丹 後 ブ ランド８6 点 紹 介

全世界はもとより国内においても新型コロナウイルスの感染拡大により、
日本
経済や産業、雇用や社会システム、人々の生活に大きな影響を及ぼしています。
また、消
費者ニーズの多様化・複雑化、経済のグローバル化、高齢化、人口減少による労働力不
足や働き方改革への対応等直面する課題も多様化しています。丹後地域におきましても、
中小企業・小規模企業の皆様には、確かな技術を持って地域産業を支え、雇用の創出
など地域経済の要として、住民生活に必要な商品やサービスの提供など、大変重要な
役割を担っていただいています。
また、丹後地域には、風土と伝統技術の中で育まれた、新鮮な山海の産物を活かし
た多くの地場産品があります。山陰近畿自動車道の整備により、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中で、魚介、野菜、果物などおいしい食材に恵まれた
「食の宝庫」
として、
さらに、海、山、里の豊かな自然や温泉に恵まれた
「癒しの地」
として、
国内及び海外から多くの観光客に来ていただき、
「海の京都」地域の観光交流人口の
増加による地場産業活性化への期待が高まっています。
当センターにおきましては、
「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（ＴａｎｇｏＧｏｏｄＧｏｏｄｓ）」
として認定する
「丹後ブランド商品認定事業」
に取り組ん
でいます。
今年度は、
「令和」時代の幕が開いて２回目、通算２２回目となる丹後ブランド商品認
定事業を実施し、丹後全域から魅力ある８７商品を認定するとともに、特に優れた２商品
を優秀産品として選定しました。
また、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
「ＴａｎｇｏＧｏｏｄＧｏｏｄｓ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。
当センターでは、新型コロナウイルスの影響により、
４月２０日から５月２２日までの約１カ月
間、
「地場産品ショップ」
を閉鎖せざるを得なくなり厳しい財政状況となりましたが、
「ふるさ
と納税サイト」
や
「ＥＣサイト」等の活用にも取り組んでいますので、
引き続きよろしくお願い
いたします。
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。
令和２年10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）
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2020年度Tango Good Goods 優秀産品

Tango Good Goods
認定推進委員会

評価ポイント
今回優秀産品として表彰された商品の評価ポイントは以下のとおりです。
商 品 名/さざえのきも煮
製造者名/酒肴もん屋（あてもんや）
所 在 地/京丹後市

商 品 名/まゆのお風呂ボトル
製造者名/丹後織物工業組合新規事業部
所 在 地/京丹後市

◎評価ポイント/ 正確に製造食品表示を行う上で、基礎
資料となる製造食品仕様書をよく把握されており原材料及
び配合率、入荷先まで正確に整備されていることで、使用
原材料の素性把握はもちろんのこと、万が一の異物混入
事故の際にも原材料の入荷先まで遡る事ができる内容と
なっています。食品表示については2020年4月1日より完全
移行された新しい食品表示法に則った添加物の記載方
法、
栄養成分表示も正確に記載されていました。
商品内容は、
サザエの肝を煮込んだ新食感の商品で、
新しい提案がなされていました。価格も品質に対して妥当
な価格が設定されており、土産品として特に優秀であると
同時に加熱殺菌処理された瓶詰商品で、賞味期限が比
較的長く設定されており、
常温での販売、
持ち帰りが可能で
小売店としても取り扱いしやすい商品であることが評価され
ました。

◎評価ポイント/今回再申請商品ですが、
パッケージがリニュ
ーアルされ、
贈り物としてのニーズがさらに高まったと評価しま
した。
百貨店等のコスメコーナーにもマッチするおしゃれな外観
にブラッシュアップされ、女性からの支持が高まったと考えら
れます。
ターゲット
（ねらいとする販路）
を明確にし、商品改良
によりさらなる高品質化を目指した商品づくりの姿勢は商品
開発の範となる商品です。

2020 認定商品カタログ

あ

て

代表者名：長門弘之

食

酒肴もん屋

品

京丹後産の食材を使った新しい商品開発をしています。これを通し地域の活
性化、魅力ある京丹後を目指していきたい。

茎わかめの佃煮
丹後の天然わかめの茎だけを使った佃煮。

●価格：120ｇ 490円

〒627-0221 京丹後市丹後町竹野989
TEL0772-75-0343 FAX0772-75-2064

軽

表示価格はすべて税込表示です

さざえのきも煮
丹後のとれたてで活きのいいさざえの肝だけを煮て作った珍味。

●価格：内容量120ｇ 500円
軽

うめや本舗

代表者名：梅田

表示価格はすべて税込表示です

肇
京都・丹後の地域食材を使ったものづくりで元気な丹後をめざしています。
菓子製品［12 ページ］にも商品掲載。

烏賊かけひしを
主にイカの刺身専用醤油。薬味のしょうがと相性が良い。イカの透明で綺麗な
身にベストマッチな薄い色。味は薄口・あっさり・昆布風味。
・サイズ：径 5㎝ 高さ 15㎝ 重量約 360g（卓上瓶、風袋込み）
・容量バリエーション：卓上瓶 145㎖ 徳用ボトル 500㎖
・その他バリエーション：ブラック鰤醤油との 2 本詰、3 本詰、4 本詰

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3684
TEL0772-65-3258 FAX0772-65-2879
h t t p : // um e ya honpo.com
e -m ail in f o @ umeyahonpo.com

●価格：145ml 490円
軽

500ml

1,420円

表示価格はすべて税込表示です
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食
品
ブラック鰤醤油
一般的にたまり醤油に使用されるカラメルを抑え、イカ墨で黒さと風味を出
しました。主にブリ、ハマチ、ヒラマサ、マグロ、カツオ、アジなど、全ての青物
魚用の刺身醤油です。薬味のわさびと相性が良く、脂の乗った青物魚の刺身に
よくからみ、イカ墨特有の黒さと風味のこってり甘露風イカ墨醤油です。
・サイズ：径 5㎝ 高さ 15㎝ 重量約 360g（卓上瓶、風袋込み）
・容量バリエーション：卓上瓶 145㎖ 徳用ボトル 500㎖
・その他バリエーション：烏賊かけひしを との 2 本詰、3 本詰、4 本詰

●価格：145ml 600円
軽

F&B ハウス

500ml

1,730円

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：大西喜久雄
事業開始５年と短いが、京都府も力を入れているアカモクに関る商品化を進
めている。商品のメインはアカモクネーズ
（湯がき）で、うどん、みそ汁に最適
な食材として力を入れている。他にもアカモクコロッケ、アカモクふりかけ、
アカモクせんべいを生産し、地道にアカモクの食の普及に努めています。

アカモクネーズ
湯がきにしたアカモクは細かく刻みネーズ容器に入れ、保管・使用しやすく
している。

〒626-0202 宮津市字大島46-1
TEL0772-28-0310 FAX0772-28-0310

●価格：700円
軽

小野甚味噌醤油醸造株式会社

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：小野甚一
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。

手づくりむらさき
小野甚の伝統製法で発酵・熟成させてつくったこだわりの醤油シリーズです。
素材の持ち味を活かし、お料理の味をワンランクアップさせます。
サイズ：胴経 80.2mm 高さ 289mm 重量 1,440g

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷300
TEL0772-62-0476 FAX0772-62-4760
https://www.onojin.com/
e-mail info@onojin.com
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●価格：かけむらさき1,404円
各900ml

こいむらさき・うすむらさき993円
こいだしむらさき・うすだしむらさき1,512円

軽

表示価格はすべて税込表示です

2020 認定商品カタログ

食
品

琴引の塩ぽんず
香り、濃度、色合いともに幻の柚子といわれる徳島県産の実生の柚子と、鳴き
砂で知られる京都・丹後琴引浜の海水塩を使って作りました。さっぱりとし
た清涼感に広がる芳香、旨味のある塩味で切れのよくのびのある味をお楽し
みいただけます。
サイズバリエーション：2 種類
容量バリエーション：120ml、200ml

●価格：120ml 712円
軽

有限会社 京丹後ふるさと農園

代表者名：森

200ml

896円

表示価格はすべて税込表示です

博子

農薬を一切使用しない「有機栽培」にこだわり、毎年 303 項目もの残留農薬検査
を実施。日本三景の一つ「天橋立」近海で獲れたカルシウムたっぷりのカキ殻を
肥料に、どこよりも美味しく安全な｢桑｣を栽培しています。収穫した桑の葉はそ
の日のうちに特殊機械を用い、洗いたての生葉を約 8 秒でパウダーに加工。短時
間で仕上げることで栄養成分が保たれ高品質の桑パウダーに仕上がります。

