こだわりの逸品「おかやま果実」認定企業

こだわりの逸品

-

﹁晴れの国おかやま﹂は︑
フルーツ王国！

岡山の旬のフルーツ

2022年版

「おかやま果実」は岡山県産の果物がテーマ。「素材、製造方法、販売方法、独自性、安全健康、伝統へのこだわり、
新規性、デザイン性、生産・販売体制の実現性、展示会での評価」の視点から認定されます。

企業名
あかいわしゅぞう

住

所

電

話

掲載ページ（P）

赤磐酒造株式会社

岡山県赤磐市河本1113

086-955-0130

P14

いなほやファクトリー

岡山県岡山市北区表町1-8-67

086-226-2110

P4、P7、P11

おかやまおひさまファーム株式会社

岡山県岡山市南区藤田1166

086-552-5702

P3、P14

岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

086-224-8401

P2、P4、P6、P8、P9、P10

岡山県岡山市北区大供表町1-1

086-225-3227

P8、P13

岡山県岡山市北区弓之町17-5

086-230-1134

P2

岡山県瀬戸内市邑久町尾張1153-1

0869-22-0059㈹

P8、P9、P11

有限会社オノ・フラッツ

岡山県岡山市中区浜2-5-16-9

086-273-0501

P6、P10、P12

ガトーマテリオ

岡山県玉野市田井1-23-16

0863-32-4117

P12

岡山県岡山市北区北方4-2-18

086-235-5712

P8

岡山県倉敷市玉島乙島7132

086-526-8373

P1

岡山県岡山市中区藤原60

086-271-0001

P7

佐藤紅商店

岡山県高梁市成羽町吹屋1108

080-1487-6077

P3

さんようみねるば

岡山県赤磐市斗有819

086-955-1347

P7

有限会社スコレー

岡山県岡山市北区御津吉尾115

086-724-4390

P4、P5、P13

岡山県岡山市北区下伊福1-4-6

086-253-9769

P4、P5、P6、P7、P10、P11

岡山県久米郡久米南町上神目455-1

090-9060-0455

P1

岡山県赤磐市西軽部762-1

086-957-3117

P10、P11

岡山県岡山市北区二日市町232

086-225-0691

P11

岡山県倉敷市連島町鶴新田1885-1

086-444-3288

P2

岡山県加賀郡吉備中央町岨谷1399-7

0866-55-9442

P5、P10、P13

岡山県美作市奥585-1

0868-74-3887

P5、P7、P9

岡山県岡山市中区西川原184

086-272-5594

P12

株式会社山方永寿堂

岡山県岡山市中区西川原53-8

086-270-0202

P7

ヨイキゲン株式会社

岡山県総社市清音上中島372-1

0866-94-0011

P14

おかやまけんせいかぶつはんばい

岡山県青果物販売株式会社

おかやましのうぎょうきょうどうくみあい

岡山市農業協同組合
食パン専門店

岡山はハレの日

おかやまゆめかしょう

岡山夢菓匠

しきしまどう

敷島堂

きびどてしたばくしゅじょうぞうしょ

吉備土手下麦酒醸造所

くにわさんぎょう

國和産業株式会社
こうえいどう

株式会社廣榮堂
さとうべにしょうてん

せいふうあん

有限会社清風庵
つきもとかじゅえん

月本果樹園

としもりしゅぞう

利守酒造株式会社
はせいしょうてん

株式会社長谷井商店
せいか

はなまる青果株式会社
みほ

さとのうえん

三穂の郷農園

みまさかのうえん

有限会社美作農園
みやしたしゅぞう

宮下酒造株式会社
やまがたえいじゅどう

全国の皆様へご挨拶。味と心をご賞味ください。

手みやげ&贈りものにぴったり。
こだわって、こだわってつくった岡山の果実が、

おいしい、おいしいブランドになりました。

こだわりの逸品「おかやま果実」実行委員会では、四季
折々に実る岡山の果物をどうしたら皆様にお届けできるか、
真剣に考えて取り組んでいます。プロジェクト第1弾「フルーツ
パフェの 街おかやま」に 続き、第 2 弾は 、こだわりの 逸 品
「おかやま果実」です。そのコンセプトは、まさに岡山県産
果物への「こだわり」です。これは、岡山県産の上質で新鮮
な果実を使った「こだわり度」「味」「新規性」などを満たす
加工新商品を、新しいブランドとして認定し、全国に発 信し
ていくプロジェクトであり、果物王国である岡山のイメージ
アップと、地 域資源を活用した産業 振 興を図っていこうと

するものです。認定 商品には、こだわりの逸 品「おかやま
果実」ブランドマークが表示され、認定商品を紹介したパン
フレットやホームページ、広域 版の情 報誌を通して全国の
皆様にご紹介していきます。
絶品果物を使用した、こだわりの味と心。「晴れの国おか
やま」が打ち出す「おかやま果実」の多彩な味わいを、ぜひ
ご賞味ください！

こだわりの逸品「おかやま果実」実行委員会 委員長

同前 裕一朗

この認定マークが目印です
ロゴマークは、果実を象徴する赤色
をベースに、文字は、果樹の枝をイ
メージしてデザインされています。

使用した果実

【パン】

岡山ぶどう食パン
「後楽園」

マスカット・オブ・
アレキサンドリア、
シャインマスカット

上品な甘酸っぱさと、リッチな香り。
岡山のシャインマスカットをたっぷりと。
認定

岡山県岡山市北区弓之町17-5

1086-230-1134

【販売店舗】
岡山はハレの日
（本店、
福浜店）
、
自社ネットショップ 他

1個（1房）3218円（予定）

認定

2021度年
認定

1箱（4粒入小箱×4）2700円

岡山県中部の高原エリア、
果 実 の里として知られる
久 米 南 町の 傾 斜地で、ブ
ドウ栽 培に励む『月本果
樹 園 』。大 粒のピオーネ 、
高 糖 度 の シ ャ イン マ ス
カット 。昼 夜の 寒 暖 差 ゆ
え「とろけるように甘い」
と言われるその実がさら
においしくなるよう、ひと
粒ひと粒をじっくりそのま
ま 、手 間と時 間をかけて
果汁感を残した半生仕上
げにしました。ブランデー
やウイスキーなど酒 類の
おともにもぴったりです。

つきもとかじゅえん

せいか

はなまる青果株式会社

岡山県倉敷市連島町鶴新田1885-1 1086-444-3288
【販売店舗】
Piko、
菜道 自由が丘店、
㈱リーフル、
はなまる青果 他

月本果樹園

岡山県久米郡久米南町上神目455-1 3090-9060-0455
【販売店舗】
月本果樹園 他

-

OKAYAMA KAJITSU 2021

岡山はハレの日

果 実のやわらかさを保っ
たまま 、甘みやうま 味を
ぎゅっと凝 縮 。加 糖 や 添
加 物は一 切不使 用の、ヘ
ルシーなおいしさも魅力
です。シャインマスカット
は 、グル ープの農 業 法 人
「はなまるファーム」で丹
精込めて育てた粒ぞろい。
ひと房をまるごと極 限ま
で 完 熟させたのち､特 殊
製 法によってブドウの 表
皮が 硬くなるのを防ぎな
がら、しっとり食感に仕上
げています。ギフトにもお
すすめ。

認定

2021度年

清らかで純粋無垢なおいしさを
このひと粒に凝縮させました。

たわわに実ったシャインマスカットを
ひと房そのままフレッシュドライに。
2021度年

NEO DRY FRUIT

ピオーネ、
シャインマスカット

こだわりの逸品

OKAYAMA KAJITSU 2021

食パン専門店

※前日までに要予約

シャイン
マスカット

-

1本（約580g）1944円

レアドライのシャインマス
カットを贅沢に使用。体に
やさしいと定評なパン生
地に、シャインマスカット
のピューレや、マスカット・
オブ・アレキサンドリアの
100％ジュースがたっぷり。
岡山県産素材にこだわっ
た食パンです。
「 くだもの
王 国おかやま 」の 魅力を
知ってほしいという想いで
焼きあげました。
コーヒーや
紅茶、
ワインやブランデーな
どとも相性よく、生のまま
はもちろん、軽くトーストす
るとまた違った味わいに。

