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送付先FAX：050-3737-9530
当てはまる にチェックをつけ、空欄にご記入の上、ご送信ください。
には必ず記載をお願いします。また、

掲載

の項目は、全国ジビエフェア特設サイトで、お申込店舗様の情報として紹介いたします。

不明点等あった場合は、後日事務局からお電話にてお伺いさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

1 貴店の情報をご記入ください。
店舗名（事業者名）

【必須】

店舗
住所

【必須】

郵便番号
市区町村

掲載
【必須】

掲載

都道府県

ー

【必須】

【必須】

以下住所 【必須】
（町名・番地・建物名）

店舗電話番号

掲載
【必須】
※特設サイト掲載不可の場合は、その旨をご記載ください。

ご担当者名

ふりがな

【必須】

【必須】

ご担当者役職

【必須】

ご担当者電話番号
（別途ある場合のみ）
ご担当者メールアドレス

【セミナーお申込み
の場合必須】

セミナーお申込みの方は視聴URLをお送りするため、
必ずお間違いのないようご記載ください。

店舗URL

掲載

（公式サイト、ぐるなび店舗ページのURLなど）

ECサイトURL

掲載

【ECサイトの場合必須】

お取り扱い(予定)のジビエ商品を
お選びください。【必須】

掲載

【複数の場合、全て選択してください】

ジビエ等の提供・販売実績の有無
【必須】

□飲食メニュー提供・食品販売（ジビエ）
□ペット用商品
□皮革製品等
□現在も提供・販売している
□新規に取り扱う（予定）

□提供・販売を再開する（予定）（過去に取り扱っていた）

2 全国ジビエフェアへの参加について
「全国ジビエフェア2022」の参加条件をご確認いただき、同意をお願いいたします。 【必須】

□同意し、参加を希望する

（国産のシカ肉・イノシシ肉の使用、フェア後アンケートへのご協力等）
※参加条件は右記のURL、二次元バーコードにてご確認ください。

URL：https://www.gibier-fair.jp/entry/#form

チラシ中面に記載している「野生鳥獣肉を取り扱う皆様へ」及び「野生鳥獣肉に関するQ＆A」を確認し、以下のチェックをお願いします。
【ジビエ（食品）を取扱う皆様へ】 【必須】（食材の場合）
食肉処理業の営業許可を取得した施設で解体された肉を仕入れること。

□承知しました

【ジビエ（食品）を取扱う皆様へ】 【必須】（食材の場合）
肉は中心部まで十分に加熱調理（75℃、 １分又はこれと同等以上）を行い提供すること。

□承知しました

【ペットフードを取扱う皆様へ】 【必須】（ペット用商品の場合）
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」を遵守すること。

□承知しました

利用予定のジビエ、皮革等

【必須】

□エゾシカ肉

□本州ジカ肉

□イノシシ肉

□皮革等

【複数の場合、全て選択してください】

全国ジビエフェア 販促ポスターについて
(Ａ2サイズ) 【必須】

□希望する
□希望しない
□枚数変更希望（希望枚数：

本ご案内をどこでお知りになりましたか？

□参加店募集チラシ □事務局やぐるなびからの案内
□行政からのお知らせ
□処理施設や卸売業者等からの紹介 □WEB広告 □メルマガ □SNS
□巡回スタッフ
□その他（
）

※ご希望の場合、1店舗あたり1枚送付いたします。
※2枚以上の配布をご希望の店舗様については、枚数
をご記入ください。

【必須】

【複数の場合、全て選択してください】

枚）
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送付先FAX：050-3737-9530
２ 全国ジビエフェアへの参加について（続き）
１⃣で 「飲食メニュー提供・食品販売（ジビエ）」 を選択した方へ
飲食メニュー提供・食品販売
をしている業種をお選びくださ
い。 【必須】
掲載

□ (1)飲食店
＜参考＞
□ (2)宿泊施設（宿泊者限定提供） ・飲食店で、ECサイトでもジビエ商品販売の場合は、「飲食店」と「ECサイト」の2つにチェック
・道の駅などで、イートインコーナーでも小売販売でもジビエを扱っている場合、
□ (3)小売店（実店舗あり）
「飲食店」と「小売店」の２つにチェック
□ (4)ECサイト
・宿泊施設でも、宿泊者以外の飲食利用のみ可能な場合は「飲食店」にチェック