マルベリーティー
京丹後市網野町にある有機 JAS 認定の桑畑で育てた桑の葉を微粉末にしています。
収穫したその日に特許製法（特許第 4665150 号）で生葉を約８秒でパウダーにす
る為、おいしくて飲みやすく、高品質で風味を損なわない健康桑茶となっています。
桑葉特有の成分デオキシノジリマイシンが、食後の血糖値の上昇を緩やかにする作
用があります。
サイズ：幅 16.5cm 奥行き 3.0cm 高さ 14.0cm 重量 100g
サイズバリエーション：
（30g）9 × 2 × 14.5（スティック１g × 21 本）16.5 × 8 × 14.0
その他バリエーション：スチール缶：直径 6.5 × h11.5 紙管（緑）
：直径 6.5 × h11.5

〒629-3121 京丹後市網野町島津2094-1
TEL0772-72-0144 FAX0772-72-0144
h t t p : // k a iso utya.jp/
e -m ail in f o @ kaisout ya.jp

●価格：

100g 3,510円 30g 1,296円
スチール缶70g 3,510円 紙管1g×15本 1,620円

軽

表示価格はすべて税込表示です

米粉マカロニ
グルテンフリー商品。京丹後産コシヒカリに当社自慢の桑パウダーを練り込
んだ乾燥マカロニです。小麦粉を一切使用していないこのマカロニは、茹でる
ともちもちツルツルで、パスタやサラダ、スープの具材として利用でき、油で
揚げると、スナック菓子になり、アレルギーが気になるお子様や、ビールのお
つまみにもなります。かわいい形がお子様にも人気商品となっています。パッ
ケージは、スタイリッシュなイメージで、内容も見えるデザインとなっており
ます。
・サイズ：幅 6.5㎝ 奥行き 6.5㎝ 高さ 7㎝ 重量 130g

●価格：180ｇ 540円
軽

表示価格はすべて税込表示です
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食

合同会社 京丹後屋

代表者名：足立俊治

品

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。

京丹後屋ハタハタ唐揚げ南蛮漬け
京丹後屋名物のハタハタ唐揚げを日本海の厳選された食材のみを使い一つ一
つ手作りしています。まろやかな南蛮漬けに仕上げています。
真空パックし冷凍しておりますので、３ヶ月の賞味期限ございます。
解凍後そのまま召し上がっていただけますのが、最大の特徴です。
サイズ：幅 13.5cm 奥行き 20cm 高さ 5cm 重量 130g

〒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

坂長商店

●価格：箱 1,100円
軽

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：野村道昭
日本の食文化である味噌・醤油、明治 35 年創業 120 余年の時を経て変わら
ぬ味を伝え続けております。今もっとも注目の日本人に合う発酵食品として、
もっと広く皆様にお届けしたいと努力しています。これからもお台所でのお
役に立てる様にと思っております。

さしみしょうゆ
まろやかでとろみのある甘口醤油。
まったりとからみ、艶やかな照りがでます。

〒629-3104 京丹後市網野町浅茂川279
TEL0772-72-0455 FAX0772-72-3467

●価格：360ml 490円
軽

表示価格はすべて税込表示です

丹後みそ
代々の手法での手造り味噌。
麹のつぶが入っておりコクとまろやかさがある素朴な味

●価格：900ｇ 625円
軽
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表示価格はすべて税込表示です
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代表者名：三浦予紫乃

食

三德美健株式会社

品

桑茶は絹織物を残そうとの想いで、蚕のエサになる桑の育成に携わったこと
が、はじまりでした。今は、自社農場（有機栽培 JAS 取得）、自社工場（JAS 規
格取得）での桑栽培、加工、小分け作業により一貫した、商品生産に取り組んで
います。

有機桑粉末
京丹後市の農地で有機栽培で桑を育て、特殊加工で当社で甘みのある有機乾
燥桑葉を作り、それを有機認定の加工会社で粉末にしました。
桑粉末 100％ですので、健康茶として飲んでいただくだけでなく、お料理やお
菓子などにも幅広く使っていただけます。
サイズ：幅 24cm 奥行き 0.5cm 高さ 20cm 重量 60g

〒629-3104 京丹後市網野町網野浅茂川1605
TEL0772-72-5311 FAX0772-72-5668
ホームページ sa n tokubiken.com
e-mail silk@santokubiken.com

株式会社 SEACRAFT

●価格：60ｇ 2,880円
軽

代表者名：今出

表示価格はすべて税込表示です

龍

京都最北端の古き漁村「間人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。

DELICANTESSE
デリカンテッセとはお惣菜やおつまみになる美味しい缶詰です。ドイツ語の
デリカテッセ（美味しいもの）を意味する言葉をモチーフに缶詰一つで様々な
料理にアレンジができ美味しい料理が作れるという意味を込めて「デリカン
テッセ
（美味しい缶詰）
」が誕生。弊社のひさみのへしこを購入される方は、年
齢層が高く若い世代の方にもへしこを買っていただけるように手に取りやす
い缶詰にし、手土産に渡したくなるようなパッケージや箱の素材にもこだわ
り調理せず召しあがれる商品を作りました。
・サイズ：幅 7.8cm 奥行き 7.8cm 高さ 3.6cm 重量 88g

〒627-0201 京丹後市丹後町間人1830
TEL0772-75-0160 FAX0772-66-3929
h is a m i- k a sade.com.
e-mail info@sea-craft.jp

株式会社 シブタニ

●価格： GARLIC
PEPPER OIL 1,296円
軽

GINGER
CHILI OIL

1,296円

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：澁谷正嗣
昭和 37 年に宮津で夫婦二人、小さな海産物の問屋として開業し、初代社長澁
谷銀作が丹後の人達に喜んで食べてもらえるのは何かと創意工夫し、作り出
した塩辛や塩昆布、そして、いかしそワカメなどの商品を現在まで守り続け、
丹後の皆様に愛され続けています。これからもより一層、丹後の皆様に喜ばれ
る商品を作って行きたいと思います。

御膳塩昆布
海のミネラルと旨み成分をたっぷり含んだ良質な北海道産昆布を使用。食べ
易くするために幅ひろいカットにして食感をやわらかくしました。
お茶漬け、おにぎり、昆布茶などに最適です。
・サイズ：幅 12cm 奥行き 22cm 高さ 1.5cm 重量 70g

〒626-0003 宮津市字漁師1622-1
TEL0772-22-8181 FAX0772-22-7017

●価格：70ｇ 500円
軽

130ｇ

900円

表示価格はすべて税込表示です
5
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食

株式会社創造工房

代表者名：早川雅映

品

〈食の世界に古の知恵×現代最先端技術で革新をもたらす〉本物の食材を届けたいという想い
から始まった我々の取り組みは 12 年目を迎え、今や世界中のトップレストランで採用される
までになりました。3 年目にはスペインで最も有名なシェフの 1 人マルティンベラサテギ氏
がフルーツガーリックの名前を入れた一皿を、その後サンパウやムガリッツ等でも採用されま
した。 2015 年には世界レストランランキング 1 位を 4 度も受賞したデンマークの noma が
フルーツガーリックをほぼ 100％使った一皿を造って下さる等の実績を上げています。にんに
くの発酵で培った独自の技術を核に、食の世界に革新をもたらすことを理念に掲げ活動の幅を
広げています。丹後の豊かな自然の恵みを活用し、京都・丹後から世界へ挑戦します。

フルーツガーリックぴゅあ
世界のトップシェフが認めた味わいと、総合医科学の専門医が認めた高い活
性を持つ黒にんにく「フルーツガーリック」を持ち運びしやすいサプリタイプ
にしました。見た目にも高級感がありギフトにもご利用頂けます。
・サイズ：幅 7.5cm 奥行き 3.5cm 高さ 14cm 重量 150g
・サイズバリエーション：15 本入、30 本入

〒629-3241 京丹後市網野町木津416-1
TEL0772-66-3535 TEL0772-66-3056
www. f r uit- g a rlic.com
e -m a il in f o @ e cot ango.co.jp

●価格：15 本入 3,672 円
軽

30 本入

6,912 円

表示価格はすべて税込表示です

フルーツガーリックソルト
京丹後で作られたにんにく発酵食品であるフルーツガーリックのエキスを
コーティングしたうま味塩。にんにくの香りはありませんが、料理の味をビ
シッと決めます。お刺身、肉料理、魚料理、温野菜など、あらゆるお料理の味を
深めてくれます。赤ワインやお醤油に一粒入れるだけで味が見事に変化しま
す。トップシェフでも説明できない不思議な力を是非お試しください。
・サイズ：幅 4cm 奥行き 4cm 高さ 20cm 重量 163g

●価格：70 ｇ 886 円
軽

竹中罐詰株式会社

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：竹中晋也
創業明治 41（1908）年。現在は、オイルサーディン（いわし油づけ）を始め、は
たはた・ニギス・子持ちししゃも・わかさぎの各種油づけ、かき・ホタルイ
カ・帆立貝柱の各種くん製油づけ、いわし佃煮などの水産缶詰・瓶詰製造を
行っております。いずれの商品も良質の素材を求め、一尾ずつ丁寧に加工し、
蓋を開けた時の美しさと口に含んだ時の美味しさを追求したこだわりの商品
です。

