
【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

25

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）

農家直送の完熟白桃を丸ごと
トッピング。その中には
おいしい秘密の仕掛け…。
グラスにはモモのコンポート
などおいしい8つの層が。

26

高級な県産「おかやまバナナ」を
惜しみなく使用する高級なパフェ。
濃厚な味わいの蒜山ジャージー乳の
ロイヤル生ソフトとのコラボも贅沢。
モモ、ブドウほか、スペシャルも。

ワッフルコーン岡山バナナパフェ
600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）　※食事は完
全予約制 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）　※食事は完
全予約制 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

27 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　1000円

完熟イチゴを際立てるのは、 
牧場ならではのリッチな
搾り立て生乳ミルクソフト＆
果肉入りイチゴミルクジェラート。
アニマルなルックスもキュート。

29

ハート型のイチゴ＆マカロンが
キュートな県産イチゴの贅沢パフェ。
酸味のきいたチーズムースが
フレッシュで甘酸っぱい
イチゴとも相性ぴったり。

irodoriパフェ 
1300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

30

酒造元ならではの酒麹、酒粕に、
県産フルーツを組み合わせて。
わらび餅、みたらし団子などなど
和スイーツもいっぱい。
美しい彩りとボリュームが話題に！

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　1 086-270-8111　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・5火曜　p40台

岡山市中区西川原185-1　1 086-270-8111　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・5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

32

季節のフルーツと白ワイン香るゼリーのパフェ 
1200円

岡山市東区古都南方3077-3　1086-230-4616
a11：00～16：00
q月・木曜　p10台

岡山市東区古都南方3077-3　1086-230-4616
a11：00～16：00
q月・木曜　p10台

046pafe（オシロパフェ）046pafe（オシロパフェ）

契約農家直送の厳選フルーツ使用。
グラスの中には白ワインゼリー、
白桃ピューレもいい香り…。
郊外の自然豊かな店で、
ゆっくりご堪能ください。

31

スイカやマスカットなど旬の
フルーツに組み合わせるのは
フルーツ感覚に仕上げた
シロップ漬けの野菜。
料理好きな店主の個性派パフェ。

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）

33

サクサクのクッキーシューには
搾りたての牛乳で作る
自家製ミルクジェラートと
甘酸っぱいイチゴをイン。
手作りゼリーもたっぷり。

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

34

ピオーネやシャインマスカットなど
西大寺産の季節のフルーツを
たっぷり盛った大満足パフェ。
グラスの中のピオーネソースも
おいしさのポイントに。

旬の果実パフェ
1000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

しゅせいのかがやき

28

カップからあふれるイチゴと
平飼いした地鶏の卵を使った
濃厚な手作りプリンが饗宴。
季節ごとに旬のブドウやモモも。
ネコクッキーがシンボル。

RonRon　ストロベリーパルフェ
950円

岡山市南区片岡2468　サウスビレッジ内
3080-6336-6426　a11：00～16：00
q月～木曜（祝日の場合は不定）　p600台（共同）

サウスヴィレッジ Salon do thé RonRon（サロン ドゥ テ ロンロン）

「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
岡山商工会議所岡山ブランド委員会　副委員長 〒700-8556   岡山市北区厚生町3-1-15

「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」

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お楽しみください。

「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。

参加店
募集中



14

贅沢メロンと白桃のパフェ
1000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

15 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）

16 岡山市北区今3-25-20　1086-242-0220
a6：30～21：30（OS21：00）
qなし　p55台

岡山珈琲館 大野辻店

23

老舗農園直営ならではの
新鮮フルーツがてんこ盛り。
白桃のジェラートに季節の
フルーツをトッピング！
旬の味を感じて。

五果苑フルーツパフェ
880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

21

岡山の季節パフェ 
1100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）

24

自家牧場でしか味わえない濃厚な
生乳ソフトクリームに、
カットした黄金桃＆足守メロンの
上品な甘みがベストマッチ。
サクサクコーンと一緒に。

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

5

西大寺産完熟いちごのパフェ
1760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

圧倒的なビジュアルに
毎夏心奪われる人続出。
岡山を代表する果実の2大共演。
果実やクリームの甘さのあとは 、
バタフライピーのジュレで後味すっきり。

船穂マスカット・オブ・ アレキサンドリアと
総社白桃のWパフェ　2600円

岡山市北区駅元町15-1　1086-898-2284（レストラン予約）　
a11：15～21：00（OS20：00）　※パフェの提供時間は14：45～
17：00（OS16：30）　qなし　p270台

岡山市北区駅元町15-1　1086-898-2284（レストラン予約）　
a11：15～21：00（OS20：00）　※パフェの提供時間は14：45～
17：00（OS16：30）　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
820円

岡山市北区柳町2-1-7　ラポールビル1階　
1086-801-2828
a18：00～23：00（OS22：00）　q水曜　pなし　

cooking of art Ikiya（イキヤ）

11

ももパフェ
1760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

9

岡山もんげーバナナパフェ
1760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

18

幸せに羽ばたく♥ハッピーWD（ウェディング）パフェ
1800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）

19 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）

20 岡山市中区浜3-8-55　セントパトリック教会ウェリントンマナー
ハウス内　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

県産のフルーツをアレンジ。
ジュレやコンフィチュール、
シャーベットなどが盛りだくさん。
グラスの中のひとつひとつが
楽しくおいしく輝きます。

地元食材が自慢の居酒屋は
締めのパフェが大人気。
当日仕入れの新鮮果実や
生果汁のアイス、岡山っ子の
焼菓子「シガーフライ」も!

