
【主 催】 「フルーツパフェの街 おかやま」 実行委員会
岡山商工会議所／岡山市／
（公社）おかやま観光コンベンション協会／（公社）岡山県観光連盟
（株）岡山コンベンションセンター／（株）ビザビ（タウン情報おかやま）

【協 力】 
岡山ビジットアソシエーション／
ANAクラウンプラザホテル岡山／
岡山プラザホテル／ホテルグランヴィア岡山
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晴れの国は、フルーツ王国！
Okayama

Fruit Parfait

ほうとうか

20

農家産直「芳桃香」さんの白桃パフェ
1650円

岡山市南区あけぼの町20-6 ANNELURE内　1086-261-0175
a8：30～18：00（OS17：00）　※パフェの提供時間は11：00～
18：00（OS17：00）　q火曜（祝日の場合は不定）　p27台

岡山市南区あけぼの町20-6 ANNELURE内　1086-261-0175
a8：30～18：00（OS17：00）　※パフェの提供時間は11：00～
18：00（OS17：00）　q火曜（祝日の場合は不定）　p27台

trees 岡南店（ツリーズ）trees 岡南店（ツリーズ）

農家直送の白桃を丸ごと。
驚きのトッピングの中は
さらなる秘密の仕掛けが。
見て楽しい口にして満足の、
記憶に残るパフェ。

農家直送の白桃を丸ごと。
驚きのトッピングの中は
さらなる秘密の仕掛けが。
見て楽しい口にして満足の、
記憶に残るパフェ。

21

皮まで食べられ、食感が楽しい
「おかやまバナナ」が
蒜山ジャージー乳の濃厚ミルク
ソフトとコラボ。エスプレッソの
香りとほろ苦い味も魅惑的。

皮まで食べられ、食感が楽しい
「おかやまバナナ」が
蒜山ジャージー乳の濃厚ミルク
ソフトとコラボ。エスプレッソの
香りとほろ苦い味も魅惑的。

岡山バナナ＆ジャージー ミニパフェ
756円

岡山市南区市場1-1　市中央卸売市場内の路地裏の店　1086-238-0068　
a10：00～15：00（OS14:00）、17：00～23：00（OS22:00）　※完全予約制　※パ
フェの提供時間は10：00～15：00　qなし　※臨時休業あり　p約100台（共同）

岡山市南区市場1-1　市中央卸売市場内の路地裏の店　1086-238-0068　
a10：00～15：00（OS14:00）、17：00～23：00（OS22:00）　※完全予約制　※パ
フェの提供時間は10：00～15：00　qなし　※臨時休業あり　p約100台（共同）

日本酒肉バル 市場レストラン うどん虎
こ

22 岡山市南区北七区628　1086-362-5542　
a10：30～17：00　
qなし　※10～4月は月曜（祝日の場合は翌日）　p20台

岡山市南区北七区628　1086-362-5542　
a10：30～17：00　
qなし　※10～4月は月曜（祝日の場合は翌日）　p20台

ミルク工房 ジェラテリアMISAO（ミサオ）ミルク工房 ジェラテリアMISAO（ミサオ）

春季限定いちごのジェラートパフェ
702円

イチゴの味を引き立てる
濃厚な搾り立て牛乳から作った
生乳ミルクソフト。
イチゴの果肉が入った
自家製ジェラートとともに。

イチゴの味を引き立てる
濃厚な搾り立て牛乳から作った
生乳ミルクソフト。
イチゴの果肉が入った
自家製ジェラートとともに。

23

岡山後楽園のそば。
甘くて赤い県産イチゴと
キュートなマカロンの彩り。
チーズムースの酸味も
さらに味わい深く。

岡山後楽園のそば。
甘くて赤い県産イチゴと
キュートなマカロンの彩り。
チーズムースの酸味も
さらに味わい深く。

irodoriパフェ 
1000円

岡山市中区浜2-3-12 岡山プラザホテル1階　1086-272-1201　
a11：00～20：00（OS19：30）　※土・日曜、祝日は10：00～20：00（OS
19：30）　※パフェの提供時間は14：00～17：30　qなし　p250台

