Tango
Good Goods
2017 認定商品カタログ

丹後ブランド105点紹介
昨年10月30日の山陰近畿自動車道・野田川大宮道路の開通により、
京都府北部地域と京都府南部地域や京阪神地域とのアクセスが飛躍的に
向上するとともに、本年4月28日には、丹後ちりめんの歴史と文化を体感できる
「300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」が日本遺産に認定されるなど、
地域間交流の活発化や「海の京都」の取組みによる観光交流人口の増加等が見込
まれており、地場産業の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、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19回目を迎えました。
本年度も、丹後全域から魅力ある105商品を認定し、特に優れた5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、認定商品を観光客等に販売しますとともに、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、土産物品店等での取り扱いの拡大を図るとともに、地域住民の皆さんに
愛着をもっていただくとともに、需要の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」づくりに向け取組
みを一層強化し、支援してまいります。
平成29年8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
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認定推進委員会

2017年度Tango Good Goods 優秀産品
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／ハーブへしこ寿司
製造者名／料亭 千代乃家
所 在 地／京丹後市
○評価ポイント：昨年のお土産、贈答品化粧箱から
中身が見える帯パッケージに変わり、新たな販路
として設定した道の駅、サービスエリアなど弁当
として、また土産品として購入される消費者に訴
求する商品となりました。商品のブラッシュアップ
＝過剰包装ではなく、狙いとする販路、場所、ター
ゲットを明確にした商品改良を評価しました。ハ
ーブによりへしこ特有の臭みもなく、浅漬けにより
塩分を調整されたへしこがご飯によく合います。

商 品 名／京丹後茶ティーバッグ
製造者名／ Happy Green Flavored Tea
所 在 地／京丹後市
○評価ポイント：ネーミングに「健やか玄米茶」
「香
るほうじ茶」
「爽やか煎茶」と連体修飾語を用い、
パッケージに各お茶をイメージした差し色を入れ
ることでシリーズが強調され、３種類まとめて欲
しくなるパッケージング構成を評価しました。テ
ィーバッグにすることで急須がなくとも利用でき、
旅館の客室に地元産のお茶として置いて頂き、お
帰りの際には売店で購入できるなどニーズが期待
できる商品です。

商 品 名／有機桑の葉を使った米粉めん
製造者名／有限会社京丹後ふるさと農園
所 在 地／京丹後市
○評価ポイント：以前の商品名「つるりんめん」か
ら特徴が明確にわかる商品名となり、パッケージ
も袋包装から桑の葉をイメージした柔らかなグリ
ーンが入ったオシャレな化粧箱になりました。こ
れまでの自家用商品からお土産品、贈答品へと販
路の拡大に向けた商品改良を評価しました。

商 品 名／本格芋焼酎「いもにゃん32度」
「いもにゃん22度」
製造者名／株式会社丹後蔵
所 在 地／京丹後市
○評価ポイント：日本で唯一の狛犬ならぬ狛猫がい
る金比羅神社のストーリーを背景にした商品企画
を評価しました。いもにゃんのネーミングの由来
から金比羅神社の紹介、蚕をねずみから守ってく
れる猫を祀った狛猫、織物で栄えた京丹後へと遡
るストーリーは丹後ちりめん回廊の日本遺産認定
のタイミングに合わせ、地域をアピールする商品
となっています。ボトルはネックリボンを施し、
愛らしい猫のシルエットで女性、外国人などター
ゲットを明確にしたデザインとなっており、32
度の瓶は重厚な色合い、22度の瓶はライトな色
合いと、ターゲットによりカラーコントロールが
なされたデザインが評価されました。

商 品 名／料理が変わるネギ油
製造者名／やさい魂研究所
所 在 地／与謝野町
○評価ポイント：化粧箱に商品の特徴がストレート
に伝わるインパクトのある文字が大きく記載され、
オイルをイメージしたしずく形の抜き加工により
オイルが外側から見える工夫があり、ボトルはオ
シャレでキッチンやダイニングに飾りたくなる商
品となっています。消費者が商品を手に取り、購
入後の利用をイメージし購入するという一連の流
れを計算に入れたパッケージングを評価しました。
味もネギの風味が強調されていて、いろいろな料
理に使いたくなる商品です。