セミドライ
シャインマスカット

使用した果実

【ドライフルーツ】

岡山の旬のフルーツ

2021度年

使用した果実

【ドライフルーツ】

大切に育てた

岡山県産のブドウ。

使用した果実

【スイーツ】

おかやま桃子
マスカットじゅれ

マスカット・オブ・
アレキサンドリア、
シャインマスカット

岡山を代表するブドウ、北
アフリカ（エジプト）を原産
として明 治 初 期に岡 山 県
に導入された『マスカット・
オブ・アレキサンドリア』と、
平成に入ってマスカット・
オブ・アレキサンドリアを
親として 交 配 育 種された
『シャインマスカット』の2
種 類 のピューレを贅 沢に
使ったフルーツジュレです。
岡山で永く愛されてきた高
級品種と、新時代に生みだ
された人気品 種。プレミア
ムな 2 種 が 奏 でるハーモ
ニーをお楽しみください。

認定

明治時代から始まる岡山のブドウ栽培。特に、日本で栽
培は困難とされたエジプト発祥の「マスカット・オブ・ア
レキサンドリア」が瀬戸内に根付いて以来約130年が経
ち、今では岡山県産が全国約 9 0％以上のシェアを誇る
までになりました。初 夏から初 冬、岡 山ではピオーネ、
オーロラブラック、瀬戸ジャイアンツ、紫苑など多彩な品
種がブドウ棚を彩ります。なかでも「シャインマスカット」
は、高い糖度が特 徴で、国内外で人気の品 種です。農園
では土づくり、温度、房づくり、摘果など一年間管理して、
珠玉のひと房を完成させています。

2個入 324円
4個入 648円
8個入 1296円

おか やまけんせいかぶつはんばい

岡山県青果物販売株式会社
岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

1086-224-8401

【販売店舗】
くらしき桃子各店、
おみやげ街道
（JR岡山駅売店）
、
天満屋ハピータウン・
天満屋ハピーズ 各店、
岡山県青果物販売、
オンラインショップ 他

2

シャインマスカットゼリー

シャイン
マスカット

ゼリーinゼリーの2層構造で、
まるで生の果実のような食感に。

晴れの国おかやまのスイーツブランド
「おかやま桃子」
に新姉妹が登場。
2021度年

使用した果実

【スイーツ】

シャインマスカットピュー
レがプルプルゼリーの中
にたっぷり。果実ゼリーを
超えたフルーツ感あふれ
るゼリーです。ひと粒をそ
のまま口にするような口
当たりの秘密は、ゼリーin
ゼリーの2 層 構造。香り、
甘み、ほどよい酸 味。みず
みずしい食感に、きっと誰
もが 笑 顔 になるはず 。そ
のままでも十 分 美味です
が、夏はひんやりスイーツ
として凍らせてシャーベッ
トで 召し上がるのもおす
すめです。

2021度年
認定

4個入 463円
6個入 756円

くにわさんぎょう

國和産業株式会社
岡山県倉敷市玉島乙島7132

1086-526-8373

【販売店舗】
佐野屋本店（倉敷美観地区）、ヒルゼン高原センター、とっとり・おかやま新橋館 他

2021年度に誕生した話題の
7品をご紹介。
趣向を凝らした逸品に
心がときめきます。
1

使用した果実

【ジャム】

2010 度年
認定

2011度年
認定

2012 度年
認定

2013 度年
認定

2014 度年
認定

2015 度年
認定

2016 度年
認定

2017度年
認定

2018 度年
認定

2019 度年
認定

おかやま
パインスプレッド

2020 度年
認定

「くだもの王国おかやま」だからこその充実のラインアップ

パイナップル

ブド ウ

認定

珍しい果物もこんなにおいしい加工品になっています。
モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

岡山の旬のフルーツ ̶こだわりの逸品̶

使用した果実

レモン・ユズ・ミ カン

2019 度年
認定

ピオーネ

使用した果実

2012 度年
認定

【スイーツ】

【スイーツ】

1個 324円

有限会社清風庵

岡山県岡山市北区下伊福1-4-6

1個 216円

岡山県岡山市北区表町1-8-67

1本（350g）950円

佐藤紅商店

岡山県高梁市成羽町吹屋1108

1086-552-5702

【販売店舗】おかやまおひさまファーム藤田農園直売所

果汁たっぷりで芳醇な味わいのピオーネ
のジャムをしっかりと練り込んだグルテ
ンフリー、米粉100%の手焼きドーナツ。
油で揚げていないのでとてもヘルシーで
す。女性にもうれしいコラーゲン入りで
す。ピオーネの豊かな味わいと風味を、
もちもち食感とともに楽しんでください。

いなほやファクトリー
1086-253-9769

岡山県岡山市南区藤田1166

認定

さとうべにしょうてん

おかやまおひさまファーム株式会社

3080-1487-6077

【販売店舗】JA晴れの国おかやま（高梁グリーンセンター、あしん広場）、
岡山天満屋 岡山贔屓、高梁市図書館 他

晴れの国おかやまの果物カレンダー
気候温暖な岡山は、農作物のよく育つ「晴れの国」。白桃とピオーネを筆頭に一年を通じて様々な果物が収穫されます。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

※果物は一例です。

3月

白鳳
清水白桃
モモ

ド ラ ゴンフルーツ

せいふうあん

岡山のピオーネ
米粉100％
手焼きドーナツ

江 戸 時 代、山中の鉱山 街
として栄えた「吹屋」で、無
添 加にこだわり 、地 場 農
産 品での製 品づくりを続
ける加工所です。規模は決
して大きくありませんが、
「 この土 地の 本当に良い
ものを」という情熱で商品
づくりに励んでいます。ユ
ズ生 果汁とてんさい糖の
みでつくるのが、この新作
シロップ。5倍希釈でおい
しいユズのドリンクに。ま
た、お酒や炭酸などで割っ
て、香り高いアレンジをお
楽しみください。

2021度年

OKAYAMA KAJITSU 2021

マルベリ ー・ブルーベリ ー

和菓子屋の
くずもっちアイス
【ピオーネ】
いわば「溶けないアイス」。岡山の果実と
菓子匠の技が生み出しました。強氷結で
「シャリシャリ」、氷結がゆるむと「プル
プルン」に。その食感の秘密は和菓子材料
「葛（くず）」。ヘルシーで、カロリーも低
く、ダイエットにも…。濃厚ピューレ使用
で、ピオーネの美味を満喫いただけます。

1個（90g）972円

ピオーネ

日本遺産「ベンガラの町・吹屋」から、
山里育ちの手づくり無添加シロップが登場。
栽 培を開 始してから5 年
の月日と手間暇をかけ、つ
いに香り高い岡山県産パ
イナップル の出 荷が始ま
りました。有機無農薬、樹
熟 の甘みの強いパイナッ
プルを、添 加 物 不 使 用で
加 工し 、素 材 の 持ち味を
最 大 限に引き出していま
す。パンはもちろん、ヨー
グルトやミルクプリン、か
き氷のトッピングに。炭酸
で 割ってパインソーダな
ど用 途は多 彩 。食 卓 にト
ロピカルな味わいをお届
けします。

2021度年

モモやブドウはもちろん、
イチゴやレモン、ユズ、
ウメ、サルナシ、
マルベリー、バナナなど

ユズ

ゆずシロップ

岡山のバナナ農園育ち、
晴れの国のパイナップルがジャムに。

2010年度から2020年度に認定されたアイテムをご紹介します。

使用した果実

【ドリンク】

おかやま夢白桃
白桃
白麗
黄金桃

1086-226-2110

中山金桃

【販売店舗】
清風庵 他

ニューピオーネ

【販売店舗】
岡山タカシマヤ、
髙島屋オンラインストア 他

オーロラブラック
紫苑
ブドウ

バナ ナ

2013
認定

使用した果実

年
度

紫苑

2015
認定

おかやま桃子
紫ぶどうぷりん＆じゅれ

サルナ シ

果樹園の
フルーツカレー
しえん
（紫苑入り）

1袋（210g）734円

完熟採取にこだわった果実が主役のカレー。
10月〜12月に収穫されるブドウ・紫苑の
果肉をじっくりと煮込んだフルーティな
ルーに、香草ハーブや10種類のスパイス
が溶け合い、味わい豊かな大人味に。ブド
ウ産地・吉尾地域で「学ぶ・ゆとり・癒
し」をテーマにした農園からお届けします。

