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丹後ブランド84点紹介

　山陰近畿自動車道の京丹後大宮ＩＣまでの開通により、丹後地域と
京阪神地域とのアクセスが飛躍的に向上するとともに、昨年日本遺産に

認定された「300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」に続き、今年は「荒
波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落」の日本遺産に
宮津市が追加認定されるなど、「海の京都」地域の観光交流人口の増加等による
地場産業活性化への期待が高まっています。

　丹後地域には2020年に創業300年を迎える丹後ちりめんをはじめ、新鮮な山
海の産物を活かした、風土と伝統技術の中で育まれた多くの地場産品があります。
　当センターでは、「丹後地域の豊かな自然の中で育まれ、また伝統技術の蓄積
と工夫に富んだ技術により製造された丹後らしい商品」等について、「丹後ブラ
ンド商品 （Tango Good Goods）」として認定する「丹後ブランド商品認定事業」
に取り組んでおり、今年で節目の20回を迎えました。
　本年度も、丹後全域から魅力ある84商品を認定し、特に優れた４商品を優秀
産品として選定しました。

　当センターとしましては、丹後の製造業者の皆様の創意工夫の結晶である認定
商品の販売はもとより、販路開拓を推進するため「Tango Good Goods認定商
品カタログ」を作成し、紹介させていただいております。
　また、百貨店や土産物店等での取り扱いの拡大につなげるとともに、地域住民
の皆さんに愛着をもっていただき、需要拡大につながるよう、毎年「見本市」も
開催しているところであります。
　今後とも、消費者に喜んで買っていただける「売れる商品」づくりに向け取り
組みを一層強化し、支援してまいります。
　
　　平成30年9月吉日

　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人 丹後地域地場産業振興センター
　　　　　　　　　　　　　　　理事長（京丹後市長）　三　崎　政　直
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Tango Good Goods

評価ポイント
　今回優秀産品として受賞された商品の評価ポイントは以下のとおりです。

商 品 名／へしこパスタソース
分　　類／食品
製造者名／地産食堂ひさみ
所 在 地／京丹後市
○評価ポイント：郷土の伝統食品である「鯖のへし
こ」をパスタと和えるレシピとしての提案は従来
からありますが、より手軽に使えるパスタソース
に仕上げられています。

　本品は、「へしこ」を独自製法の浅漬けでふっく
らと仕上げており、「へしこ」独特の風味がパス
タに良く合います。古来からの伝統食品「へしこ」
を現代風に手軽に調理できる商品として提案され
た商品で、丹後の「食」を全国にアピールできる
商品となっています。

　パッケージには「鯖」をイメージしてカットされ
た小窓が設けられ，商品が確認できるデザインで、
シンプルでありながら機能性に優れたデザインと
なっており、土産品としても訴求できることが評
価されました。

商 品 名／青春アヒージョ
　　　　　～ハーブへしこのオイル煮～
分　　類／食品
製造者名／料亭千代乃家
所 在 地／京丹後市
○評価ポイント：郷土の伝統食品である「鯖のへし
こ」を若者にも親しみやすい「アヒージョ」にア
レンジ。ハーブに漬け込むことで臭みを抑え、また、
「アヒージョ」としても「へしこ」に合うようア
レンジが加えられています。遊び心に溢れたパッ
ケージにもターゲット層を明確に絞り込んだコン
セプトが生かされ、パッケージも含めたトータル
の完成度が高く評価されました。

商 品 名／京都丹後野菜ゼリー
分　　類／菓子
製造者名／パティスリーヴァニーユ
所 在 地／与謝野町
○評価ポイント：野菜の風味が濃厚に残され、口に
残る香りが特徴的。
　パッケージは、簡素でありながら訴求力あるデザ
インで、「丹後」のお土産品として定着する可能
性を感じるとともに、「京野菜」や「くだもの」
など丹後が誇る農産物をテーマ毎にバリエーショ
ン展開し、地域の産品を後押しできる可能性もあ
ります。

商 品 名／丹後ちりめん腹巻き
分　　類／繊維
製造者名／春琴工房　西村商店
所 在 地／与謝野町
○評価ポイント：丹後ちりめんの肌触りの良さ、通
気性を生かした商品で、伸縮性に優れたゴム糸を
組み合わせることにより、使い心地と機能性を両
立させた絹織物を活用した商品開発の可能性を見
いだした商品。
　　使用方法もイラストで示し、分かりやすくなっ
ており、商品全体の完成度が高く評価されました。



近海の漁場から舞鶴港に水揚げされた新鮮な鯖を使って京都府立海洋高等学校の開発し
た味付けの「京の鯖」です。丹後ばらずしに欠かせない“鯖おぼろ”に、また鮮度がよいので、
そのままでも美味しく食べられます。オリジナルのはんこを押してマルチパックに収め
てあり手軽なおみやげ品に。5個入りのセットは贈答用におすすめです。
・サイズ：缶詰／マルチパック包装　径8.5㎝　高さ4.5㎝
　　　　　5缶入りセット／化粧箱（贈答用）幅25.5㎝　奥行き17.7㎝　高さ6.1㎝

丹後パッケージ「京の鯖」

表示価格はすべて税別表示です

●価格：缶詰 463円5缶入りセット／化粧箱（贈答用） 2,778円

うめや本舗　代表者名：梅田　肇

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3684
TEL0772-65-3258　FAX0772-65-2879
http://umeyahonpo.com
E-mail：info@umeyahonpo.com

仕込みに時間のかかる鯖おぼろ、味付けしいたけ、味付けの難しい合わせ酢など、丹後
ばらずしの主な具材をセットにすることで、誰でも簡単に短時間で美味しい丹後ばらず
しが作れる具材セットです。鯖おぼろは、近海の漁場から舞鶴港に水揚げされた新鮮な
鯖を使って府立海洋高校の開発した味付けの「京の鯖」で製造しています。干ししいたけ、
紅しょうがを漬けるしそは地元丹後産を使用。初めての人でも簡単に作れるレシピ付。
•サイズ：①２合炊用／ピローケース（家庭用・お土産用）：幅18㎝　奥行き13㎝　高さ4㎝
　　　　　②２合炊用２セット／化粧箱（贈答用）：幅30㎝　奥行き20.5㎝　高さ4.5㎝
　　　　　③２合炊用３セット／化粧箱（贈答用）：幅43㎝　奥行き20.5㎝　高さ4.5㎝
　　　　　④２合炊用１セット（丹後コシヒカリ2合入り）
　　　　　　　　　　　　　　／化粧箱（贈答用）：幅30㎝　奥行き20.5㎝　高さ4.5㎝
　　　　　⑤２合炊用２セット（丹後コシヒカリ2合入り）
　　　　　　　　　　　　　　／化粧箱（贈答用）：幅43㎝　奥行き20.5㎝　高さ4.5㎝

丹後ばらずしセット

表示価格はすべて税別表示です

●価格：

しぼったままの蜂蜜をステンレスの網で3回漉し、ビン詰めしました。
・容量バリエーション：250g　500g　1kg

純粋はちみつ

●価格：

表示価格はすべて税別表示です

稲垣養蜂　代表者名：稲垣　光泰

〒629-2311 与謝郡与謝野町幾地1381-1
TEL0772-43-1183　FAX0772-42-3065

① 1,000円　② 2,408円　③ 3,426円
④ 1,667円　⑤ 3,241円

250g 1,297円　500g 2,315円
1kg　4,352円

地元丹後の素材を生かして斬新なアイデア製品を開発し、魅力ある丹
後を発信していきます。

父、宏が昭和18年大東亜戦争の真っ最中の頃、甘い物が全然ないときに甘い物ほ
しさにミツバチの飼育を始めて以来75年余りになります。蜂蜜は自然からの授か
りもの、父より受け継いだ知識と知恵、「神様に背かない正直な蜂蜜」との教えど
おりの蜂蜜です。
蜂蜜は数千年の昔からの健康食品で、1㏄の蜜を貯めるのに、ミツバチは花から
巣箱に40~50回往復して貯めるのです。残さず最後までお召し上がりください。