商 品 名／一色ちりめん お弁当フロシキ
製造者名／株式会社一色テキスタイル
所 在 地／与謝野町
○評価ポイント：近年、昼食のお弁当持参がブーム
となっており、色、柄も豊富で企業ノベルティー
やイベント景品にも対応できる柔軟性と、日用品
として扱いやすいポリエステルちりめんにより丹
後ちりめんの風合いを身近に使って頂き、知って
頂くニーズ性の高い商品です。丹後ちりめん回廊
の日本遺産認定のタイミングに合わせ、販路の開
拓を牽引する商品です。
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代表者名：梅田

肇

食

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。

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。ラベルに開封日の記入欄を設定、また首かけしおりを改善しました。
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

〒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

● 価格：卓上瓶145

556 円

徳用ボトル500

1,602 円

表示価格はすべて税別表示です

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。味は淡口・あっさり・昆布風味。ラベル
に開封日の記入欄を設定、また首かけしおりを改善しました。
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

● 価格：卓上瓶145

454 円

徳用ボトル500

1,315 円

表示価格はすべて税別表示です

おおびる工房

紗和

代表者名：岩尾紗和子
健康補助食品をひとつひとつ手づくりで作っております。余計なものは
使用せず、安心できる原料のみを使用し、お客様へ安心、安全をご提供
できるよう心がけております。お客様の健康へのサポートができる商品
を作り、お客様の生活の一部となれるよう日々精進いたしております。
お客様からの「もっと早くこの商品に出会いたかった」の声が大好きです。
今後もこの声に見合う商品づくりをしてまいります。

丹後のにんにく卵黄
余計なものは使用せず、純粋ににんにくと卵黄を混ぜ合わせ、ひとつひと
つ手で成形しています。
サイズ：幅9㎝

〒629-2501 京丹後市大宮町口大野154-3 1F
TEL0772-68-0711 FAX0772-64-2289
http://oobiru-sawa.com/
E-mail：info@oobiru-sawa.com

奥行き3㎝

高さ14.5㎝

重量11.8g

● 価格：1,620 円
表示価格はすべて税別表示です
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※一般流通部門［35ページ］にも商品掲載。

ブラック鰤醤油
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小野甚味噌醤油醸造株式会社

代表者名：小野甚一

食

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。

品

田舎みそ
昔ながらの１年間発酵熟成させて作った馴染みのある田舎みそ。懐かしい
味でホッとする味わいの味噌汁が出来上がります。
サイズ：1㎏
その他バリエーション：米糀を多めに使った少し甘めの「特選田舎みそ」、
旨みの強い赤味噌「はごろも味噌」
、丹後産黒豆
を原料にした「黒豆長熟味噌」もある。

〒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

● 価格：1㎏ 530 円
表示価格はすべて税別表示です

琴引の塩ぽんず
香り、濃度、色合いとも絶品といわれる徳島産実生の柚子と鳴き砂で知ら
れる網野町琴引の海水塩で作ったスキッと切れのいい、しかも延びのある
突き抜けるような爽やかな香りの塩ぽんずです。焼き魚、焼き牡蠣、肉の
しゃぶしゃぶや焼肉、ハンバーグやサラダ、冷やしうどんのぶっかけにと、
あっさりと食べたい場合に最適です。
サイズ：奥行き5.5㎝

● 価格：200

高さ20㎝

重量250g

800 円
表示価格はすべて税別表示です

むらさきシリーズ
弊社伝統の製法で作った “おいしい醤油シリーズ” です。いい香りと塩角
のないまろやかな味が特徴。煮物に便利なダシ入りの「だしむらさき」も
ある。
サイズ：奥行き5.5㎝ 高さ20㎝
容量バリエーション：900
その他バリエーション：つけかけ専用「かけむらさき」
、濃口「こいむ
らさき」
、淡口「うすむらさき」
、天然の鰹だし、
昆布だしを配合した「濃口＆淡口だしむらさき」
がある。

1,200 円 うすむらさき、こいむらさき 800 円
濃口＆淡口だしむらさき 1,200 円
かけむらさき

● 価格：

表示価格はすべて税別表示です
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有限会社京丹後ふるさと農園

代表者名：森

博子

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。
サイズ：幅16.5㎝ 奥行き3㎝ 高さ14㎝ 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
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
http://kaisoutya.jp/
E-mail：info@kaisoutya.jp