オイルサーディン（橋立印いわし油づけ）
新鮮な小ぶりのいわしを一尾ずつ丁寧な手作業で油づけ缶詰に仕上げていま
す。くせのないあっさりとした軽い塩味のみで、それぞれのお好みで召し上
がっていただけるようにしています。パッケージには天橋立の写真を掲げ、名
勝と海のまち・宮津を印象づける工夫をしています。
・サイズ：幅 7.6㎝ 奥行き 10.8㎝ 高さ 2.3㎝ 重量 105g

〒626-0052 宮津市字小田宿野160-3
TEL0772-25-0500 TEL0772-25-0837
h t t p s: // tak e n aka-kanzume.co.jp
6

●価格：515円
軽

表示価格はすべて税込表示です

2020 認定商品カタログ

ミルク工房そら

代表者名：平林

衛

食

有限会社丹後ジャージー牧場

菓子製品［14 ページ］にも商品掲載。

ミルクバター

瓶入り

自家牧場の搾りたてのジャージー牛乳から生クリームをとり、その生クリームからさ
らに水分を取り除いて、バターを作っています。
ジャージー牛乳は乳脂肪が高く、バターに適した牛乳です。季節によって、夏期には青
草を食べると黄色いバターに、冬季は乾燥牧草をたべているのでコクのあるバターに
なっています。瓶に入れることで、使いやすく保存しやすくしました。・サイズ：幅
11cm 奥行き 8.5cm 高さ 7cm 重量 470g・その他バリエーション：紙包み入り

〒629-3441 京丹後市久美浜町神崎411
TEL0772-83-1617 FAX0772-83-1677
h t t p : // www. tango-jersey.co.jp
e-mail in f o @ tango-jersey.co.jp

●価格：瓶入り 2,100円
軽

紙包み100ｇ

1,150円

表示価格はすべて税込表示です

ジャージーミルクピス
自家牧場のジャージー牛乳で作る濃縮乳酸菌飲料です。私たちは、牧場で搾っ
たジャージー牛乳を使って、生クリームをとりジャージー牛乳のアイスを
作っています。その自家製生クリームをとった後の脱脂乳を使って、何かでき
るものがないか、試行錯誤してつくりました。
常温でも保存可能なように、充填後に殺菌をして常温保存できるよう製品化
しています。
・サイズ：幅 7cm 奥行き 7cm 高さ 22cm 重量 940g

●価格：４本入り（箱）2,950 円
軽

株式会社とり松

1 本 500ml

700 円

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：前川昇平
地元の食材、丹後で水揚げされた旬の魚介類を中心に、天然物にこだわる日本
料理店です。昔は当たり前に食べていた物が、今では高価になりました。とり
松では、都会では食べられない味と価格、心のこもったおもてなしを心がけ、
皆様に愛される店作りに日々精進いたしております。既成のものを扱う店が
多くなってきた昨今、当店は創業以来の手作りをまもり、旨い寿司、旨い魚、旨
い料理を作り続けて参ります。

ばらずし
丹後地方に伝わる郷土寿司。まつぶたと呼ばれる大きな木箱にすし飯と鯖の
おぼろを二段に重ね色とりどりの具を盛りつけた後、木ベラで切り分けて食
します。お召しあがりは１人前に切り分けたものをお皿に。持ち帰りは深折に
詰めて包装。いずれも昔ながらのスタイルにこだわっています。日保ちは１日
です。
・サイズ：幅 10cm 奥行き 10cm 高さ 6cm 重量 380g

〒629-3101 京丹後市網野町網野146
TEL0772-72-0429 TEL0772-72-0247
h t t p : // to r im a tsu.jp
e -m ail 0429@ t orimat su.jp

●価格： １人折半（店内お召しあがり） 990円
1,430円
１人折（店内お召しあがり）

お持ち帰りのみ 軽

（お持ち帰り）972円
（お持ち帰り）1,404円

表示価格はすべて税込表示です
7

品

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。

2020 認定商品カタログ

食

和商店

代表者名：才本和子

品

京都府最北端の町、丹後町の一番高い山「いちがお山」の麓の村、のんばらで昔
から作られていた伝統製法を守り、手づくりで造っております。色・形とも、
大正・昭和時代の懐かしい風合いを大切にしております。味しみが良く、料理
時間も短縮できます。本物のこんにゃくの味・香り・旨味をお届けします。

手造り

のんばらこんにゃく

主に京丹後産の蒟蒻芋を使用。手練りまたはバタ練りで薪を使ったかまど茹
でにより、昔ながらの味を復刻・継承。色、形とも大正、昭和時代の懐かしい風
合いを守っています。味馴染みが良く、料理時間も短縮でき、生芋の素材を活
かしたサックリとした食感とプリプリした弾力が特徴の商品。くせが無く、こ
んにゃくが苦手な人でも食べやすいとリピーターも増えています。糸こんは
昭和初期の圧力製法による珍しい “ 縮み糸こん ” で味染み・食感が良く美味
しいと評判。パッケージは商品イメージを大切に工夫しました。

●価格：324 円

〒627-0215 京丹後市丹後町成願寺1714-2
TEL0772-75-2144 FAX0772-75-2144

軽

西晶株式会社

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：西村大輔
山陰海岸ジオパークにも含まれる、鳴き砂の“琴引浜”のそばで京丹後の自然
豊かな海から、海水だけを原料に薪を焚き、じっくりのんびり塩作りをしてい
ます。そんな丹後産の塩を生かした物作りに取り組んでいます。

琴引の塩
鳴き砂で知られる「琴引浜」のすぐそばで海水だけを原料に薪の火力で丹念に
炊き上げる海塩です。プレーンの琴引の塩に加え、特選、粗粒と粒や形状の違
うバリエーションがあり、付け塩、乗せ塩、振り塩などいろいろ使い分けるこ
ともできます。
・サイズ：幅 12.5㎝ 奥行き 23㎝ 高さ 2㎝ 重量 310g
・容量バリエーション：100 ｇスタンドパック
・その他のバリエーション：特選（小粒・中粒・大粒） 粗粒（きらり・ひらり）

〒629-3111 京丹後市網野町三津139
TEL0772-72-5566 FAX0772-72-5757
h t t p : // www. tango-kaiyu.com/

農事組合法人 日本海牧場

300ｇ 540円
●価格： 特選袋入 300円

軽

100ｇ 300円 特選瓶入 350円
粗粒瓶入 540円 粗粒袋入 300円
表示価格はすべて税込表示です

代表者名：山崎高雄
昭和 55 年、地域の未利用資源を有効活用した低コスト生産や、安全で安価な
牛肉を地元で生産販売するなどの地域に密着した経営理念を掲げて畜産経営
を開始。私たちは、生産性やコスト削減による利益追求型の牧場経営に終始す
ることなく、地域の活性化や消費者を意識した安全・安心な畜産物生産を目
指しています！

黒にんにく
自社牧場の完熟堆肥を使用し、低農薬で栽培した自慢のにんにくを約 40 日間
温度と湿度を管理し、じっくり熟成、発酵させた黒にんにくです。
・サイズ：幅 12cm 高さ 16.8cm 重量 80 ～ 100g（2 玉〜 3 玉入）
・サイズバリエーション：幅 13.8cm 高さ 20cm 重量 200g

〒629-3134 京丹後市網野町生野内780
TEL0772-72-3530 FAX0772-72-3622
e-mail t- m ae da@yamazaki-inc.com
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●価格：2〜３玉入 617円
軽

200g入

1,296円

表示価格はすべて税込表示です

2020 認定商品カタログ

食
品

翁の塩
網野町夕日が浦より汲み上げた海水を、大きな平釜で４日間継ぎ足しながら
炊いた塩です。粒が粗目でまろやかな味わいです。
近畿北部唯一『日本の塩１００選』にも選ばれています。
・サイズ：幅 12cm 高さ 23cm 重量 200g
・サイズバリエーション：幅 15cm 高さ 25cm 重量 500g

●価格：200ｇ 494円
軽

はーちゃん工房

500ｇ

977円

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：和田貞行
有機肥料で作っ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。

えごまおいる
色々な調理に合う調味液としてお使いください。
・サイズ：幅 4cm 高さ 18cm 重量 240g（容器 145g+ 内容量 95g）

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

●価格：95ｇ 1,500円
軽

表示価格はすべて税込表示です

えごま味噌
色々な調理に合う調味料としてお使いください。
・サイズ：幅 6cm 高さ 7.5cm 重量 285g（容器 155g+ 内容量 130g）

●価格：500円
軽

表示価格はすべて税込表示です
9
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食

平林乳業株式会社

代表者名：平林卓也

品

京都・丹後の久美浜湾とかぶと山を目の前にした牛乳工場で毎日、地元牧場
より届けられるおいしい生乳を心をこめて乳製品にしています。
一つ一つの商品にこだわりと愛情を持って皆様にお届けしています。