※その他部門［26ページ］にも商品掲載。

※菓子部門［15ページ］木竹部門［25ページ］にも商品掲載。
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●価格：180㎖ 600円　500㎖ 1,500円

表示価格はすべて税別表示です

小國商店　代表者名：小國　義徳

〒629-3449 京丹後市久美浜町油池536
TEL0772-82-1118　FAX0772-82-1119

京都丹後産黒大豆を使用し、黒大豆の特徴を引き出し、旨味と香りを前面
に出した、香り高いお醤油をお楽しみ下さい。江戸時代からの杉樽を使用し、
微生物の力で製造してます。
・容量バリエーション：180㎖瓶、500㎖瓶

京都丹後　黒大豆醤油

丹後産コシヒカリで作るペースト状の食べる麹です。ジャムやコンフィチ
ュールと違い、砂糖は一切使わず糀菌によって作り出されるブドウ糖の甘
味とビタミン、ミネラルが凝縮されています。ジャムの代わりにトースト
やパンケーキに塗ったり、ヨーグルトに混ぜて食べたりします。健康志向
食品として人気があります。
「琴引の塩こうじ」も丹後産コシヒカリで作っています。ビタミン、ミネ
ラル満載の天然調味料です。使い方はお肉や、魚の切り身に塩こうじを薄
く塗って3時間から6時間寝かせ、そのまま煮たり焼いたりして食べます。
酵素の働きで肉質が柔らかくなり旨味と甘味が染み込んで美味しさが数段
アップします。味噌汁や和え物にも使え、塩の代わりに万能の威力を発揮
することでしょう。これも根強い健康志向の調味料です。
・サイズ：〈あま麹〉幅7㎝　奥行き7㎝　高さ7㎝　内容量140g
・サイズ：〈琴引の塩こうじ〉幅7㎝　奥行き7㎝　高さ7㎝　内容量160g

京の食べる麹　あま麹（プレーン）／琴引の塩こうじ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：あま麹 720円　琴引の塩こうじ 620円

小野甚味噌醤油醸造株式会社　代表者名：小野　甚一

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷300
TEL0772-62-0476　FAX0772-62-4760
http://www.onojin.com/
E-mail：info@onojin.com

ポリフェノールが生ニンニクに比べ格段に増えた京丹後産の醗酵黒ニンニク
（フルーツガーリック）を使用したフルーティーなソース風ドレッシングです。
酸味、甘味、旨味がバランスよく、ニンニク臭もほぼ無いのでブレスケアの
心配なくお使いいただけます。ステーキやローストビーフなどの肉料理、温
野菜やサラダなどの野菜料理にオススメの健康志向のドレッシングです。
・サイズ：幅5㎝　奥行き5㎝　高さ19㎝　内容量200㎖

黒にんにくドレッシング

表示価格はすべて税別表示です

●価格：1,200円

大正元年創業、京丹後市で昔ながらの方法で味噌・醤油を造り続けています。
古式醸造の味噌や醤油をはじめ、独創性や工夫を加えた希少素材の健康志向
ドレッシングや発酵調味料など各種の特徴を持った製品造りもしています。

「心地よく・心にしみる逸品を創り出します。丹後発」

※菓子部門［16ページ］にも商品掲載。
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●価格：2合炊き 800円

表示価格はすべて税別表示です

2合のご飯と炊く時に、鯛の五目めしの具材を入れるだけで簡単に出来ま
す。京丹後（国産）の食材にこだわり、鯛の切り身に薄塩をしてから焼き、
野菜の人参、牛蒡、椎茸、生姜は調味液で煮汁が少なくなるまで炊きました。
炊きたてのご飯に混ぜて、混ぜご飯としても食べて頂けます。
・サイズ：幅16㎝　奥行き21㎝　高さ1㎝　重量180g

鯛の五目めしの素

●価格：2合炊き 800円

表示価格はすべて税別表示です

2合のご飯と炊く時に、鰆の五目めしの具材を入れるだけで簡単に出来ま
す。京丹後（国産）の食材にこだわり、鰆は味噌漬けしてから焼き、野菜
の人参、牛蒡、椎茸、生姜は調味液で煮汁が少なくなるまで炊きました。
炊きたてのご飯に混ぜて、混ぜご飯としても食べて頂けます。
・サイズ：幅15㎝　奥行き25㎝　高さ1.5㎝　重量180g

鰆の五目めしの素

2合のご飯と炊く時に、牡蠣の五目めしの具材を入れるだけで簡単に出来
ます。京丹後（国産）の食材にこだわり、牡蠣は調味液に漬け、バターを
加えた油で焼き、野菜の人参、牛蒡、椎茸、生姜は特製の調味液で炊きました。
・サイズ：幅15㎝　奥行き25㎝　高さ1.5㎝　重量180g

牡蠣の五目飯の素

表示価格はすべて税別表示です表示価格はすべて税別表示です

●価格：2合炊き 800円

堅木屋　代表者名：岡田　博之

〒629-3561 京丹後市久美浜町野中206
TEL0772-84-0008　FAX0772-84-0203

明治の頃より、京丹後久美浜で旅籠から始めた堅木屋は、地場の食材にこ
だわった料理を作っています。五目飯の素はお客様に食べて頂いたところ、
大変ご好評な事から、ご家庭でも簡単に食べて頂けるような商品としまし
た。
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牡蠣燻製

表示価格はすべて税別表示です

●価格：100g入り 1,000円

神野自然食品店　代表者名：小東　明美

〒629-3431 京丹後市久美浜町鹿野1209-2
TEL0772-83-1197　FAX0772-83-1628

久美浜湾でカキ養殖しています。新鮮なまま燻製にしました。
・サイズ：幅12㎝　奥行き15㎝　高さ3㎝　重量100g

手作りで海の幸（京丹後産）を中心に作っています。

ハタハタの頭を落として、骨ごと全部食べられるようにしてあります。ハ
タハタ本来の味を生かすように小麦粉・片栗粉を薄くからめて、塩コショ
ウのみのシンプルな味付けです。お年寄りから子供まで幅広い層に喜んで
いただける一品です。
・サイズ：幅15㎝　奥行き10㎝　高さ5㎝　重量85g

ハタハタの唐揚げ（ハタカラ）

表示価格はすべて税別表示です表示価格はすべて税別表示です

●価格：1パック85g 500円

京丹後屋　代表者名：足立　俊治

〒627-0041 京丹後市峰山町菅264
TEL0772-62-3669　FAX0772-62-3669
https://www.kyotangoya.com/
E-mail：sakanasakanasakana@kyotangoya.com

地元産のコシヒカリの米糀と地元産の餅米を使った無添加ノンアルコールあま酒
です。餅米のお粥と米糀が合わさってじっくり出てきた自然の甘味と旨味をお試
しください。加糖はしてません。ノンアルコールなのでお子様も、アルコールに
弱い方もお飲みいただけます。
・サイズ：幅13㎝　高さ24㎝　重量520g（500㎖）

あま酒

表示価格はすべて税別表示です

●価格：1袋 432円

桔梗屋醤油株式会社　代表者名：山本　泰明

〒629-2502 京丹後市大宮町河辺408
TEL0772-64-2322　FAX0772-64-2933

日本海の素晴らしい食材を用い、とことん味にこだわり丹後のほんまも
んを多くの皆さんに食べて頂きたいのが京丹後屋の想いです。自然豊か
な京丹後の幸をご堪能下さい。

創業以来の味を守りつつ、新しい味にも挑戦しております。自分達の眼で、
舌で、鼻で、確認しながら「心」を込めて造る事をモットーに、皆様の「おい
しい」のお手伝いをさせていただくのが私共の「よろこび」であり務め！と
日々努力しております。どうぞお味見下さいませ。
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宮津名産いわしちくわ。風味豊かなちくわです。
・賞味期限：5日（夏季は4日）

