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岡山県内 27 の酒蔵が集結し新たな商品を開発！ 

 

岡山の日本酒をちょっとずつ。 
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2020 年 11 月 30 日 

岡山県の地酒魅力拡大プロジェクト実行委員会 

 

JR 西日本岡山支社、岡山県酒造組合、岡山県、岡山県観光連盟、日本旅行岡山支店、JR 西日本コミ

ュニケーションズ岡山支店は相互に連携し、岡山県の地酒の魅力向上に向けた準備を進めており、こ

のたび観光庁「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業を活用し、岡山県内 27

の酒蔵との協働による新商品「OKAYAMA SAKAGURA COLORS（おかやま酒蔵カラーズ）」を開発し、2020

年 12 月 10 日から発売を開始することが決定いたしました。 

また、新商品の発売を記念して、酒蔵をオンラインで見学しながら、自宅で岡山の地酒 4種呑み比

べを楽しめる「酒蔵バーチャルツアー」なども開催いたします。 

呑みきりサイズのミニボトルで、岡山県内 27 の酒蔵が個性豊かに醸す様々な日本酒をお楽しみくだ

さい。 

 

１ 参画団体・酒蔵について 

 ○岡山県の地酒魅力拡大プロジェクト実行委員会 

  西日本旅客鉄道（株）岡山支社、岡山県酒造組合、岡山県、（公社）岡山県観光連盟、 

  （株）日本旅行岡山支店、（株）JR 西日本コミュニケーションズ岡山支店 

 

 ○参画酒蔵 

エリア 参画酒蔵 

備前 赤磐酒造､板野酒造場､板野酒造本店､高祖酒造､利守酒造､萬歳酒造､宮下酒造､室町酒造 

備中 嘉美心酒造､菊池酒造､熊屋酒造､三冠酒造､十八盛酒造､白菊酒造､平喜酒造､芳烈酒造､ 

丸本酒造､三宅酒造､森田酒造､山成酒造､ヨイキゲン､渡辺酒造本店 

美作 落酒造場､辻本店､多胡本家酒造場､田中酒造場､難波酒造 

 

２ 新商品の概要 

 「一人でも呑みきり・呑み比べできる小さな 100ml サイズ」、「若年層や女性でも手に取りやすい、統

一感のあるかわいらしいデザイン」、「県内27の酒蔵が参画する岡山県の地酒が一体となった取り組み」

をコンセプトに開発した各酒蔵 1,000 本限定商品です。 

 1 本からお買い求めいただけるほか、コンプリート BOX（27 本セット）の販売も行います。 

（１）商品名 OKAYAMA SAKAGURA COLORS（おかやま酒蔵カラーズ） 

（２）発売開始日 2020 年 12 月 10 日（木） 

（３）価格 1 本 550 円（税込） ※コンプリート BOX（27 本セット）は 14,850 円（税込） 

 ※一部地域により価格が異なる場合がございます。 

（４）販売本数   各 1,000 本限定発売（全 27 酒蔵） 
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（５）銘柄一覧 