100g

● 価格：

3,250 円 30g 1,200 円 袋1g×21本 1,500 円
3,250 円 紙管1g×15本 1,500 円

スチール缶70g

表示価格はすべて税別表示です

有機桑の葉を使ったマルベリーティー（ティーバッグタイプ）
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。
サイズ：幅12㎝ 奥行き3㎝ 高さ21.5㎝ 重量31g×20
その他バリエーション：
〈紙管（黄緑）
〉直径6.5×h11.5

● 価格：3g×20 1,200 円

3g×15
（紙管）1,400 円
表示価格はすべて税別表示です

有機桑の葉を使った米粉マカロニ
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 500 円
表示価格はすべて税別表示です
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有機桑の葉を使ったマルベリーティー

食

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、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。

Tango Good Goods
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食
品

有機桑の葉を使った米粉めん
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
込んだ乾麺です。小麦粉を一切使用していないこの麺は、もちもちツルツ
ルで、他の麺に比べその食感は群を抜いています。茹であがり後は、氷で
〆ておくと持ちもよく、パスタにも使え料理の幅が広がります。パッケー
ジは、スタイリッシュな小箱にして、贈りもの等にもご利用いただけます。
サイズ：幅6.5㎝

奥行き2㎝

高さ21㎝

重量180g

● 価格：180g 538 円
表示価格はすべて税別表示です

合同会社京丹後屋

代表者名：足立俊治
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

南蛮漬け

京丹後屋名物の魚介類の唐揚げを日本海の厳選された食材のみを使いひと
つひとつ手作りして、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 ヶ月の賞味期限がございます。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16㎝ 奥行き4㎝ 高さ27㎝
味のバリエーション：ハタハタ、甘エビ

〒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

後藤商店

重量200g

● 価格：1,000 円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：後藤多喜男
京都産の天然ナマコにこだわり、伝統の製法で、手間と時間をかけて丁
寧に乾燥ナマコ・このわた・くち子を製造しています。また漁師と一緒
に漁獲制限や環境づくりに取り組みナマコの資源保護をすすめています。

干しこのわた
京都でとれたナマコから作ったこのわたを乾燥させました。このわたは日
本三大珍味として知られていますが、高価でみやげ物としてはなかなか手
が出にくく冷凍保存なので持ち帰りにくいものです。その高価なこのわた
を乾燥させて常温で日持ちよくさせることで手軽なみやげ物ができました。
地元の海産物を地元で加工した海の京都のおみやげとしておすすめです。
サイズ：幅14㎝

〒629-2244 宮津市字江尻377
TEL0772-47-2002 TEL0772-47-2002
http://www.amanohashidate-gotosyoten.com
E-mail：goto@geisya.or.jp
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高さ20.2㎝

● 価格：1,000 円
表示価格はすべて税別表示です

Tango Good Goods

坂長商店

2017認定商品カタログ

代表者名：野村道昭

食
品

日本の食文化である味噌・醤油、明治35年創業140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。

丹後みそ
自家製の米麹と大豆を合わせ、変わらぬ手作業で作りました。麹のつぶが
そのまま入っており、コクとまろやかさがある素朴な味です。

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

● 価格：900g 575 円
表示価格はすべて税別表示です

さしみしょうゆ
とろりとして食材にまったりと絡みやすく、味ののびがよく甘口な醤油で
す。艶やかな照りを出したい時にもお使いください。

● 価格：360

400 円
表示価格はすべて税別表示です

山菜ハーブ園

代表者名：田中忠夫
山菜ハーブ園は香味食材としての山菜とハーブの加工販売を目指してい
ます。昔から親しまれてきた山菜を再発掘して食卓に香りを届けること
をコンセプトに完熟山椒の粉の製品化に取り組みました。2013年から
ドライフルーツに挑戦し「柿チップス」を開発しました。その他クレソン、
わさび、茗荷の栽培にも取り組んでいます。

柿ちっぷす
富裕柿をスライスして乾燥したもの、乾燥することで柿の甘さが凝縮し、
お菓子替わりにおやつやお茶うけとして食します。食品添加物は使用して
いません。
サイズ：幅12㎝

〒627-0051 京丹後市峰山町二箇1241
TEL0772-62-2430 FAX0772-62-2430
E-mail：t̲tanaka0426@yahoo.co.jp

奥行き4㎝

高さ18㎝

重量60g（Net）

● 価格：500 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

三徳美健株式会社

2017認定商品カタログ
代表者名：三浦和之

食
品

京丹後市でピュアでナチュラルな商品をモットーに農薬・化学肥料を一
切使用せず、丹精込めて育てた桑です。桑にはミネラル・ビタミン（特
にβ-カロチン）・食物繊維・カルシウム・ギャバ・自然界では桑葉だけ
に含まれるDNJ（デオキシノジリマイシン）等が含まれています。

