
岡山市内の飲食店で「地産地消応援メニュー」を食べよう!!

岡山気鋭のシェフと生産者がコラボ！

地元の農産物を使って「地産地消メニュー」を創作しました。
岡山の2021年秋の味覚をぜひお楽しみください！

入荷の状況によっては、岡山県内産の生産品に代替えする場合がございます。
また提供数に限りがあり、なくなり次第終了となります。ご了承ください。

01 あがいやんせ ふくみ家
あっさり醤油のりたまラーメン

700円※1日10食限定

もみじたまご…湯浅養鶏場／晴れ
の国から 岡山若のり おにぎりの
り…岡山県漁業協同組合連合会

地産地消
食材

所在地/岡山市北区野田1-10-23
TEL/086-241-1733
営/11:00～15:00（OS14:30）／
17:00～22:00（OS21:30）
休/なし
P/5台

http://www.agaiyanse-ramen.com/

02 岡山農業高校レストラン
チキン南蛮

825円（テイクアウト700円）

さつまいも…（株）一所懸命農園
／青バナナ…おかやまおひさま
ファーム（株）

地産地消
食材

所在地/岡山市北区平和町4ｰ3
TEL/086-233-7008
営/11:00～14:00（OS13:30）／
17:00～23:00（OS22:00）
休/月曜 ※祝日の場合は翌日
P/なし

［Instagram］＠okayama0902

http://www.agaiyanse-ramen.com/


03 ジ ュ ・ フ ォ ヴ ィ ア ン
米粉のもちもちクレープ
足守メロンのショートケーキ

クレープ1個400円、ショートケーキ450円

足守メロン…板野純也／米粉…（株）一所
懸命農園／冷凍苺、苺ピューレ…（株）
おおもり農園／さつまいも…岡山市地域お
こし協力隊

地産地消
食材

所在地/岡山市北区西古松西町9ｰ26
TEL/086ｰ246ｰ3088
営/11:00～19:00
休/月・火曜
P/2台

04 2nd Life Dining Place
岡山県産温羅の舞リゾット
備前⿊⽑和⽜ロースのせ

2800円 ※1日10食限定

備前黒毛和牛ロース…（株）岡山ミー
ト／お米（温羅の舞）…岡山市農業協同
組合／アスパラ…あっ！くんFarm

地産地消
食材

所在地/岡山市北区平和町4ｰ6
TEL/086ｰ206ｰ4770
営/11:30～15:00（OS14:00）／
17:00～24:00（OS 23:30）
休/日曜、祝日
P/なし

https://2ndlife-d.com

05 S A L T ー 石 川 食 堂
さつまいもの焼きプリン

400円

さつまいも…（株）一所懸命農園
／もみじたまご…湯浅養鶏場

地産地消
食材

所在地/岡山市北区丸の内2-12-14
TEL/086-238-9910
営/11:30～OS14:00／
17:00～OS21:00
※日曜は～OS16:00
休/月曜
P/なし

https://salt-ishikawa.com

06 た こ や き バ ー R E E F
⻩ニラタコ焼き

660円

黄ニラ…岡山市農業協同組合／晴れの国
から岡山若のり味付のり、岡山県産す
じ青のり…岡山県漁業協働組合連合会／
桃太郎カットねぎ…（有）岡山県農商／
もみじたまご…湯浅養鶏場

地産地消
食材

所在地/岡山市北区柳町1-2-11VCビル3-4階
TEL/086-227-1955
営/20:00～AM3:00
休/なし
P/なし

https://takoyakibar-reef.jp/

https://2ndlife-d.com
https://salt-ishikawa.com
https://takoyakibar-reef.jp/


07 中 華 快 席 福 幸
海鮮と季節野菜の塩炒め

1400円

レンコン、黄ニラ、千両なす…岡山
市農業協同組合

地産地消
食材

所在地/岡山市北区田町1ｰ2ｰ6ｰ2
TEL/086ｰ206ｰ6353
営/11:30～15:00（OS14:00）／
17:30～22:00（OS21:00）
休/月曜
P/なし

08 ツ ド イ バ 器
猪肉のキーマカレー

1000円

猪肉…くろせ農園／お米…（株）一所懸
命農園／きびトマト…（有）岡山県農商
／レンコン、千両なす…岡山市農業協同
組合

地産地消
食材

所在地/岡山市北区奉還町4-12-22
TEL/080-6300-2331
営/11:30～15:00
※金曜は18:00～23:00
休/月・水・木曜
P/なし

