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御食国プロジェクト公式HP
http:// w w w.m i k e t s u k u n i - a w a j i. jp

温暖な気候に恵まれた淡路
島ではたくさんのフルーツ
を栽培しています。淡路島
原産の鳴門オレンジや高い
品質を誇るビワの他、イチゴ、
ブドウ、イチジクなど、島は
フルーツの宝庫なのです。

淡路島産
フルーツ

淡路島といえば、やはり玉ね
ぎ。通常収穫まで4ヵ月の
ところ、島の玉ねぎは半年
かけてじっくりと栽培しま
す。糖度が高く、特有の辛味
が少なく、繊維も柔らかい
ので何にでも使えます。

淡路島産
玉ねぎ

青い海に囲まれた自然豊か
な淡路島で、のびのび育つ
乳牛たち。牛乳やヨーグルト
など乳製品は新鮮なもの程
美味しく、搾りたてのミルク
はスイーツの味をさらに高
めます。

淡路島産
牛乳

スイーツ作りには欠かせな
い卵。淡路島には自然の中
で放し飼いにしたヒヨコを
丁寧に育てた、こだわりの
卵を生産する養鶏場があり、
多くのパティシエが信頼を
寄せています。

淡路島産
たまご

“ 淡路島 ”の 自然が育む
と れ た て 新 鮮 素 材 を
ふ ん だ ん に 使 用 し た
スイーツたち。淡路島の
パティシエ 達 が つくる
お 菓 子 は「この島で 育
ち、この島で作る」から
美味しい。ティータイム
探索に出掛けてみては!

発行: 御食国プロジェクト実行委員会
※掲載されているデータは2017年5月現在のものです。
　発行後、内容が変更になる場合があります。ご利用の際は事前に、各店舗へご確認ください。

ＨＰ　http://www.miketsukuni-awaji.jp
ＨＰ（モバイル）　http://www.miketsukuni-awaji.jp/m/
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（洲本商工会議所内 TEL.0799-22-2571）
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北坂養鶏場　直売所 2
純国産鶏をヒヨコから自社で飼育、こだわりのたまごを生産、販売する養鶏場。
TEL.0799-70-7267　場所:淡路市育波1115-1　駐車場:10台
営業時間: 9:00～17:00　定休日:1月1日 お取り寄せ可イートイン

イートイン

イートイン

イートイン

イートイン

イートイン

イートイン

イートイン

イートイン

イートイン

イートイン

イートイン
Kaoru Café 3

香りをテーマに食事や手作り体験、ショッピング、温泉などが楽しめるハーブが
香るご当地ソフトクリーム、ハンバーガー、ワッフルのお店
TEL.0799-85-1162㈹　場所:淡路市尾崎3025‐1　駐車場:200台
営業時間: 8:30～17:00（Kaoru Waffleは10:00～）　定休日:不定休

宝来堂 6
文久元年創業、5代続く老舗。菓子博で金賞受賞の酒饅頭「まわり弁天」が有名。
TEL.0799-86-0141　場所:淡路市江井2851　駐車場:3台
営業時間: 8:00～19:00　定休日:第2・4火曜

淡路たかたのケーキ 7
約20種類のケーキが季節ごとに変わっていきます。淡路島で採れたフルーツ
（野菜）をケーキに使って作りました。
TEL.0799-62-4144　場所:淡路市志筑3266‐1　駐車場:15台
営業時間: 販売 9:00～20:00 カフェ9:00～18:00　定休日:火曜・水曜

イートイン
Café Cherry カフェ チェリー 5

かくれ家的なカフェ。限定20食のシュフ（主婦）の気まぐれランチも人気。
TEL.0799-70-1139　場所:淡路市生穂1769‐1　駐車場: 12台
営業時間: 8:00～18:00（LO 17:30）　定休日:月曜・第4日曜

イートイン
La Uhbe ラ・ウーベ 9

森に囲まれたログハウスカフェ。ヘルシーなランチやスイーツが人気。
TEL.0799-32-1188　場所:洲本市五色町鮎原南谷525‐2　駐車場:20台
営業時間: 11:30～17:00（ランチは11:30～14:00）　定休日:水曜・第2・4火曜

イートイン
民宿厚浜 10

国道28号線沿いにシーサイドにある宿。シフォンケーキと鳴門オレンジを
使ったロールケーキ好評です。予約制になります。
TEL.0799-28-0150　場所:洲本市中川原町厚浜1117‐1　駐車場:25台
営業時間: 12:00～18:00　定休日:火曜・水曜