ヒラヤ弥四郎ヨーグルト
ヒラヤ弥四郎ヨーグルトは上品なあじわいと素材にこだわった自信作です。
丹後でおなじみのヒラヤミルク（牛乳）にビフィズス菌と３種の乳酸菌を加
え、砂糖には高級和菓子などに使用される和三盆糖も使用しています。
絹のようななめらかな生地と贅沢な和三盆糖の風味を引き出す様じっくりと
発酵。
・サイズ：幅 7.1cm 奥行き 7.1cm 高さ 7cm 重量 100g

〒629-3442 京丹後市久美浜町甲山715
TEL0772-83-0368 FAX0772-83-1456
h t t p : // www. hiraya-milk.com
e -m ail in f o @ h iraya-milk.com

福喜農園株式会社

●価格：187円
軽

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：松村竹治
福喜農園のお茶は京丹後市久美浜町永留をはじめ、丹後一円３２ヘクタール
の府内最大規模で栽培しています。
京都の名産品「宇治茶」の新たな産地として日々邁進しています。積雪のある
地域でのお茶の栽培は一筋縄ではいきませんが、厳しい気候に耐えて育まれ
た京丹後産の茶葉は、若い茶木特有の爽やかなほろ苦さに加え、丹後の海に降
り注ぐ陽光を思わせる柔らかなお茶の香りが特徴です。

煎茶
・サイズ：幅 11cm 奥行き 2cm 高さ 23cm 重量 110g
・サイズバリエーション：100g（上記の通り）、50g（幅 13cm 奥行き 6cm
高さ 12.6cm 重量 60g）
・容量バリエーション：100 ｇ、50g
・その他のバリエーション：煎茶の他、玄米茶、ほうじ茶、番茶、季節限定の新茶有

〒627-0006 京丹後市峰山町赤坂555
TEL0772-62-0350 FAX0772-62-3113
e -m ail f uk uk i@mat sumura-s.jp

企業組合労協センター事業団

●価格：煎茶100ｇ1,080円
軽

煎茶50ｇ550円

表示価格はすべて税込表示です

ふくふくファーム
「ふくふくファーム」は京丹後市弥栄町黒部地域を拠点として、農作物の栽培
や２次加工を中心に、地域の有志と協働活動を行っています。それぞれが持つ
力を発揮して楽しみながら仕事をすることで、
「ふく（福）をためよう！」との
思いで活動しています。私たちの作った商品を通して、皆さまにも「ふく（福）」
がお届けできれば嬉しく思います。

真菰茶
真菰（まこも）はイネ科の植物で 8 月頃には 1 メートルから 2 メートルまで育ちます。古くから
日本全国の河川や田畑を中心に自生しており、食料や工芸品、神事に使われる道具や神社のし
め縄の材料として、日本人の暮らしに深く関わってきた植物です。近年では真菰の生育に適し
た土地の埋め立てなどによって、野生の真菰は少なくなっているものの、休耕地などで育てら
れる作物として、注目をされつつあります。本製品は私たちが育てた真菰の葉を乾燥させ、細か
く刻み、煎って、飲みやすいお茶にしています。ティーパッグに入れてありますので、パックの
まま水から煮出すか、急須に入れてお湯を注ぐことで、お飲みいただけるようになっています。
・サイズ：幅 17cm 奥行き 7.5cm 高さ 14cm 重量 35g

〒627-0142 京丹後市弥栄町黒部2880
TEL0772-65-3100 FAX0772-65-3107
e-mail kyotango-roukyou@sirius.ocn.ne.jp
10

●価格：400円
軽

表示価格はすべて税込表示です
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食
品

黒文字茶

軽

ベジ工房

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：川崎裕子
京都府宮津市内の契約農園で、栽培期間中無農薬の作物のみを使い加工品を
作っています。日々、宮津の旬の食材と向き合い、素材の良さを生かした商品
で宮津を PR できないかと考えています。
また、できるだけ化学調味料や添加物を使わず味も体にもやさしい商品を提
供できるように努力しています。

大葉ソース
自家栽培の大葉と宮津産のニンニクで作ったジェノベーゼ風ソースです。大
葉の香りと風味を味わっていただくために、塩味だけで仕上げました。パスタ
ソースはもちろん、パンにぬったり冷やっこにのせたりと、メニューいろいろ
お使いいただけます。
・サイズ：幅 7cm 奥行き 7cm 高さ 6cm 重量 246g

〒626-0017 京都府宮津市島崎2038
TEL0772-22-3717 FAX0772-22-3717
h t tp s: // v e g e - koubou.jp
e -m a il in f o @ v ege-koubou.jp

木下酒造有限会社

●価格：1個 540円
軽

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：木下善人
天保 13 年（1842 年）創業。お客様に喜んでいただけるよう、
「心を込めて旨い
酒を造る」この事をモットーに誠心誠意、正直な酒造りを行っております。

玉川大吟醸 50%
品のある香りと滑らかでしっとりした舌触りと、長く続く上品な旨味が感じ
られます。

〒629-3442 京丹後市久美浜町甲山1512
TEL0772-82-0071 FAX0772-82-1770
http://www.sake-tamagawa.com
e-mail tamagawa@sake-tamagawa.com

●価格：720ml 2,750円
表示価格はすべて税込表示です
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酒

●価格：400円

地

黒文字はクスノキ科クロモジ属の落葉低木として、関東以西の本州、四国、九
州などの雑木林に広く分布しています。柑橘系に似た特有の香りがあること
から、枝などから作られる爪楊枝は、和菓子などに添えられる高級楊枝として
使われています。また、幹や枝を蒸留して作られる精油成分は、
「烏障（うしょ
う）」という名前で、香水や石けん、入浴剤などにも使用されています。丹後で
は「餅花木（もちばなぎ）」として、お正月の飾りに使う木としても知られてお
り、人々の生活に身近なものとして重宝されてきました。当製品は黒文字の枝
を細かく切り、パックに入れて煮出せるようにしてあります。
・サイズ：7.5cm 高さ 14cm 重量 45g

2020 認定商品カタログ

竹野酒造有限会社

代表者名：行待佳平
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

丹後ガラシャの里

酒

日本酒でもない焼酎でもない強烈な個性の味わい深い雑酒。自社のある弥栄
町は明智光秀の娘（たま）細川ガラシャの隠棲地でもあることより、強烈な個
性を重ね合わせ銘名し、丹後の地酒に相応しい逸品にしました。
・サイズ：幅 8㎝ 奥行き 8㎝ 高さ 24㎝

菓

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3622-1
TEL0772-65-2021 FAX0772-65-2871
http://www.yasakaturu.co.jp

●価格：720ml 1,980円
表示価格はすべて税込表示です

子

うめや本舗

代表者名：梅田

肇
京都・丹後の地域食材を使ったものづくりで元気な丹後をめざしています。
食品［1 ページ］にも商品掲載。

味土野ガラシャせんべい
明智光秀の娘・細川ガラシャゆかりの里、味土野で栽培した金時人参と、細川ガラシャが
化粧をする時に使っていたと言い伝えの残る「化粧池」の近くを水源とする超軟水の原
水、また、明智光秀が愛した領土・福知山産の卵を使用したせんべい。包装紙は、細川ガラ
シャゆかりの里らしいストーリー性のあるデザインです。金時人参以外に、野間の天然わ
さびを練りこんだタイプもあります。
・サイズ：縦 18.5cm 横 13cm 高さ 4cm
・その他バリエーション：味土野産の人参入り、野間の天然わさび入り

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3684
TEL0772-65-3258 FAX0772-65-2879
h t t p : // um e ya honpo.com
e -m ail in f o @ umeyahonpo.com

京丹後市商工会女性部

●価格： 800円
軽
代表者名：森

表示価格はすべて税込表示です

祝子

京丹後市商工会女性部で商品開発したオリジナル商品です。絹織物の里、京丹
後。海と山の京丹後。京丹後の豊かな自然の中で育ったフルーツとシルクパウ
ダー入りゼリーです。桃、ぶどう、シルクヨーグルト味 3 個入りと、桃、シルク
ヨーグルト味またはぶどう、シルクヨーグルト味の２個入りがあります。

きぬの果
絹の町から「きぬ」、丹後の果物から「果」を使用し、商品名「きぬの果」としまし
た。
「きぬの果」の文字は、女性部員が書いたものです。ゼリーのパッケージは、
織物の反物をイメージしています。
・サイズ：２個入 幅 8cm 奥行き 20cm 高さ 3cm 重量１個 65g × 2
3 個入 幅 8cm 奥行き 23cm 高さ 3cm 重量１個 65g × 3

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷836-1
TEL0772-62-0342 FAX0772-62-3553
h t t p : // k y o tango.kyot o-fsci.or.jp
e-mail kyotango-sci@kyoto-fsci.or.jp
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●価格：2個入り 550円
軽