岡山市中区浜2-3-12 岡山プラザホテル1階　1086-272-1201　
a11：00～20：00（OS19：30）　※土・日曜、祝日は10：00～20：00（OS
19：30）　※パフェの提供時間は14：00～17：30　qなし　p250台

岡山プラザホテル レストラン「彩-irodori」岡山プラザホテル レストラン「彩-irodori」
いろどりいろどり

24

酒麹、梅酒の実など
酒造元ならではの素材を使った
和スイーツと旬の
県産フルーツが
見事にコラボレーション。

酒麹、梅酒の実など
酒造元ならではの素材を使った
和スイーツと旬の
県産フルーツが
見事にコラボレーション。

酒星之燿 和風パフェ
1100円　※アルコール分はとばしてあります
酒星之燿 和風パフェ
1100円　※アルコール分はとばしてあります

岡山市中区西川原185-1　1086-270-8111　a11：30～21：00
（OS20：30）　※パフェの提供時間は14：00～17：00　ショップは

10：00～19：00　q水曜（祝日の場合は翌日）、第１・３火曜　p40台

岡山市中区西川原185-1　1086-270-8111　a11：30～21：00
（OS20：30）　※パフェの提供時間は14：00～17：00　ショップは

10：00～19：00　q水曜（祝日の場合は翌日）、第１・３火曜　p40台

宮下酒造　酒工房独歩館　レストラン酒星之燿宮下酒造　酒工房独歩館　レストラン酒星之燿
どっぽかん しゅせいのかがやき

さけこうじ

25

046pafe_01 
730円

岡山市東区古都南方3077-3　1※決まり次第、HP・SNSに掲載
a11：00～17：00（OS16：30）
q不定休　p10台

岡山市東区古都南方3077-3　1※決まり次第、HP・SNSに掲載
a11：00～17：00（OS16：30）
q不定休　p10台

046pafe（オシロパフェ）046pafe（オシロパフェ）

純白が目を引くシンプルなデザイン。
生クリームの下には契約農家の
岡山県産厳選フルーツと
とろ～り自家製濃厚白桃ピューレ。
さっぱり上品な味わい。

26

季節のフルーツのほかに、
フルーツ感覚に仕上げた
シロップ漬け野菜など。
アイデアを盛り込んだ、
オリジナリティ溢れるパフェ。

プチフルどぉーぞパフェ
650円

岡山市東区可知1-383-7　3080-3887-1112
a6：30～23：00（OS22：30）　※金～日曜、祝日は6：30～24：00

（OS23：30）　q不定休　p6台

岡山市東区可知1-383-7　3080-3887-1112
a6：30～23：00（OS22：30）　※金～日曜、祝日は6：30～24：00

（OS23：30）　q不定休　p6台

cafe＆bar douze（ドゥーズ）

27

大きなクッキーシューに
思わず笑顔。搾りたての
牛乳ジェラートと旬果実に、
下段は手作りゼリー。
牧場らしい素材が光るパフェ。

岡山県産フルーツパフェ
864円

岡山市東区松新町332　1086-239-4649　
a12：00～17：00　※数量限定、なくなり次第終了　q月～金曜
※土・日曜、祝日のみ営業　p16台　※第1p6台、第2p10台

岡山市東区松新町332　1086-239-4649　
a12：00～17：00　※数量限定、なくなり次第終了　q月～金曜
※土・日曜、祝日のみ営業　p16台　※第1p6台、第2p10台

㈱松﨑牧場 ジェヌイーノ

28

シャインマスカット！
フルーツ盛りだくさん。
爽やかなカシスの
シャーベットと味わって。

シャインマスカット！
フルーツ盛りだくさん。
爽やかなカシスの
シャーベットと味わって。

地元西大寺産のピオーネや地元西大寺産のピオーネや

旬の果実パフェ
900円

岡山市東区西大寺中2-8-12　1086-943-6268　
a8：00～20：00（OS19：00）　※パフェの提供時間は14：00～
18：00　q月曜　※月1回不定休あり　p16台