お菓子の店 ヒロタヤ 13
洲本市街地にある老舗菓子店。昔懐かしいバター風味いっぱいのバーム
クーヘン「ピラミッド」も人気です。
TEL.0799-22-0932　場所:洲本市本町7‐4‐50　駐車場:なし
営業時間: 8:30～19:15　定休日:木曜

日洋堂
パリ洋菓子屋風のお洒落な店内。センスあふれる季節のケーキやジャムが並ぶ。
TEL.0799-22-2296 　場所:洲本市物部2-12-3（物部郵便局前）　 駐車場:10台
営業時間: 9:00～19:00（喫茶はL.O18:30）定休日:火曜（臨時休業あり）

パティスリー メモワール
今年、移転しカフェも併設しています。オニオンマカロンに加え、チーズ一味
黒胡椒の入ったオニオンクッキーも好評。
TEL.0799-24-6338　場所:洲本市上加茂177-1　駐車場:10台
営業時間: 9:00～20:00　定休日:不定休　

シフォンケーキ Ｍｉｎｔ ミント
淡路島の素材にこだわった、無添加の”しっとりふわふわ”手作りシフォンケーキ専門店。
TEL.0799-23-0886　場所:洲本市物部3‐10‐8 　駐車場:3台
営業時間: 10:00～18:30　定休日:日曜・月曜

ブックカフェ ル・クール
リニューアルされたブックカフェでの島時間。ガーデンテラスからの時間を忘れるひとときを。
TEL.0799-22-0035㈹ 　場所:洲本市小路谷1052-2 　駐車場:100台
営業時間: 8:00～22:00　定休日:無休

ナチュラルカフェ 南風花（はいばな）
「海のホテル島花」内のナチュラルカフェ。ヨットバーバーに面し、夕暮れ時は格別。
TEL.0799-24-3800㈹　場所:洲本市小路谷1277-5 　駐車場: 60台
営業時間: 11:00～23:00　定休日:不定休

らーめん 天天
淡路島が大好きなので、若輩でありながらも、御食国として淡路島をもっともっと盛り上げて、
もっともっと美味しいものをたくさんの人にアピールしたいと強く思っています。
TEL.0799-36-3644　場所:南あわじ市湊里163‐2　駐車場:25台
営業時間: 11:00～14:00  17:00～20:30（スイーツは平日限定）　定休日:月曜夜・火曜

淡路島が大好きなので、若輩でありながらも、御食国として淡路島をもっともっと盛り上げて、
もっともっと美味しいものをたくさんの人にアピールしたいと強く思っています。
TEL.0799-36-3644　場所:南あわじ市湊里163‐2　駐車場:25台
営業時間: 11:00～14:00  17:00～20:30（スイーツは平日限定）　定休日:月曜夜・火曜

洋風創作うどん KEKKOI
元保育士がオーナーのうどんカフェ。女性・子供に優しいお店です。
TEL.0799-20-4518　場所:南あわじ市市円行寺187　駐車場:20台
営業時間: 11:00～17:00（L.O）　定休日:第1火曜・水曜

元保育士がオーナーのうどんカフェ。女性・子供に優しいお店です。
TEL.0799-20-4518　場所:南あわじ市市円行寺187　駐車場:20台
営業時間: 11:00～17:00（L.O）　定休日:第1火曜・水曜

お菓子工房 トミナガ
倉庫風の建物が目を引くパティスリー。季節のフルーツをふんだんに。
TEL.0799-53-9678　場所:南あわじ市賀集八幡7‐7　駐車場:3台
営業時間: 10:00～19:00　定休日:水曜・第1火曜

道の駅うずしお ショップうずのくに
鳴門海峡を見下ろす岬の先端。大鳴門橋を望むレストランや土産店がある。
TEL.0799-52-2833　場所:南あわじ市福良丙947-22　駐車場:60台
営業時間: 9:00～17:00　定休日:1/1　2017年9月より木曜休館

コパータ 1
ウェスティンホテル淡路２Ｆにある。ホテルメイドのケーキやパンは地元客に人気。
TEL.0799-74-1111㈹　場所:淡路市夢舞台2　駐車場:600台
営業時間: 10:00～21:00　定休日:なし

パティスリー＆
ベーカリー 
［ウェスティンホテル淡路］

菓子工房 エクレール 4
「マルナカ一宮店」内にある菓子工房。濃厚な味のクリーミープリンもおススメ。
TEL.0799-80-5081    場所:淡路市郡家140   駐車場:100台
営業時間: 9:00～20:00 （日曜は19:00）　定休日:不定休 ［マルナカ一宮店内］