３個入り

800円

表示価格はすべて税込表示です

2020 認定商品カタログ

京都 YOSANO ROASTER

代表者名：小西栄二
自社開発したコーヒー焙煎機を製造・販売しています。
業務用の遠赤外線焙煎機と家庭用の小型焙煎機をラインナップしています。
遠赤外線焙煎したコーヒー豆の販売や、カカオから焙煎して作る香りと旨み
の詰まった Bean to bar チョコレートを販売しています。
繊維製品［20 ページ］にも商品掲載。

伊根満開 Bern to ber チョコレート
カカオから焙煎して作った香り豊かなチョコレートと、向井酒造の古代赤米酒・伊根満
開の熟成させた酒粕を使用しています。カカオはコロンビア産でカカオハンターとして
知られる小方真弓さんのカカオを使用し、自社開発した遠赤外線焙煎機でカカオを焙煎
したチョコレートに、昨年大阪 G20 でも提供されたフルーティーな伊根満開酒粕をより
旨味を引き出すよう数か月かけて熟成させた酒粕を使用し、カカオの酸味と熟成酒粕の
フルーティーさとマッチしています。
・サイズ：幅 7cm 奥行き 1cm 高さ 14cm 重量 50g

●価格： 1,650円
軽

菓

〒629-2411 与謝郡与謝野町明石2400
TEL0772-42-2670 FAX0772-45-1124
h t t p s: // k y o to yosano-roast er.com
e -m ail m a il@ weld-one-com

表示価格はすべて税込表示です

子

与謝野ホップ Bern to ber チョコレート
カカオから焙煎して作った香り豊かなチョコレートと与謝野町特産品である
ホップを使用したほろ苦いチョコを開発。カカオはガーナ産で、自社開発した
遠赤外線焙煎機でカカオを焙煎して作った Bern to ber チョコレートに、与謝
野ホップを混ぜ込み、後口のほろ苦いお酒にも合うようなチョコレートに仕
上がっています。
・サイズ：幅 7cm 奥行き 1cm 高さ 14cm 重量 50g

●価格： 1,550円
軽

豪商稲葉本家

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：友松祐也
地元地域の活性化に繋がる着地型観光の推進や観光ブランドイメージ、観光
案内機能の充実を確立する拠点を目指す地域密着型観光施設です。

豪商稲葉本家

ぼたもち

あんこときな粉（あん入り）の２種類のぼたもち。店頭にて製造しており、握り
たての「あたたかいぼたもち」の味が豪商稲葉本家吟松亭の味。冷めるとこん
どは昔懐かしい味に ･･･
・サイズ：幅 11.5㎝ 奥行き 17㎝ 高さ 3.5㎝ 重量 450g

〒629-3404 京丹後市久美浜町3102
TEL0772-82-2356 FAX0772-66-3663
h t t p : // www. inabahonke.com
e -m ail in aba - h onke@silver.ocn.ne.jp

●価格：

６個／箱

800円
軽

表示価格はすべて税込表示です
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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

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。

米大福
地元のコシヒカリ（うるち米）と小豆で作った餅。粘りもあるが歯切れも良く
人気があります。
自家製のあんで甘さひかえめに仕上げています。

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

●価格：1個 120円

菓

軽

表示価格はすべて税込表示です

子

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

食品［7 ページ］にも商品掲載。

牧場のダックワーズ
京都産の卵の卵白とジャージー牛乳から作るバタークリームで作る焼き菓子
です。
バタークリームは、搾りたてのジャージー牛乳から生クリームをとり、バター
とミルクジャムから作る、自家製のバタークリームです。
・サイズ：幅 6.8cm 奥行き 7cm 高さ 3cm 重量 30g
・容量バリエーション：1 ヶ入り、8 ヶ入り、16 ヶ入り

〒629-3441 京丹後市久美浜町神崎411
TEL0772-83-1617 FAX0772-83-1677
h t t p : // www. tango-jersey.co.jp/
e -m ail in f o @ tango-jersey.co.jp

PATISSERIE

リヨン

●価格：8ヶ入（箱） 1,400円
軽

16ヶ入（箱）

2,800円

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：安達將男
先々代が大正 10 年に創業して以来、お菓子作り一筋で今日まで来ました。
このチロルも、皆様に愛され親しまれ多くの人に召し上がって頂き感謝して
おります。シンプルで飽きのこない毎日食べたくなる様な商品を目指し、職人
気質で本物にこだわってお菓子作りに専念していきたいと思っています。

チロル
チロルは製造してから 41 年。
丹後のお土産用に、織物の里らしい巾着袋でも販売しております。
賞味期限：製造日より 10 日
・サイズ：１ヶ 幅 6cm 高さ 4cm 重量 30g

〒629-3101 京丹後市網野町網野233
TEL0772-72-0169 FAX0772-72-5220

●価格：8ヶ入 980円
軽

14

10ヶ入

1,150円

18個入り

2,000円

表示価格はすべて税込表示です

2020 認定商品カタログ

株式会社ポラリス

御菓子司 あん

代表者名：沖田啓介

「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。

黒豆チーズケーキ
若い人にも安定した人気のチーズケーキを和菓子屋ならではの手法で作れな
いかという所から開発がスタートしました。
・サイズ：幅 6.8cm 奥行き 6.8cm 高さ 4cm 重量 100g

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

●価格：1個 580円

1,878円

菓

軽

4個

表示価格はすべて税込表示です

子

黒豆蒸しきんつば
黒豆をふんだんに使った蒸しきんつばです。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 2.5cm 重量 30g

●価格：9個 760円
軽

16個

1,080円

表示価格はすべて税込表示です

里のスィートポテト
ポテト餡とシナモンがマッチした焼き菓子です。
・サイズ：幅 9cm 奥行き 27.5cm 高さ 3cm 重量 250g

●価格：6個 540円
軽

12個

1,080円

表示価格はすべて税込表示です
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がちゃまん
もっちりとした皮の食感と北海道産小豆を使用した焼き菓子です。
・サイズ：幅 17cm 奥行き 23cm 高さ 5cm 重量 500g

●価格：10個 1,188円

菓

軽

15個

1,782円

表示価格はすべて税込表示です

子
地酒ケーキ
京丹後の地酒『弥栄鶴』を使用した酒の香りが芳醇なしっとりとしたケーキで
す。
・サイズ：幅 11.5cm 奥行き 11.5cm 高さ 6cm 重量 400g

●価格：1個 1,300円
軽

表示価格はすべて税込表示です

宝来舟
北海道産小豆をふんだんに使用した甘さを控えた羊羹です。
・サイズ：幅 7.5㎝ 奥行き 3㎝ 高さ 2㎝ 重量 30g

●価格：6個 440円
軽
16

表示価格はすべて税込表示です

2020 認定商品カタログ

よさのうみ福祉会

峰山共同作業所

代表者名：山口高志
障害のある方が、京丹後産の材料を使用し、ひとつひとつ丁寧に作っていま
す。こだわりの味をお届けします。

シルククッキー
国産小麦粉、生協さくら卵を使用し、丹後ならではのシルクパウダーを使った
白い丸い口どけのよいクッキーを作りました。
・サイズ：小袋 / 幅 6cm 奥行き 5cm 高さ 7cm 内容量 7 個
大袋 / 幅 9cm 奥行き 5cm 高さ 9cm 内容量 15 個

●価格：小袋 250円

大袋

軽

430円

菓

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷851-3
TEL0772-62-4823 FAX0772-62-5805
e-mail fujioka-katuhiko@yosanoumifukushikai.or.jp

表示価格はすべて税込表示です

子

塩クッキー
国産小麦粉、生協さくら卵を使用し、丹後ならではの琴引き塩を使った塩クッ
キーを作りました。
・サイズ：小袋 / 幅 6cm 奥行き 5cm 高さ 7cm 内容量 50g
大袋 / 幅 13cm 高さ 15cm 内容量 100g

●価格：小袋 250円

大袋

軽

株式会社山本商店

430円

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：山本年信
昭和 30 年 3 月設立、菓子の卸問屋として創業。地元で昔からの風習である“お
嫁さんのお菓子”
“ギフト用詰合せ”など卸販売しております。

おからのきもち

黒豆きなこ味

京都・丹後の海でとれた『琴引の塩』と、食物繊維が豊富な国内産のおからを
使った揚げ菓子に、ほんのり甘い黒豆きなこをまぶして作りました。
カリポリとした歯応えがクセになるお菓子です。
・サイズバリエーション：小袋 40g 大袋 120g
・その他バリエーション：おからのきもちギフト

〒627-0037 京丹後市峰山町千歳208-3
TEL0772-62-0729 FAX0772-62-4851
h t t p : // y a m amot o-shout en.net
e-mail tyamamoto2083@yamamotoshouten.net