いわしちくわ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：3本入 311円

有限会社　汐徳商店　代表者名：汐見　敏

〒626-0003 宮津市字漁師1550番地
TEL0772-22-2271　FAX0772-22-7448

1930年創業、ちくわの他にも蒲鉾・天ぷら製造、販売しています。お
客様においしいと言っていただける製品造りに励んでいます。

当社の有機桑煎茶を焙煎しました。その香ばしい風味はホッとさせてくれ
ます。アイスでもホットでも美味しく召し上がっていただける人気の健康
茶です。桑茶はカフェインがなく胃腸への負担も少ないため、お休み前で
もお飲みいただけます。苦味も青臭さもなく、お子様からお年寄りの方ま
で幅広く飲んでいただいているお茶です。
・サイズ：幅16㎝　奥行き2㎝　高さ25㎝
・容量バリエーション：40g　80g

有機桑ほうじ茶

表示価格はすべて税別表示です

●価格：40g 600円　80g 1,000円

京丹後産のアカモクを塩江の漁村で加工した商品。丁寧に下処理し、ゆで
た後、食べやすく刻み小分けしたものを冷凍。解凍してめんつゆ等をかけ
れば、そのまま食べていただけます。ネバリとシャキシャキした歯ごたえ
がお楽しみいただけます。
・サイズ：幅27㎝　奥行き18.5㎝　高さ7.5㎝　重量500g（50g×10）

きざみアカモク

表示価格はすべて税別表示です

●価格：50g×10パック 1,800円

塩江海産　代表者名：家喜　博矢

〒629-3246 京丹後市網野町塩江868
TEL090-1134-4004
E-mail：ieki7004@yahoo.co.jp

網野町塩江で〝小さな漁村の6次産業〟をコンセプトに立ち上げました。
地元漁師がとったアカモクを加工し、物流・販売まで行っています。皆
の得意分野を活かし、今話題の美味しいアカモクを全国に届けたいと思
います。
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有限会社　丹後路たにうちファーム　代表者名：川村　嘉徳

〒629-2532 京丹後市大宮町谷内2349
TEL0772-68-1398　FAX0772-68-1402

自社生産の土生姜を使用。生姜をカットしたままの食感をお楽しみ頂きた
いです。
・サイズ：幅6㎝　奥行き6㎝　高さ9㎝　重量150g

生姜ジャム

表示価格はすべて税別表示です

●価格：150g 500円

自社生産の土生姜を使用。
・サイズ：幅5.5㎝　高さ22㎝　重量200g

生姜シロップ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：200g 900円

藤布の里プロジェクトにより、藤の花から取り出した植物性乳酸菌の助け
を借りて飲むヨーグルトを作りました。そして、ジャージー牛乳の生クリ
ームをとった後の低脂肪牛乳を使い、低カロリー（100gあたり65kcal）
の体に優しい飲むヨーグルトが出来ました。
・サイズ：直径6㎝　高さ11㎝
・容量バリエーション：200g、900g

ジャージー牛30頭あまりの小さな牧場です。牧場内の「ミルク工房そら」では朝搾りたてのジ
ャージー牛乳を使って、アイス、チーズなどの乳製品を手作りしています。できるだけ地元のも
のを、できるだけ自然のものを…と飼料や安全管理を徹底し、安心してお召しあがりいただけ
るように、一度にたくさんは製造できませんが、一つ一つを大切に、心をこめて作っています。
牛乳のおいしさを伝えたい…そんな思いでお届けします。

植物性乳酸菌　飲むヨーグルト

表示価格はすべて税別表示です

●価格：200g 250円　900g 850円

有限会社　丹後ジャージー牧場ミルク工房そら　代表者名：平林　衛

〒629-3441 京丹後市久美浜町神崎411
TEL0772-83-1617　FAX0772-83-1677
http://www.tango-jersey.co.jp/
E-mail：info@tango-jersey.co.jp

地元で採れた生産品を重点におき、昔懐かしい「おふくろ」の味・田舎
の味を守りつつ、特に製品作りには「添加物を殊更に使用しない」に「こ
だわり」を持ち、今消費者は何をもとめているのかと、絶えず耳を傾け
ながら、現代に即応した商品、安心して食べられる製品作りに懸命である。
益々販路を広げたい。
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●価格：1R 900円

地産食堂ひさみ　代表者名：今出　龍

〒627-0201 京丹後市丹後町間人1830
TEL0772-75-0160　FAX0772-75-1210

家庭でへしこを親しみやすくするために、パスタだと調理も簡単だと思い、
今回新たにパスタソースを製造しました。家庭で料理する事を考え、時短
料理が主婦の方には助かるのではないかと思います。パッケージはシンプ
ルかつ、へしこカラーで作成しました。
・サイズ：幅11㎝　奥行き4㎝　高さ18㎝　重量150g

へしこパスタソース

浅漬けの為、大人から子供までファンが多い。色々な料理に活用できます。
浅漬けのへしこは京阪神～口コミで全国の方々から支持を頂いてます。
・サイズ：重量約550g

ひさみのへしこ（へしこの浅漬け）

表示価格はすべて税別表示です

●価格：830円

表示価格はすべて税別表示です

京都最北端の古き漁村「間人（たいざ）で大正から営まれる料理商であり、
丹後の素材の良さを最大限いかした商品作りを目指しております。

表示価格はすべて税別表示です

●価格：150g 602円

長十水産　代表者名：長井　重忠

〒629-2244 宮津市江尻945
TEL0772-27-1407　FAX0772-27-0629
E-mail：nagajyu@mx2.wt.tiki.ne.jp

全国的に珍しい商品で、一般的に出回るタチウオは骨は食することは出来
ませんが、こちらは小さなタチウオを丸ごと加工した為そのまま食べられ
る商品です。おやつ、おつまみに、このまま召し上がることが出来ます。
また細かく切って酢の物などにも入れて料理にもお使いいただけます。
・サイズ：幅26㎝　奥行き3㎝　高さ37㎝　重量150g

おやつタチウオ

宮津湾を見渡せる海岸沿いに加工場があります。新鮮なうちに魚を持ち帰
り、昔から変わらない加工方法で製品を作っております。
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北畿リゾート株式会社　代表者名：西途　顕太郎

丹後の名所、琴引き浜の海水を用い製造された天然塩の琴引き塩を使用。
天然塩ならではの角のない塩が塩辛の旨味を大きく引き上げています。
・サイズ：幅6.5㎝　奥行き6.5㎝　高さ7.5㎝　重量160g

いか塩辛

表示価格はすべて税別表示です

●価格：160g 725円

プチプチとした食感が楽しめる形とすりつぶした形の2通りで、料理に使
いやすくする為に塩は使わずに仕上げました。野菜サラダ、おにぎり、お
浸し、和え物等にお使いください。

えごまふりかけ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：40g 350円

はーちゃん工房　代表者名：和田　貞行

〒629-2532 京丹後市大宮町谷内2053-1
TEL0772-64-3871　FAX0772-64-3871

〒629-3241 京丹後市網野町木津417-1
TEL0772-74-1235　FAX0772-74-1039
http://www.kani-ichiban.com
E-mail：j-saito@hokki.co.jp

自家生産米（丹後コシヒカリ）・米麹を原料とし、お粥を炊き米麹を合わ
せた昔ながらの製法で時間をかけて造った懐かしの甘酒です。糖類はもち
ろん防腐剤などの添加物も一切使用してません。「飲む点滴」と言われる
ほど天然ビタミン・ミネラル等を多く含み、ノンアルコールなので子供か
らお年寄りまで安心して飲める健康飲料です。
・サイズ：重量430g（400㎖）

ろくさんの甘酒

表示価格はすべて税別表示です

●価格：1袋 450円

農家民泊　温古里　代表者名：日達　ゆみ子

〒627-0102 京丹後市弥栄町須川419-2
TEL0772-62-0934　FAX0772-62-5302

2009年7月、京丹後市第１号「簡易宿所営業」許可取得。丹後半島の真ん
中に位置し、「最後の秘境」と呼ぶにふさわしい弥栄町野間地域で、2010
年4月、農家民泊 温古里を開業。2011年1月、京都府第２号「どぶろく製造
免許」取得。以降試作を重ねて製品化し6月より販売。