岡山県岡山市北区御津吉尾115

豊水
ヤーリー
パスクラサン
ウメ
イチゴ

4個入（ぷりん×2・じゅれ×2）648円
8個入（ぷりん×4・じゅれ×4）1296円

使用する果実は、ひと粒ずつがみずみずし
く、糖度も第1級クラスの最高級ニューピ
オーネ。農家から仕入れ、果汁とピューレ
を贅沢に使って、旬のピオーネそのものの
味わいを実現しています。青果物のプロが
手がける人気の果実スイーツ「おかやま桃
子」のシリーズとして誕生しました。

岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

ブラックベリー
メロン
イチジク
ブルーベリー
ミカン
レモン
ユズ
甘夏
マルベリー
ドラゴンフルーツ

岡山県青果物販売株式会社
1086-724-4390

愛宕梨
新高梨

スモモ

おか やまけんせいかぶつはんばい

有限会社スコレー

シャインマスカット
瀬戸ジャイアンツ（桃太郎ブドウ）
ナシ

【スイーツ】

山ぶどう
マスカット・オブ・アレキサンドリア

ニュー
ピオーネ

【カレー】

キャンベル
ベリーアリカントA

使用した果実

年
度

ニューベリーA

1086-224-8401

スイカ
バナナ
キウイ
サルナシ

【販売店舗】スコレー・ファームカフェ「D-CAFE」、農産物楽市みつの里、道の駅かよう、
とっとり・おかやま新橋館 他

4

【販売店舗】くらしき桃子各店、おみやげ街道（JR岡山駅売店）、天満屋ハピータウン・
天満屋ハピーズ 各店、岡山県青果物販売、オンラインショップ 他

パイナップル
西条柿

3

使用した果実

2014 度年
認定

白桃

使用した果実

2014 度年
認定

シャイン
マスカット

【スイーツ】

岡山県岡山市北区下伊福1-4-6

1個（125g）864円

おか やまけんせいかぶつはんばい

岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

1086-253-9769

【販売店舗】
清風庵、
おみやげ街道
（JR岡山駅売店）
、
山陽自動車道・吉備SA
（上り）他

レモン・ユズ・ミ カン

認定

白桃

白桃

岡山県岡山市中区浜2-5-16-9

赤磐市産白桃をベースに、無調整豆乳でま
ろやかに仕上げた、珍しいモモのドレッシ
ング。黒コショウ、ショウガ、ニンニクの
スパイスと合わせた果汁の甘みは、特に魚
介類の料理と相性抜群。野菜ソムリエ、料
理家として23年のキャリアを持つ食のク
リエイターが手作りしています。

1本（150㎖）648円

岡山県岡山市中区浜2-5-16-9

【販売店舗】岡山タカシマヤ（おかやま百選）、酒工房 独歩館、
天満屋 空港ショップ（岡山桃太郎空港）、晴れの国おかやま館、OKAYAMA GARDEN 他

認定

白桃

認定

白桃

フルーツ ジュエリー シリーズ

有限会社オノ・フラッツ
岡山県岡山市中区浜2-5-16-9

1086-273-0501

【販売店舗】酒工房 独歩館、天満屋 空港ショップ（岡山桃太郎空港）、
晴れの国おかやま館、OKAYAMA GARDEN 他
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認定

1本（150㎖）864円

有限会社オノ・フラッツ
岡山県岡山市中区浜2-5-16-9

1086-273-0501

【販売店舗】酒工房 独歩館、天満屋 空港ショップ（岡山桃太郎空港）、
晴れの国おかやま館、OKAYAMA GARDEN 他

湯郷温泉とコラボした「湯郷美人ブラン
ド」の商品です。『美作農園』で朝採り
した新鮮なニューベリーAを、少量の砂
糖とブランデーで煮詰め、大人の味に仕
上げたジャム。それを自社生産のヒメノ
モチ100%のモチ生地で包みました。滑
らかな食感の生クリームとも好相性です。

1個 210円

10866-55-9442

マスカット・オブ・
アレキサンドリア

岡山県美作市奥585-1

10868-74-3887

【販売店舗】
美作農園直売所、
農園カフェ湯郷、
湯郷温泉各旅館・ホテル 他

認定

【スイーツ】

1個 324円

せいふうあん

【販売店舗】
清風庵 他

果樹園の
フルーツカレー
（マスカット・オブ・アレキサンドリア入り）

1袋（210g）734円

岡山の最高級ブドウ、マスカット・オ
ブ・アレキサンドリア。その高貴な香り
と味わいをたっぷり閉じ込めたフルー
ティなカレーです。栄養豊富な皮の部分
もまるごと潰してルーに。子どもから大
人まで誰でも食べやすい、まろやか&甘
口仕上げです。

有限会社スコレー

有限会社清風庵

岡山県岡山市北区下伊福1-4-6

マスカット・オブ・
アレキサンドリア
【カレー】

和菓子屋の
くずもっちアイス
【マスカット】
和菓子屋のつくった「溶けないアイス」。
新しい氷菓子の食感のポイントは、やは
り「シャリシャリ」から氷結がゆるんだ
「ふんわり」、「プルプルン」への変化。
翡翠の彩りは、岡山県産マスカット・オ
ブ・アレキサンドリアそのもの。高級ブ
ドウの美味を満喫していただけます。

使用した果実

2016 度年

サルナ シ

サルナ シ
1個（120g）864円

モモの産地・赤磐市の白桃をベースにした乳
化タイプのドレッシング。モモの香りと甘み、
粗めに刻んだ果肉も入って、プレミアム感
たっぷり。無調整豆乳を加えてクリーミーな
口当たりながら、粗挽きコショウ、ニンニク、
ショウガなど強めに効かせたスパイスと、ホ
ワイトリカーで全体を引き締めました。

ゆのごう

湯郷美人
なめらか生クリーム大福
濃厚ぶどう

みまさかのうえん

使用した果実

2019 度年

岡山白桃ドレッシング
（プレミアム）

Fruit Jewelry Series
岡山白桃ジャム

【スイーツ】

有限会社美作農園

【販売店舗】
三穂の郷農園直売所ミホプラザ、
自社ネットショップ 他

【ドレッシング】

【ジャム】

岡山白桃の美しい彩りにピンクトパーズの
イメージを重ね、匠が実らせた旬の白桃で
手作りした「Fruit Jewelry」です。産地・
赤磐市、岡山市一宮の農園から届く果実を
プリザーブタイプに厚くカットし、果肉も
しっかり。赤磐の酒蔵が醸す白桃リキュー
ルを加え、モモの風味も一層豊かに。

さとのうえん

岡山県加賀郡吉備中央町岨谷1399-7

使用した果実

2017度年

ニュー
ベリーA

バナ ナ

バナ ナ

使用した果実

2018 度年

原料は、吉備高原で育った高品質ブドウ。
甘く色付きもよい実の秘密は、高原農園な
らではの日照の恵みや寒暖差。そして、大
地と樹の生命力を大きくのばす乳酸菌農法。
濃厚な味の黒色系、爽やかな緑色系、香り
豊かな赤色系と、それぞれのブドウの長所を
組み合わせた「100％ストレート」です。

1本（720㎖）1404円

みほ

【販売店舗】岡山天満屋、岡山タカシマヤ（おかやま百選）、天満屋 空港ショップ（岡山桃太郎空港）、
晴れの国おかやま館、OKAYAMA GARDEN、早島町観光センターひまりや、稚媛の里 他

認定

岡山ぶどう

三穂の郷農園

1086-273-0501

使用した果実

2019 度年

【ジュース】

白桃フレンチマヨネーズ

有限会社オノ・フラッツ

1086-273-0501

ブドウ

【販売店舗】スコレー・ファームカフェ「D-CAFE」、農産物楽市みつの里、道の駅かよう、
とっとり・おかやま新橋館 他

ド ラ ゴンフルーツ

ド ラ ゴンフルーツ

有限会社オノ・フラッツ

使用した果実

認定

1086-724-4390

マルベリ ー・ブルーベリ ー

マルベリ ー・ブルーベリ ー

1本（150㎖）972円

岡山県岡山市北区御津吉尾115

2020 度年

【ドレッシング】

岡山白桃ドレッシング
（ノンオイル）

ブドウの産地で知られる地で3代続く農園
が究極のジュースを目指しました。こだわ
りは、一年の中でたった一度味わえるかど
うかという旬のなかのさらにピーク＝極致
の果実を使用すること。甘みと酸味のバラ
スペシャル1本（375㎖）1944円
プレミアム1本（375㎖）3780円
ンスは、ビンテージワインに負けない極上
エクセレント1本（375㎖）1万2960円 の味わいで、記念日のギフトにも最適です。