●価格：小 129円
軽

大

350円
表示価格はすべて税込表示です
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おからのきもち

琴引の塩味

食物繊維が豊富な国内産のおからと、京都・丹後の海でとれた『琴引の塩』を練
り込んだカリポリとした歯応えがクセになる揚げお菓子です。
まだ出来たばかりの新商品です。
・サイズ：幅 10cm 奥行き 1cm 高さ 16.5cm 重量 40g
・その他バリエーション：おからのきもちギフト

●価格：小 162円

菓

軽

ギフト

800円

表示価格はすべて税込表示です

子

阿辺加奈子

代表者名：阿辺加奈子

繊維製品

正絹丹後ちりめんで、普段使いからおみやげ、プレゼントに使える小物を作っ
ています。

Tango カラフル
正絹丹後ちりめんを使って、可愛いヘアピン、くるみボタン、リボンなど、実用
的で手に取りやすい価格での販売。
おみやげにも普段使いにも使える可愛い物を。
・サイズ：幅 9 ～ 10cm 奥行き 1cm 高さ 6cm 重量 15g
・カラーバリエーション：使用する生地による。
・サイズバリエーション：パッケージサイズ、ヘアピン、くるみボタンなど（6
× 10cm）がま口（10 × 15cm）他 その他バリエーション：ヘアピン、くるみ
ボタン、リボン、ヘアゴム、がま口など

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝2385-3
TEL090-2019-8320 FAX0772-46-3949
e -m ail k a n a . sei@icloud.com

株式会社一色テキスタイル

●価格：330円〜880円

がま口 880円
ヘアピン、リボン、くるみボタン、
ヘアゴム 330 円

表示価格はすべて税込表示です

代表者名：一色直樹
【一色ちりめんとは】京都・丹後地方で約 300 年前より織継がれてきた丹後ちりめん。その伝承された技術を使
い、シルクだけではなく、用途に合わせた糸を使い、婦人服地、和装小物地（半衿地、帯揚地、風呂敷地）の白生地を
製造している、丹後ちりめんの織元です。当社のちりめんは、昔ながらの製法を守り、全て職人の手で 1 点 1 点吟
味しながら、横糸を大変強く撚り、機織り、精練して製造した、ジャパンオリジナルの和素材です。この和の素材
を皆様に広く知っていただくために丹後ちりめんの中でも、しなやかでありながら丈夫なポリエステルちりめ
んを使用したかわいい小物の商品を企画しています。手にされたその時から職人たちの想いを感じていただけ
ればと思います。丹後では、ちりめんのシルク着物用白生地製造が主体となっている中で、当社は丹後ちりめん
の製造技術の伝承に重きを置き、用途を広げ現在では和装洋装を問わずあらゆる生地を製造しています。

一色ちりめん
一色ちりめんは、丹後ちりめんの織元です。昔ながらの製法を守り、オリジナルのち
りめんを創っています。季節感のあるワンポイント刺繍をほどこした、丹後ちりめ
んポリエステル 100％のふろしきを創りました。ポリエステルですので、ご家庭で
お洗濯ができ、乾くのも早くしわになりにくく丈夫で長持ちします。色柄も多彩で、
老若男女問わず幅広い年代の方々にご利用していただけます。
・サイズ：幅 48cm 高さ 48cm 重量 45g
・カラーバリエーション：生地色 18 色 刺繍柄 24 柄
・サイズバリエーション：１種 容量バリエーション：１種

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝739
TEL0772-46-2388 FAX0772-46-5066
http://www.i-chirimen.jp
e-mail info@i-chirimen.jp
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●価格：1,320円
表示価格はすべて税込表示です

2020 認定商品カタログ

絹あそび 橋本修治商店

代表者名：橋本八洲生
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。
工芸品［25 ページ］にも商品掲載。

絹ふくれマスク
絹は美しさ、つけ心地の面で優れた繊維です。
・サイズ：幅 22cm 高さ 15cm
・カラーバリエーション：白

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

●価格：800円
表示価格はすべて税込表示です

繊維製品

絹ふくれ浴用タオル・フェイスタオル
絹の優しさをそのままお伝えするため、後加工しておりません。
極細の絹糸を使用し、格子状の織りが大きなふくれ状の柄となり、肌に心地良
い刺激、そしてやさしく洗いあげます。
使用後はよくすすぎ、陰干しにして下さい。
（ながく使っていただくため。）
・サイズ：タオル幅 35cm 長さ 95cm
・フェイス幅 10cm 長さ 13cm
・カラーバリエーション：水色・ピンク

●価格：浴用タオル 2,000円

フェイスタオル

500円

表示価格はすべて税込表示です

かさねのいろあわせ
丹後の気候風土が育ててくれた絹織物です。
絹の美しさ、つけ心地の面で優れた繊維です。いつまでも絹の光沢、風合を損
なわないため、ちょっとした心遣いが必要です。
洗濯は手洗いで絞らずにかげ干しで、又はドライクリーニングをおすすめし
ます。
・サイズ：幅 17cm 長さ 160cm
・カラーバリエーション：多数

●価格：17cm×160cm 3,800円
表示価格はすべて税込表示です
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京都 YOSANO ROASTER

代表者名：小西栄二
菓子製品［13 ページ］にも商品掲載。

丹後ちりめんコーヒードリップフィルター
300 年の歴史ある丹後ちりめんを使用する事で、上品でまろやかな味になり
ます。枠に酸化チタンを使用し無味無臭、錆びず味にも影響せず、人体にも影
響を与えません。持ち手には欅材を使用。
・サイズ：幅 15cm 奥行き 2.5cm 高さ 20cm 重量 100g
・容量バリエーション：交換用フィルター

〒629-2411 与謝郡与謝野町明石2400
TEL0772-42-2670 FAX0772-45-1124
h t t p s: // k y o to yosano-roast er.com
e -m ail m a il@ weld-one-com

染色工房

嶋津

●価格：5,940円
表示価格はすべて税込表示です

代表者名：嶋津澄子

繊維製品

上質な丹後のシルクを「日常の暮らしの中に」をコンセプトに、モノづくりを
しています。

草木染ストール
丹後ちりめんを使用し草木を採取し染めています。肌ざわり良く軽く、季節を
問わず使用できます。
・サイズ：幅 45cm 長さ 175cm
・カラーバリエーション：常時 15 色位
・サイズバリエーション：１種類のみ

〒627-0027 京丹後市峰山町安59
TEL0772-62-4085 FAX0772-62-4085

●価格：13,200円
表示価格はすべて税込表示です

ちりめんマスク
丹後ちりめんのマスクは肌にやさしく保湿効果もあり、口元をおしゃれに保護
します。
・カラーバリエーション：10 色位
・サイズバリエーション：S、M、L

●価格：白地 1,420円

色物

1,530円

表示価格はすべて税込表示です
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丹後八姫会

代表者名：小森明美
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。

マスク

工芸品［25 ページ］にも商品掲載。

丹後ちりめん（正絹）、木綿の２種、夏向き、冬向きの２種。丹後ちりめん（正絹）はジャガー
ド織りの美しさが際立ちます。口元布付きで、他社の商品に無い改良を加えています。口
元が爽やかです。幼児、子供、婦人、男性とサイズを揃えました。
（幼児用は掛け易いよう耳
ひもはゴム使用）・
サ イ ズ： 幅 S14.5cm M15cm L18cm LL20.5cm 奥 行 き 0.3cm 高 さ S10cm M11.5cm
L12cm LL14cm
・カラーバリエーション：白、黒、色柄・サイズバリエーション：S、M、L、LL
・その他バリエーション：絹 100％、木綿の 2 種 夏向き冬向きの 2 種

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

絹S 770円 M1,100円 L1,650円 LL1,870円
●価格： 木綿S、M
440円 L、LL 660円
表示価格はすべて税込表示です

繊維製品

ECO バック
丹後ちりめん（正絹）仕様は、意外性と高級感がある ECO バックに仕上げまし
た。使わないときはクルッと巻いてコンパクトに！帆布仕様には手絵を取り
入れ、一品物として仕上げています。帆布物は中側には保温保冷素材のアルミ
シートを使用。内袋を取り外すことが出来ますので、外袋を洗濯できます。
・サイズ：幅 32cm 奥行き 7cm 高さ 46cm
・カラーバリエーション：豊富
・その他バリエーション：絹布、帆布、木綿布あり

●価格：絹布 2,200円

帆布 2,200円

木綿布 1,650円

表示価格はすべて税込表示です

まゆシルク北都

代表者名：有吉

健
国産の「まゆ」を使って、独自開発した画期的な健康商品がコロコロまゆです。
この基本商品のまゆで、マッサージしたりツボを刺激したりする商品「まゆ
枕・まゆ布団・まゆベルト他」が、120 種類出来ております。又糸づくりも独
自開発し、すべてオリジナル品です。編んだシャツ・ズボン下・おしゃれニッ
トなどです。その糸で織った生地で背広・ベストなどもあります。丹後の新し
い産業に向けて、商品開発に取り組んでおります。
その他［27 ページ］にも商品掲載。

