
参加店一覧　＜オリーブ食材使用お薦めメニュー提供事業＞ 令和2年9月16日時点

ジャンル 店名 住所 TEL パンフ掲載食材 提供メニュー（パンフ＆WEB)

1 あみ屋 観音寺市瀬戸町1-16-20 0875-23-7088 地鶏 オリーブ地鶏のさつま味噌ホイル焼き（880円）

2 いえもんや 仲多度郡まんのう町公文403-1 0877-85-6393 牛 オリーブ牛の茶そば

3 居酒屋JIJI l 観音寺市昭和町1-8-39 0875-25-6511 ハマチ オリーブハマチの霜降りポン酢（880円）

4 一亭 観音寺市観音寺町甲3099-1 0875-25-2158 地鶏 オリーブ地鶏の天空の七宝鍋（1,500円＋税）

5 磯だより　すみ 高松市国分寺町新居3346-3 087-874-5148

6 大渚亭 本店 高松市高松町3005-4 087-841-7111 牛 すき焼き膳（2,100円＋税）

7 お食事処  のどか 丸亀市綾歌町富熊883-1 0877-88-8093

8 おひつの山しろ 高松市常磐町1-5-5 087-812-0039 豚

9 御料理　さざなみ亭 高松市庵治町714-4 087-871-2205 ハマチ オリーブハマチ会席（3,500円＋税〜）

10 海鮮酒場　神童ろ 高松市西の丸町5-8 087-821-3330 牛 ローストオリーブビーフ（1,450円）

11 隠れ家　創作ダイニング　田田〜denden〜 高松市鍛冶屋町6-4 福崎ビル2F 087-823-3313

12 観音寺グランドホテル　 観音寺市坂本町5-18-40 0875-25-5151 豚 一夜重（2,000円）

13 海鮮食堂じゃこや 高松市牟礼町原631-7 087-845-6080 ハマチ オリーブハマチづけ丼（小610円、並764円、大847円）

14 割烹ダイニング  丸忠 仲多度郡琴平町556-1 湯元こんぴら温泉華の湯 紅梅亭1F 0877-75-1111 牛 うめ会席（4,800円＋税）

15 祇園小路 鮮 遊食房屋 丸亀店 丸亀市西平山町277-1 0877-35-8566 牛 讃岐オリーブ牛とフォアグラのステーキ（1,680円＋税）

16 ぎょうてん 高松市紺屋町2-1 087-851-2641

17 喜代美山荘 花樹海 高松市西宝町3-5-10 087-861-5580

18 串焼酒場　若八屋 高松市西の丸町6-12 087-813-3553 地鶏 串焼きオリーブ地鶏（420円＋税）

19 串焼き鉄板　ぼの 高松市片原町1-8 藤原ビル2F 087-813-1494 地鶏

20 郷屋敷 高松市牟礼町大町1987 087-845-9211 牛 オリーブ牛陶板焼（1,500円＋税）

21 琴弾回廊　 観音寺市有明町6-6 0875-24-4567 牛 オリーブ牛のすき焼き（2,200円）

22 彩食健美 Hachi Bako 観音寺市有明町5-34 0875-23-7238 牛

23 讃岐酒菜　きらり 高松市今新町6-8 087-823-0051 ハマチ（ブリ） オリーブブリしゃぶしゃぶコース（5,000円＋税）

24 島宿真里 小豆郡小豆島町苗羽甲2011 08879-82-0086

25 食酒庵 花ノ宮 いいとも 高松市花ノ宮町1-11-28 087-837-8155 牛 オリーブ牛赤身ステーキ（2,800円+税）

26 食楽遊房 吉風 善通寺市上吉田町4-9-41 0877-85-3537 ハマチ オリーブハマチ刺身（800円＋税）

27 寿司割烹 小松 高松市御坊町10-16 087-826-3812 オリーブオイル

28 そらとたべる threee 仲多度郡多度津町大字青木801-12 0877-43-7672 牛

29 天勝　本店 高松市兵庫町7-8 087-821-5380 車海老 オリーブ重（1,500円＋税）

30 TORIBACO514  高松駅前店　 高松市西の丸町2-23 087-802-4514 地鶏 オリーブ地鶏讃岐コーチンのムネタタキカルパッチョ（780円＋税）

31 日本料理　新 高松市古馬場町1-1 087-823-3577 牛 讃岐オリーブ牛のステーキ（3,800円＋税〜）

32 日本料理　きのした 高松市藤塚町3-10-9 087-862-3510 牛 オリーブ牛のお吸い物（季節のコース（8,000円＋税〜）内の1品）

33 日本料理　瀬戸 高松市浜ノ町1-1 JRホテルクレメント高松2F 087-811-1161 牛 オリーブ牛すき焼き御膳（5,090円）

34 日本料理　錦 高松市瓦町1-3-11 087-823-2055 ハマチ オリーブハマチ荒出汁釜飯（ランチ懐石「錦」4,074円、ディナー懐石「讃岐」10,186円）