カフェ・ド・アラローム

aaaaaaaaa10：30～17：00　10：30～17：00　10：30～17：00　10：30～17：00　10：30～17：00　10：30～17：00　10：30～17：00　10：30～17：00　10：30～17：00　
qqqqqqなし　※10～4月は月曜（祝日の場合は翌日）　なし　※10～4月は月曜（祝日の場合は翌日）　なし　※10～4月は月曜（祝日の場合は翌日）　なし　※10～4月は月曜（祝日の場合は翌日）　なし　※10～4月は月曜（祝日の場合は翌日）　なし　※10～4月は月曜（祝日の場合は翌日）　ppppppppp20台20台20台20台20台20台20台20台20台

［お問い合わせ先］
岡山商工会議所

「フルーツパフェの街おかやま」実行委員会

1086-232-2262
〒700-8556   岡山市北区厚生町3-1-15

参加店を募集中！

フルーツのおいしさがギュッとつまった加工品
─こだわりの逸品─

岡山県産のフルーツをもっともっと身近に感じてほ
しい。そんな願いを込めて「フルーツパフェの街おか
やま」と同じくスタートしたのが、「おかやま果実」で

す。スイーツやジャム、飲料、
調味料などフルーツを使っ
た加工品が勢ぞろい。ご家庭
やお土産、贈り物にどうぞ。

東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向け、岡山市は

ブルガリア共和国のホストタ
ウンをつとめます。参加店舗
が工夫を凝らした「ブルガリ
アパフェ」の詳細はコチラ!

「ブルガリアパフェ2021」
もチェックして！！

オシロ

しゅせいのかがやき
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贅沢メロンとマンゴーのパフェ
800円

岡山市北区奥田1-8-7　1086-235-3735
a6：30～22：00（OS21：30）　
qなし　p60台

岡山珈琲館 岡山南店

11 岡山市中区西川原62-1　1086-273-1131
a7：00～22：00（OS21：30）
qなし　p42台

岡山珈琲館 PLUS（プラス）

12 岡山市北区今3-25-20　1086-242-0220
a6：30～21：00（OS20：30）
qなし　p55台

岡山珈琲館 大野辻店

18

「百年四代」続く果樹農園で
たわわに実った旬果を満喫‼
もぎたてそのまま、
ここでしか味わえない
極上フルーツを。

五果苑フルーツパフェ
770円

岡山市北区芳賀5385-6　3080-6261-8910　
a10：00～16：30　
q水曜　p10台　

四代目 五果苑

17

岡山の季節パフェ 
896円

岡山市北区問屋町21-102　
1086-239-0443　a11：00～20：00
q水曜（祝日の場合は不定）　p6台

岡山市北区問屋町21-102　
1086-239-0443　a11：00～20：00
q水曜（祝日の場合は不定）　p6台

Pâtisserie Souhait Salon de Thé（パティスリースゥエ サロン ド テ）

19

自家牧場のフレッシュな生乳で作る
濃厚なミルクソフトに、
地域自慢の足守メロンや
幻の黄桃・中山金桃を
トッピング。

安富牧場　季節限定フルーツパフェ
600円

岡山市北区下足守402-3　1086-295-0394　
a10：00～18：00　※11～2月は10：00～17：00　
qなし　※1、2月のみ水曜（祝日の場合は営業）　p70台

安富牧場ファミーユ

6

岡山県産完熟いちごのパフェ
1650円

岡山市北区本町6-40　岡山タカシマヤ3階　1086-232-1111㈹
a10：00～19：00（OS18：30）　※岡山タカシマヤに準ずる
q岡山タカシマヤに準ずる　p契約あり