真絹ニット
〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋433-1
TEL0772-43-0020 FAX0772-43-0946
e -m ail in f o @ mayusilkhokuto.jp
ɘɠʏ˃ʇʳʇʠ

ॳઅ

独自開発の糸づくりで編んだ下着、おしゃれ着、セーターなどシルク 100％な
ので、夏は涼しく冬は暖かい。

●価格：ランニング 15,400円

長袖 18,700円 半袖 16,500円
表示価格はすべて税込表示です
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羽衣タオル
シュス織りに真絹の糸を間隔をあけて織り込んだタオル、ハイパーシルク使
用。絹の欠点である縮、スレを解消。独自の織物。
・サイズ：幅 32cm 奥行き 92cm 重量 65g

●価格：3,300円
表示価格はすべて税込表示です

繊維製品
まゆハチマキ
弾力を持たせたまゆが 18 個入って、外は丹後ちりめんの絹で作ったシルク
100％。ツボと保温で腰、頭、背中などに巻いて使える。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 126cm 高さ 2cm 重量 80g
・カラーバリエーション：コン、紫、エンジ、緑

●価格：5,500円
表示価格はすべて税込表示です

コロコロまゆ
さなぎをとり、まゆの中をそうじし、中に真絹を詰め 3 年寝かせた後、正絹の
丹後ちりめんでくるんでゴムを付けた商品。自然の素材を活かした商品。マッ
サージ・ツボ効果などに使用。
・サイズ：幅 2cm 奥行き 4.5cm 高さ 2cm 重量 50g

●価格：880円
表示価格はすべて税込表示です
22
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立体裁断シルクマスク
丹後ちりめんを使ったシルクマスクです。顔に沿う形状をしており耳にかけ
るゴムも疲れにくい長時間の着用も快適です。
・サイズ：M 小 / 幅 12cm 奥行き 7cm 高さ 11cm 重量 5g
L 大 / 幅 15cm 奥行き 8cm 高さ 13cm 重量 10g

●価格：M小 1,650円

L大

1,650円

表示価格はすべて税込表示です

繊維製品

平まゆ入三層式シルクマスク
丹後ちりめんシルクに平まゆを入れフィルター式になっているので蒸れにく
く通気性が良い長時間の着用も快適です。
・サイズ：幅 13cm 奥行き 12cm 高さ 11cm 重量 10g
・サイズ：幅 19cm 奥行き 11cm 高さ 14cm 重量 15g

●価格：長型 1,650円

四角型

1,650円

表示価格はすべて税込表示です

丹後ちりめんエコバック
丹後ちりめんをアピール出来る。丈夫で風合いも良くあつかい良い。
・サイズ：幅 35cm 奥行き 7cm 高さ 40cm（ひも付有 60cm）
重量 80g

●価格：1,800円
表示価格はすべて税込表示です
23
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遊絲舎

代表者名：小石原将夫
「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。

ブローチ「吉祥藤華」
花びらを 3 枚 5 枚と重ね、7 枚目は着装する人。
そして吉祥数七五三が完成する生命力強く縁起の良いブローチです。
手作りの一点もの商品です。
・サイズ：幅 約 8cm 奥行き 約 8cm 高さ約 3.5cm 重量 15g
・カラーバリエーション：約 7 色
・サイズバリエーション：１～
・容量バリエーション：１

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

●価格：17,600円
表示価格はすべて税込表示です

繊維製品

ブローチ「蜻蛉（トンボ）」
トンボは勝ち虫とも呼ばれ、前に進む縁起物。
生命力のある藤布で作りました。
手作りの一点もの商品です。
・サイズ：幅 約 9cm 奥行き 約 5cm 高さ 約 2cm
・カラーバリエーション：約 7 色～
・サイズバリエーション：１～
・容量バリエーション：１

重量 5g

●価格：11,000円
表示価格はすべて税込表示です

「丹後のいろどり」コースターセット
生命力が強く、長寿、子孫繁栄の象徴とされる藤糸を織り込んだコースター。
京都・丹後の風景から切り取った五つの色が暮しに豊かないろどりを添える
逸品です。撥水加工が施されているので濡れても干して乾かした後、アイロン
をおかけして頂ければ長くお使いいただけます。
サイズ：幅 約 11.2cm 奥行き 約 25.5cm 高さ 約 2.9cm 重量 170g
カラーバリエーション：１
サイズバリエーション：１
容量バリエーション：１

●価格：7,260円
表示価格はすべて税込表示です
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絹あそび 橋本修治商店

代表者名：橋本八洲生
繊維製品［19 ページ］にも商品掲載。

サコッシュ
丹後で織られた帯地です。意匠、生糸、織りの技術どれをとってもすばらしい
絹織物です。
軽くて普段使いからサブバックに。
手にした感触が心地良い。
・サイズ：幅 26cm 奥行き 2cm 高さ 22cm

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

●価格：4,500円
表示価格はすべて税込表示です

有限会社畳工房

ヨシオカ

代表者名：吉岡芳憲
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、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、
人に優しい畳作り又、防災用ウレタン備蓄畳ひと安心、他デザイン畳など数多く
の畳を手掛けています。

天の橋立刺繍入ミニ畳

ႈˀʏʂʃ

丹後八姫会

ॳઅ

●価格：3,500円
表示価格はすべて税込表示です

代表者名：小森明美
繊維製品［21 ページ］にも商品掲載。

丹後ちりめん「四季の小花」
丹後ちりめん（正絹）仕様一部丹後ちりめん（レーヨン）仕様、花ことば付き。
丹後ちりめん（正絹）が小物作りに向くことを PR。
男女問わずにご利用いただけます。お値段も手ごろでお土産品としてもどうぞ。
※仕上げ時、一部にボンドを使用していますので水に濡らさないように。
・サイズ：本体 幅 3.5 ～ 4cm 奥行き 3.5 ～ 4cm 高さ 2 ～ 2.5cm
・その他バリエーション：水仙、梅、スズラン、桜、藤、チューリップ、ひまわり、あじさい、
菊、テッセン、椿、朝顔

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

●価格：ストラップ 550円

ブローチ

550円

表示価格はすべて税込表示です
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芸

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

工

花台、写真立、タペストリーなどに利用し地域の名所旧跡などを刺繍すること
で、土産品としても販売でき、地域をアピールできる商品として作りました。
・サイズ：幅 35cm 奥行き 25cm 高さ 2cm 重量 350g

2020 認定商品カタログ

B

A

ストラップ
（おもてなしのごちそう ･･･ 丹後ばらずし）
丹後のおもてなし ･･･ 丹後ばらずしを表現
１切１切丁寧に仕上げています。
※（注）水に弱いので濡らさないように
・サイズ：A 幅 3cm 奥行き 3cm 高さ 1.5cm
B 幅 3cm 奥行き 5.5cm 高さ 1.5cm
・その他バリエーション：（A）一口サイズ （B）まつぶたサイズの２種

●価格：A 660円

B

880円
表示価格はすべて税込表示です

エーエムアート

代表者名：足達昌久
丹後は、歴史や伝説の宝庫。日本一の絹織物生産地として誇れる丹後ちりめ
ん。その丹後の特性を活かした「絹」にこだわり、丹後の PR をも兼ね備えた製
品として、シルクあぶらとり紙
「お絹さん」は、生まれました。どなたにも使い
易く、ノベルティやお土産品にも最適です。

シルクあぶらとり紙「お絹さん」

工

絹素材の特質を活かした本あぶら取り紙（シルク 30％、マニラ麻 60％、無機
項剤 10％）は脂肪と汗分が吸着出来る高機能紙です。軽く押さえるだけで速
やかに余分脂肪を除き、テカリ、ベタつきをスッキリ解消し、化粧浮きをしっ
かりおさえます。お肌の老廃物やタバコの煙などの吸着にも力を発揮します。
使用者が使い易いサイズと手頃な価格設定に心掛けています。
・サイズ：幅 10.5㎝ 奥行き 0.05㎝ 高さ 7㎝ 重量 12g
・容量バリエーション：1 種 50 枚入り

芸

〒629-3121 京丹後市網野町島津633
TEL0772-72-3741 FAX0772-72-5892

●価格：350円
表示価格はすべて税込表示です

その他

丹後織物工業組合

新規事業部

代表者名：西田浩一

「きぬもよふ」は丹後ちりめんから生まれたスキンケア用品です。今話題の「絹セリシン（保
湿成分）」を配合しました。
「絹セリシン」が外部の刺激からお肌を守り、しっとりとしたう
るおいをあたえます。
〈絹のめぐみを伝えたい〉丹後織物工業組合では、天然素材「絹」が持
つ力を大切に考え、
“丹後ちりめん”から絹セリシンを水だけで抽出することによって安
全性を高め、まゆの糸が自然の状態で発揮するすばらしい性質を損なうことなく引き出し
ています。絹のめぐみを多くの方に感じていただきたい…それが私たちの思いです。