京・しずの桑

有機桑煎茶ティーバッグ

最高級の衣類素材のシルクを産み出す蚕の飼料としてだけではなく、美容
と健康に良い桑を地元で有機栽培・加工し、便利なティーバッグにしました。
ふんわりと優しく上品な香りと味わいに仕上げました。
サイズ：幅14㎝ 奥行き2.5㎝ 高さ22㎝
容量バリエーション：30包入 5包入

〒629-3104 京丹後市網野町浅茂川1605
TEL0772-72-5311 TEL0772-72-5668

● 価格：30包 1,600 円

5包

重量75g

500 円

表示価格はすべて税別表示です

京・しずの桑

有機桑粉末

最高級の衣類素材としてだけではなく、美容と健康に良い桑を地元で有機
栽培・加工し、その桑葉をおいしく、便利な粉末にしました。身体にやさ
しい健康食品です。
容量バリエーション：30g

60g

● 価格：60g 2,667 円

30g

1,429 円

表示価格はすべて税別表示です

株式会社シブタニ

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80g
海のミネラルと旨み成分をたっぷり含んだ北海道産昆布を使用し、さらに
水分を吸収し易く、やわらかくするために、幅広にカットし、おいしく仕
上げました。お茶漬け、おにぎり、昆布茶などに最適です。
サイズ：幅15㎝ 奥行き24㎝ 高さ2㎝ 重量80g
容量バリエーション：他に130gのもの有り

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

● 価格：80g 460 円

130g

644 円

表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

世屋農産加工組合

2017認定商品カタログ
代表者名：西川

栄

品

世屋みそ（1㎏）
京都丹後の日本三景「天橋立」をのぞむ高冷地、世屋（せや）地区で造る
世屋みそは、昔ながらの製法で仕込み熟成させた風味豊かな赤味噌です。
原料には地元丹後のコシヒカリ・大豆・塩も国産のものを使用し、1年以
上の醸造期間を経て出荷されます。保存料や着色料などの添加物は一切加
えていない生味噌ですのでどうぞ安心してお召し上がりください。
サイズ：重量1㎏
容量バリエーション：1㎏ 2㎏ 5㎏

〒626-0224 宮津市字下世屋1343-1
TEL0772-28-0307 FAX0772-28-0307
E-mail：seyamiso@gmail.com

有限会社創造工房

● 価格：1㎏ 600 円

2㎏

1,600 円

5㎏

2,900 円

表示価格はすべて税別表示です

代表者名：早川雅映
〈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8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
京丹後フルーツガーリック（黒にんにく）のペーストをスティック包装に収めました。添加物は一
切使用せずフルーツガーリックのみで仕上げたこだわりのつくりです。
「いつでもどこでもフルー
ツガーリック♪」をコンセプトに、持ち運びやすく手軽にフルーツガーリックをお召し上がり頂け
るようになりました。もちろんフルーツガーリックの美味しさはそのままです！高級感のある化粧
箱も用意し、贈答品としてもご利用頂けます。
サイズ：幅7.6㎝ 奥行き3.6㎝ 高さ14㎝ 重量95g
サイズバリエーション：箱タイプ（15・30本） 袋タイプ（5・15・30本）
容量バリエーション：3g ／一包

〒629-3241 京丹後市網野町木津416-1
TEL0772-66-3535 TEL0772-66-3056
www.fruit-garlic.com
E-mail：info@ecotango.co.jp

竹中罐詰株式会社

● 価格：袋5本 1,200 円 箱15本 3,800 円 袋30本 6,000 円
表示価格はすべて税別表示です

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

食

自組合は45年以上前から宮津世屋地区で味噌づくりを続けています。
また、これからも安心＆美味しい味噌づくりを続けて参ります。

● 価格：454 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

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

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。

ミルクバター

瓶入り

※菓子部門［21ページ］にも商品掲載。

牧場で搾りたてのジャージー牛乳で作るミルクバターです。朝搾った牛乳を殺菌
し、遠心分離機で生クリームにしてから、バターチャーン（バター製造機）でバ
ターを取り出します。新鮮な牛乳を新鮮なうちにバターにしているので、濃厚で
コクのあるバターに仕上がっています。
サイズ：幅11㎝ 奥行き9㎝ 高さ7.5㎝
容量バリエーション：包み紙タイプ