有機肥料で栽培したえごまで作った商品です。料理・ドレッシングに最
高です。

弊社は丹後周辺で水産食材の卸売りを行っております。そのノウハウを
活かして吟味し新鮮で納得のいく食材を使用して出来上がった海鮮珍味
は、白ご飯やお酒によく合います。

※菓子部門［16ページ］にも商品掲載。
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ズワイガニの身をたっぷり使用した具沢山の食べるラー油。和風素材を用
いてるので、辛さも控えめで様々な和風料理によく合います。
・サイズ：幅6㎝　奥行き6㎝　高さ6㎝　重量100g

焦がしかにラー油

表示価格はすべて税別表示です

●価格：100g 500円

ズワイガニと紅ズワイガニの2種類のかにみそを使用。カニシーズン（11
月6日～3月末）には大変人気の商品です。デザインも高級感のある金と
黒を強調した仕上げに。手間暇かけた数量限定品。
・サイズ：幅5㎝　奥行き5㎝　高さ10.5㎝　重量100g

焼かにみそ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：70g 1,040円

山陰の特産である糀漬けを自社オリジナルレシピにて製造。添加物を使用
しない安心安全で健康に良い発酵食品です。ご飯のお友、お酒の肴に相性
抜群。
・サイズ：幅6.5㎝　奥行き6.5㎝　高さ7.5㎝　重量150g

するめ糀漬　ゆず風味

表示価格はすべて税別表示です

●価格：150g 725円
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産地：きれいな日本海・丹後の海水を使用した純国産品。
原料：日本海・丹後の海水だけを原料とし、他の塩や添加物はいっさい使
っていません。
・サイズ：重量200g

日本海丹後の塩

表示価格はすべて税別表示です

●価格：200g 380円

松兵　代表者名：松村　兵之進

〒629-3101 京丹後市網野町網野383-4
TEL0772-72-5298　FAX0772-72-5310

美しい日本海のそばに位置する特性を生かし、昔ながらの薪で炊き上げる
製法によって作られた安全で信用の高い、純国産塩とにがりを販売致して
おります。

自家栽培の九条ねぎをたっぷりと使用した農家ならではの京野菜ドレッシ
ング。国産米油を使用してます。サラダの他、しゃぶしゃぶや唐揚げ等の
肉料理に、またパスタとからめて炒めると和風パスタに。
・サイズ：幅4㎝　奥行き4㎝　高さ22㎝　1本（200㎖）

農家のベジドレッ　刻みねぎ醤油

表示価格はすべて税別表示です

やさい魂研究所　代表者名：森　和哉

〒629-2531 京丹後市大宮町奥大野813-2
TEL0772-68-1002　FAX0772-68-1002

自家栽培の九条ねぎをたっぷりと使用した農家ならではの京野菜ドレッシ
ング。国産米油を使用してます。サラダ、冷奴、カルパッチョ、唐揚げ等に、
また冷製パスタソースとしてもご使用いただけます。
・サイズ：幅4㎝　奥行き4㎝　高さ22㎝　1本（200㎖）

農家のベジドレッ　ねぎピューレ　非加熱生ソース

表示価格はすべて税別表示です

●価格：1本（200㎖） 900円

●価格：1本（200㎖） 750円

京都・丹後・与謝野町で魂こめて野菜を育てる情熱野菜農家。「野菜が
主役」を商品コンセプトに自家栽培の野菜をふんだんに使用した農家自
慢の加工品を開発・販売しています。
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京都府北部に位置する京丹後地方の郷土料理でもあります丹後ばら寿司を、じゅ
わっと甘く炊き上げた油揚げで包み、お稲荷さんに仕上げました。真空冷凍のま
ま全国発送が出来ますのでギフト商品としてもお使いいただけます。
　常温店販売の場合：賞味期限3日
　冷凍ギフト販売の場合：製造日より冷凍保存で30日
　　　　　　　　　　　（電子レンジでの解凍後、常温で1日）となります。
・サイズ：幅8㎝　奥行き20㎝　高さ4.5㎝　重量250g

丹後ばら稲荷寿司

●価格：1箱　741円

料亭千代乃家　代表者名：鵜飼　正樹

〒629-2502 京丹後市大宮町河辺3266
TEL0772-64-3833　FAX0772-64-3863
http://www.chiyonoya.com/
E-mail：chiyonoya-2@river.ocn.ne.jp

大正時代から100年続く料亭千代乃家。秘伝の糠床にバジル・オレガノ・
ペパーミントの3種類のハーブを混ぜて漬け込んだ「ハーブへしこ」を鷹
の爪・ニンニクと共にアヒージョ（オイル煮）にした缶詰です。ダジャレ
風にモジったネーミングもインパクトがあり、缶詰デザイン共に、この商
品に関しては100年続く料亭のアソビゴコロのみを存分に楽しんでいただ
き、是非へしこというものを若い世代の方にも知っていただき、食してい
ただきたいとの思いで商品化致しました。もっとたくさんの方に知ってい
ただけるよう日々頑張って、へしこ親善大使を努めようと思っています。
・サイズ：直径7.5㎝　高さ3.5㎝　重量85g

青春アヒージョ～ハーブへしこのオイル煮～

表示価格はすべて税別表示です

●価格：695円

久美浜町産の梨を使用したジュースです。府内でも珍しい清涼飲料水製造
許可のある当加工所で製造しています。
・容量バリエーション：180㎖、720㎖

表示価格はすべて税別表示です表示価格はすべて税別表示です表示価格はすべて税別表示です

リフレ農産加工所は、小さな設備としては京都府下で稀な清涼飲料水製造許可
を取得、ジャム製造や惣菜製造と合わせて、地域でとれた農産物の加工品づく
りを行っています。2011年10月に機械設備が完成し、12月28日に製造許可を
取得し、はじまったばかりの小さな加工所ですが、不必要な添加物を使用しな
い、安心安全な農産物を使ってほんものの加工品づくりをめざします。

なしのジュース

表示価格はすべて税別表示です

●価格：180㎖ 250円　720㎖ 800円

社会福祉法人よさのうみ福祉会　リフレかやの里　代表者名：藤原　さゆり

〒629-2421 与謝郡与謝野町金屋1730
TEL0772-43-1730　FAX0772-43-1733

大正5年、京都・丹後に創業した「千代乃家」。当店では、千代乃家伝統のぬか床に数種
類のハーブを混ぜ込んで漬けたへしこを使った棒寿司「ハーブへしこ寿司」を看板メニ
ューとし、地元の味を創作和食で楽しめる料亭です。百年の長きにわたる伝統味と古き
にとらわれない新しい味から織りなす丹精込めたお料理を皆様のもとへお届けします。
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こんがりと色よく焼いた鯖を棒寿司にし、焼き鯖の旨みとシャリが絶妙に
絡み合ったお寿司です。
・サイズ：幅5㎝　奥行き22㎝　高さ15㎝　重量約500g

焼鯖すし

表示価格はすべて税別表示です

●価格：1本 1,944円

料亭ふみや　代表者名：稲葉　洋一

〒626-0017 宮津市島崎2039
TEL0772-25-1123　FAX0772-22-6238

古き良き時代の面影たたえ大手川河畔に浮かぶ料亭ふみや四季それぞれ
の風の音と色かたち趣ゆたかな旬の味わい。

〒629-2234 宮津市国分123
TEL0772-27-2222　FAX0772-27-2223

丹後産の生ぶどうを100%使用した中口のロゼワイン。赤ワイン用ぶどう
「セイベル13053」を白ワインと同じ製法でピンク色のワインに仕上げま
した。ピーチのような香りとフレッシュ &フルーティーな味わいが大人
気のロゼワインです。
・サイズ：幅6㎝　奥行き6㎝　高さ30㎝　重量900g（500㎖）
・容量バリエーション：360㎖、500㎖

茜ブラッシュ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：360㎖ 852円　500㎖ 1,239円