有限会社スコレー

10868-74-3887

【販売店舗】
美作農園直売所、
農園カフェ湯郷、
オンラインショップ

使用した果実

認定

【ドレッシング】

原料全体の70％を占めるのが、主に赤磐市
産の白桃。モモとオーガニックハチミツの甘
味、リンゴ酢とレモンの酸味が心地よく口
に広がります。女性にうれしいノンオイル
タイプでカロリー控えめ。塩気のあるオー
ドブルやサラダ、ヨーグルトやアイスなど
にかけるソースとしても使える一本です。

岡山県美作市奥585-1

【販売店舗】
岡山県青果物販売、
オンラインショップ 他

2016 度年

1個（80g） 410円

かじゅん

果潤

レモン・ユズ・ミ カン

使用した果実

2017度年

農園スタッフが自社工房で丁寧に一つひと
つ手作りするフルーツプリン。濃厚でしっ
かりした黄身が特徴的な「どんぐり農園」
の「もみじ卵」と、蒜山高原のジャージー
牛乳を使ったプリンはとにかく濃厚。完熟
のニューベリーAの果肉がこぼれだしそう
なブドウゼリーとのコラボを味わって。

有限会社美作農園

1086-224-8401

【ジュース】

岡山プリン〈ぶどう〉

みまさかのうえん

岡山県青果物販売株式会社

ベリーアリカントA、
キャンベル、山ぶどう など

【スイーツ】

岡山県産
シャインマスカット
コンフィチュール

皮ごと食べることができるブドウとして人
気の高いシャインマスカット。優秀な栽培
技術を持つ生産者の確かな果実を無着
色・無香料のコンフィチュールに仕上げま
した。高い糖度と高雅な香り、歯切れのよ
いフレッシュな果肉。翡翠のような美し
い彩りもお楽しみください。

認定

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

せいふうあん

有限会社清風庵

ニュー
ベリーA

使用した果実

2015 度年

ブド ウ

ブド ウ
1個 648円

認定

【ジャム】

おかやま白桃ゼリー

生で食べても十分においしい岡山県産白桃
を、なんと半割りも使用。清らかな高知
県・四万十川の清流水で作ったゼリーには、
果肉のピューレもたっぷり入っています。
シンプルだからこそごまかせない、果実そ
のものを生かした味わい。老舗菓子店が手
がけるダイナミックで粋なスイーツです。

使用した果実

2018 度年

1086-253-9769

岡山県岡山市北区御津吉尾115

1086-724-4390

【販売店舗】
スコレー・ファームカフェ
「D-CAFE」
、
農産物楽市みつの里、
道の駅かよう、
とっとり・おかやま新橋館 他
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使用した果実

2018 度年
認定

清水白桃

使用した果実

2016 度年
認定

清水白桃

【スイーツ】

しきしまどう

青果物のプロが「本物の素材から本物の
商品を」と手がけて誕生した岡山土産の
定番「おかやま桃子」。プリンやジュレ
で知られていますが、こちらは日本茶に
合うお饅頭。品質確かな岡山県産清水白
桃のピューレを白餡に練り込み、上品な
甘さが広がる中、モモの香りが溢れます。

【販売店舗】岡山夢菓匠 敷島堂 県内８直営店舗（邑久総本店、平井店、瀬戸店、大元店、西大寺店、庭瀬店、
赤磐店、さんすて岡山店）、おみやげ街道（JR岡山駅売店）、イオンモール岡山（イオンスタイル）他

清水白桃、黄金桃、
川中島白桃

【販売店舗】
岡山県青果物販売、
オンラインショップ 他

使用した果実

認定

清水白桃

岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

岡山県岡山市北区大供表町1-1

【販売店舗】
JA岡山農産物直売所各店
（はなやか中央店・はなやか瀬戸内店・一本松直売所）他

【お酒】

岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

1086-224-8401

【販売店舗】
くらしき桃子各店、
おみやげ街道
（JR岡山駅売店）
、
天満屋ハピータウン・
天満屋ハピーズ 各店、
岡山県青果物販売、
オンラインショップ 他
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1個（80g）410円

1本（330㎖）430円〜

きびどてしたばくしゅじょうぞうしょ

吉備土手下麦酒醸造所
岡山県岡山市北区北方4-2-18

1086-235-5712

【販売店舗】吉備土手下麦酒醸造所、晴れの国おかやま館、稚媛の里、いろは堂本店、
吉備の里 山手の市、真庭あぐりガーデン 他

白桃きびだんご

きびだんご一筋の専門店が伝統的製法で作る
なめらかで、ふんわり柔らかな食感のきびだ
んご。岡山県産モモの自然の甘みを生かした
ピューレを練り込み、口中にほんのりとモモ
の風味が広がります。10個入の箱はフタを
開けると「桃太郎」がモモから生まれる楽し
い仕掛け。愛らしい個包装も魅力です。

4個入 220円
10個入 500円
やまがたえいじゅどう

株式会社山方永寿堂
岡山県岡山市中区西川原53-8

10868-74-3887

【販売店舗】
美作農園直売所、
農園カフェ湯郷、
オンラインショップ

使用した果実

2012 度年
認定

清水白桃

使用した果実

2020 度年
認定

白桃
【ジャム】

ももバター
〈桃スプレッド〉

岡山の清水白桃
米粉100％
手焼きドーナツ

モモの最高品種とされる清水白桃のジャムを
練り込んだグルテンフリー、米粉100%の
ドーナツです。もちもちの食感に、清水白桃
の上品な風味が感じられる満足度の高い仕上
がりです。「安心安全、身体のなかからきれ
いに」をモットーに、焼きから包装まですべ
て人の手で真心を込めて作っています。

1個 216円

いなほやファクトリー
岡山県岡山市北区表町1-8-67

1086-226-2110

【販売店舗】
岡山タカシマヤ、
髙島屋オンラインストア 他

1086-270-0202

【販売店舗】
山方永寿堂
（さんすて岡山店）
、
おみやげ街道
（JR岡山駅売店）
、
山陽自動車道・吉備SA
（上り）
、
天満屋 空港ショップ、
岡山特産館桃太郎
（岡山桃太郎空港）
、
オンラインショップ 他

【スイーツ】

ばくしゅ

旬の果実を手しぼりしたフルーツフレー
バーの地ビール。なんと樽に使用する果実
は、40㎏以上という贅沢な仕込み内容で
す。果汁は、麦汁とブレンドしてじっくり
と発酵、熟成。ホップのキレのある苦味
と調和します。季節限定醸造のため「た
だいまの季節の麦酒」をお尋ねください。

【スイーツ】

サルナ シ

サルナ シ
おか やまけんせいかぶつはんばい

岡山県青果物販売株式会社

農園スタッフの手作りプリン。美作市産「も
みじ卵」と真庭市産ジャージー牛乳を使った
濃厚なプリンに、あっさりとしてジューシー
な白桃ゼリーをのせた2層仕立て。まずはモ
モの果肉がふんだんに入ったゼリーだけを。
さらにその下のプリンだけを食べたり、両方
をからめて食べたり…と味わい方も多彩。

おかやま果実麦酒
「魔女の物語」

おかやまタルト
フルーツタルト

4個入（４種）810円

白鳳（モモ）、清水白桃、イチゴ、
ピオーネ、ベルガモットオレンジ、キウイ、
ユズなど ※季節によって異なります。

白桃

バナ ナ

バナ ナ

使用した果実

認定

岡山プリン〈白桃〉

岡山県美作市奥585-1

1086-225-3227

使用した果実

2020 度年

【スイーツ】

みまさかのうえん

清水白桃、ニューピオーネ、
シャインマスカット、
マルベリー（桑の実）
【スイーツ】

清水白桃、ニューピオーネ、シャインマ
スカット、そして瀬戸内に浮かぶ白石島
特産のマルベリー（桑の実）。岡山育ちの
４種の果実を丁寧にコンフィチュールに
し、軽く、食べきりサイズの可愛い焼き
タルトに仕上げました。それぞれの果実
の個性が映える旬のおいしさを味わって。