［Instagram］＠tsudoiba.utsuwa

09 とののベーコン。
備前⿊⽑和⽜の燻製

50ｇ 1400円

備前黒毛和牛 バラ…（株）岡山
ミート

地産地消
食材

所在地/岡山市北区問屋町15-101
TEL/050-3187-3069
営/11:00～18:00
休/月曜
P/なし

［Instagram］@tononobacon

10 パ イ シ ー パ イ ス
⻘バナナ和⽜すじカリー

1180円

青バナナ…おかやまおひさま
ファーム（株)

地産地消
食材

所在地/岡山市北区大供1-2-21
TEL/080-6321-3368
営/11:00～15:00
※売切れ次第終了
休/不定
P/なし

http://h-anei.com

https://fukkkou.owst.jp/

http://h-anei.com
https://fukkkou.owst.jp/


11 畑でとれる
アイスのお店 AOBA

メロンのアイス
510円

足守メロン…板野純也／おかやまバ
ナナ…おかやまおひさまファーム
（株）

地産地消
食材

所在地/岡山市北区内山下1-15-10
TEL/086-206-4740
営/12:00～17:00
※月曜は7:30～10:00、
土・日曜、祝日は～18:00
休/なし P/1台

12 Pâtisserie Souhait
Salon de Thé

岡山県産⽜ロースステーキの
ロッシーニ風 3240円

備前黒毛和牛 ロース…（株）岡
山ミート

地産地消
食材

所在地/岡山市北区問屋町21-102
TEL/086-239-0443
営/11:00～20:00
休/水曜
P/6台

https://www.souhait-gr.jp

13 畠瀬本店 食品部
里芋コロッケ

1100円※1日15食限定

さつまいも…（株）一所懸命農園
／桃太郎カットねぎ、里芋…
（有）岡山県農商

地産地消
食材

所在地/岡山市中区浜3-13-1
TEL/086-273-6883
営/11:30～17:00（OS16:30）
※売切れ次第終了
休/日曜、祝日
P/8台

https://hatasehonten.net

14 ファロ ピッコリーノ
岡パクチーノ

1650円※夜のみ提供

猪肉…くろせ農園／パクチー、黄
ニラ…岡山市農業協同組合／きび
トマト…（有）岡山県農商

地産地消
食材

所在地/岡山市北区中山下1-9-12 クライン・
ガルデン中山下102
TEL/086-206-1441
営/11:30～14:30（OS14:00）
／18:00～22:00（OS21:30）
休/月曜 ※夜は不定休
P/なし

https://www.faropiccolino.com

［Instagram］@aoba.ice

https://www.souhait-gr.jp
https://hatasehonten.net
https://www.faropiccolino.com


15 Petit JOIE Bonheur

トマトオムライス
378円※昼のみ提供

きびトマト…（有）岡山県農商／も
みじたまご…湯浅養鶏場

地産地消
食材

所在地/岡山市北区西崎本町1-12-5
TEL/086-239-5242
営/11:30～15:00
※テイクアウト受付は9:00～19:00
休/日曜
P/15台

16 M A R S  L A B

しし肉カレー
1300円

猪肉…くろせ農園／お米（朝日、
ヒノヒカリ）…岡山市農業協同組
合

地産地消
食材

所在地/岡山市北区問屋町11-106
TEL/086-239-8981
営/11:00～15:00（OS14:30）／
18:00～21:00（OS20:30）
休/水曜 ※不定休あり
P/なし

http://mars-japan.co.jp

17 レストラン
ア・ラ・メゾン

和⽜バラ肉の赤ワイン煮込み
フォアグラとリンゴのコンポート添え

2500円(セットは3000円)

備前黒毛和牛 バラ…（株）岡山
ミート

地産地消
食材

所在地/岡山市北区内山下2-6-11
TEL/086-238-6838
営/ 11:30～14:30（OS14:00）
休/木曜 ※不定休あり
P/なし

https://a-la-maison.jp

ケーキ屋さんの秋大福セット
ケーキ屋さんの欲張り大福セット

各セット(4個入り)1000円 ※単品は250円

ゆず…あっ！くんFarm／さつまいも
…（株）一所懸命農園／足守メロン
…板野純也／冷凍苺…（株）おおも
り農園／おかやまバナナ…おかやま
おひさまファーム（株）／もみじた
まご…湯浅養鶏場

地産地消
食材

所在地/ 岡山市北区問屋町21-102
TEL/086-239-0443
営/11:00～20:00
休/水曜 P/6台

https://www.souhait-gr.jp

[Instagram]@petit_joie_bonheur

Pâtisserie Souhait Salon de Thé＆
ノートルダム清心女子大学学生グループ

前日までに要予約前日までに要予約

http://mars-japan.co.jp
https://a-la-maison.jp
https://www.souhait-gr.jp