淡路島しふぉんの店 fortune
道の駅福良の海の側で観光も楽しめます。
TEL.0799-52-3607　場所:南あわじ市福良甲1530‐2　駐車場:道の駅福良（30台）
営業時間: 10:00～18:00（売り切れ次第終了あり）　定休日:水曜・第2・第4火曜

フォーチュン

淡路浪漫菓子工房 サンマルク 8
島内2店舗。新鮮なスイーツを常時提供できるよう各店舗に仕上げ工場を併設。
TEL.0799-62-3090　場所:淡路市志筑2840‐32　駐車場:2台
営業時間: 9:00～20:00　定休日:無休 お取り寄せ可

農カフェ＆
デザート｢星の果実園｣ 11

冬～春は自農園の苺を美味しいスイーツにして提供。夏～秋は淡路島ミルクの
ソフトクリームやオリジナルかき氷が登場。
TEL.0799-70-7300　場所:洲本市塩屋2丁目1-45　駐車場:8台
営業時間: 10:00～19:00　定休日:水曜・木曜（祝日は営業　農繁期店休あり） お取り寄せ可

イートイン
長手長栄堂 12

創業80年、 島内4店舗。充分に吟味した地元の特産品を素材に菓子作り。
TEL.0799-22-1050　場所:洲本市本町5‐3‐26　駐車場:なし
営業時間: 9:00～19:00　定休日:無休 お取り寄せ可

お取り寄せ可

お取り寄せ可

お取り寄せ可

お取り寄せ可

お取り寄せ可
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14

イートイン

イートイン

Cafe  maaru
海が見える、ほっこり落ち着いたカフェ。当店オリジナルバウムクーヘンは、
淡路島産北坂卵と米粉を使用し、食材にもこだわった一品。ぜひご賞味下さい。
TEL.0799-20-5624 　場所:洲本市海岸通1-7-19　 駐車場:市営駐車場をご利用下さい。（割引チケットをお渡しします。）
営業時間: 月水木：10:00～19:00　金土日祝：10:00～21:00　定休日:火曜 15

上田松月堂
洋菓子と和菓子のお店。島の苺を使った「採れたていちごのいちご大福」も好評。
TEL.0799-42-0760　場所:南あわじ市市青木125‐5　駐車場:2台
営業時間: 9:30～19:00　定休日:不定休

洋菓子と和菓子のお店。島の苺を使った「採れたていちごのいちご大福」も好評。
TEL.0799-42-0760　場所:南あわじ市市青木125‐5　駐車場:2台
営業時間: 9:30～19:00　定休日:不定休 22

23

26

25

17

18

19

イートイン
ふくカフェ

築100年以上経過した民家を改装して、ゆっくりくつろげる空間。
TEL.0799-53-6170　場所:南あわじ市倭文長田224　駐車場:20台
営業時間: 10:00～18:00（L.O17:30）　定休日:木曜・第2・4金曜日 20

21

27

御菓子司　栄堂
地域に愛され120余年、明治創業の流れを汲む老舗。「島のおもひで」は、平成28年度
"ふるさと名品オブ・ザ・イヤー自治体が勧める地域の逸品部門"で優秀賞（全国2位）を受賞。
TEL.0799-42-0032　場所:南あわじ市市福永550-1-3　駐車場:なし
営業時間: 10:00～19:00　定休日:不定休 お取り寄せ可 24

［淡路夢泉景］

［海のホテル島花］
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27のスイーツと

ゆったり流れる島時間

Shima Sweets



淡路島産苺とたっぷりな練乳で焼上げた贅
沢しふぉんにホイップクリームを添えて。
フルーツinドリンクとご一緒に♪
ケーキ、ドリンク各種揃えてます。
イートイン、テイクアウトもできます。
（季節によってご提供できない種類があります）

淡路島産の牛乳と卵で作った手作り焼き
たてワッフル。外はパリッ、中はフワトロ。
ブルーベリーとチョコバナナとプレーンの
3種類をご用意しております。一度食べた
らクセになる味です。

