2021 年 11 月 ４ 日
西日本旅客鉄道株式会社
岡 山 県 酒 造 組 合

岡山県内 24 の酒蔵との協働開発商品
「ＯＫＡＹＡＭＡ ＳＡＫＡＧＵＲＡ ＣＯＬＯＲＳ」を発売します

JR 西日本岡山グループと岡山県酒造組合は、岡山県の地酒の魅力向上に向けて県内 24 の酒
蔵と連携し、協働開発を行った商品「OKAYAMA SAKAGURA COLORS（おかやま酒蔵カラーズ）」
を、昨年度から内容をリニューアルして、2021 年 12 月 1 日より発売を開始します。
本商品は 2020 年に発売を開始し、呑みきりサイズのミニボトルで、岡山県内の酒蔵が個性
豊かに醸す様々な日本酒をお楽しみいただける商品です。今回発売する商品では、使用する酒
米を岡山県産に限定するとともに、岡山県が全国生産量の約９割を占める酒造好適米「雄町」
で醸した銘酒をセットにした商品を開発するなど、より岡山らしい地酒の魅力を発信します。
記
１ OKAYAMA SAKAGURA COLORS の概要及び参画酒蔵について
（１）OKAYAMA SAKAGURA COLORS の概要
岡山の地酒の認知度向上・消費拡大を目指し、県内 24 の酒蔵と連携、一体となって魅力
度向上に取り組むプロジェクトです。個性豊かな銘酒を味わい、楽しんでいただくため、
リサイズ・リデザインによる商品を開発しました。
本事業は、2020 年度の観光庁「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実
証事業で採択された「せとうち岡山の地酒 Resize×Redesign による魅力拡大プロジェク
ト」の成果を活用し、関係者間の連携により継続して事業展開を行ったものです。

＜商品イメージ＞

※上記順序とは異なります

（２）参画酒蔵
エリア

参画酒蔵（24 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

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

２ 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 24 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（24 本セット）
、また雄町米を使用し
た銘柄をセットにした雄町米 BOX（14 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 2021 年 12 月 1 日（水）
（３）価格
・1 本 550 円（税込）
・コンプリート BOX（24 本セット） 14,300 円（税込）
・雄町米 BOX（14 本セット） 9,350 円（税込）
（４）販売本数
各 1,000 本限定発売（全 24 酒蔵）
（５）銘柄一覧
酒蔵名
銘柄
酒蔵名
銘柄
桃の里 純米大吟醸
大典白菊 純米大吟醸 雄町 ※
備 赤磐酒造
備 白菊酒造
喜平 純米吟醸 木桶仕込 ※
前 板野酒造場 きびの吟風 純米吟醸 ※
中 平喜酒造
板野酒造本店 鬼ノ城 純米吟醸
芳烈酒造
風 純米吟醸 ※
高祖酒造
千寿 純米吟醸
丸本酒造
賀茂緑 純米吟醸 ※
利守酒造
酒一筋 純米吟醸 ※
三宅酒造
三宅のみやこ 純米吟醸
萬歳酒造
さつき心 純米吟醸
森田酒造
もりた 純米吟醸
日本遺産井田跡 井田米
宮下酒造
極聖 純米吟醸 雄町米 ※
山成酒造
蘭の誉 純米酒
室町酒造
櫻室 町 雄町 米 純米 吟 醸原 酒 ※
ヨイキゲン 碧天 雄町 純米吟醸 ※
菊池酒造
燦然 純米大吟醸 雄町 ※
渡辺酒造本店 木村式 沙沙 50 純米吟醸
熊屋酒造
伊七
純米吟醸
大正の鶴 純米酒
備
美 落酒造場
三冠 雄町 純米吟醸 ※
中 三冠酒造
作 多胡本家酒造場 加茂五葉 特別純米 雄町 ※
十八盛酒造 十八盛 山廃 純米 雄町 ※
辻本店
御前酒 純米大吟醸 雄町米 ※
※：雄町を使用した銘柄

＜1 本イメージ＞

＜２本セット箱イメージ＞

＜雄町米 BOX(14 本セット)＞
岡山県が全国生産量の約９割
を占める酒造好適米「雄町」で
醸した銘柄のセットです。岡山
ならではの 14 銘柄をお楽しみ
いただけます。
＜コンプリート BOX(24 本セット)＞
OKAYAMA SAKAGURA COLORS の全
酒蔵の 24 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。
※ギフト BOX 等は数に限りが
ございます。
（６）取扱い箇所
取扱い箇所
○小売店
●おみやげ街道せとうち CUBE（岡山駅新幹線改札横）
●おみやげ街道 さんすて岡山店
●おみやげ街道 桃太郎（岡山駅新幹線改札内）
●天満屋 岡山本店
●天満屋 倉敷店
●天満屋 空港ショップ
●岡山タカシマヤ
●ハレマチ 特区 365（イオンモール岡山）
○オンラインショップ
●おかやま駅ナカお土産ネットショップ
●うまいもんボックス
●天満屋ネットショップ
●高島屋オンラインストア
※2021 年 11 月 4 日現在の情報です
※現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。
※12/1 以降順次、販売を開始します。
※詳しくは 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。
（https://jr-furusato.jp/）
※画像は全てイメージです。
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