 酒蔵名 銘柄  酒蔵名 銘柄 

備
前 

赤磐酒造 桃の里 純米大吟醸 備
中 

平喜酒造 喜平 純米吟醸 木桶仕込 

板野酒造場 きびの吟風 純米吟醸 芳烈酒造 風 純米吟醸 

板野酒造本店 鬼ノ城 純米吟醸 丸本酒造 かもみどり 純米大吟醸 

高祖酒造 千寿 純米吟醸 三宅酒造 三宅のみやこ 純米吟醸 

利守酒造 酒一筋 純米吟醸 森田酒造 もりた 純米吟醸 

萬歳酒造 さつき心 純米大吟醸 原酒 山成酒造 蘭の誉 純米酒 

宮下酒造 極聖 純米吟醸 雄町米 ヨイキゲン 碧天 雄町 純米吟醸 

室町酒造 櫻室町 純米大吟醸 雄町米 渡辺酒造本店 木村式 沙沙 50 純米吟醸 

備
中 

嘉美心酒造 嘉美心 純米吟醸 美
作 

落酒造場 大正の鶴 純米酒 

菊池酒造 燦然 純米吟醸 山田錦 多胡本家酒造場 加茂五葉 純米吟醸 

熊屋酒造 伊七 純米吟醸 田中酒造場 武蔵の里 純米吟醸 

三冠酒造 三冠 雄町 純米吟醸 辻本店 御前酒 純米大吟醸 雄町米 

十八盛酒造 十八盛 山廃 純米 雄町 難波酒造 作州武蔵 純米吟醸 

白菊酒造 大典白菊 純米大吟醸 雄町  

 
＜商品イメージ＞  ※上記順序とは異なります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜2 本用無料ギフト BOX＞ 

おみやげやギフトにちょうどいい、

2本セットBOXをご用意しています。

2 本お買い求めいただくと、専用

BOX にお入れします。（店舗でご購

入の場合はお客様ご自身で入れて

いただく場合がございます） 

※無くなり次第終了いたします。 

 

 ＜コンプリート BOX(27 本セット)＞  

OKAYAMA SAKAGURA COLORS の全酒蔵

の 27 銘柄がセットになった特別な

BOX パッケージです。自分へのご褒

美に、大切な方への贈りものとして

もどうぞ。 

※無くなり次第終了いたします。 
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（６）取扱い箇所 

エリア 取扱い箇所 

岡山県内 ○小売店 

 ・岡山駅せとうち CUBE、岡山駅おみやげ街道さんすて岡山店 

 ・天満屋岡山本店、天満屋倉敷店 

 ・ハレマチ特区 365（イオンモール岡山） 

○レストラン 

 ・ホテルグランヴィア岡山「吉備膳」 

岡山県外 ・とっとり・おかやま新橋館（東京都） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

販売等 

○インターネット販売 

 ・ジェイアールサービスネット岡山ネットショップ http://www.jrsn-okayama.jp/fs/snokayama 

 ・天満屋ネットショップ https://web.tenmaya.co.jp 

 ・オセラショップ（楽天市場）https://www.rakuten.co.jp/osera 

○その他 

 ・後述のバーチャルツアーなどでも取り扱いします。 

  ※12/10 以降順次、販売を開始します。 

 

※その他、詳しくはパンフレットや JR 岡山支社ふるさとおこしプロジェクトのホームページをご覧ください。 

 

 

３ 酒蔵バーチャルツアーの開催について 

 新商品の発売を記念して、事前にお届けする岡山の日本酒4種の呑み比べをお楽しみいただきながら、

酒蔵をオンラインで見学できるモニターツアーを開催します。当日は、ナビゲーターと参加者が ZOOM で

繋がり、オンライン飲み会をお楽しみいただけます。 

（１）日程    1/17（日）・23（土）・24（日）・30（土）・31（日） 

         ※全 5 日間                                                                                                                              

（２）開始時間  19:00～（約 1時間～1 時間半） 

（３）定員    各日 60 名（最少催行人数：1 名） 

（４）ツアー内容（料金に含まれるもの） 

    ・岡山の酒蔵バーチャルツアー 3 酒蔵分 

    ・岡山の日本酒 OKAYAMA SAKAGURA COLORS 4 本（各 100ml 瓶） 

    ・おつまみ（JR PREMIUM SELECT SETOUCHI せとうちのおいしいシリーズより 1 品） 

     ※日によって、対象酒蔵や日本酒は異なります。 

（５）料金    各ツアー3,300 円（税込） 

 

 

４ その他 

 OKAYAMA SAKAGURA COLORS の発売記念イベントとして、2021 年 2 月中旬頃に、岡山駅にて「岡山の地

酒を愉しむ会」を開催予定です。詳細は決まり次第お知らせいたします。 

 

 

※画像は全てイメージです。 

 

 

【問い合わせ先】 
ＪＲ西日本岡山支社ふるさとおこし本部 TEL 086-221-0665 
岡山県酒造組合            TEL 086-207-2820 
日本旅行岡山支店           TEL 086-225-2040 


