
11

幸せのメロンと白桃パフェ
780円
幸せのメロンと白桃パフェ
780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

12 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）

13 岡山市北区今3-25-20　1086-242-0220
a6：30～22：00（OS21：30）
qなし　p55台

岡山珈琲館 大野辻店

9

お城パフェ 
1078円　※1日限定50食
お城パフェ 
1078円　※1日限定50食

岡山市北区丸の内2-3-1　岡山城天守閣内　1086-221-0758
a9：30～17：00（OS16：30）　qなし　pなし　※岡山城入場
料（高校生以上320円、小・中学生130円）が別途必要

岡山市北区丸の内2-3-1　岡山城天守閣内　1086-221-0758
a9：30～17：00（OS16：30）　qなし　pなし　※岡山城入場
料（高校生以上320円、小・中学生130円）が別途必要

お城茶屋お城茶屋

16

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
五果苑フルーツパフェ
770円

岡山市北区芳賀5385-6　3080-6261-8910　
a10：00～18：00　
q水曜　p10台　

四代目 五果苑20

岡山の
白桃・マスカット・バナナ&
蒜山ジャージー
ロイヤルソフトクリーム
使用の100%岡山パフェ。

岡山の
白桃・マスカット・バナナ&
蒜山ジャージー
ロイヤルソフトクリーム
使用の100%岡山パフェ。

100%オール岡山蒜山ジャージーロイヤルフルーツパフェ
950円
100%オール岡山蒜山ジャージーロイヤルフルーツパフェ
950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
a10：00～16：00（OS15：00）、18：00～24：00（OS23：00）　※夜は完全
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
a10：00～16：00（OS15：00）、18：00～24：00（OS23：00）　※夜は完全
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 うどん虎日本酒肉バル 市場レストラン うどん虎

10

岡山の季節パフェ 
896円
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）Pâtisserie Souhait Salon de Thé（パティスリースゥエ サロン ド テ）

17

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
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21

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
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　※金～日曜、祝日は6：30～24：00
q不定休　p6台

cafe＆bar douze（ドゥーズ）

23

地元西大寺産のピオーネや
シャインマスカットが
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
シャインマスカットが
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。

旬の果実パフェ
880円
旬の果実パフェ
880円

岡山市東区西大寺中2-8-12　1086-943-6268　
a8：00～18：00　※パフェの提供時間は14：00～18：00　
q月曜　※月1回不定休あり　p20台

カフェ・ド・アラローム

18

県産イチゴと愛らしい
カステラの
ピンチョスでキュートに。
岡山後楽園の散策あとの
ひと時にもおすすめ。

県産イチゴと愛らしい
カステラの
ピンチョスでキュートに。
岡山後楽園の散策あとの
ひと時にもおすすめ。

irodoriパフェ 
1000円
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　
a11：00～20：30（OS20：00）　※土・日曜、祝日は10：00～20：30（OS
20：00）　※パフェの提供時間は14：00～18：00　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　
a11：00～20：30（OS20：00）　※土・日曜、祝日は10：00～20：30（OS
20：00）　※パフェの提供時間は14：00～18：00　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」irodori22

自慢の県産
フルーツに高品質、
純良自家製の
ミルクジェラートがコラボ。
牧場自慢の味をどうぞ。

岡山県産フルーツパフェ
864円
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　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　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

4

いちごパフェ
1320円
いちごパフェ
1320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

1

甘酸っぱいイチゴに
ルビーチョコクリーム、
蒜山ジャージー牛乳使用の
カスタードがマッチ。
大きなミルフィーユが目を引く。

甘酸っぱいイチゴに
ルビーチョコクリーム、
蒜山ジャージー牛乳使用の
カスタードがマッチ。
大きなミルフィーユが目を引く。

岡山県産いちごづくしのフルーツパフェ
1800円
岡山県産いちごづくしのフルーツパフェ
1800円

岡山市北区駅元町15-1　1086-898-2268　
a11：30～21：30（OS21：00）　※パフェの提供時間は14：30～
17：30（OS16：00）　qなし　p270台