丹後産のぶどうを100%使用した辛口白ワイン。柑橘系の爽やかな香りと
酸味を持つ「セイベル9110」を樽熟成させることでバニラやナッツを思
わせる樽の風味が加わり、厚みのある豊かな味わいの白ワインに仕上がっ
ています。
・サイズ：幅7.6㎝　奥行き7.6㎝　高さ30㎝　重量1250g（720㎖）
・容量バリエーション：375㎖、720㎖

こだま樽熟成

表示価格はすべて税別表示です表示価格はすべて税別表示です

●価格：375㎖ 1,429円　720㎖ 2,381円

天橋立ワイン株式会社　代表者名：山﨑　浩孝
「ワインづくりはぶどうづくりから」天橋立の潮風と太陽の恵みをいっ
ぱい浴びた贅沢なワイン用葡萄から生まれた生ワイン。生ぶどう原料と
生詰めにこだわる本格派ワインです。
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米はうまいと評判の丹後産コシヒカリを使用。杜氏がこだわって選び抜い
た丹但の名水で仕込んだ純米酒。軽快でなめらかな味わいが特徴です。
・サイズ：幅10㎝　奥行き10㎝　高さ41㎝　重量2000g
・容量バリエーション：720㎖、1800㎖

純米大吟醸　杜氏の独り言

表示価格はすべて税別表示です

●価格：720㎖ 1,191円　1800㎖ 2,381円〒629-3410 京丹後市久美浜町45-1
TEL0772-82-0019　FAX0772-82-1594

丹後産のぶどうを100%使用した辛口赤ワイン。綺麗な酸味を持つスパイ
シーな赤ワイン用ぶどう「サペラヴィ」を主体に「レジェント」をブレン
ドしました。サペラヴィの綺麗な酸味にレジェントのほろ苦く余韻のある
味わいが調和。今すぐ飲んでも美味しいですが、熟成も楽しみな一本です。
・サイズ：幅7.6㎝　奥行き7.6㎝　高さ30㎝　重量1250g（720㎖）
・容量バリエーション：375㎖、720㎖

茜

表示価格はすべて税別表示です

●価格：375㎖ 1,239円　720㎖ 2,381円

丹後産のぶどうを100%使用した辛口赤ワイン。綺麗な酸味を持つスパイ
シーな黒ぶどう「サペラヴィ」を主体に3種類の黒ぶどう「セイベル
13053」「レジェント」「カベルネソーヴィニヨン」をブレンドしました。
サペラヴィのスパイシーな酸味に、セイベルの豊かな果実味、レジェント
のほろ苦さ、カベルネソーヴィニヨンの余韻のある味わいが調和。
・幅7.6㎝　奥行き7.6㎝　高さ30㎝　重量1250g（750㎖）

彩雲

表示価格はすべて税別表示です

●価格：750㎖ 2,778円

熊野酒造有限会社　代表者名：柿本　正大
風光明媚な久美浜湾の最奥岸にあり、蔵から湾が一 望できる事から酒
銘を「久美の浦」と命名しています。熟練の但馬杜氏の元で修行を積ん
だ蔵元杜氏、柿本達郎が精魂込めて手造りする純米、吟醸は全国各地の
酒通の方々に愛飲されております。
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〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3622-1
TEL0772-65-2021　FAX0772-65-2871
http://www.yasakaturu.co.jp

竹野酒造有限会社　代表者名：行待　佳平

山田錦100%使用。穏やかな香りと豊かな味わい、爽やかな酸味が後味の
キレを生む、精米歩合50%の純米大吟醸です。
・サイズ：幅7.8㎝　奥行き7.8㎝　高さ30.5㎝　重量1200g
・容量バリエーション：720㎖、、1800㎖

弥栄鶴　錦蔵舞2017

●価格：

京丹後市で栽培収穫された「京かんしょ（さつまいも）」を100%主原料に近畿最北端の焼
酎蔵「丹後蔵」が製造した本格芋焼酎で、常圧蒸留が作り出す芳醇な味と原料由来の穏
やかな香りが和食を引き立て食事を楽しくする芋焼酎です。夫婦商品とも言える「いも
たん」は京女をイメージしたパッケージと軽い飲み口。対する「HIKO」は男性をイメ
ージし、どっしりしたパッケージで旨味も香りも強くなっています。
・サイズ：幅7.8㎝　奥行き7.8㎝　高さ29.8㎝　重量1124g
・容量バリエーション：300㎖、720㎖、1800㎖

京都・丹後の芋焼酎「いもたんHIKO」

表示価格はすべて税別表示です

表示価格はすべて税別表示です

●価格：300㎖ 720円　720㎖ 1,570円
1800㎖ 3,140円　（※化粧箱は別売）

〒627-0034 京丹後市峰山町泉17
TEL0772-62-0151　FAX0772-62-0151
http://www.tangokura.com/
E-mail：info@tangokura.com

搾りたての新鮮なジャージー牛乳と自家製生クリームをたっぷり使った、濃厚で
コクのあるさっぱりとしたアイスクリームに、オリジナルいか墨醤油を入れまし
た。わさびを塗りながら食べることにより、後味にも清涼感が残り、新しい食べ
方の和のアイスです。また、主原料のジャージーアイスクリームは、卵や余計な
添加物を使用しておりませんので、安心してお召し上がりいただけます。
・サイズ：〈100㎖〉直径上7㎝　直径底5.5㎝　高さ6㎝　重量90g
　　　　　〈100㎖　6個入〉幅27㎝　奥行き19.5㎝　高さ13.7㎝　重量
　　　　　〈2ℓ徳用サイズ〉幅27㎝　奥行き16.8㎝　高さ8.3㎝　重量1600g
・容量バリエーション：100㎖、2ℓ徳用サイズ、100㎖ 6個入

わさびで食べる醤油アイス

表示価格はすべて税別表示です

●価格：

うめや本舗　代表者名：梅田　肇

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3684
TEL0772-65-3258　FAX0772-65-2879

株式会社　丹後蔵　代表者名：行待　佳平

720㎖ 2,293円　1800㎖ 4,900円
　　　　　（箱代100円）　　　　　　　（箱代200円）

100㎖ 334円　100㎖ 6個 2,380円
2ℓ 3,797円

地元丹後の素材を生かして斬新なアイデア製品を開発し、魅力ある丹
後を発信していきます。

清酒弥栄鶴は山海の幸豊かな丹後において、地域の人々によって育てら
れてきました。清冽な水、丹後の大地で育まれた米で、杜氏渾身の自信
作をお届けいたします。温故知新。伝統は明日への創造と考え、今後も
愛される日本酒を提供するため鋭意努力を重ねてまいります。

地元京丹後市産サツマイモ「京かんしょ」を100％主原料に使い、清
酒製造のノウハウを生かした「京都の芋焼酎」を目指して日々研さん中
の焼酎製造蔵が丹後蔵です、温故知新、京都発で新しい焼酎の風を吹か
せます！

※食品部門［1ページ］
　木竹部門［25ページ］にも商品掲載。
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しっとりやさしい味の乳菓生地と餡に練り込んだ柚子の風味が爽やか。丹
後の月のようなクリーム色の丸い形の焼き菓子です。
・サイズ：幅5㎝　奥行き5㎝　高さ1.8㎝　重量35g

丹後でぴょん

表示価格はすべて税別表示です

●価格：8個入 705円

〒629-3241 京丹後市網野町木津417-1
TEL0772-74-1235　FAX0772-74-1039
http://www.kani-ichiban.com
E-mail：j-saito@hokki.co.jp

北畿リゾート株式会社　お菓子工房夕庵　代表者名：西途　顕太郎

丹後ちりめん所として、ちりめんの手鏡をイメージした手鏡形の商品。し
っとりとしたサブレ生地の中に生チョコを包み込みました。また、包装紙
にも丹後ちりめんをイメージしたデザインを用いています。
・サイズ：幅9㎝　奥行き9㎝　高さ0.7㎝　重量30g

