アサヒビール及び(株)
キリンビールとのコラボによるキャンペーンを実施しました。
(株)アサヒビールからアサヒスーパードライを、 (株)キリンビールからキ
リン一番搾りを、それぞれ1箱(350ml24本入)10名様分を協賛い
ただき、冷たいビールを飲みながら長崎和牛を食べることをイメージして
もらいさらなる消費喚起を狙ったものです。
参加店舗からもキャンペーン実施は、消費の追い風になるとの声が
聞かれました。
消費者の皆さんからの声を下記に記載していますのでご覧ください。

●期 間：令和4年5月30日（月）～7月18日（月・祝）
●対 象：県内の指定店214店舗
●内 容：長崎和牛を購入・食事したお客様に

長崎和牛5千円相当を150名様、
アサヒスーパードライ１箱(350ml24本入り)
を10名様、キリン一番搾り１箱(350ml24
本入り)を10名様、プレゼント

●告知方法：県内テレビ局4局CM60本
●応募総数：4,679通

（県内4,304、県外375）
（はがき3,106、インターネット1,573）

【消費者の皆さんからの声】

・家族のイベントの時は、ヒレステーキをお願いしてます！とっても柔らかくて美味しいです！普段は長崎和牛の切り落とし

などを買いますが、それでも柔らかくてとっても美味しく頂いています！ありがとうございます！（40代女性）

・孫が離乳食の頃から安心安全なものを食べさせたいと思い機会がある度に長崎和牛を食べさせてました。現在3歳になった孫

の口癖は「ばあばんちのお肉は美味しいね。また食べたい。もっと食べたい」です。長崎和牛飼育、販売関係者の皆様これか

らも美味しい長崎和牛を孫共々たのしみにしてます。微力ながら食べて応援させて頂きますね。（50女性）

・父親の還暦祝いと父も含めた家族三人の誕生祝いとして長崎和牛を頂きましたが、特別な日の特別な思い出に相応しい、大変

美味しいお肉でした。（30代男性）

・今日はブロック肉がお得に手に入ったので、ローストビーフにして美味しくいただきました♪長崎和牛をこれからも家族みんな

で食べ続けていきます！（30代女性）

・旅行のお土産に買いました！美味しくてびっくりしました！また購入します！（30代男性）

・いつも美味しくいただいてます。普通のお肉は胃もたれしますが、長崎和牛はあっさりしていてとても美味しいです。

（70代男性）

・私は長崎和牛が大好きで柔く大好物です😆おうちでも長崎和牛を焼いて家族みんなでわけあって美味しく食べたいです

☺️当たりますように🙏（60代女性）



○ながさきみなとまつり「トークショー」及び「ライブステージ」
に協賛しました

令和4年7月30日（土）、31日（日）に長崎水辺の森公園（長崎市常磐町）
で3年ぶりに開催されたながさきみなとまつりでの「ヒロシ トークショー」及び「竹内唯人 ライ
ブステージ」に協賛しました。イベントブースでは、長崎和牛指定店（シェ オリーブ様）の
出店があり、長崎和牛ハンバーグが提供されました。２日間合計75,000人の来場があ
り、NBCの情報番組等での中継やCM放映もあり、視聴者にも長崎和牛をPRすることが
できました。今後も各種イベントを通じて、長崎和牛の魅力を発信してまいります。

看板掲出 ステージの様子

テレビCM テレビ中継の様子

○西九州新幹線開通ディスティネーションキャンペーンイベント
に出店しました

令和4年10月1日（土）に出島ワーフ横三角広場（長崎市出島町）で開催され
た西九州新幹線開通ディスティネーションキャンペーンイベント（赤い風船50周年特別企
画長崎イベント）に長崎和牛指定店４店舗（シェ オリーブ様、長崎和牛ランチ専門店
様、レストランまゆみ様、本格炭火焼肉 閃様）が出店しました。長崎和牛ハンバーグ、
長崎和牛ステーキ寿司、レモンステーキ弁当、長崎和牛出島ばらいろ肉寿しが提供さ
れ、西九州新幹線を利用し来県した300人を含む600名以上の来場があり、長崎和牛
をPRすることができました。