城下カフェ 岡山タカシマヤ店 3

圧倒的な美しさに
毎夏心奪われる人続出。
船穂町産のマスカット・オブ・
アレキサンドリアと総社市産の白桃。
岡山を代表する果実の2大共演。

圧倒的な美しさに
毎夏心奪われる人続出。
船穂町産のマスカット・オブ・
アレキサンドリアと総社市産の白桃。
岡山を代表する果実の2大共演。

船穂町産マスカット・オブ・ アレキサンドリアと総社産白桃のWパフェ
2500円

岡山市北区駅元町15-1　1086-898-2268　
a11：15～21：30（OS20：30）　※パフェの提供時間は14：45～
17：00（OS16：15）　qなし　p270台

岡山市北区駅元町15-1　1086-898-2268　
a11：15～21：30（OS20：30）　※パフェの提供時間は14：45～
17：00（OS16：15）　qなし　p270台

ANAクラウンプラザホテル岡山 カジュアルダイニング ウルバーノANAクラウンプラザホテル岡山 カジュアルダイニング ウルバーノ

8

岡山果実とおかやま銘菓のパフェ
800円
岡山果実とおかやま銘菓のパフェ
800円

岡山市北区柳町2-1-7　ラポールビル1階　
1086-801-2828
a18：00～24：00（OS23：00）　q水曜　pなし　

岡山市北区柳町2-1-7　ラポールビル1階　
1086-801-2828
a18：00～24：00（OS23：00）　q水曜　pなし　

cooking of art Ikiya（イキヤ）

9

ももパフェ
1320円

岡山市北区表町2-1-1　てんちかFOOD GARDEN内
1086-231-7673　a10：00～19：30　
q岡山天満屋に準ずる　p契約あり

FRUITS-J BOUTIQUE 岡山天満屋店（フルーツジェイ ブティック）
しろした

7

もんげーバナナパフェ
1650円

岡山市北区表町1-1-8　ライオンズタワー岡山表町1階
1086-231-1800　a11：00～22：00（OS21：30）
q火曜（祝日の場合は翌日）　pなし

城下カフェ 表町店
しろした

14

幸せに羽ばたく♥ハッピーWD（ウェディング）パフェ
2100円

岡山市北区北長瀬表町1-4-10　1086-244-1311
a11：30～17：00（OS16：30）　q水曜（祝日の場
合は営業）　※婚礼時は休み　p40台

カフェ&レストラン Nature（ナチュレ）

15 岡山市北区中央町3-19　2階　1086-230-3401　　
a11：00～19：00（OS18：00／ドリンクはOS18：30）
q水曜（祝日の場合は営業）　※婚礼時は休み　p8台

Cafe Seed of Life（カフェ シードオブライフ）

16 岡山市中区浜3-8-55　セントパトリック教会内　1086-
270-5525　a11：30～17：00（OS16：30） q水曜（祝
日の場合は営業）　※婚礼時は休み　p50台

RESTAURANT WELLINGTON（ウェリントン）

4

県産白桃のとろける極上味。
さわやかさを添えるのは
サマーフルーツのジュレ。
ホテルクオリティの
おもてなしにもくつろいで。

県産白桃のとろける極上味。
さわやかさを添えるのは
サマーフルーツのジュレ。
ホテルクオリティの
おもてなしにもくつろいで。

生果汁使用のアイスに
旬のブドウ、メロンなど
県産フルーツが盛りだくさん。
シガーフライの塩気も
おいしいアクセント。

生果汁使用のアイスに
旬のブドウ、メロンなど
県産フルーツが盛りだくさん。
シガーフライの塩気も
おいしいアクセント。

岡山県産フルーツパフェ
2000円

岡山市北区駅元町1-5 ホテルグランヴィア岡山1階　1086-234-7000㈹　※レス
トラン予約専用1086-233-3138（10：00～18：00）　a10：00～18：00（OS17：30）
※パフェの提供時間は12：00～18：00（OS17：30）　qなし　p171台

岡山市北区駅元町1-5 ホテルグランヴィア岡山1階　1086-234-7000㈹　※レス
トラン予約専用1086-233-3138（10：00～18：00）　a10：00～18：00（OS17：30）
※パフェの提供時間は12：00～18：00（OS17：30）　qなし　p171台