岡山市北区駅元町1-5 ホテルグランヴィア岡山1階　10570-04-8080（ナ
ビダイヤル）　※ご予約はQRコードから a9：00～18：00（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　10570-04-8080（ナ
ビダイヤル）　※ご予約はQRコードから a9：00～18：00（OS17：30）
※パフェの提供時間は12：00～18：00（OS17：30）　qなし　p171台

13

出石大正浪漫パフェ
夏物語2022　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

6

初夏から順に出回る各種モモや
ピオーネなどの多彩なブドウに、
後味さっぱりに仕上げられた
天然果汁のシャーベットやジュレ。
喫茶店で癒しのパフェタイムを。

さわやかシトラス・パフェ
960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

cafe モン・ルポ

果物のプロが選んだ本物の素材。
品質と熟度を見極めた
岡山のフルーツ専科ならではの
頂点の味にうっとり。
季節ごとの旬の味を楽しんで。

トップはグラスいっぱいに盛った
西大寺産の完熟イチゴに、
北海道生乳ソフトのコラボ。
パティシエールの腕をいかした
ブラマンジェやチーズケーキにも大満足。

繊細かつ色彩豊かに飾られた、
パティスリーならではの美パフェ。
フルーツの個性を生かした
2種類のソルベも香り高く、　
フルーツ感がしっかり感じられる。

完熟メロンにマスカット…。
夏らしいフルーツの季節パフェ。
2段重ねのジェラートや
紅茶のゼリーも深い味わい。
可愛い麩菓子がアクセント。

甘みたっぷりの足守産メロンと
とろける白桃のパンナコッタ。
濃厚なカスタードムースや
北海道メロンアイスとの、
ミルキーな出逢いを楽しんで。

café Antenna（アンテナ）café Antenna（アンテナ）

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」が県内の素材を厳選。
生産者が大切に育てた旬の果実に
蒜山ジャージー牛乳プレミアムや
里海卵など。味わい豊かに
美意識高いパフェでお届けします。

1

岡山県産マスカットの
キャラメルクロッフルパフェ　1250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…。
白桃フレーバーの紅茶ゼリーや
キャラメルアイス、まるまる一個分の
クロワッサンワッフルのサクサク＆
もちもち感もおいしいアクセント。 

糖度の高いマスカット＆
白桃、足守メロンをトッピング。
ローズマカロンもキュートな
ブライダルパティシエならではの
華やかな幸せパフェ。

岡山生まれ･岡山育ちの希少な
「もんげーバナナ」を丸ごと一本分。
ガトーショコラにコーヒーゼリー、
キャラメリゼナッツで食感が変化。
最後まで楽しく味わえる。

7

厳選した白桃を丸々一玉
使用した店の看板メニュー。
注文後に剥いてくれるので、
鮮度抜群。甘いモモを
口いっぱいに頬張って。

岡山県産ももパフェ
1980円

岡山市北区奉還町1-5-15　1086-236-8511　a11：00～18：
00（OS17：30）　※7～9月は～19：00（OS18：30）　q火曜（祝
日の場合は営業）　※7～9月は無休　p契約あり

観音山フルーツパーラーOKAYAMA

10

瓶の中にかわいく詰め込んだ
おいしい季節のパフェ。
ヴィーガン＆グルテンフリーで
地球にも身体にもやさしく、
お土産にも最適なスイーツです。

瓶パフェ
680円

岡山市北区中央町4-14　3080-2905-1818　
a20：00～26：00　※土・日曜は12：00～17：00　
q月曜　※不定休あり　pなし

Pe.Pe Ange（ペペ アンジュ）

12

誰もが安心して食べられる
味わい深い癒しの無添加パフェ。
素材は、選りすぐりのフルーツ、
純良なミルク、てんさい糖などなど
素材そのもののおいしさを実感。

誰もが安心して食べられる
味わい深い癒しの無添加パフェ。
素材は、選りすぐりのフルーツ、
純良なミルク、てんさい糖などなど
素材そのもののおいしさを実感。

桃パフェ
1500円

岡山市北区丸の内2-12-16　
1050-8882-9350　a11：30～19：00　※8月は～21：30　
q月曜（祝日の場合は翌日）　※不定休あり、8月は無休　pなし

無添加デザート Frurela（フルリラ）

17

採れたてマスカットのフレッシュな
味わいをライチゼリーや
ヨーグルトムースなどが
引き立てる爽やかな一品。
見た目の美しさにも脱帽。

採れたてマスカットのフレッシュな
味わいをライチゼリーや
ヨーグルトムースなどが
引き立てる爽やかな一品。
見た目の美しさにも脱帽。

岡山県産シャインマスカットとライチのパフェ
1280円

岡山市北区南方5-6-34-201　
1086-289-6051　a12：00～18：00（OS17：30）　
qなし　pなし

岡山市北区南方5-6-34-201　
1086-289-6051　a12：00～18：00（OS17：30）　
qなし　pなし

パフェ専門店 ペルフェット

22

清水白桃発祥の地・芳賀に登場、
モモ農家プロデュースのカフェ。
もぎ立て新鮮なモモを一玉半使う
絶品モモ尽くしのパフェを
モモ、ブドウ畑を見ながら堪能。

桃農家のmomoパフェ
1600円

岡山市北区芳賀5111-48　1086-286-0088
a8：00～18：00（OS17：00）（予定）　
q月曜（祝日の場合は翌日）　p40台

ピーチファーマーズビレッジ

ホテルパティシエが作る県産フルーツを使用した
パフェ／白桃パフェ2022　2300円

かんのんやま

※通行困難な狭道あり。アク
セスについてはInstagram
で確認してください

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

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。　 公式Twitter 公式InstagramHP

■パンフレットの情報は、2022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。

shop map等詳細はHPに掲載