出店の様子 大石知事が来場



○第１２回全国和牛能力共進会鹿児島県大会全国銘柄牛ＰＲ
ブースへ出展しました

５年に１回開催され、和牛のオリンピックと称される第12回全国和牛能力共進会
鹿児島大会（鹿児島県霧島市牧園町）における、全国和牛銘柄PRブースへ出展
し、10月7日（金）～11日（月・祝）の４日間、のべ1,600名の来場者に長崎和
牛を試食いただきました。今回は特別に肉牛の部に出品された個体と同じ種雄牛（勝
乃幸、百合幸）産子、５等級、オレイン酸割合57%以上の肩ロースを、長崎和牛銘
柄推進協議会監修の焼肉のたれで提供しました。試食された方からは、「お肉が柔らか
くて美味しい！」「脂肪の甘みがある」「たれとマッチして何枚でも食べれる！」などの声を
いただきました。

PRブースの様子

長崎和牛を求める行列 提供風景

○株式会社チョーコー醤油とコラボしたノベルティグッズ
焼肉のたれができました

株式会社チョーコー醬油とコラボし、本醸造丸大豆
醤油を使ったかけぽんをベースに、長崎県産の玉ねぎ、
黒田五寸にんじん、ゆうこうを加えたさっぱり味のオリジ
ナル焼肉のたれを製造しました。マネキン販売や販促
資材等として、幅広く活用していきます。実際に食べた
方からは、「長崎和牛をさっぱりと食べることができて美
味しい」「購入したい！」などの声をいただいています。

長崎和牛銘柄推進協議会監修
「焼肉のたれ」（80ml）



○長崎和牛ＰＲ動画を制作しました

テレビCM、各種広告、イベント等でＰＲに使用するために長崎和牛のPR動画を制作
しました。今回制作したのは、15秒、30秒のCM利用をイメージしたPR動画と長崎和牛
の生産と流通を１分間でPRする動画です。15秒、30秒動画は、SNS対応の縦型動画
を制作し、１分間動画は、英語字幕版も制作しました。SNS、海外でのPRも含め様々
な場面で活用していきます。

15秒、30秒テレビ用PR動画（横長）

15秒、30秒テレビ用PR動画（縦長）

１分間PR動画（生産編）

英語字幕版１分間PR動画（流通編）

○博多バスターミナル長崎方面のりばにデジタルサイネージ
広告を掲出しました

●動画内容：15秒PR動画
●掲出期間：令和4年10月～令和5年3月
●放映時間：6:00～24:00
●放映回数：216回/日以上

令和4年10月から博多駅直結の博多
バスターミナル長崎方面のりばにPR動画
デジタルサイネージ広告を掲出しました。
平日56便、土日祝59便の長崎行きの
高速バスが運行し、来県される数多くの
方へのPRが期待されます。

デジタルサイネージ広告掲出の様子



○新たに長崎和牛指定店１２店舗が誕生しました

令和4年4,6,8月に書面による認定審査を実施し、新たに12店舗（県内7、県
外5）を認定しました。現在の指定店数は386店舗（県内239、県外133、海外
14）となっています。指定店一覧は長崎和牛銘柄推進協議会ホームページに掲載
しておりますのでのでご覧ください。

新規指定店一覧

指定店一覧
QRコード

長崎和牛指定店　店舗数（令和4年10月31日現在）
販売店 料飲店 卸業者 ホテル・旅館 合計

長崎 58 32 2 15 107
県央 21 14 5 2 42
島原 13 6 1 4 24
県北 19 22 2 5 48
五島 9 0 0 0 9
壱岐 5 0 0 2 7
対馬 1 1 0 0 2