岡山市北区駅元町15-1　1086-898-2268　
a11：30～21：30（OS21：00）　※パフェの提供時間は14：30～
17：30（OS16：00）　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

6

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）

7

ももパフェ
1320円
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

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）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

5

もんげーバナナパフェ
1320円
もんげーバナナパフェ
1320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　a11：00～20：00（OS19：30）　※金・土曜は11：
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

いちごのジェラートパフェ
702円
いちごのジェラートパフェ
702円

岡山市北区横井上83-3　1086-230-6601
a9：00～20：00
qなし　p890台（共同）

岡山市北区横井上83-3　1086-230-6601
a9：00～20：00
qなし　p890台（共同）

ミルク工房 ジェラテリアMISAO（ミサオ） エブリイOkanaka津高店ミルク工房 ジェラテリアMISAO（ミサオ） エブリイOkanaka津高店

15 岡山市南区北七区628　1086-362-5542　
a10：30～18：00　※10～4月は10：30～17：00　
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）

2

旬の旬をとらえた
岡山の極上モモの
とろける美味。
パティシエ特製のスイーツと
爽やかな新鮮果実も添えて。

旬の旬をとらえた
岡山の極上モモの
とろける美味。
パティシエ特製のスイーツと
爽やかな新鮮果実も添えて。

生果汁使用のアイスの上に
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
アクセントに。

生果汁使用のアイスの上に
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
アクセントに。

岡山県産白桃パフェ2020
2000円
岡山県産白桃パフェ2020
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
※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
※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

8

出石大正浪漫パフェ夏物語2020 
1210円
出石大正浪漫パフェ夏物語2020 
1210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

3

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
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cafe モン・ルポ19

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（しゅせいのかがやき）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（しゅせいのかがやき）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

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。
季節いろいろ装いを変えて…。

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。
季節いろいろ装いを変えて…。

希少な国産バナナの美味。
岡山生まれ･岡山育ち･
無農薬栽培の
岡山もんげーバナナを満喫。
多彩なスイーツとともに。

希少な国産バナナの美味。
岡山生まれ･岡山育ち･
無農薬栽培の
岡山もんげーバナナを満喫。
多彩なスイーツとともに。

甘さ抜群の県産イチゴとともに
グラスに詰め込んだ
優しい味わいの
ミルクブラマンジェや
ゼリーやムースも楽しんで。

甘さ抜群の県産イチゴとともに
グラスに詰め込んだ
優しい味わいの
ミルクブラマンジェや
ゼリーやムースも楽しんで。

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、
パティスリーならではの
技術を生かした華やかなパフェ。

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、
パティスリーならではの
技術を生かした華やかなパフェ。

ジャスミンティーのジュレに
濃厚な白桃のピューレ。
その上にフレッシュな
県産フルーツを
ふんだんにデコレート。

ジャスミンティーのジュレに
濃厚な白桃のピューレ。
その上にフレッシュな
県産フルーツを
ふんだんにデコレート。

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プラス。
二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プラス。
二段重ねのジェラートも
旬の味わい。

濃厚な搾り立て牛乳から作る
イチゴの果肉入り
自家製ジェラートと
生乳ミルクソフトが
イチゴの味を引き立てる。

濃厚な搾り立て牛乳から作る
イチゴの果肉入り
自家製ジェラートと
生乳ミルクソフトが
イチゴの味を引き立てる。

芳醇な香りの県産
足守メロンと白桃を
贅沢にカット。
グラスの中にピーチ寒天や
ピーチアイスがひしめく。

芳醇な香りの県産
足守メロンと白桃を
贅沢にカット。
グラスの中にピーチ寒天や
ピーチアイスがひしめく。

café Antenna（アンテナ）café Antenna（アンテナ）

ふ

ごかえんこ

さけこうじ

いろどりいろどり
岡山料理専門店 cooking of art Ikiya（イキヤ）

■パンフレットの情報は、2020年8月10日現在のものです。
■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。掲載写真は一例です。
■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。また、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。
■価格は税込み表示です。

写真はイメージです。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。

詳しくはWebを
チェック！

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。

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。※詳しくは直接店舗へお問い合わせください。　