白桃

有限会社美作農園

使用した果実

2019 度年
認定

1本（900g）1400円

おか やましのうぎょうきょうどうくみあい

【販売店舗】
FRUITS-J岡山店
（岡山天満屋 地階 てんちかFOOD GARDEN）
、
FRUITS-J倉敷店
（倉敷天満屋 地階食彩館）
含む各店、
岡山県青果物販売、
オンラインショップ 他

認定

あらごし清水白桃

岡山市農業協同組合

1086-224-8401

使用した果実

2020 度年

ド ラ ゴンフルーツ

ド ラ ゴンフルーツ

おか やまけんせいかぶつはんばい

岡山県青果物販売株式会社

【販売店舗】
おみやげ街道
（JR岡山駅・JR倉敷駅売店）
、
廣榮堂直営店
（さんすて岡山店、
岡山天満屋、
岡山タカシマヤ、
中納言本店、
藤原店など8店舗）
、
オンラインショップ 他

マルベリ ー・ブルーベリ ー

マルベリ ー・ブルーベリ ー

1個（75g）324円

岡山県岡山市中区藤原60 1086-271-0001

1086-253-9769

【ドリンク】

岡山生まれの白桃の最高級品種「清水白
桃 」。 旬 の 旬 は ７ 月 下 旬 の ほ ん の 1 週 間 。
なかなか出逢えないその最良の味を一年中
楽しんでいただけるよう、完熟果をまるご
とシロップ加工し、果肉たっぷりの粗ごし
飲料に…。そのままで、酒類や他のスイー
ツと合わせて。フローズンにも最適。

1個（25g）162円
3個入 540円・6個入 1080円

株式会社廣榮堂

【販売店舗】
清風庵 他

2019 度年

桃のフルーツプリン

気品ある香りの清水白桃、濃厚で歯応えの
ある黄金桃、糖度の高い川中島白桃の3種
類のモモがプリンでそろい踏み。それぞれ
の個性が最大限に生きるよう手間ひまかけ
てピューレにして使用しています。農家で
旬の時期に収穫したおいしい品種の違うモ
モを、楽しく味比べしてみてください。

岡山県岡山市北区下伊福1-4-6

とろけるような岡山の完熟白桃の持ち味を
そこなわぬようピューレにし、ミルクをあ
わせ、口どけの良い餡に炊きあげて…。そ
の餡を優しく包むほの甘いしっとり生地。
トッピングに白桃ジャム、かくし味にはフ
ロマージュ。晴れの国自慢の素材と欧風饅
頭のマリアージュをお楽しみください。

こうえいどう

有限会社清風庵

1086-224-8401

【スイーツ】

1個 324円

はれまーじゅ 岡山白桃

レモン・ユズ・ミ カン

レモン・ユズ・ミ カン

使用した果実

岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

低カロリーでヘルシーな和菓子材料「葛
（くず）」の持ち味を生かした「溶けないア
イス」の逸品。自慢の県産白桃の美味を満
喫いただけるよう、ふんだんに果肉ピュー
レを使用。強氷結の「シャリシャリ」から
「ふんわり」、そして氷結がゆるむ「プルプ
ルン」の口当たりの変化も楽しんで…。
せいふうあん

岡山県青果物販売株式会社
10869-22-0059㈹

【スイーツ】

和菓子屋の
くずもっちアイス
【白桃】

おか やまけんせいかぶつはんばい

岡山県瀬戸内市邑久町尾張1153-1

白桃

【スイーツ】

おかやま桃子
桃まんじゅう

1個 151円

認定

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

おか やまゆめかしょう

岡山夢菓匠 敷島堂

白桃

使用した果実

2019 度年

ブド ウ

ブド ウ
1本（130g）378円
3本入 1134円

認定

【スイーツ】

岡山清水白桃ジュレ

JA岡山との共同企画で、希少な清水白
桃の旬と美味を年中楽しめるように謹製
しました。香料を使用せず、果肉・果汁
ふんだんで、繊細で豊かな甘みと芳醇な
香りはそのままに。ストローで飲める
ジュレとして、清水白桃の優しい口溶け
にもこだわって生み出された商品です。

使用した果実

2019 度年

自家栽培フルーツを女性ならではの目線で自
社加工する「MASAKO BRAND」から誕生。パ
ンをデザートに変身させるスプレッド。シロッ
プ漬けにした白桃の果肉を、バターの温度を
調整しながら分離しないよう溶け込ませまし
た。バターの味が主張しすぎないような配合
で、モモ本来の風味を引き立たせています。

1個（120g）880円

さんようみねるば
岡山県赤磐市斗有819

1086-955-1347

【販売店舗】
岡山天満屋、
赤坂青空市、
アイビーショップ
（倉敷アイビースクエア）他
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使用した果実

2012 度年
認定

鶯宿梅

使用した果実

2019 度年
認定

【お酒】

【スイーツ】

さけひとすじ
辛口・純梅酒

1本（720㎖）1650円

岡山県赤磐市西軽部762-1

岡山県産完熟イチゴのピューレをたっぷり
使用。生イチゴをそのまま食べるような、
濃厚果実味の「溶けないアイス」です。ダ
イエット志向の方にもぴったりな和菓子材
料「葛（くず）」を使い、香りと持ち味を
氷結。温度により「シャリシャリ」から
「ふんわり」、「プルプルン」に変化。

1個 324円

岡山県岡山市北区下伊福1-4-6

1086-957-3117

【販売店舗】
利守酒造、
岡山天満屋、
倉敷天満屋、
イオンモール岡山店
（ハレマチ特区365） 他

レモン・ユズ・ミ カン

認定

ヤーリー

使用した果実

2019 度年
認定

南高梅

岡山県岡山市中区浜2-5-16-9

エキスを多く含む青梅の状態で収穫した自
然栽培の南高梅のみを、100％自社養蜂の
ハチミツで漬け込み、手間と時間をかけて
濃厚なシロップを抽出。南高梅が持つキ
リッとしたうまみと、ハチミツのまろやか
な甘みがほどよく調和した、のど越しよく
スッキリと飲みやすい新ドリンクです。

1本（180㎖）396円

さとのうえん

認定

マルベリー
（桑の実）

【販売店舗】
三穂の郷農園直売所ミホプラザ、
自社ネットショップ 他

使用した果実

2018 度年
認定

ブラック
ベリー

【ジャム】

おか やまけんせいかぶつはんばい

岡山県青果物販売株式会社
岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

1086-224-8401

【販売店舗】
FRUITS-J岡山店
（岡山天満屋 地階 てんちかFOOD GARDEN）
、
FRUITS-J倉敷店
（倉敷天満屋 地階食彩館）
含む各店、
岡山県青果物販売、
オンラインショップ 他
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「くだもの王国おかやま」の名物スイー
ツ「おかやま桃子」シリーズ。そのライン
アップとして、甘くまっ赤に育ったイチゴ
を贅沢に使ったフルーツ・プリンが登場。
イチゴの醍醐味そのままに、ほどよい酸味
となめらかさにこだわって作りました。果
実のプロの自慢の味をお楽しみください。

4個入 648円
8個入 1296円

岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

有限会社オノ・フラッツ
岡山県岡山市中区浜2-5-16-9

1086-273-0501

【販売店舗】酒工房 独歩館、天満屋 空港ショップ（岡山桃太郎空港）、
晴れの国おかやま館、OKAYAMA GARDEN 他

イチゴ
【スイーツ】

【スイーツ】

4個入 519円
10個入 1296円 など
※パッケージ・価格等、変更予定

紅ほっぺ、
章姫、
さちのか

使用した果実

2018 度年
認定

【スイーツ】

さちのか、
章姫、
紅ほっぺ

湯郷美人
なめらか生クリーム大福
完熟いちご

岡山プリン〈いちご〉

湯郷温泉とコラボした「湯郷美人ブラン
ド」のアイテムです。自社生産のヒメノモ
チ100%のモチ生地の中には、『美作農
園』で朝採りした新鮮かつ完熟の紅ほっぺ、
章姫、さちのかをブレンドしたイチゴジャ
ムが。そこに甘さ控えめであっさり味の生
クリームを加えて仕上げています。