35 美味休心 高松市木太町6-2671-1 087-834-4177 牛

36 みなと新世　多度津店 仲多度郡多度津町東新町345-2 0877-33-4404 ハマチ オリーブハマチかぶと焼き（800円＋税）

37 焼鳥　てんやわんや 高松市仏生山町甲388-1 087-888-4500 地鶏 地鶏鍋（3〜4人前･3,980円＋税）

38 焼き鳥   骨付鳥　田中屋 仲多度郡琴平町685-11 0877-75-1884 地鶏 オリーブ地鶏もも串（1本･250円＋税）ねぎま（1本･280円＋税）オリーブ地鶏の棒棒鶏サラダ（780円＋税）

39 若大将　香川高松駅前店 高松市西の丸町5-1 087-821-2824 地鶏 串焼き オリーブ地鶏（2本･400円＋税）

40 旭屋 高松市瓦町1-9-25 087-836-9101 牛 オリーブ牛のロースト（3,000円＋税）

41 oki olive 高松市西植田町4532 080-1623-7772 オリーブオイル 澳シェフのスペシャリテ（1,274円＋税）

42 オークラホテル丸亀 グリーンラウンジ　→洋食 丸亀市富士見町3-3-50 0877-23-2222 豚 オリーブ牛･オリーブ豚のホテルキーマカレー（1,320円）

43 Osteria zucca 高松市丸亀町3-13 087-802-1059 鶏

44 OLIVAZ 小豆郡小豆島町西村甲1941-1 0879-82-2200 オリーブオイル チリンドロンライス（1,320円）

45 CAFÉ&RESTAURANT  神椿 仲多度郡琴平町892-1 金刀比羅宮内 0877-73-0202 地鶏 コース（3,700円〜）

46 瓦町dining Turtles 高松市瓦町2-2-22 087-831-6483 牛 オリーブ牛コース（12,500円＋税）

47 Cantina 高松市北浜町3-2 北浜alley 087-811-7718 牛 オリーブ牛のステーキ丼（1,800円+税）

48 GRILL&WINE  Regalo 高松市丸亀町14-6 087-813-1670 牛 オリーブ牛（讃岐和牛）サーロイン（120g･4,600円）

49 Griller花果山 高松市鍛冶屋町2-10 k's family2F 087-822-7772 牛 讃岐オリーブ牛フィレステーキ（100g5,000円、150g6,500円、200g8,000円）

50 Grill Restaurant MOCHA 観音寺市植田町1683-4 0875-25-4433 牛 オリーブ牛ステーキ食べ比べ（3,980円+税、ハーフ2,380円+税）

和食



51 COVO utazu 仲多度郡宇多津町浜三番丁24-9 0877-85-7711 オリーブオイル マグロのカルパッチョ  さっぱり三豊のオリーブがけ（580円＋税）

52 THE MILESTONE 高松市香川町川東下1878 087-879-3411 牛 A5ランクオリーブ牛鉄板懐石ランチ（5,000円＋税）

53 小豆島オリーブ園 小豆郡小豆島町西村甲2171 0879-82-4260 オリーブオイル もろみ味噌とたっぷり野菜のひしお丼（950円）

54 人生意気に感ず 丸亀市飯野町東二346-3 0877-85-9059 牛 オリーブ牛ステーキコース（3,000円+税）

55 ステーキハウス一牛 高松市太田下町2306 087-880-5009 牛

56 ステーキハウス　四季 高松市浜ノ町1-1 JRホテルクレメント高松2F 087-811-1161 牛 屋島（7,130円）

57 ステーキハウス四季 東かがわ市三本松680-111 0879-25-2478 牛 ハーフステーキセット（3,980円）

58 瀬戸内フレンチ食堂 OGUNI 綾歌郡宇多津町浜一番丁7-16 0877-49-0551 オリーブオイル 蒼のダイヤのオリーブオイルたっぷりガスパチョ（（季節のコース6,000円）の内の1品）