ちりめん手鏡

表示価格はすべて税別表示です

●価格：6個入 605円

丹後久美浜産の黒豆（丹波黒）を使ったソフト煎り豆。
・すっぴん：大黒豆の持つ深い旨味を丸ごと生かした煎り豆。
・甘 化 粧：大黒豆の味を生かしながら、砂糖を絡めて甘口に仕上げまし
　　　　　　た。お茶うけに、おやつにおすすめです。
・辛 化 粧：唐辛子や香辛料を使ってパンチのある味。おつまみや大人の
　　　　　　おやつとしてお楽しみください。
・サイズ：幅14㎝　高さ22㎝　内容量  辛化粧100g、甘化粧・すっぴん110g

黒豆煎豆

表示価格はすべて税別表示です

●価格：各種1袋 500円

小野甚味噌醤油醸造株式会社　代表者名：小野　甚一

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷300
TEL0772-62-0476　FAX0772-62-4760
http://www.onojin.com/
E-mail：info@onojin.com

夕庵のお菓子は、丹後の素材を生かしひとつひとつ丁寧に手包みで包装
しています。またネーミングやデザインも丹後を思わせるような工夫を
こらしております。観光で丹後を訪れたお客様にも丹後のお土産品とし
てPRをしております。

※食品部門［9ページ］にも商品掲載。

※食品部門［2ページ］にも商品掲載。
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昔ながらの懐かし黒糖を使用した温泉饅頭。柔らかさと、もちっとした食
感を追求した商品です。
・サイズ：幅4.5㎝　奥行き4.5㎝　高さ2.5㎝　重量40g
・容量バリエーション：8個入、12個入

たそがれ丹後

表示価格はすべて税別表示です

●価格：8個入 705円　12個入 1,000円

大粒の黒豆入りの柔らかな羽二重餅で上品な甘さのこし餡を包んだ塩大福
です。丹後名所、琴引き浜の海水で製造した「琴引きの塩」が甘さを引き
立てます。
・サイズ：幅5㎝　奥行き5㎝　高さ2.5㎝　重量

めまろく

表示価格はすべて税別表示です

●価格：8個入 705円

丹後名所、琴引き浜の海水を用い製造された琴引きの塩を使用。丹後ちり
めんを製作する際に使用する糸を張る重りの名称「しずわ」を商品名とし
た低甘味でほのかな塩加減の蒸しきんつばに仕上げました。
・サイズ：幅5㎝　奥行き5㎝　高さ2.5㎝　重量45g

琴引しずわ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：8個入 705円
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自社農園、丹後産のさつま芋を使用し、中に甘さ控えめの粒餡を包み込ん
だ和風のスイートポテトです。
・サイズ：幅5㎝　奥行き5㎝　高さ2.5㎝　重量45g

橘おさつ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：8個入 910円

　平成4年与謝郡与謝野町に設立しました。ショートケーキ、デコレー
ションケーキ、焼菓子等、少人数のスタッフで1つ1つていねいにお菓子
作りをしています。商談会等にも参加して卸しにも力を入れております。

野菜嫌いのお子様にも美味しくお召し上がれるよう、爽やかな味に仕上げ
ました。ツルンとした食感で喉越しが良く、野菜の風味が絶妙な味です。
丹後おみやげとして、また珍しい贈り物として人気があります。小松菜・
トマト・人参の3種類。
・サイズ：幅9㎝　奥行き4.5㎝　高さ7㎝　重量70g

京都丹後野菜ゼリー

表示価格はすべて税別表示です

●価格：1個 300円　詰合せ6個入 2,000円

パティスリーヴァニーユ　代表者名：小西　孝之

〒629-2413 与謝郡与謝野町温江14
TEL0772-43-0367　FAX0772-43-0367
http://www.manekineko-k.com/shops/food/vanille0367
E-mail：nonnatoe2@gmail.com

丹後で170年続く蔵元、木下酒造の酒と酒粕を生地に練り込み、甘さ控え
めのこし餡を包みました。温めるとほのかなお酒の香りが広がり、生地も
一層もちもちの食感になります。
・サイズ：幅4.5㎝　奥行き4.5㎝　高さ2.5㎝　重量40g

蔵人のおやつ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：8個入 705円菓
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京丹後産の抹茶を使用した餡と葛生地で包んだ生クリームの三層に仕上げ、
抹茶と生クリームの風味を生かした葛饅頭です。
・サイズ：幅5㎝　奥行き5㎝　高さ2.5㎝　重量30g

ガラシャの涙

表示価格はすべて税別表示です

●価格：6個入 1,204円

〒629-3241 京丹後市網野町木津1
TEL0772-74-9109　FAX0772-74-9108

ヒラヤミルクをふんだんに使用した、しっとりとした餡と皮にこだわった
焼饅頭です。
・サイズ：幅5㎝　奥行き5㎝　高さ2.5㎝　重量25g
・容量バリエーション：8個入、12個入

静の舞

表示価格はすべて税別表示です

●価格：8個入 806円　12個入 1,204円

株式会社ポラリス　御菓子司　あん　代表者名：沖田　康彦

宮津の地酒、特別純米酒「香田」（大吟醸の酒粕入り）と伊根の地酒「伊
根満開」（古代米の酒粕入り）を使った2種類をご用意しました。伊根満
開を使った方は、紫がかったレアチーズになってます。
・サイズ：幅6㎝　高さ5㎝　重量80g

地酒のレアチーズ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：352円

村田堂　代表者名：梅田　敏明

〒626-0041 宮津市鶴賀2065-2
TEL0772-25-2170　FAX0772-25-2170
http://muratado.net
E-mail：info@muratado.net

宮津駅前にあるセレクトショップを併設したスペシャルティーコーヒー
のカフェ。地元の食材を使った和洋のスイーツもつくっています。

『美味しい笑顔を広げたい！』そんな思いを込めて、丹後特産の素材、風土、
歴史（伝説）にこだわったお菓子作りに「あん」は励んでおります。
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丹後のうどんを使い、昔ながらの手作業で行い、機械では出せない昔懐か
しい味に仕上げました。
・サイズ：幅13㎝　奥行き24㎝　重量100g

丹後・宮津かりんとう

表示価格はすべて税別表示です

●価格：100g 350円

ヤノ株式会社　代表者名：矢野　哲也

〒629-2251 宮津市須津413-48
TEL0772-46-2229　FAX0772-46-5288
E-mail：food.and.liquor.yano@gmail.com

昭和20年創業、丹後宮津の素材、手作りにこだわったお店です。創業
以来、地域に愛されるお店をモットーに日々精進しております。手作り
の味を是非ご賞味ください。

宮津産オリーブの葉の粉末と丹後の米粉で作ったういろに大納言小豆をト
ッピングしました。食べきりサイズにスティックを付けています。
・サイズ：幅3.75㎝　高さ6㎝

ういろ（オリーブリーフパウダー入）

表示価格はすべて税別表示です

●価格：167円

さつま芋切り～揚げる～絡めるを全て昔ながらの手作業で行い、機械では
出せない昔懐かしい味に仕上がりました。
※季節により丹後産のさつまいもを使用。
・サイズ：幅12㎝　奥行き23㎝　重量100g

丹後・宮津芋けんぴ

表示価格はすべて税別表示です

●価格：100g 350円
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表示価格はすべて税別表示です

表示価格はすべて税別表示です

●価格：1袋 200円

株式会社　山本商店　代表者名：山本　年信

〒627-0037 京丹後市峰山町千歳208-3
TEL0772-62-0729　FAX0772-62-4851

ちょっと贅沢なタオル。極細絹糸の格子状織り柄が水に入れることにより、
大きなふくれ状のシボになり、肌に心地よい刺激でやさしく洗いあげます。
泡立ち・泡切れが良いです（使用後は、かげ干しで）。家族で使用される場合、
同じ白では…ということでカラーバリエーションを増やしました。
・サイズ：（浴用）幅35㎝　長さ95㎝
　　　　　（フェイス）幅10㎝　長さ13㎝
・カラーバリエーション：（浴用）白・ピンク・水色・クリーム