〒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

重量450g

● 価格：瓶入り150g 1,945 円

紙包み100g

1,050 円

表示価格はすべて税別表示です

ジャージーミルクピス
自家牧場の搾りたての新鮮なジャージー牛乳で作る濃縮乳酸菌飲料。
サイズ：幅7.2㎝

奥行き7.2㎝

● 価格：1本 649 円

高さ21.3㎝

重量935g

4本入（箱）2,760 円
表示価格はすべて税別表示です

丹後製麺

代表者名：井上

實
日本全国それぞれの魅力を生かした特産品が数多くある中で、豊かな文化と大
自然に恵まれた丹後にしかない商品作りを念頭に置き、シルクの不思議な力を
生かしたシルクうどん・絹そば、そして、心も体もリフレッシュさせるハーブ
麺を開発し、丹後より全国に新しい食文化を提供しております。今後も、“健康
と食” をテーマに、つるつるシコシコおいしく体にいい新商品を考えております。

シルクうどん

2食袋入

絹織物の産地丹後の地元で開発された、シルクパウダーを原料に使い天然
のアミノ酸により、健康や美容に役立つおいしいうどんができました。ま
た地方色や手作り感を出す為に、採算や手間を度外視した嶋田掛けの製法
で作っています。
サイズ：幅13㎝

〒629-2421 与謝郡与謝野町字金屋337
TEL0772-43-0553 FAX0772-43-1981

奥行き23㎝

高さ1.5㎝

重量190g

● 価格：2食入 300 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

食
品

絹そば

2食袋入

絹織物の産地丹後の地元で開発された、シルクパウダーを原料に使い天然
のアミノ酸により、健康や美容に役立つおいしいそばができました。また
地方色や手作り感を出す為に、採算や手間を度外視した嶋田掛けの製法で
作っています。
サイズ：幅13㎝

奥行き23㎝

高さ1.5㎝

重量150g

● 価格：2食入 300 円
表示価格はすべて税別表示です

料亭 千代乃家

代表者名：鵜飼正樹
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。

ハーブへしこ寿司
バジル・オレガノ・ペパーミント（三種類のハーブ）を加えたぬか床に漬け込む
という新感覚のへしこ技法により、魚・へしこ特有のくさみが全くなくなり、へ
しこの香りはそのままに、一週間という浅漬け製法による減塩により、一本丸々
ペロリと食べてしまえるヘルシーさ。（常温で消費期限3日・冷凍で製造日より1
ヵ月の賞味期限） ※地元厳選素材使用 ①米とぬか（京丹後産コシヒカリ特別
栽培米「環のちから」） ②塩（鳴き砂「琴引き浜」の海水で作った琴引きの塩）
サイズ：幅9.5㎝ 奥行き21.5㎝ 高さ5㎝ 重量370g（1本8貫）
サイズバリエーション：ハーフサイズあり

〒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

1,204 円 ハーフサイズ 556 円
地元販売（1本入り）1,019 円
1本8貫入り

● 価格：

表示価格はすべて税別表示です

鯖のハーブ漬け焼へしこ
バジル等の三種類のハーブを使用することにより、魚・へしこ特有のくさみが全
くなくなり、へしこの香りはそのままなのに味がおしゃれという、新しいジャン
ル（普通のへしことは別枠）のものとなりました。きっと、へしこ自体を食べた
ことがない人でも、多分これを食べたら普通のへしこは食べられないよねと思え
るような他にはない美味に仕上がっております。 ※各催事等で試食を出す際、
お子様からの人気も高いため、お子様に買ってくださるお客様も多い若いご家族
に向けた、和風イタリアンなパッケージを意識しました。
サイズ：幅23㎝

奥行き8㎝

高さ6.2㎝

重量310g

鯖一尾分
（片身2枚入り）

● 価格：鯖一尾分（片身2枚入り）1,200 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

株式会社とり松

2017認定商品カタログ
代表者名：前川昇平

食
品

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
丹後地方に古くから伝わる郷土料理。まつぶたと呼ばれる大きな木箱にすし飯と
鯖おぼろを二段に重ね、錦糸玉子を引いた上に色とりどりの具を盛りつけ、木ベ
ラで分け食します。お召し上がりは1人前に切り分けたものをお皿に、お持ち帰
りは深折に詰めて包装します。
サイズ：幅10㎝ 奥行き10㎝ 高さ6㎝ 重量約400g
サイズバリエーション：1人折、1半折、2人折、3人折