北坂養鶏場の卵と淡路島牛乳を使った
ベイクドチーズに島ミルクアイスと自
家製キャラメルソースをかけました。

Café Cherry カフェ　チェリー
■淡路市生穂1769-1　■TEL.0799-70-1139

かくれ家的なカフェ。限定20食の
シュフ（主婦）の気まぐれランチも人気。

■洲本市小路谷1277-5　■TEL.0799-24-3800㈹

「海のホテル島花」内のナチュラルカフェ。
ヨットバーバーに面し、夕暮れ時は格別。

■淡路市志筑3266-1　■TEL.0799-62-4144
淡路たかたのケーキ淡路たかたのケーキ

淡路島季節のフルーツ
野菜のデザート。

La Uhbeラウーベ
■洲本市五色町鮎原南谷525-2　■TEL.0799-32-1188

地元の食材を使用した
自然に囲まれたカフェ。

農カフェ＆デザート｢星の果実園｣
■洲本市塩屋2丁目1-45　■TEL.0799-70-7300

苺農家が作るジャム&
スイーツカフェ。

ブックカフェ　ル・クール
■洲本市小路谷1052-2　■TEL.0799-22-0035㈹

ガーデンとマリーナを見渡す、
広々とした吹抜けのティーラウンジ。

イートインではホイップクリームと
一緒にケーキをお召し上がりできます。
テイクアウトドリンクも多数。
淡路島しふぉんの店 fortune フォーチュン
■南あわじ市福良甲1530-2　■TEL. 0799-52-3607

洋風創作うどん KEKKOI
■南あわじ市市円行寺187　■TEL. 0799-20-4518

元保育士がオーナーのお店。

Kaoru Café
■淡路市尾崎3025-1　■TEL.0799-85-1162㈹

ご当地ソフトクリーム、
バーガーを販売。

淡路放し飼いたまごと牛乳で作った生
地に4種類の淡路産ジャムを練り込み
甘くやさしい味に仕上げました。島の
恵みたっぷりの逸品です。

卵の殻を割らずに中身だけを撹拌し、
低温加熱でプリンに。キャラメルソース
をかけてお召し上がりください。

いちじくの果肉がたっぷり入った、プレミ
アムソフトクリーム。島のイチジクの上品
な香りと甘さが口に広がります。

かくはん

淡路島の古代米、赤米と米粉を使って
焼き上げたロールケーキ。クリームの
中にはさらにプリンが。

淡路島のたまねぎを炒めて、餡の中に
練り込みました 。パイ生地に包んで
焼き上げる、まろやかな玉ねぎの香り。

おススメは夏季限定自家製苺ソースに
ミルクをかけた、かき氷&ダブルベリー
アイス添え。他に淡路産旬の果物を
使ったスイーツやコンフィチュールも
販売。

ふんわりとしっとりしたバターの香り
が漂うバウムクーヘンに、とろっとし
たクリームブリュレを詰め込んで焼き
上げました。

淡路島で収穫した旬のフルーツ野菜を
1枚の皿の上でアート!淡路島の季節を
感じていただきます。

島のきれいな空気と水（御井の清水）、
選りすぐりの粉をブレンドして焼き
上げたラスク。味は玉ねぎ、オレンジ、
はちみつの3種類。

国道28号線沿いにシーサイドにある宿。シ
フォンケーキと鳴門オレンジを使ったロー
ルケーキ好評です。予約制になります。

島の鳴門オレンジの皮を砂糖漬けに
し、職人が一本ずつ丁寧にベルギー産
チョコレートでコーティング。味わい
豊かで贅沢なお菓子。

地元高校生とコラボして生まれたバ
ターケーキ。しっとりとした生地に入った
特産の鳴門オレンジとチョコレートが
絶妙なバランス！チョコ味の八狸しょこ
らもあります。

淡路島たまねぎを約２週間砂糖に漬け込
んでコンフィにしました。中はメレンゲ
菓子と無糖の生クリームで完成までに手
間ひまかけた一品です。

甘みのある淡路島新玉ねぎをローストして
生地にいれ、
ジャムにしてクリームにしてサンド。
島オニオンクッキーも好評です。

島のおいしい野菜たちがたくさん入った
サラダ感覚のシフォンが登場。淡路島で
育った玉ねぎ･レタス･トマト･米粉･卵をふ
んだんに使いオリーブオイルでヘルシーに
仕上げました。

淡路市の生田村産のそば粉を使用し、
網状にあんでじっくり揚げました。
こだわりを持つそば粉の豊かな風味が
口の中で広がります。

淡路島産の牛乳と卵をたくさん使った
外カリ、中フワのワッフルに、ベリー、
バニラアイス、苺、自家製ソース、ホワ
イトチョコを使ったサッパリワッフル
をご賞味下さい。

自然栽培で作ったラララの玄米・ライ麦
粉、北坂の卵、淡路島牛乳、山田屋のミル
クジャム、エルムの牛乳アイス、フレッ
シュグループのハーブ、全て淡路産のパ
ンケーキです。（14:00～メニューです）