126 75 10 28 239
関東 9 10 1 0 20
中京 7 0 0 0 7
関西 78 7 1 0 86

九州・山口 9 7 4 0 20
103 24 6 0 133

タイ（バンコク） 0 2 0 0 2
米国 1 2 0 0 3

シンガポール 0 1 1 0 2
香港 1 5 1 0 7

2 10 2 0 14
231 109 18 28 386

区分

県内

県内計

県外

県外計

海外

海外
合計

店舗名 店舗所在地 電話番号 業態

パンプラスCONNECT京都円町店 京都府京都市中京区西ノ京西鹿垣町63-1F 075-468-1712 販売店

ザ・ハンバーグイマミチ 長崎市花丘町17-19 095-845-1154 飲食店

セントラルスクエア恵比寿
ガーデンプレイス店

東京都渋谷区恵比寿4-20-7
恵比寿ガーデンプレイス　センタープラザB2

03-5807-5157 販売店

雲仙　とれたて市場 長崎市籠町6番-3号マシェール唐人坂１－１ 070-2377-3391 販売店

焼肉　牛仙 長崎市籠町6番-3号マシェール唐人坂１－２ 070-2377-3391 飲食店

パンプラス福岡店
福岡県那珂川市片縄3丁目113　サニー那珂川
店内

092-953-4071 販売店

対馬久兵衛商店 対馬市上対馬町比田勝955 0920-86-3522 販売店

対馬久兵衛食堂 対馬市上対馬町比田勝955 0920-86-3522 飲食店

有限会社　松尾精肉店 長崎市西海町1728番地10 095-884-2053 販売店

有限会社　九州食肉産業 熊本県熊本市北区植木町味取324-1 096-273-2151 販売店

ジョイフルサンアルファ住吉店 長崎市中園町7-14 095-846-2255 販売店

FuGuBuTaSaKaBa 長崎居酒屋　ふ
ぐぶた酒場

東京都目黒区上目黒3－32－5　カーサデラソ
ル1階B

03-6712-2833 飲料店



●期日：令和4年6月23日（木）～24日（金）
●内容：県央、県北地域における生産者、指定店視察（諫早

市、佐世保市、佐々町、川棚町、東彼杵町）、佐世
保食肉センターの施設及びセリ視察

○NHK 連続テレビ小説「舞いあがれ！」公式ガイドブックに
広告を掲載しました

○長崎和牛３カ国語（英語、簡体字）パンフレットを制作しました

○毎月２９日（肉の日）にテレビCM放映を開始しました

○指定店（株）ライフコーポレーションを招へいしました

●雑誌名 ：NHKドラマガイド（連続テレビ小説）
●出版元 ：NHK出版
●発行部数：40,000部
●掲載頁 ：表紙裏

令和4年9月25日放送開始のNHK連続テレビ小説「舞いあが
れ！」の公式ガイドブック（NHKドラマ・ガイド、NHK出版）に、長
崎和牛の広告を掲載しました。長崎和牛の生産に縁のある、五島
列島がロケ地の１つであり、今後話題を集めることが期待されます。

毎月29日を「肉の日」としてさらなる消費喚起を図るために
CM放映を開始しました。指定店の中には毎月29日にイベントを
実施している店舗もみられており、指定店への来店につながれば
と考えています。今後も指定店における消費拡大について取り組
んでまいります。
●期 間：令和4年7月～令和5年1月の毎月29日
●内 容：毎月29日6時～17時 各月20本放映

都内において指定店5店舗を展開する（株）ライフコーポレー
ションを招へいしました。招へい事業は産地を視察いただくことで長
崎和牛への理解を深めていただき、継続的な取引につなげるため
に実施しています。

中国への輸出解禁を見据え、長崎県上海事務所を
通じて長崎和牛のPRを実施するために、長崎和牛３カ
国語（英語、簡体字）パンフレットを制作しました。R4
年10月31日現在、日本から中国への和牛の輸出は、
解禁されていませんが、本パンフレットを用いて、日本フェ
ア等で長崎和牛のPRを実施していきます。