〒629-3101 京丹後市網野町網野146
TEL0772-72-0429 TEL0772-72-0247
http://torimatsu.jp
E-mail：0429@torimatsu.jp

和商店

● 価格：1人折 850 円 1半折 1,200 円 2人折 1,700 円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：才本和乎
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。

のんばらこんにゃく
主に京丹後市産の蒟蒻芋を使用。手練り又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方で
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好評。顔ラベルは当店のシン
ボルマークとしてお客様から親しまれています。パッケージは商品イメージを大切
に工夫しました。昔から丹後地方では乗原が「こんにゃくの里」として有名であった為、
継承者としては製法・味・名前いずれも守っていきたいと考えています。

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

● 価格：298 円
表示価格はすべて税別表示です

西晶株式会社

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。
サイズ：幅12.5㎝ 奥行き23㎝
容量バリエーション：100g

〒629-3111 京丹後市網野町三津139
TEL0772-72-5566 FAX0772-72-5757
http://www.tango-kaiyu.com/
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● 価格：300g 500 円

高さ2㎝

100g

重量310g

278 円

表示価格はすべて税別表示です

Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

食
品

琴引の塩飴
琴引の塩を使用した塩飴です。昔ながらの製法にこだわり職人が作る手作
りの塩飴です。地釜直火炊きで作るとてもまろやかな塩飴です。
サイズ：幅11㎝ 奥行き3.5㎝ 高さ18㎝
その他バリエーション：抹茶入り80g

重量90g

● 価格：80g 333 円
表示価格はすべて税別表示です

琴引の塩

ブレンド調味塩

京丹後産の琴引の塩を使ったブレンド調味塩の各種です。それぞれ、色・香・
風味があり、付け塩、のせ塩、振り塩など足し塩としていろいろな料理に
お使いいただけます。
サイズ：幅6㎝ 奥行き6㎝ 高さ4.5㎝ 重量120g
容量バリエーション：50g前後（チャック付きスタンドパック入り）
その他バリエーション：箱入り3個セット（30g瓶×3個）

●価格：30g瓶 602 円 スタンドパック 300 円 箱入り3個セット 2,037 円
表示価格はすべて税別表示です

農事組合法人日本海牧場

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！

翁乃塩
網野町夕日ヶ浦より汲み上げた海水を大きな平釜で4日間海水を継ぎ足し
ながら焚いた塩。粒が粗めでまろやかな味です。近畿北部で唯一『日本の
塩100選』にも選ばれています。

〒629-3134 京丹後市網野町生野内780
TEL0772-72-3530 FAX0772-72-3622
E-mail：t-maeda@yamazaki-inc.com

● 価格：200g 463 円

500g

907 円

表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

食
品

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、発酵させたにんにくです。

● 価格：574 円
表示価格はすべて税別表示です

はーちゃん工房

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。

えごま油
農薬を使わず、有機肥料で作ったえごまを使用。

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

● 価格：110

1,400 円
表示価格はすべて税別表示です

えごまみそ
自社生産のえごまを使用。

● 価格：130g 580 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

橋立ベイホテル

2017認定商品カタログ
代表者名：安田昌司

食

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。

品

ハーブソルト
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㎝

〒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

奥行き4㎝

高さ8㎝

重量156g

● 価格：60g 500 円
表示価格はすべて税別表示です

Happy Green Flavored Tea

代表者名：堀江

陽

平成29年2月に「いつものティータイムに緑茶という選択肢を」をコン
セプトに開業しました。宇治茶の産地でもある京丹後市で採れた茶葉を
ハーブとブレンドしたリラックスブレンドシリーズと京丹後茶で初とな
るティーバッグシリーズを展開しています。

京丹後茶ティーバッグ
京丹後産のお茶を手軽に味わえるようティーカップ用のティーバッグにし
ました。保存に便利なチャック付。
サイズ：幅17㎝ 高さ14㎝ 重量20g
容量バリエーション：2g×10個
その他バリエーション：煎茶、玄米茶、ほうじ茶

〒627-0041 京丹後市峰山町菅305-4
TEL0772-62-1499 FAX0772-62-1499
E-mail：happy̲green̲ﬂavored̲tea@yahoo.co.jp