【複数の場合、全て選択してください】

（１）飲食店 を選択した方へ
貴店の業態をお選びください。
【必須】

□居酒屋
□和食
□寿司
□焼肉・ホルモン・鉄板焼き
□イタリアン・フレンチ
□バイキング（ビュッフェ） □カレー
□中華
□洋食・西洋料理
□鍋
□アジア・エスニック料理
□ラーメン・つけ麺
□バー・バル・ダイニングバー
□カフェ・スイーツ
□宴会・カラオケ・エンターテイメント
□ファミレス・ファーストフード
□その他の料理

掲載

ぐるなび加盟店の方は、店舗
番号をご記入ください。

(例)

フェア期間での提供（予定）メニューの情報掲示について

【必須】
※消費者へのPRのため、できるだけメニュー名の記入をお願いします。
※使用予定食材表示希望の場合、特設サイトの店舗情報には「エゾシカ料理」等と掲示
します。

提供（予定）メニューと価格（３つまで） 掲載

a123456

□メニュー名を掲示 （下記に記入お願いします）
□まだ決まっていない
（※後日、メールに別フォームを送付いたしますので、決まり次第お返信ください）
□使用予定食材のみ表示希望（メニュー名以外は回答お願いします）

メニュー①

価格

円

メニュー②

価格

円

例：鹿肉のロースト、コースの一品（イノシシ肉もしくはシカ肉）、
ぼたん鍋（宴会コースで選択可）などでもOKです

メニュー③

価格

円

ジビエメニュー提供（フェア参加）期間

□具体的な期間（
□通年提供している

※複数の場合、オススメまたは例示で記載ください。
※シカ肉・イノシシ肉のメニューを記載してください。
※価格については、「時価」「○○円～」等でもOKです。

※具体的な期間の場合、〇/〇～数量限定、
毎週〇曜日（〇月～〇月）などでもOK

ジビエメニュー提供時間帯

【必須】

テイクアウト・デリバリーの対応

【必須】

「SpoTribe（スポットライブ）」について

【必須】

掲載

）
□全期間（2022/11/1～2023/2/28）

掲載

□常時提供
□ランチ提供のみ
□具体的な提供時間（

掲載

□テイクアウト対応

【必須】

□同意する

□不定期（入荷時のみ）

□ディナー提供のみ
）

□デリバリー対応

□いずれも対応不可

□拒否する

☆ SpoTribe（スポットライブ）の概要

SpoTribeは楽天（株）が運営する「その場に行かなければ参加できない」掲示板/コミュニティSNSアプリ。お客様同士の「ジビ活コミュニティ（仮称）」でジビエ料理の感想やお店
情報などを発信しあってもらい、全国ジビエフェアを盛り上げ、ジビエをもっと好きになってもらうことがねらいです。
対象エリア（事務局設定）の参加店をコミュニティに登録させていただきます。ユーザー同士のコミュニティのため、店舗様での操作等は必要ありませんが、対象店舗については10
月末ごろテーブルPOPを送付させていただきますので、設置のご協力をお願いします。（後日の辞退も可能です）
▼サービス紹介ページ ：https://spotribe.jp/pc
▼コミュニティの対象エリア（予定）：東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府、京都府、奈良県、和歌山県

（２）宿泊施設（宿泊者限定提供）を選択した方へ
フェア期間での提供（予定）メニュー/商品の情報掲示について

※消費者へのPRのため、できるだけメニュー/商品名の掲載をお願いします。 【必須】
※使用予定食材表示希望の場合、特設サイトの店舗情報には「エゾシカ料理」等と掲
示します。

□メニュー/商品名を掲示 （下記に記入お願いします）
□まだ、決まっていない
（※後日、メールに別フォームを送付いたしますので、決まり次第お返信ください）
□使用予定食材のみ表示希望（メニュー/商品名以外は回答お願いします）