まゆのお風呂

ボトル

絹セリシン（保湿成分）をたっぷり配合したお肌のための入浴液。ボディ全体
の乾燥によるカサカサ肌・粉ふき肌の方に！荒れ性・お肌の弱い方・敏感肌
の方に！乳白色のお湯が身体にやすらぎをあたえ、疲れをほぐします。お肌も
しっとりつるっつる！
・サイズ：幅 7㎝ 奥行き 7㎝ 高さ 17㎝ 重量 525g
・容量バリエーション：480㎖ボトル 約 20 回分

〒629-2502 京丹後市大宮町河辺3188
TEL0772-64-2871 FAX0772-64-2146
h t tp : // www. kinumoyou.com
e -m a il o r de r @kinumoyou.com
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●価格：480mlボトル 1,650円
表示価格はすべて税込表示です
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まゆシルク北都

代表者名：有吉

健
国産の「まゆ」を使って、独自開発した画期的な健康商品がコロコロまゆです。この基本商
品のまゆで、マッサージしたりツボを刺激したりする商品「まゆ枕・まゆ布団・まゆベル
ト他」が、120 種類出来ております。又糸づくりも独自開発し、すべてオリジナル品です。編
んだシャツ・ズボン下・おしゃれニットなどです。その糸で織った生地で背広・ベストな
どもあります。丹後の新しい産業に向けて、商品開発に取り組んでおります。

繊維製品［21 ページ］にも商品掲載。

まゆ指圧棒
弾力のあるまゆを木にうめこんだ、独自開発のシルクの糸でカバーを編んだ
物。ソフトな指圧が出来ます。
・サイズ：幅 1cm 高さ 12cm 重量 25g

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋433-1
TEL0772-43-0020 FAX0772-43-0946
e -m a il in f o @ mayusilkhokut o.jp
ɘɠʏ˃ʇʳʇʠ

●価格：1,100円
表示価格はすべて税込表示です

ॳઅ

まゆつるつるの湯
固形なので取り扱いが簡単です。まゆのイメージでお風呂に入っていただけ
ます。個包装がしてあるので取り分けることも出来ます。１コからの購入も出
来ます。
・サイズ：幅 8cm 奥行き 8cm 高さ 10cm 重量 40g × 20 錠入

●価格：1個 330円

20個

6,600円

表示価格はすべて税込表示です

その他

まゆつるつるクリーム
シルクを入れたクリーム。油気がないので日焼けしない。
香料着色料はなしなので自然でやさしいクリーム。
・サイズ：幅 4、5、6cm 奥行き 4、5、6cm 高さ 4、4.5、6cm 重量 30g、60g、120g

●価格：30ｇ 1,650円

60ｇ 2,860円

120ｇ 4,180円

表示価格はすべて税込表示です
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エステドウまゆツルツルエッセンス（美容液）
シルクにコラーゲンとヒアルロンサンを入れる事によって、よりしっとりと
した乳液になります。肌の弱い方にもつかっていただける用に自然に近い乳
液にしました。まゆをイメージしました。
・サイズ：幅 3.5cm 奥行き 2.5cm 高さ 10cm 重量 30ml

●価格：13,200円
表示価格はすべて税込表示です

よさのうみ福祉会

夢織りの郷

つむぎ

代表者名：池田和裕

障害のある人達が自立を目的に毎日元気に働いています。安心・安全な物づくりにこだわ
り、ひとつひとつていねいに作った商品をお届けします。

よもぎのおふろ
丹後天橋立大江山国定公園に位置する「世屋高原」を中心に刈り取った天然よ
もぎを厳選し、乾燥させて粉砕後パックに詰めました。与謝野町優良産品にも
認定されています。よもぎの優しい香りに包まれながら、くつろぎのバスタイ
ムをお楽しみ下さい。お肌に合わない時は、ご使用をお控えください。
・サイズ：幅 20cm 奥行き 4cm 高さ 29cm 重量 145g

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋600-6
TEL0772-43-0380 FAX0772-44-3020
e-mail yumeori-sato@yosanoumifukushikai.or.jp

その他

与謝野産品有限責任事業組合

●価格：14ｇ×10パック 700円
表示価格はすべて税込表示です

代表者名：細井昭男
絹（シルク）の魅力を発信する会社です。取扱品目は、美容品・健康食品向け機能性素材シルキーサプリ（シ
ルクパウダー）とシルクのお豆腐等シルク配合食品です。
シルキーサプリは、純国産（純京都産）の絹糸を用いて、麹菌由来タンパク質分解酵素を使い、京都府と共
同開発した技術で苦みが無く且つ機能性ペプチドを含む新規シルクパウダーです。絹フェブロイン由来
の「ペプチド」が含まれ、ペプチドには血圧上昇抑制作用があります。シルクのお豆腐「やっこさんは白だ
な」は、地元与謝野町産大豆（サチユタカ）を 100％使用しています。風味を左右する水は大江山連峰麓の
ミネラル分豊富な天然水を利用して、製造もまた、ISO-HACCP システムの高い衛生管理のもと、安心安
全な地元の工場で行っています。原料と素材、造り手全てが同じ土地だからこそ生まれる絶妙な調和を是
非ご賞味ください。

与謝野シルクのお風呂「美心」
浴用化粧料。浴槽に本品を溶かし、入浴したとき、保湿成分である、与謝野町の
技術で開発された、水溶性のシルク成分により、湯上り後のお肌が「しっとり」
「すべすべ」感が得られる。
・サイズ：幅 9cm 奥行き 0.5 高さ 10cm 重量 33g
・その他バリエーション：本品３包を袋または箱に詰めたセット品

〒629-2401 与謝郡与謝野町字加悦奥254
TEL0772-44-0031 FAX0772-42-7618
http://www.yosanosanpin.com
e -m a il in f o @ y osanosanpin.com
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●価格：単品 220円

３包入袋

550円

表示価格はすべて税込表示です
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シルキーサプリ
丹後の伝統産業である丹後ちりめんの原料である絹糸を用いて、麹菌由来タ
ンパク質分解酵素を使い、京都府
（京都府中小企業センター）と共同で出願し
た特許出願技術（特願 2013-05450）を利用し、苦みが無く且つ機能性ペプチ
ドを含むシルクパウダーです。
絹のフィブロイン由来の「ペプチド」が含まれ、ペプチドには血圧上昇抑制作
用などがあります。
・サイズ：幅 11cm 奥行き 3cm 高さ 20.5cm 重量 108g
・容量バリエーション：100g 入り 1kg 入り

●価格：60ｇ 9,800円

1kｇ

150,000円

表示価格はすべて税込表示です

岡井さんちのわがまま工房

代表者名：岡井

響

「作りたいものしか、作りたくない。」そんな思いで、家具職人歴 40 年以上のベテラン職人が、こだわりの
家具を製作しています。どんな用途で使うのか、どんな方が使うのかを考慮して、その方にとってベスト
な家具を作りたい。観賞用ではなく、あくまで実用品として使えるものを。そして、ご家族や大切な方々
と、何年も、何十年も使えるものを。傷は付いて当たり前。思い出とともに、それが味となり、使うほどに
風合いを増していく。そうやって、ともに歳を重ねていける。そんな家具を作りたい。そんな職人が、他に
見たことがない、こだわりの万華鏡ブランドの製作を始めました。

木製万華鏡～ Woody kaleidoscope ～

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷625
TEL080-5319-2251 FAX0772-62-3439
https://wagamama-atelier-okai.com/
https://www.karadamaintenance.inori.jp/product
e-mail wagamama.atelier.okai@gmail.com

天然木の無垢材を刳り貫いて、1 つ 1 つ鉋で削り、手作業で造り上げた嗜好品。オブジェクトが流
れ落ち、流れ昇る世界が同時に楽しめ、同じ姿は２度と見ることができないのが売りです。木の種
類は「杉」
「桧葉」
「桧」など。本体・カラー・オブジェクト・ミラータイプなどが選べる「セミオーダー
式」で、組み合わせは実に 240 種類以上。オブジェクトは追加購入で付け替えも可能です。スタン
ドがセットになっているので、普段はインテリアとしても飾っていただけます。
・ホルダー（本体）バリエーション：円 四角 六角 八角
・カラーバリエーション：クリア クリア艶消し ブラック ブラック艶消し
・鏡バリエーション：２ミラー ３ミラー ４ミラー ツインミラー
・間仕切バリエーション：ミラーレス ４ミラー S ４ミラー W ツインミラー S ツインミラー W
・その他バリエーション：切文字（埋め込み文字）
※間仕切と切文字は有料オプションとなります。

●価格：19,800円
表示価格はすべて税込表示です

その他
一
般
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