● 価格：630 円
表示価格はすべて税別表示です

緑茶フレーバードティー
京丹後産の緑茶と良質な乾燥ハーブをブレンド。保存に便利なチャック付。
サイズ：幅約11㎝ 高さ19.5㎝ 重量約40g
容量バリエーション：40g
その他バリエーション：ローズ、カモミール、ハイビスカス、ラズベリーリーフ、ミント

● 価格：538 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

平林乳業株式会社

2017認定商品カタログ
代表者名：平林卓也

食

ヒラヤの乳製品は自然豊かな北近畿で育った健やかな乳牛から搾った新
鮮な牛乳から作っています。どの商品も独自の製法と味で、どこにもな
い商品づくりをしています。

品

ヒラヤ弥四郎ヨーグルト
平林弥四郎から名付けた平弥（ヒラヤ）の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の
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
用される和三盆糖を使用しています。絹のような滑らかな生地と贅沢な和
三盆糖の風味を引き出すようじっくりと発酵させました。京都（和食/和菓
子）
・丹後（絹織物）をイメージした和風ヨーグルトをぜひお楽しみください。
サイズ：幅約7㎝ 奥行き約7㎝ 高さ6.8㎝ 重量約110g

〒629-3442 京丹後市久美浜町甲山715
TEL0772-83-0368 FAX0772-83-1456
http://www.hiraya-milk.com/
E-mail：info@hiraya-milk.com

北畿リゾート株式会社

● 価格：100g 160 円
表示価格はすべて税別表示です

お菓子工房夕庵

代表者名：西途顕太郎

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。

丹後ジャム

みかん

※菓子部門［22ページ］にも商品掲載。

自社農園で収穫した丹後産のみかんを使用した爽やかなジャムです。皮も
一緒に炊き上げることで程よい苦味がアクセントになっています。アイスク
リームやヨーグルトにかけても美味しく召し上がっていただけます。余りが
ちなジャムを使い切りやすい量と可愛らしいデザインの商品にしました。
サイズ：幅6㎝ 奥行き6㎝ 高さ6.3㎝ 重量230g

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

● 価格：110g 453 円
表示価格はすべて税別表示です

丹後ジャム

いちご

自社農園で収穫した丹後産の甘くて大きな苺（あきひめ）で作ったジャム。
苺の甘さをそのまま残しすっきりした味わいなのにさらっとしたジャムで、
アイスクリームやヨーグルトにかけても美味しく召し上がっていただけま
す。余りがちなジャムを使い切りやすい量と可愛らしいデザインの商品に
しました。
サイズ：幅6㎝ 奥行き6㎝ 高さ6.3㎝ 重量230g

● 価格：110g 453 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

食
品

丹後ジャム

ブルーベリー

自社農園で収穫した丹後産の大粒なブルーベリーで作りました。ほどよい
酸味とすっきりとした上品な甘さがある味の中に深みのあるジャムです。
アイスクリームやヨーグルトにかけても美味しく召し上がっていただけま
す。余りがちなジャムを使い切りやすい量と可愛らしいデザインの商品に
しました。
サイズ：幅6㎝ 奥行き6㎝ 高さ6.3㎝ 重量230g

● 価格：110g 453 円
表示価格はすべて税別表示です

丹後ジャム

梅

自社農園で収穫した丹後産の完熟した梅のみを使用しました。低甘味で無
添加のジャムです。アイスクリームやヨーグルトにかけても美味しく召し
上がっていただけます。余りがちなジャムを使い切りやすい量と可愛らし
いデザインの商品にしました。
サイズ：幅6㎝ 奥行き6㎝ 高さ6.3㎝ 重量230g

● 価格：110g 453 円
表示価格はすべて税別表示です

丹後ジャム

さつまいも

自社農園で収穫した丹後産の甘く蜜の多いさつま芋（シルクスイート）を
使用した濃厚でコクのあるスイーツのようなジャムに仕上げました。アイ
スクリームやヨーグルトにかけても美味しく召し上がっていただけます。
余りがちなジャムを使い切りやすい量と可愛らしいデザインの商品にしま
した。
サイズ：幅6㎝ 奥行き6㎝ 高さ6.3㎝ 重量230g