提供（予定）メニュー/商品（３つまで）

メニュー／商品①

掲載

※複数ある場合はオススメまたは例示で記載ください。
※シカ・イノシシのメニュー・商品名を記載してください。

メニュー／商品②

例：○○宿泊プラン、鹿肉のロースト（夕食）、モーニング（エゾシカ料理）、コースの一
品（イノシシ肉もしくはシカ肉）など

ジビエメニュー/商品提供（フェア参加）期間
※具体的な期間の場合、〇/〇～数量限定、
毎週〇曜日（〇月～〇月）などでもOK

【必須】

掲載

メニュー／商品③

□具体的な期間（
□通年提供している

）
□全期間（2022/11/1～2023/2/28）

3/4
送付先FAX：050-3737-9530
１⃣で 「飲食メニュー提供・食品販売（ジビエ）」 を選択した方へ（続き）
（３）小売店（実店舗あり） （食品）を選択した方へ
フェア期間での販売（予定）商品の情報掲示について 【必須】

□商品名を掲示 （下記に記入お願いします）
□まだ、決まっていない
（※後日、メールに別フォームを送付いたしますので、決まり次第ご返信ください）
□使用予定食材のみ表示希望（商品名以外は回答お願いします）

※消費者へのPRのため、できるだけ商品名の掲載をお願いします。
※使用予定食材表示希望の場合、特設サイトの店舗情報には「エゾシカ商品」等と掲
示します。

販売（予定）商品/価格（3つまで）

商品①

価格

円

商品②

価格

円

例：エゾシカ精肉（スライス・冷凍）、缶詰・レトルトカレーなど
※時価等の場合はその旨をご記載ください。

商品③

価格

円

ジビエ商品販売（フェア参加）期間

□具体的な期間（
□通年販売している

※複数ある場合はオススメまたは例示で記載ください。
※シカ・イノシシのメニュー・商品名を記載してください。
※価格については、「時価」「○○円～」等でもOKです。

※具体的な期間の場合、〇/〇～数量限定、
毎週〇曜日（〇月～〇月）などでもOK

掲載

【必須】

掲載

）
□全期間（2022/11/1～2023/2/28） □一部期間（入荷時のみ）

（４）ECサイト（食品）を選択した方へ ⇒ 次ページ

１⃣で 「ペット用商品」 を選択した方へ
ペット用商品を販売している業
種をお選びください。 【必須】
【複数の場合、全て選択してください】

□小売店（実店舗あり）
□ECサイト
□その他（

）

小売店（実店舗あり） (ペット用商品) を選択した方へ
フェア期間での販売（予定）商品の情報掲示について

【必須】

※消費者へのPRのため、できるだけ商品名の掲載をお願いします。
※使用予定食材表示希望の場合、特設サイトの店舗情報には「エゾシカ商品」等と
掲示します。

販売（予定）商品/価格（３つまで） 掲載
※複数ある場合はオススメまたは例示で記載ください。
※シカ・イノシシの商品名を記載してください。
※価格については、「時価」「○○円～」等でもOKです。

例：犬用ドライ（シカ）、ジャーキー（イノシシ）、ペット用ミンチ
（シカ・冷凍）など

ジビエ商品販売（フェア参加）期間
※具体的な期間の場合、〇/〇～数量限定、
毎週〇曜日（〇月～〇月）などでもOK

□商品名を掲示 （下記に記入お願いします）
□まだ、決まっていない
（※後日、メールに別フォームを送付いたしますので、決まり次第ご返信ください）
□使用予定食材のみ表示希望（商品名以外は回答お願いします）

商品①

価格

円

商品②

価格

円

商品③

価格

円

□具体的な期間（
□通年販売している

【必須】

掲載

）
□全期間（2022/11/1～2023/2/28） □一部期間（入荷時のみ）

ECサイト （ペット用商品）を選択した方へ ⇒ 次ページ

１⃣で「皮革製品等」を選択した方へ
皮革製品等を販売している業種をお選びください。

【必須】 【複数の場合、全て選択してください】

□小売店（実店舗あり）

□ECサイト

小売店（実店舗あり） 皮革製品等 を選択した方へ
フェア期間での販売（予定）商品の情報掲示について
※消費者へのPRのため、できるだけ商品名の掲載をお願いします。
※使用予定食材表示希望の場合、特設サイトの店舗情報には「エゾシカ商品」等と
掲示します。

販売予定商品/価格

□商品名を掲示 （下記に記入お願いします）
□まだ、決まっていない
（※後日、メールに別フォームを送付いたしますので、決まり次第ご返信ください）
□使用予定食材のみ表示希望（商品名以外は回答お願いします）