美作の自然の恵みをぎゅっと詰め込んだフ
ルーツプリン。上層のゼリーは農園で収穫し
た甘くて大きなイチゴを使用。果肉を残した
ゼリーは、ほどよい食感に。下層は『どんぐ
り農園』の「もみじ卵」と蒜山高原のジャー
ジー牛乳を使った濃厚プリン。イチゴの酸味
とプリンの甘みの二重奏がたまりません。

みまさかのうえん

有限会社美作農園
岡山県美作市奥585-1

10869-22-0059（代）

【販売店舗】岡山夢菓匠 敷島堂 県内8直営店舗（邑久総本店、平井店、瀬戸店、大元店、西大寺店、庭瀬店、
赤磐店、さんすて岡山店）、おみやげ街道（JR岡山駅売店）、イオンモール岡山（イオンスタイル）他

ゆのごう

1個 210円

大正浪漫を代表する詩人画家「竹久夢二」に
ちなんだ和菓子を作る、創業70年以上の老
舗から登場。岡山県産イチゴを使ったコンフィ
チュールは、天然の香りと色合いで爽やか。
その風味をいっそう引き立てるのは白いんげ
ん豆の白餡と、ミルク香るしっとり生地。3
層の味わいを楽しめる洋風和菓子です。

しきしまどう

岡山県瀬戸内市邑久町尾張1153-1

使用した果実

認定

ゆめじ

いちご夢二

おか やまゆめかしょう

1086-224-8401

2019 度年

Fruit Jewelry Series
ウィズ
岡山ブラックベリーwith
ハイビスカス

1個（120g）864円

認定

岡山夢菓匠 敷島堂

【販売店舗】
くらしき桃子各店、
天満屋ハピータウン・天満屋ハピーズ 各店、
岡山県青果物販売、
オンラインショップ 他

フルーツ ジュエリー シリーズ

ルビーと見まがう宝石のような赤は、岡山
県産ブラックベリーと農園「夢百姓」で収
穫されるハイビスカスローゼル（ハーブ）
が織り成す自然な彩り。時間をかけ丁寧に
裏ごししたベリーと、心地よい酸味を合わ
せ持つハーブの出逢いに、きび糖、レモン
汁、白ワインで風味づけた上品な味わいを。

使用した果実

2017度年

10868-74-3887

【販売店舗】
美作農園直売所、
農園カフェ湯郷、
湯郷温泉各旅館・ホテル 他

1個（80g）410円

サルナ シ

サルナ シ
1個（125g）756円

瀬戸内に浮かぶ笠岡諸島のひとつ、白石
島。その島に自生するマルベリーを100%
使用したコンフィチュールです。桑の実
は漢方に用いられるほど栄養価の高い果
実ですが、鮮度の落ちが早いため市場に
はなかなか出回ることがありません。珍
しい果実の甘酸っぱさをご堪能ください。

【販売店舗】くらしき桃子各店、おみやげ街道（JR岡山駅売店）、天満屋ハピータウン・
天満屋ハピーズ 各店、岡山県青果物販売、オンラインショップ 他

いちごぷりん

【ジャム】

岡山県白石島産
マルベリー（桑の実）
コンフィチュールジャム

1086-224-8401

バナ ナ

バナ ナ

使用した果実

2012 度年

10866-55-9442

岡山県岡山市北区岡南町2-3-1

【スイーツ】

おか やまけんせいかぶつはんばい

岡山県加賀郡吉備中央町岨谷1399-7

【販売店舗】酒工房 独歩館、天満屋 空港ショップ（岡山桃太郎空港）、
晴れの国おかやま館、OKAYAMA GARDEN 他

イチゴ

岡山県青果物販売株式会社

三穂の郷農園

1086-273-0501

使用した果実

認定

岡山県青果物販売株式会社

ド ラ ゴンフルーツ

ド ラ ゴンフルーツ

熟すと特有の芳醇な香りを放つことから、
「香り梨」とも呼ばれる希少なナシ・ヤー
リー。今では岡山市西大寺地区以外ではなか
なか入手しづらくなった貴重なこの果実を、
シャクシャクとした食感を残しながら無添加
のジャムに仕上げました。少量のリキュール
を加え、ちょっと大人びた味わいです。

4個入 648円
8個入 1296円

マルベリ ー・ブルーベリ ー

マルベリ ー・ブルーベリ ー

はちみつ梅ドリンク

みほ

10869-22-0059（代）

2020 度年

【ドリンク】

フルーツ ジュエリー シリーズ

「本物の商品は本物の素材から」をテーマに
した「おかやま桃子」シリーズ。晩生品種の
金桃を農家から仕入れ、ふんだんに使用。清
水白桃よりも濃厚な甘さ、適度な酸味、そし
て金桃をイメージしやすい黄色の色味。岡山
の青果物に20数年間関わってきたプロが推
奨する確かな味わいをお楽しみください。

おか やまけんせいかぶつはんばい

【販売店舗】岡山夢菓匠 敷島堂 県内8直営店舗（邑久総本店、平井店、瀬戸店、大元店、
西大寺店、庭瀬店、赤磐店、さんすて岡山店）

Fruit Jewelry Series
岡山梨ジャム

有限会社オノ・フラッツ

しきしまどう

岡山県瀬戸内市邑久町尾張1153-1

【販売店舗】
清風庵 他

【ジャム】

1個（120g）864円

きんとう

金桃ぷりん

レモン・ユズ・ミ カン

使用した果実

2019 度年

おかやま桃子

毎朝、職人が丁寧に手包みする、1月中
旬〜3月中旬頃までの季節限定商品です。
まるごと入った大粒のイチゴは、JA西大
寺の協力と自社農園から。希少な最高等級
の2Lサイズのみを使用。この大福専用に
炊いた自社製餡と、つきたての九州産肥沃
米のお餅が果実の酸味を引き立てます。

※販売価格未定
※期間限定販売
おか やまゆめかしょう

1086-253-9769

【スイーツ】

こだわり
いちご大福

岡山夢菓匠 敷島堂

有限会社清風庵

中山金桃、
黄金桃

【スイーツ】

和菓子屋の
くずもっちアイス
【イチゴ】

せいふうあん

利守酒造株式会社

イチゴ

認定

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

としもりしゅぞう

さちのか、
さがほのか、
紅ほっぺ

使用した果実

2017度年

ブド ウ

ブド ウ

蔵元の技で手がける、ウメ本来の風味を生
かした梅酒。一般的な梅酒より甘さを抑え
てあり、すっきり辛口な仕上がりです。梅
酒に最適な岡山県産「鶯宿梅」をひと粒ず
つ手洗いし、丁寧にヘタを取り、ウメエキ
スを最大限に抽出。特別に仕込んだ日本酒
を使用し、砂糖を最小限に抑えました。

使用した果実

みまさかのうえん

有限会社美作農園
岡山県美作市奥585-1

10868-74-3887

【販売店舗】
美作農園直売所、
農園カフェ湯郷、
オンラインショップ
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使用した果実

2019 度年
認定

レモン

使用した果実

2019 度年
認定

レモン

フルーツ ジュエリー シリーズ

美しい海・島…「日本のエーゲ海」といわれる
瀬戸内市牛窓の風景。陽光そそぐ果樹園の無農
薬レモンを皮ごとそのまま、天然のペクチンを
生かし、素材感いっぱいに炊き上げました。冬
ならお湯割でハチミツ＆レモン風に。またスコー
ンやヨーグルトに添えて。クリームチーズとの相
性も抜群。菓子・料理材料にも最適です。

岡山食材の魅力を全国に発信中の料理家が
とりあげたのは岡山の旬果。陽光そそぐ瀬
戸内の無農薬レモンの彩りから着想したの
は『幸せの黄色いハンカチ』。純良バター
やてんさい糖、国産薄力粉とあわせ、ふん
わり優しく爽やかな柑橘風味の香ばしさ。
レモンマーマレードがアクセントに…。