59 Del café 高松市三条町106-6 087-814-5451 豚

60 Trattoria Miele 高松市鍛冶屋町6-4 福崎ビル1F 087-822-8803 牛 A5オリーブ牛 シャトーブリアンのコトレッタ（120g・5,800円）

61 にがり衛門 三豊市仁尾町仁尾辛1 0875-23-6655 車海老 ミックスフライ定食（1,200円＋税）

62 Bistro Angers 丸亀市本町26-1 0877-22-5537 地鶏 真空低温調理したオリーブ地鶏（4,500円・税サ別）

63 BISTRO Je Pars 高松市鍛冶屋町1-3 K’sギャラリービル2F 087-810-1283 豚 オリーブ豚の香草パン粉カツレツ（1,800円+税）

64 bistoro de mieux en mieux 高松市古馬場町1-2 nakamura第一ビル1F 087-802-5707 夢豚 オリーブ夢豚のポワレ（1,780円＋税）

65 Bois et Dupont 高松市松福町2-12-7 087-811-8885

66 まちのシューレ963 高松市丸亀町13-3 087-800-7888 鶏 オリーブ地鶏のスモーク〜季節の野菜を添えて〜（1,400円）

67 Latelier le.Mas 丸亀市三条町526-7 0877-85-9803 地鶏 ルマランチ〜オリーブ地鶏のパイ包み焼き〜（2,300円＋税）

68 Ristorante FURYU 小豆郡小豆島町草壁本町872-2 0879-82-2707 牛 オリーブ牛のタリアータ（5,000円）

69 レストラン香松 高松市福岡町3-26-1 087-823-1233 牛 オリーブ牛ステーキコース（昼8,800円、夜9,900円）

70 レストラン忠左衛門 小豆郡小豆島町蒲生甲61-4 0879-75-1188 牛 オリーブ牛のビステッカ（4,800円＋税）

71 RESTAURANT まんじゃーれ 木田郡三木町井戸2316-4 087-864-4025 牛 ディナーコース（3,800円+税～）

72 Restaurant fiore 高松市浜ノ町1-1 JRホテルクレメント高松20F 087-811-1163 牛 ラ･プラージュ（10,140円）

73 Cantonese　楓林 高松市大工k町8-10 087-802-3829 夢豚 オリーブ夢豚の広東式チャーシュー（1,800円～）

74 廣東料理 中國酒家 高松市常磐町2-2-1 087-862-5586 夢豚 オリーブ夢豚の香港式焼売（3個650円）

75 SHIGI china kitchen 高松市瓦町2-1-24 087-802-5788 夢豚 骨付きオリーブ夢豚の焼き豚（1,800円+税）

76 スーツァンレストラン陳 高松市サンポート2-1 マリタイムプラザ高松29F 087-811-0477 牛 新感覚のチンジャオロース（単品1,500円+税）

77 チャイナキッチン弘 高松市茜町24-14 087-862-9699 牛 煎牛排～讃岐オリーブ牛のステーキ 特製ソースがけ～（2,800円）

78 Chaina Dining Meiwei 高松市木太町410-1 087-813-5699 地鶏 オリーブ地鶏のカシューナッツ炒め（1,595円）

79 チャイナ長江 柳迫店 高松市香西本町100-3 087-832-8355 地鶏 オリーブ鶏の唐揚甘酢 油淋鳮（小1,480円、中2,220円）

80 中華料理　彩宴 高松市塩上町12-1 087-833-0016 牛
オリーブ牛の黒胡椒炒め
※5,500円以上のコースの中の一例

81 中国料理 青山 高松市円座町940-1 087-886-8485 牛 オリーブ牛と季節野菜の炒め（2,900円）

82 中国料理　華宮 高松市伏石町2133-16 087-868-3767 地鶏 オリーブ地鶏のガーリック炒め（1,650円+税）

83 中国料理　桃花苑 高松市古新町9-1  リーガホテルゼスト高松　北側別館2F 087-822-6556 地鶏 オリーブ地鶏ささみのやわらか湯引きピリ辛ガーリックソースがけ（1,800円）

84 中国料理　桃煌 高松市浜ノ町1-1 JRホテルクレメント高松2F 087-811-1162 牛 煌コース（9,000円）

85 中国料理　北京　本館 高松市片原町2-8 087-822-2141 牛 オリーブ牛スジ入り土鍋麻婆豆腐（2,050円＋税）

86 本格薬膳火鍋 守破離 高松市古新町10-1 087-873-2158 豚

87 時香 高松市古新町9-1  リーガホテルゼスト高松2F 087-822-3501 牛 Sukeru丼（2,500円）

88 たかせ天然温泉 三豊市高瀬町上高瀬768-1 0875-73-3726 豚 オリーブ豚の生姜焼き定食（1,300円）

89 高松国際ホテル 高松市木太町2191-1 087-831-1511 牛 讃岐オリーブ牛ステーキコース（7,300円）

90 パールガーデン 高松市福岡町2-2-1 087-821-8500 牛

洋食

中華

和洋