商品①

価格

円

商品②

価格

円

例：エゾシカ革名刺入れ、イノシシ牙のアクセサリー など

商品③

価格

円

ジビエ商品販売（フェア参加）期間

□具体的な期間（
□通年販売している

※複数ある場合はオススメまたは例示で記載ください。
※シカ・イノシシ皮革等の商品名を記載してください
※価格については、「時価」「○○円～」等でもOKです。

※具体的な期間の場合、〇/〇～数量限定、
毎週〇曜日（〇月～〇月）などでもOK

掲載

【必須】

掲載

）
□全期間（2022/11/1～2023/2/28）

ECサイト （皮革製品等） を選択した方へ ⇒ 次ページ

□一部期間（入荷時のみ）
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送付先FAX：050-3737-9530
１⃣でECサイト販売（食品・ペット用商品・皮革製品等）を選択した方へ
特設サイトで、御社のECサイトへのリンクをさせていただきます。
販売商品などについて、簡単な紹介をします。20字以内でご記載下さい。
（※空欄の場合、御社のサイトを拝見し、事務局で記載させていただきます）

バナー

掲載イメージ

※生食・猟師直送などの記載NG
例：エゾシカ精肉、加工品各種（認証施設）

３

（北海道）

エゾシカ精肉、加工品各種（認証施設）

全国ジビエフェアセミナーの参加について
（開催日時：2022年9月15日(木)14時～（ライブ配信）予定）
※視聴URLは、後日メールアドレス宛にご連絡いたします。
※後日「https://www.gibier-fair.jp/entry/」にアーカイブ動画をUPいたしますので、後日Webで視聴することも可能です。
※9月15日以降にFAXされる方は、「□後日Webで視聴する」にチェックをお願いいたします。

参加しますか？

□視聴する

【必須】

□後日Webで視聴する

□検討中

□視聴しない

４ ジビエ等サンプル申込みについて
※サンプルは転売や販売メニューへの利用はできません。
※サンプルのご送付は1セットまでとさせていただきます。

ジビエ等サンプルを希望しますか？

※サンプル希望者は、お届け後に必ずアンケートにご回答ください。
※サンプルは、9月19日以降の発送となります。尚、配送迄にお時間を要する場合がございます。

【必須】

□はい

□検討中

□いいえ

ご希望のサンプルをお選びください。

□エゾシカ肉（ロース・モモ1.5kgセット）
□エゾシカ肉（モモ・ミンチ1.5kgセット）
□本州ジカ肉（ロース・ウデ1.5kgセット）
□本州ジカ肉（ロース・モモ1.5kgセット）
□イノシシ肉（おまかせサンプル1.5kgセット）
□本州ジカなめし革(※皮革製品取り扱い事業者様のみ)

サンプル数には限りがあるため、ご希望のセットがご用意できない
可能性がございます。もしご希望のセットがご用意できない場合、
違うセットをお送りしてもよいかお選びください。（獣種の変更はご
ざいません）

□違うセットでもよい □違うセットであれば送付不要

※サンプルの申し込みは1セットまでとなります。

※

のサ
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ご
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さ
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先
が
ご
登
録
店
舗
以
外

郵便番号

ー

【店舗住所以外の場合必須】

都道府県
【店舗住所以外の場合必須】

市区町村

【店舗住所以外の場合必須】

以下住所（町名・番地・建物名）
【店舗住所以外の場合必須】
電話番号

【店舗住所以外の場合必須】

宛名/ふりがな

宛名

ふりがな

会社名・部署名など（必要な場合のみ）
(例)株式会社ぐるなびプロモーション事業部

【個人情報取り扱いについて】 お預かりの個人情報は、株式会社ぐるなび（以下当社という）が、本施策の運営にのみ使用いたします。また、お預かりの個人情報は本施
策の運営及びサンプル商品発送のために、農林水産省及び関係自治体・委託先に提供いたします。お客様の個人情報をお客様の同意なしに上記の会社または団体及
び業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令等により開示を求められた場合を除く）尚、当社におけるその他の個人情報の取り扱いに関しまし
ては、当社ホームページをご覧ください。

お問合せ先：全国ジビエフェア事務局（平日10時～17時）
TEL：050-3159-6989 FAX：050-3737-9530 mail：info@gibier-fair.jp