絹ふくれ浴用タオル・フェイスタオル

●価格：

絹あそび　橋本修治商店　代表者名：橋本　八洲生

〒629-2501 京丹後市大宮町口大野565
TEL0772-64-2127　FAX0772-64-4295

丹後で織られる絹の素材にこだわった商品創りをしています。

一年を通して快適な生活を過ごしていただくためのウォーマーです。絹
（天然フィブロイン繊維）が体を優しく包み、織物による空気層が体をポ
カポカとあたためます。また、ほどよいストレッチ構造が体の動きを妨げ
ません。就寝時に着用いただくと快適です。
・サイズ：フリーサイズ

丹後ちりめん腹巻

表示価格はすべて税別表示です

●価格：11,360円

春琴工房　西村商店　代表者名：西村　喜伸

〒629-2403 与謝郡与謝野町加悦2-1
TEL0772-42-3161　FAX0772-42-0675

約300年に及ぶ丹後ちりめんの歴史と風土に培われた技法で製織された絹
織物のウォーマーです。絹織物は極細なヒブロイン（繊維）で製織されてお
り、繊維の間に細かな多くの空気層があります。夏は汗や湿気を吸収・排
出し、冬は空気層に蓄熱効果があり、温度を調整します。夏は涼しく、冬
は暖かい特性があり、1年を通して気持ちよくお使いいただけます。

おからを原料に作られた歯ごたえの良い揚げ菓子に、いわしの粉末をまぶ
したマヨネーズ風味のお菓子。メーカーとの協同企画商品。去年のTGG
物産展で試作品だったこの商品が完売したので商品化しました。パッケー
ジに「舟屋の里」や「天橋立」のイラストを用い、お土産品としても販売
できるようにしました。
・サイズ：幅14㎝　奥行き2㎝　高さ19㎝　重量60g

魚ちっぷす

浴用（白）2,000円　浴用（色）2,200円
フェイス 500円

昭和30年3月設立、菓子の卸問屋として創業。現在は冷凍食品、アイ
スクリームも扱い、地元で昔からの風習である“お嫁さんのお菓子”“お
菓子の詰合せ”なども販売しております。

※工芸部門［23ページ］にも商品掲載。
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一年を通して快適な生活を過ごしていただくためのウォーマーです。絹
（天然フィブロイン繊維）が体を優しく包み、織物による空気層が体をポ
カポカとあたためます。また、ほどよいストレッチ構造が体の動きを妨げ
ません
・サイズ：フリーサイズ

丹後ちりめんウオーマー（腕用）

表示価格はすべて税別表示です

●価格：7,540円

一年を通して快適な生活を過ごしていただくためのウォーマーです。絹
（天然フィブロイン繊維）が体を優しく包み、織物による空気層が体をポ
カポカとあたためます。また、ほどよいストレッチ構造が体の動きを妨げ
ません。就寝時に着用いただくと快適です。 
・サイズ：フリーサイズ

丹後ちりめんウォーマー（ふくらはぎ用）

表示価格はすべて税別表示です

●価格：7,540円

一年を通して快適な生活を過ごしていただくためのウォーマーです。絹
（天然フィブロイン繊維）が体を優しく包み、織物による空気層が体をポ
カポカとあたためます。また、ほどよいストレッチ構造が体の動きを妨げ
ません。
・サイズ：フリーサイズ

丹後ちりめんウオーマー（手首用）

表示価格はすべて税別表示です

●価格：2,800円

繊
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手染めの丹後ちりめん生地、帯地に京都で癒しの香りに調合した香木を入
れてみました。ポケットに入れたり、バッグ等に…日本の香りをお楽しみ
下さい。
・カラーバリエーション：豊富

かほり

表示価格はすべて税別表示です

●価格：絹生地 600円

絹あそび　橋本修治商店　代表者名：橋本　八洲生

〒629-2501 京丹後市大宮町口大野565
TEL0772-64-2127　FAX0772-64-4295

丹後で織られる絹の素材にこだわった商品創りをしています。

丹後素材で、スマホ巾着の改良品です。バネ口金を使用してるので、指で
つまむだけで簡単に開きます。上質感のある帯地で丁寧に作りました。
・サイズ：幅11㎝　奥行き1㎝　高さ15㎝
・カラーバリエーション：豊富

スマホポーチ

絹生地の手にした感触が心地良い。チャーム感覚で持ち、バッグ等に付け
たまま、引っ張ってタッチできます。リール付きなので、改札を通るとき
もスムーズです。
・サイズ：幅8㎝　奥行き0.3㎝　高さ13㎝
・カラーバリエーション：豊富

パス・ケース

表示価格はすべて税別表示です

●価格：帯地 1,200円

●価格：帯地 1,000円

表示価格はすべて税別表示です

※繊維部門［21ページ］にも商品掲載。
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藤づるから織られた「藤布」は非常に素朴で強靭ですが、しなやかな面も
有しています。一流の職人がひとつひとつ手作りで仕上げた逸品です。４
種類あります。（京都府無形文化財・京都府伝統工芸品）

藤布財布

表示価格はすべて税別表示です

●価格：45,000円～60,000円

丹後の経ヶ岬から鳥取の白兎海岸までの山陰海岸ジオパークは「世界ジオ
パーク」に認定されていますが、それをモチーフに丹後に残る藤糸（藤布）
を使用して織り上げた、独創的な帯です。
　・〔写真左〕京袋帯「琴引の浜」　・〔写真右〕袋帯「悠久の空間（とき）」

帯

表示価格はすべて税別表示です

●価格：京袋帯 360,000円　袋帯 450,000円

丹後の藤布　遊絲舎　代表者名：小石原　将夫

〒629-3102 京丹後市網野町下岡610
TEL0772-72-2677　FAX0772-72-5552

上質感のある帯地で丁寧な作りだから、大人の愛用にかなう商品です。大
切な会議の資料や大切な物を入れたり、アイデア次第で用途が広がります。
意匠の良さをお楽しみ下さい。
・サイズ：幅22㎝　奥行き0.3㎝　高さ32㎝　重量70～90g
・カラーバリエーション：豊富

ふあいるけーす

表示価格はすべて税別表示です

●価格：帯地 2,000円

「自然」を神と敬った昔の人々は、自然の恵みの中で必然的な生活の「知恵」によ
り「織り」や「編み」を生み出しました。それは、フジ・シナ・コウゾ・クズな
ど身の回りにある木や草の繊維（靭皮繊維）で作られたものです。それらの布は「原
始布」と呼ばれ、今もなお人々の温もりと安らぎを与え続けています。遊絲舎は、
丹後地方で古代より連綿と受け継がれている手法により、藤づるから繊維を取り
出し、績み、素材の持つ素朴な味をそのまま織り出し、現代の生活空間に提案します。
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縁起良い合わせ貝「蛤」を基に、丹後ちりめん・西陣帯地を使って仕上げ
ています。小さい乍ら凛として、殊の外、帯地は豪華です。今回は「出世
かぶと」の新作もあります。「出世かぶと」には飾り台が付いています。
・サイズ：幅16㎝　奥行き5㎝　高さ16㎝
・カラーバリエーション：豊富
・その他バリエーション：ちりめん地、帯地、飾り台

蛤作品シリーズ　貝かぶと

表示価格はすべて税別表示です

●価格：ちりめん地（長方黒台付き） 1,800円  帯地（扇型黒台付き） 2,800円出世かぶと（飾り台付き） 4,300円

縁起の良い蛤をボディに、ちりめんの着物を着せた桃の節句の人形です。
今回は古典調の蛤びなも登場し、豪華になりました。
・サイズ：（大）幅12㎝　奥行き7㎝　高さ10㎝
・カラーバリエーション：豊富
・サイズバリエーション：小、大、古典調