ホテルグランヴィア岡山 ロビーラウンジ ルミエールホテルグランヴィア岡山 ロビーラウンジ ルミエール

13

出石大正浪漫パフェ夏物語2021
1250円
出石大正浪漫パフェ夏物語2021
1250円

岡山市北区出石町1-8-23　1086-221-9939
a11：00～18：00（OS17：30）
q火曜（祝日の場合は翌日）　p3台

岡山市北区出石町1-8-23　1086-221-9939
a11：00～18：00（OS17：30）
q火曜（祝日の場合は翌日）　p3台

5

初夏から順に出回る
各種モモに大粒ピオーネなど
岡山の旬を贅沢にグラスイン。
手作りシャーベットや
ジュレと一緒に満喫して。

さわやかシトラス・パフェ
890円

岡山市北区奉還町1-13-10　1086-253-9399
a8：00～18：30
q日曜、祝日　p2台

岡山市北区奉還町1-13-10　1086-253-9399
a8：00～18：30
q日曜、祝日　p2台

cafe モン・ルポ

プロが見極めた厳選果実。
岡山のフルーツ専科ならではの
みずみずしい頂点の味。
季節ごとに
装いを変えて…。

プロが見極めた厳選果実。
岡山のフルーツ専科ならではの
みずみずしい頂点の味。
季節ごとに
装いを変えて…。

グラスいっぱいに詰まった
完熟の西大寺産イチゴ。
トップは北海道生乳ソフト。
ムースや白ワインゼリーの
食感バランスも抜群。

グラスいっぱいに詰まった
完熟の西大寺産イチゴ。
トップは北海道生乳ソフト。
ムースや白ワインゼリーの
食感バランスも抜群。

フルーツだけでなく
ミルクアイスまで
県産素材にこだわりが。
パティスリーならではの
技術を生かして華やかに。

フルーツだけでなく
ミルクアイスまで
県産素材にこだわりが。
パティスリーならではの
技術を生かして華やかに。

清水白桃、マスカットなど
季節のフルーツに遊び心
溢れる麩菓子の装いを。
2段重ねのジェラートも
旬の味わい。

清水白桃、マスカットなど
季節のフルーツに遊び心
溢れる麩菓子の装いを。
2段重ねのジェラートも
旬の味わい。

甘味たっぷりの足守産メロンと
メロンゼリー、杏仁豆腐の
美味バランスを徹底追求。
甘酸っぱいマンゴーソースが
軽快なアクセントに。

甘味たっぷりの足守産メロンと
メロンゼリー、杏仁豆腐の
美味バランスを徹底追求。
甘酸っぱいマンゴーソースが
軽快なアクセントに。

café Antenna（アンテナ）café Antenna（アンテナ）

ふ

ごかえん

岡山料理専門店 cooking of art Ikiya（イキヤ） 2

季節の果物パフェ
1078円

岡山市北区駅元町1-1　さんすて岡山南館2階
1086-206-1442　a11：00～22：00（OS21：30）　
qさんすて岡山に準じる　p契約あり

みのるダイニング　さんすて岡山店

「JA全農」が誇る県内各地の
選りすぐりの素材を使用。
グラス側面もこだわった
美意識高いパフェを
心ゆくまで味わって。

「JA全農」が誇る県内各地の
選りすぐりの素材を使用。
グラス側面もこだわった
美意識高いパフェを
心ゆくまで味わって。

1

岡山県産マスカットのミルクティティラミスパフェ 
1350円

岡山市北区駅元町１-１　さんすて岡山南館1階
1086-201-2728　a11：00～22：00（OS21：00）　
qさんすて岡山に準じる　p契約あり

からふね屋CAFE　さんすて岡山店

新鮮なマスカットを贅沢に使い、
ティラミスクリーム、
ミルクティアイス、白桃フレーバーの 
紅茶ゼリー…。味覚・触感の層が
堪能できるパフェ専門店の逸品！