1本 1080円

岡山県岡山市中区浜2-5-16-9

【販売店舗】酒工房 独歩館、天満屋 空港ショップ（岡山桃太郎空港）、
晴れの国おかやま館、OKAYAMA GARDEN 他

レモン・ユズ・ミ カン

認定

レモン

認定

レモン

認定

バーテンダーの匠の味を家飲みでも。白
樺炭ろ過ならではのまろやかさが自慢の
クラフトウォッカ「晶光（あきひかり）」
をベースに瀬戸内の陽光を浴びて豊かに
香る100％岡山県産レモン果汁を使用。
切れ味上々、軽やかなのど越し。レモン
の酸味とのバランスも絶妙です。

泡立てた卵白に、レモンの生搾り果汁と
アーモンドダイスを加えて焼き上げたメレ
ンゲ菓子。決め手の「せとふじレモン」
は緑色の時期に収穫、レモンの風味が際
立っています。爽やかな酸味と、アーモ
ンドのコクと香ばしさを融合させて、軽
やかでサクサクの食感に仕上げました。

ガトーマテリオ
1086-272-5594

【販売店舗】
酒工房 独歩館、
県内酒販店、
岡山県内のセブン-イレブン、
オンラインショップ 他
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14個入 389円

岡山県玉野市田井1-23-16 10863-32-4117
【販売店舗】
ガトーマテリオ、
道の駅みやま公園、
玉野観光案内所
（JR宇野駅）

レモン
【スイーツ】

1本 1620円

瀬戸内
れもんサブレ

風光明媚な牛窓町にある「大倉農園」で大
切に育てられた樹熟（きうれ）レモンを使
用。小麦粉も瀬戸内市で栽培した「ふくほ
のか」と「ぼっけぇー粉」を独自に配合し
て、北海道産バターで香ばしく軽やかに焼
き上げています。水戸岡鋭治氏がデザイン
監修したパッケージも印象的です。

1枚 119円
5枚入 594円
10枚入 1188円
おか やまゆめかしょう

しきしまどう

岡山夢菓匠 敷島堂

岡山県瀬戸内市邑久町尾張1153-1

1086-253-9769

【販売店舗】
清風庵、
おみやげ街道
（JR岡山駅売店） 他

【販売店舗】岡山夢菓匠 敷島堂 県内8直営店舗（邑久総本店、平井店、瀬戸店、大元店、西大寺店、庭瀬店、
赤磐店、さんすて岡山店）、おみやげ街道（JR岡山駅売店）、イオンモール岡山店（イオンスタイル）他

使用した果実

2017度年
認定

レモン

使用した果実

2016 度年
認定

レモン

【かまぼこ】

【スイーツ】

瀬戸内レモンかまぼこ

創業90余年、うす板かまぼこで知られる老舗か
ら、新しい味わいのかまぼこが登場。高品質なす
り身に合わせるのは、岡山県産レモンの皮。どこ
から食べても爽やかなレモンの風味を感じること
ができるようピールの配分を考え、職人が手付け
で仕上げています。シコシコした歯応えの中、魚
のうまみと、レモンの風味が広がります。

1個 410円

はせいしょうてん

株式会社長谷井商店
岡山県岡山市北区二日市町232

10869-22-0059（代）

もちもちの
岡山れもんケーキドーナツ

岡山県産レモンのジャムをたっぷり練り込
んで、爽やかさ満点。グルテンフリーの米
粉100%の生地をベースに大和いも粉や平
飼いされた鶏の卵など厳選素材を使用。味
わい深いホワイトチョコをコーティングし、
色鮮やかなピスタチオをトッピング。ほん
のり懐かしい味わいの手焼きドーナツです。

1個 357円

いなほやファクトリー
1086-225-0691

【販売店舗】備前・岡山はせい岡山天満屋店 他

岡山県岡山市北区表町1-8-67

1086-226-2110

【販売店舗】岡山タカシマヤ 他
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サルナ シ

サルナ シ

匠バーテンダー
家飲みカクテル
ウォッカレモンサワー

認定

れもん

創業60年以上の老舗菓子店が手作りする、
瀬戸内市牛窓産のレモンを使用した風味豊
かなロールケーキ。岡山の伝統銘菓「吉備
団子」を芯にして、レモンピールをたっぷ
り混ぜたコクのあるクリームと、しっとり
ふわふわの生地でロール。表面にレモンス
ライスを飾って仕上げています。

【スイーツ】

玉野レモン
アーモンドロッシェ

みやしたしゅぞう

岡山県岡山市中区西川原184

レモン

使用した果実

2013 度年

おかやま檸檬ロール

岡山県岡山市北区下伊福1-4-6

使用した果実

2020 度年

たくみ

宮下酒造株式会社

【スイーツ】

せいふうあん

【販売店舗】
ガトーマテリオ、
道の駅みやま公園、
玉野観光案内所
（JR宇野駅）

【お酒】

1本（250㎖）440円

レモン

【販売店舗】
利守酒造、
岡山天満屋、
倉敷天満屋、
イオンモール岡山店
（ハレマチ特区365） 他

バナ ナ

バナ ナ

使用した果実

使用した果実

1086-957-3117

ド ラ ゴンフルーツ

ド ラ ゴンフルーツ

【販売店舗】
ガトーマテリオ、
道の駅みやま公園、
玉野観光案内所
（JR宇野駅）

岡山県赤磐市西軽部762-1

1086-253-9769

有限会社清風庵

岡山県玉野市田井1-23-16 10863-32-4117

岡山県玉野市田井1-23-16 10863-32-4117

認定

2個入 184円

1本（720㎖）1760円

としもりしゅぞう

認定

玉野レモン＆玉野米粉
ホロホロクッキー

玉野市産の「せとふじレモン」と米粉で
製造。小麦粉や卵不使用で、甘さ控えめ。
防腐剤・ワックス不使用、爽やかな酸味
が際立つ緑色の時期に収穫されたレモン
の皮と生搾り果汁をたっぷり。口に運ぶ
とホロホロッと崩れて、レモンの風味が
追いかけてきます。

数々の受賞歴を誇る老舗蔵元から誕生。特
別に仕込んだ日本酒と瀬戸内市で収穫され
た国産レモンで作った和のリキュールです。
果汁は使用せず、一つひとつ手洗いしたレ
モンをまるごと半年かけて漬け込み、じっ
くりエキスを抽出。濃厚な風味と酸味が広
がり、後から皮の苦みが追いかけてきます。

利守酒造株式会社

2015 度年

【スイーツ】

ガトーマテリオ

ガトーマテリオ

2020 度年

レモン

さけひとすじ
国産れもん酒

マルベリ ー・ブルーベリ ー

マルベリ ー・ブルーベリ ー

1個 184円

1個 216円

【販売店舗】
清風庵、
おみやげ街道
（JR岡山駅売店）
、
山陽自動車道・吉備SA
（上り）他

使用した果実

2020 度年

玉野レモンの
ダグワーズ

玉野市産「せとふじレモン」は、香り高く、
爽やかな酸味が際立つ緑色の時期に収穫。
防腐剤・ワックス不使用のレモンの生搾り
果汁と皮を、玉野市産の米粉の生地に混ぜ
込みました。豊かなレモン風味のもちっと
した食感の生地に、ほんのりレモンの酸味
を添えた甘さ控えめクリームが絶妙です。

瀬戸内市牛窓町の完熟レモンで作ったリ
キュール漬けのピールが大人っぽいアクセ
ント。真庭市蒜山の濃厚なジャージー牛の
ミルクとバターを使用した生地とよく合い
ます。コーティング用のチョコは、イタリ
ア産と日本産をブレンド。岡山県産の厳選
素材でひと味違ったリッチな味わいです。