蛤作品シリーズ　貝びな

表示価格はすべて税別表示です

●価格：小 4,000円  大 6,000円
古典調（畳台四曲びょうぶ付き） 10,000円

丹後八姫会　代表者名：小森　明美

〒629-3444 京丹後市久美浜町橋爪26
TEL0772-82-0687　FAX0772-82-0687

現代風の新しいまつぶたの中で出来上がるばらずしの豪華さや、切り分けして皿に盛る
丹後ばらずし特有の一連の作業が、テーブルの上などでみんなで楽しく調理できる道具
セットです。人数に合わせて、外枠は4人、6人、9人用があります。材質は主に京都府
内産のヒノキ材で、ウレタン塗装加工がしてあるので衛生的です。ふるさと祭り東京「お
みやげグランプリ2015」にて、このまつぶたにばらずしの具材をセットした「丹後ばら
ずし玉手箱」が日本らしさと、細部へのこだわりが評価されデザイン賞を受賞しました。
・サイズバリエーション：4人用、6人用、9人用

丹後ばらずし道具セット

表示価格はすべて税別表示です

●価格：

うめや本舗　代表者名：梅田　肇

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3684
TEL0772-65-3258　FAX0772-65-2879

4人用 7,871円　6人用9,260円　9人用10,649円
ヘラ（1本）1,389円

京都府の伝説－丹後王国ロマン物語「丹後七姫と川上摩須郎女」を人形で
紹介する丹後八姫会と申します。丹後の伝統産業「丹後ちりめん」や日本
の伝統産業「和紙」を中心に丹後らしさにこだわりを持ち、国内、海外へ
と人形達が旅立ち、丹後の活性と文化振興に少しでも寄与出来れば…と願
う手作りオリジナル工芸品を揃えています。

※食品部門［1ページ］菓子部門［15ページ］にも商品掲載。
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日常使いの商品でありながら、一筆一筆の手描を全工程に至る迄作者一人の制作による
ものです。独自の釉薬で他にはない独特の“うさぎ”の姿を中心に色絵で施しています。
見込みも同様に巧みな筆使いで表現。使い勝手を重視し、口当たり、ハンドルの安定感、
心安らぐ存在感にも優れ、京焼、清水焼の40年来のヒットシリーズの一部です。現在ま
で数万個の制作・販売をしています。
・「特大湯呑」幅8.5㎝　奥行き8.5㎝　高さ9㎝　重量246g
・「マグカップ」幅12㎝　奥行き8.5㎝　高さ9㎝　重量263g
・「コーヒー碗皿」幅10㎝　奥行き7.5㎝　高さ6.5㎝　重量142g（カップ）
　　　　　　　　幅13.5㎝　奥行き13.5㎝　高さ1.5㎝　重量173g（ソーサー）
・「御飯茶碗」幅12.5㎝　奥行き12.5㎝　高さ5.5㎝　重量181g
・「19㎝皿」幅19㎝　奥行き19㎝　高さ1.5㎝　重量482g

色絵花うさぎシリーズ5点

●価格：

丹後在住の有志で結成した製作委員会と、100人近くの丹後のひとびとの
協力によってつくられたガイド本。古墳・山城・神社・山・漁港・アウト
ドア・アート・酒・オーガニックなど、丹後のさまざまな側面を愛する丹
後のひとびとが、それぞれの得意分野について紹介したり、語ったりして
います。たくさんの素敵な写真とともに、オールカラー130ページに丹後
の奥深さがぎゅっと凝縮されている一冊です。丹後の人にも外の人にも手
にとって欲しい本になりました。
・サイズ：A5　横書き　130ページ　オールカラー

ひ・み・つの丹後本

表示価格はすべて税別表示です

●価格：1,500円

丹後本制作委員会　代表者名：豊田　玲子

〒626-0432 与謝郡伊根町本坂364
TEL0772-33-9013　FAX0772-33-9013

表示価格はすべて税別表示です

赫三郎窯　代表者名：黒田　三郎

稲垣養蜂　代表者名：稲垣　光泰

〒629-2511 京丹後市大宮町久住
TEL0772-68-0492　FAX0772-68-0492

〒629-2311 与謝郡与謝野町幾地1381-1
TEL0772-43-1183　FAX0772-42-3065

自家採取の蜜蝋と国産コメ油のみで作った、床板など木材艶出しワックス
です。添加物等は一切使用しておりません。なおフローリング等の化学塗
装を施した場所には、滑る恐れが有りますので使用しないで下さい。

蜜ろうワックス

表示価格はすべて税別表示です

●価格：150g 1,000円

特大湯呑 3,550円  マグカップ 4,000円  コーヒー碗皿 5,500円
御飯茶碗 4,050円  19㎝皿 6,300円

※食品部門［1ページ］にも商品掲載。
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表示価格はすべて税別表示です

表示価格はすべて税別表示です

有限会社　畳工房ヨシオカ　代表者名：吉岡　芳憲

〒629-2411 与謝郡与謝野町明石808-1
TEL0772-42-3318　FAX0772-43-2318

インテリアの一部にアート用に利用する畳です。いろんな形に畳を変化さ
せることができます。
・サイズ：オーダー
・カラーバリエーション：あり

アート畳

●価格：オーダーによる

防災備蓄用畳ひと安心はウレタン一体成形で薄いのにソフトで温かで防災
防音断熱効果で場所を選ばず使用できるため緊急時でも安心。防水・消臭・
抗菌・防カビ仕様で衛生的で厚さ6㎜でバリアフリーで軽量なため、女性
や子供でも持ち運べ、平常時の保管も場所をとりません。
・サイズ：幅81.5㎝　奥行き81.5㎝　高さ0.6㎝　重量1.3kg
・カラーバリエーション：20色
・その他バリエーション：あり

防災備蓄　畳ひと安心

表示価格はすべて税別表示です

●価格：8,400円　防災用・床暖用 10,000円

高反発畳（安全・エコ）新開発の製法で、従来の畳以上の柔らかさや快適
さを実現。同時に環境に配慮した加工で簡易廃材分別が可能な畳です。
・サイズ：幅191㎝　奥行き191㎝　高さ1.8㎝　重量1枚2kg

円形アート円形薄畳

●価格：20,000円　セット（4枚） 80,000円

当社は長年培った確かな技術と経験を基盤に、お客様のニー ズにあわせた
「オリジナル畳」の開発を中心とした「快適な暮らし」を追求し続けています。
ヨシオカでは、京都大学、白石名誉教授先生と共同開発でバイオマス発泡
ボー ドを開発し地場産業のシルクを使い（特許）健康軽量未来畳と組み合
わせ、自然、環境、人に優しい畳作りをしています。
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ハーブと相性の良い岩塩を使い、どんなお料理にも合うようブレンドした
手作りのハーブソルトです。野菜、卵料理、パスタ、お肉料理、お魚料理
とオールマイティーにお使いいただけます。味付けは勿論、お肉やお魚の
下味にもどうぞ。
・サイズ：幅4㎝　奥行き4㎝　高さ9㎝　重量138g

ハーブ香る「減塩ハーブソルト」

●価格：46g 820円

天橋立を臨む高台に佇む橋立ベイホテル。その敷地内にはハーブが咲き
乱れ、1年中ハーブの心地良い香りに包まれています。

橋立ベイホテル　代表者名：安田　昌司

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝68
TEL0772-46-6100　FAX0772-46-6200
http://www.hashidate-bay-hotel.com
E-mail：harbland@vesta.ocn.ne.jp 表示価格はすべて税別表示です

高反発畳（安全・エコ）新開発の製法で、従来の畳以上の柔らかさや快適
さを実現。同時に環境に配慮した加工で簡易廃材分別が可能な畳です。
・サイズ：幅191㎝　奥行き191㎝　高さ1.8㎝　重量1枚2kg
・カラーバリエーション：あり
・サイズバリエーション：あり
・その他バリエーション：あり

アート・ハート形薄畳

●価格：25,000円　セット（4枚） 100,000円

軽くて持ち運びやすく、簡単に折りたたむことができ、どこでも利用でき
るベンチです。畳表カラーは6色以上あり、インテリアにも利用していた
だけます。
・サイズ：幅92㎝　奥行き41㎝　高さ：40㎝　重量：8kg
・カラーバリエーション：6色

折りたたみ　畳ベンチ

●価格：45,000円

表示価格はすべて税別表示です表示価格はすべて税別表示です

表示価格はすべて税別表示です表示価格はすべて税別表示です
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