新鮮なマスカットを贅沢に使い、
ティラミスクリーム、
ミルクティアイス、白桃フレーバーの 
紅茶ゼリー…。味覚・触感の層が
堪能できるパフェ専門店の逸品！

岡山県産フルーツ全部載せ！
ブライダルパティシエがおくる
幸せスイーツのおすそ分け。
フルーツが底までたっぷりな
食べると幸せが訪れるパフェ。

岡山県産フルーツ全部載せ！
ブライダルパティシエがおくる
幸せスイーツのおすそ分け。
フルーツが底までたっぷりな
食べると幸せが訪れるパフェ。

希少な国産バナナが美味。
岡山生まれ･岡山育ち、
無農薬栽培の「もんげーバナナ」
を満喫。グラノーラや
ブラウニーをトッピング。

希少な国産バナナが美味。
岡山生まれ･岡山育ち、
無農薬栽培の「もんげーバナナ」
を満喫。グラノーラや
ブラウニーをトッピング。

季節によりパフェに使用するフルーツやデザイン・価格などは異なります。
写真はイメージです。フルーツパフェは旬のフルーツ
を使用した季節商品です。白桃やピオーネ、マスカット
などフルーツは収穫時期が限られています。その時々
のフルーツを使用したパフェをお楽しみください。

「フルーツパフェの街おかやま」は、「岡山県産の旬のフルーツを
使った独創性のあるパフェ」を岡山市内のホテル・飲食店・和洋菓
子店などに作っていただき、観光振興・地産地消を図ろうとする取り
組みです。これからもフルーツパフェを通して「フルーツ王国おかや
ま」の魅力を発信していきたいと思いますので、応援をよろしくお願
いいたします。

「フルーツパフェの街おかやま」実行委員会

委員長 同前 裕一朗 さん
岡山商工会議所岡山ブランド委員会　副委員長

「岡山の絶品フルーツを
たっぷり使ったフルーツパフェです。
ぜひご賞味ください」

［お問い合わせ先］

岡山商工会議所「フルーツパフェの街おかやま」実行委員会  1086-232-2262

温暖で雨の日の少ないことから、「晴れの国」として知られる岡山。農
産物がよく実り、白桃やピオーネ、マスカットなど、全国に誇れるフ
ルーツが一年を通して収穫されます。農家さんが大切に育てたフルー
ツをもっとたくさんの人に、気軽に楽しんでほしいとの願いから、2009
年「フルーツパフェの街おかやま」が岡山市内でスタートしました。季
節ごとにフルーツが変わる絶品パフェを楽しんでください。

「フルーツパフェの街おかやま」は、
おいしい岡山県産フルーツをもっと気軽に
楽しんでほしいという願いから始まりました。

晴れの国おかやまは、フルーツの国。
岡山県産の旬のフルーツを美しく
かわいいパフェでどうぞ召しあがれ！

写真は イメージ です。フルーツの収穫状況や入荷状況などによっても、
パフェに使用するフルーツやデザイン・価格などが変更になる場合があります。

※詳しくは直接店舗へお問い合わせください。　

shop map等詳細はHPに掲載、「フルーツパフェの街おかやま」で検索

公式Twitter 公式Instagram

■パンフレットの情報は、2021年7月10日現在のものです。 　■価格は税込み表示です。
■新型コロナウイルス感染拡大の影響により、店舗の休業、営業時間の変更などが発生する場合が

ございます。日々状況が変化していますので、ご利用前には必ず各店舗へお問い合わせください。
■フルーツパフェは旬のフルーツを使用した季節商品です。掲載写真は一例です。
■フルーツの入荷状況によって、販売しない日や売り切れ次第終了の場合があります。
■店舗の営業時間や定休日は、通常時のものです。年末年始や祝日、長期休暇などの期間はこの

限りではありません。
テイクアウト用の商
品は写真のパフェと
は限りません。保冷
剤等はありません。