岡山県岡山市北区下伊福1-4-6

1086-273-0501

【お酒】

れもん

おかやま檸檬ケーキ

せいふうあん

【販売店舗】天満屋ハピータウン原尾島店 他

【スイーツ】

レモン

レモン・ユズ・ミ カン

使用した果実

2020 度年

レモン

有限会社清風庵

有限会社オノ・フラッツ

1086-273-0501

使用した果実

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

岡山県岡山市中区浜2-5-16-9

【スイーツ】

使用した果実

ブド ウ

ブド ウ

Fruit Jewelry Series
岡山レモンマーマレード

幸せの黄色いレモンケーキ

有限会社オノ・フラッツ

認定

【スイーツ】

【ジャム】

1個（120g）864円

2012 度年

使用した果実

2019 度年
認定

バナナ

使用した果実

2018 度年
認定

バナナ

【スイーツ】

岡山県岡山市南区藤田1166

岡山県岡山市南区藤田1166

【販売店舗】
おかやまおひさまファーム藤田農園直売所

バナナ

【お酒】

岡山県赤磐市河本1113

1086-955-0130

【販売店舗】
赤磐酒造、
道の駅がいせん桜新庄宿、
サルナシの里新庄 他

●掲載商品はパッケージデザインの変更などがあります。ご了承
ください
●こだわりの逸品「おかやま果実」は、特に生産地や旬にこだわっ
ている商品のため、果物の収穫状況、製法によって、期間限定であっ
たり少量生産、また販売時期などが変更になる場合があります
●お求め前に販売店舗などに変更がないか詳細を各社にご確認
ください
●ハチミツを使用した商品については1歳未満の乳児には与えな
いようにご注意ください。またアレルギーなど気になる原材料につ
いては、各社へお問い合わせください
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みほ

ヨイキゲン株式会社

岡山県総社市清音上中島372-1 10866-94-0011
【販売店舗】
倉敷天満屋、
セブン-イレブン
（真備町箭田店、
真備町尾崎店）
、
ローソン清音店 他

「おかやま果実」ホームページで、
もっと詳しく。
「おかやま果 実 」ホームページでは、
パンフレットでご 紹 介できなかった
商品のこだわりのポイント、つくり手の
思いなどをお伝えしています。ぜ ひ
チェックしてみてください。
また、こだわりの 逸 品「 おかやま
果実」実行委員会では「おかやま果
実」の商品を募集しています。興味の
ある方は気軽にお問い合わせください。

お問い
合わせ

岡山商工会議所

こだわりの逸品「おかやま果実」実行委員会

1本（720㎖）2074円

〒700-8556 岡山市北区厚生町3-1-15
TEL 086-232-2262
FAX 086-225-3561
平日 9：00〜17：30
休業／土曜・日曜・祝日

さとのうえん

【カレー】

果樹園の
フルーツカレー
（ドラゴンフルーツ入り）

1袋（210g）734円

珍しい南国の果実・ドラゴンフルーツ。
その実は、低カロリーで食物繊維とビタ
ミン、ミネラル類も豊富な「栄養の宝庫」。
味はあっさり上品な甘さです。自家果樹
園で農薬不使用で栽培した品質確かな果
実を使って、種子のプチプチ感も楽しめ
るよう優しくゆっくり煮込みました。

有限会社スコレー

三穂の郷農園

岡山県加賀郡吉備中央町岨谷1399-7

ドラゴン
フルーツ

10866-55-9442

【販売店舗】
三穂の郷農園直売所ミホプラザ、
自社ネットショップ 他

岡山県岡山市北区御津吉尾115

1086-724-4390

【販売店舗】スコレー・ファームカフェ「D-CAFE」、農産物楽市みつの里、道の駅かよう、
とっとり・おかやま新橋館 他

「フルーツパフェの街おかやま」で、
岡山らしい美味パフェを召し上がれ！
岡山には、
「フルーツパフェの街おかやま」
と
いうフルーツプロジェクトもあります。これは、
岡山県産のフルーツをもっと気軽に楽しんで
欲しいという願いから始まりました。岡山では
１年間を通していろいろな果物が収穫される
ので「フルーツパフェの街おかやま」に参加し
ている岡山市内約30店の参加店では、1年
中パフェを食べることができます。内容は収穫
される果実によって変わるの
で、
とても楽しみ。岡山県産
のフルーツを主 役にしたパ
フェを、ぜひ味わいに岡山へ
お越しください。

サルナ シ

サルナ シ

●商品の価格は消費税込の表示になっています。
（2021年12月3日現在）
●販売店舗・オンラインショップ・変更後の価格など
詳細については各社までお問い合わせください。

1本（275㎖）864円

認定

ブルーベリーと完熟梅

果樹を自然栽培で育てる農園が手作りする、
こだわりのドリンク。草取り、受粉のための
ニホンミツバチ養蜂など手間ひま惜しまず、
無施肥、無農薬で育てた完熟ブルーベリーを、
ひと粒ひと粒手摘みし、そのまま絞っていま
す。クエン酸を使わず希少な完熟南高梅を加
えることで、濃厚で芳醇な香りも楽しめます。

使用した果実

2014 度年

【ドリンク】

岡山バナナのあまざけ

100有余年の歴史をきざむ酒造場のフ
ルーツ甘酒。麹には岡山のアケボノ米を
使用。無農薬・完熟の岡山バナナのやさ
しく甘い香りで、だれもが笑顔に。ク
リーミーで新感覚のヘルシー飲料に仕上
がっています。美容はもちろん、栄養補
給にもおすすめです。

【販売店舗】
JA岡山農産物直売所各店
（はなやか中央店・はなやか瀬戸内店・一本松直売所）他

バナ ナ

バナ ナ

お求め前にご確認ください

ブルーベリー、
南高梅

1086-225-3227

ド ラ ゴンフルーツ

ド ラ ゴンフルーツ

あかいわしゅぞう

赤磐酒造株式会社

使用した果実

認定

岡山県岡山市北区大供表町1-1

マルベリ ー・ブルーベリ ー

マルベリ ー・ブルーベリ ー

杜氏の技と自然の味わいを生かした、唯
一無二の一本。「日本で最も美しい村」と
して知られる新庄村特産の健康果実を一
年間、純良焼酎に漬け込み、透明感ある
琥珀色に仕上げました。果実特有の酸味
や自然味を残しつつ、まろやかでスッキリ
と飲みやすい、ヘルシーリキュールです。

10866-55-9442

2017度年

【ドリンク】

さるなしのお酒

おか やましのうぎょうきょうどうくみあい

岡山市農業協同組合

【販売店舗】
三穂の郷農園直売所ミホプラザ、
自社ネットショップ 他

使用した果実

認定

1本（900g）1296円

瀬戸内海の潮風薫る南斜面の果樹園で、だい
だいに色づく特級クラスの温州ミカン。気品
ある豊かな味わいは、古くから「岡山・裳掛
（もかけ）地区のミカン」と珍重されてきま
した。希少なその果実を、ビタミン群や繊維
質もたっぷりのヘルシーなジュースに変え、
完全無添加でお届けします。

レモン・ユズ・ミ カン

レモン・ユズ・ミ カン

サルナシ

1本（370㎖） 880円

岡山県加賀郡吉備中央町岨谷1399-7

1086-552-5702

2020 度年

さとのうえん

三穂の郷農園

【販売店舗】
おかやまおひさまファーム藤田農園直売所

使用した果実

認定

1本（720㎖）3024円

みほ

おかやまおひさまファーム株式会社

1086-552-5702

2018 度年

1個（120g）1382円

あらごしみかんじゅーす

ハチミツと柚子

新鮮なユズをまるまるギュっと手搾り。
香り成分や柑橘油たっぷりの果汁に、自
社養蜂ハチミツを黄金比率でブレンドし、
砂糖不使用の無添加ドリンクに仕上げまし
た。心和む香りとハチミツの甘さと、心地
よい酸味のマリアージュ。寒い日はホット
でも…。子どもから大人まで楽しめます。

ミカン
【ジュース】

【ドリンク】

岡山バナナバター

話題の純国産バナナ。緑の未熟収穫輸入品
と異なる「木成り成熟」の味は絶品。華や
かな香りと、とろける甘さの完熟ピュア・
ジャムに、純良バターで、ほどよい塩味を
添えました。パンに塗って、美味なフルー
ツトーストに。オードブルに、アイスク
リームにプラスと様々にアレンジを。

認定

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

モモ・イ チゴ・ウメ・ヤー リー・ブラックベリー

おかやまおひさまファーム株式会社

ユズ

使用した果実

2019 度年

ブド ウ

ブド ウ
1個（120㎖）450円〜

認定

【ジャム】

おかやまトロピカルジェラート
プレミアムバナナ

無農薬・純国産の岡山バナナ。輸入品とは
まったく違う熟し方ならではの、驚きのお
いしさが自慢。この味をいつでもどこでも
すぐに…と考え生まれたのがこのアイスク
リーム。香料不使用で無着色、グルテンフ
リー。ヘルシーで自然な味のトロピカルス
イーツをお探しの方にも最適です。

使用した果実

2018 度年
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