北坂のたまごと淡路島産ヨーグルトを
使用。生クリームをたっぷり使用してお
り、やわらかな食感でチーズの濃厚な風
味を丸ごと楽しめる
チーズケーキです。

サクサクとしたタルト生地に、コクの
あるアーモンドクリームと島の採れた
てのいちごを、とろんとしたジュレで
まとめた色鮮やかなタルト。

女性にお薦めのドライいちじくがキャラ
メリゼになって、とても魅力的な味になり
ました。平日限定です。美味しいよ。

島原産みかん「鳴門オレンジ」を丸ごと使用し
た特製マーマレード餡を、島の米粉と卵が入っ
た生地で包み焼き上げたミルクまんじゅう。
鳴門オレンジ特有の苦味が、後を引く美味しさ
です。

24

淡路島の放し飼い地どりの卵と牛乳を
使い、しっとりと焼き上げました。

27

淡路島産のいちじくをふんだんに使用しま
した。しっとり ふぁふぁ食感のパウンド
ケーキは、口の中で上品でほんのりとした香
りと甘さが広がります。
季節により鳴門オレンジを使ったパウンド
ケーキもございます。

淡路島で作った藻塩を使った生地に
季節によって変わる島のフルーツと
クリームが上品な甘みを引き立てる。
写真は春限定の苺のロールケーキです。

http:// w w w.m i k e t s u k u n i - a w a j i. jp

Shima Sweets
ハッシュタグ

を付けて

投稿しよう!!
♯島スイーツ
♯島カフェ

に

27のスイーツと

ゆったり流れる
島時間Shima Sweets

Shima Cafe

26

5

17 20

21 21 22 23

25

18

¥300［税込］単品  

¥680［税込］

¥880［税込］ドリンクセット

ブルーベリー・チョコバナナ
 

¥600［税込］

¥800［税込］セット

プレーン

1カット
¥300［税込］

¥237［税込］ 4個入り
¥1000［税込］ ¥1400［税込］

¥172［税込］

¥756［税込］ ¥500［税込］

¥1,200［税込］

¥300～［税込］ ¥1,000［税込］3袋入り
¥750［税込］ コーヒーセット

¥620［税込］

1箱
¥648［税込］ 各¥140［税込］ ¥518［税込］

5個入り
¥1,080［税込］ ¥800［税込］ ¥756［税込］

¥1,296［税込］ドリンクセット¥1,080［税込］

¥648［税込］

¥864［税込］ドリンクセット ¥486［税込］ ¥630［税込］
¥1,296［税込］5ヶ入カゴ

1ヶ
¥216［税込］

各¥130［税込］ 1本
¥864［税込］

¥546［税・サ込］

Café Cherry
カフェ　チェリー

淡路島しふぉんの店
fortune フォーチュン

1 パティスリー＆ベーカリー
コパータ 2 北坂養鶏場　直売所 3 Kaoru Café 4 菓子工房 エクレール

6 宝来堂

15 Cafe  maaru11
農カフェ＆デザート
｢星の果実園｣

7 淡路たかたのケーキ 9 La Uhbe  ラ・ウーベ8 淡路浪漫菓子工房
サンマルク 10 民宿厚浜　

12 長手長栄堂 13 お菓子の店 ヒロタヤ 14 日洋堂

16 パティスリー
メモワール

シフォンケーキ
Mint ミント 19

ナチュラルカフェ
南風花 （はいばな）
海のホテル島花

ナチュラルカフェ 南風花 （はいばな） 海のホテル島花

ふくカフェ

洋風創作うどん KEKKOI 洋風創作うどん KEKKOI 上田松月堂 らーめん 天天 御菓子司
栄堂

お菓子工房 トミナガ 道の駅うずしお
ショップうずのくに

ブックカフェ
ル・クール

手作りワッフル

島のミルクアイスと
チーズケーキパフェ

練乳いちごとフルーツ
inドリンク
練乳いちごとフルーツ
inドリンク

やさしいマフィン たまごまるごとプリン
淡路島いちじく
ソフトクリーム いざなぎロール

島のかおり（たまねぎパイ）

星の果実園いちごのかき氷 maaru ブリュレバウム

季節のショートケーキ あわじラスク チーズケーキ

あわじオレンジスティック 八狸（やだぬき）おれんじ Shintama

淡路島オニオンマカロン 島サラダシフォン
淡路市の生田村のそば粉のドーナツ
フルーツのコンポートをそえて ベリーベリーワッフル

島のプレミアムパンケーキ島のチーズケーキ
いちごのタルト

島のいちじくの
キャラメリゼワッフルパフェ
島のいちじくの
キャラメリゼワッフルパフェ

淡路島乳菓
「島のおもひで」
淡路島乳菓
「島のおもひで」

淡路島森の木チーズ,ショコラ　

淡路島いちじく
パウンドケーキ

季節のロールケーキ