● 価格：110g 453 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

やさい魂研究所

2017認定商品カタログ
代表者名：森

和哉

食

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。

品

料理が変わるねぎ油
油は京都老舗油店の一番絞りごま油を使い、1週間かけてじっくりと九条
ねぎの旨み、香りを抽出。ねぎ油は食べる直前、料理にさっとかけてもら
うのが使い方のコツ。食卓に置いてあっても違和感なく、料理のじゃまに
ならないように本体は極力シンプルなデザインとした。逆に外箱はインパ
クトとおいしさが伝わるよう、油がしたたる形に抜き加工を入れ、ねぎ油
のきれいな色をのぞかせている。
サイズ：幅5㎝ 奥行き5㎝ 高さ18.5㎝ 重量265g

〒629-2313 与謝郡与謝野町字三河内160-2
TEL0772-68-1002 TEL0772-68-1002
http://www.vegetama.com/
E-mail：info@vegetama.com

● 価格：95g 1,500 円
表示価格はすべて税別表示です

農家のねぎ味噌3種『京都丹後ギフトBOX』入り
2014年Tango Good Goods優秀賞を頂いた農家のねぎ味噌と辛ねぎ味
噌の新しい味として柚子こしょう味を開発。セットでの販売を模索してい
たなかで与謝野町商工会の支援をうけ、パティスリーヴァニーユさん、㈲
誠武農園さんとの3社で、ギフトBOXを製作。表紙の日本三景天橋立図は
与謝野町出身の山水画家塩見貴彦氏によるもの。他の皆さんもこのギフト
BOXをご利用頂き、みんなで丹後を自慢しましょう。
サイズ：幅11㎝ 奥行き24.5㎝ 高さ7㎝ 重量975g
（一瓶：幅5.8㎝ 奥行き5.8㎝ 高さ7.3㎝ 重量290g）

● 価格：130g×3個入 2,060 円
表示価格はすべて税別表示です

社会福祉法人よさのうみ福祉会

夢織りの郷つむぎ

代表者名：尾上真由美

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。
※その他部門［34ページ］にも商品掲載。

みかんのジュース
地元、宮津由良産のみかんを使い、一つずつ丁寧に皮を剥き作っています。
大瓶で720 に対し、約2㎏のみかんを使用した濃厚なストレートジュー
スです。食品保存料や甘味料は使用せず、自然の味わいを大切にしています。
サイズ：幅約7㎝
容量：720

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋600-6
TEL0772-43-0380 FAX0772-44-3020
E-mail：yumeori-sato@yosanoumi-fukushikai.or.jp
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奥行き約7㎝

高さ約30㎝

重量約1,160g

● 価格：741 円
表示価格はすべて税別表示です

Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

与謝野産品有限責任事業組合

代表者名：細井昭男

地

● 価格：60g 9,800 円
表示価格はすべて税別表示です

やっこさんは白だな
与謝野町産大豆（サチユタカ）を100％使用し、地元工場で製造しています。丹後ちり
めんの原料である絹糸を用いて、京都府と共同で開発した技術を利用し製造した「シル
クペプチド」を配合して、上品な甘みと滑らかな食感はまるでデザートのようです。パ
ッケージデザインも京都弁護士協会と共同企画し、国際的に活躍されている前衛書道家
によって書かれた評判のパッケージです。
サイズ：幅11.3㎝ 奥行き11.3㎝
カラーバリエーション：赤、黒
サイズバリエーション：正方形
容量バリエーション：300gのみ

高さ3.8㎝

重量300g

● 価格：300g 278 円
表示価格はすべて税別表示です

木下酒造有限会社

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。

大吟醸50％
低温貯蔵庫で熟成させた調和のとれた味と香り、柔らかなのどごしが楽し
める。
サイズ：幅8㎝ 奥行き8㎝ 高さ31.5㎝
その他バリエーション：1.8ℓ、720

〒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：720

2,250 円
表示価格はすべて税別表示です
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酒

純国産日本糸を原料に、麹菌由来タンパク質分解酵素を使い、京都府中小企業技術センターと共同
で研究した技術を利用し、苦味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。塩酸加
水分解シルクパウダーに含まれるアミノ酸以外に、塩酸加水分解では得る事が出来ない絹フェブロ
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等があります。
サイズ：幅15.5㎝ 奥行き20.5㎝ 高さ3.8㎝ 重量60g
容量バリエーション：60g入り

〒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-mail：info@yosanosanpin.com

品

シルキーサプリ

食

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。

Tango Good Goods

2017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。

丹後 ガラシャの里
地

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。

酒

サイズ：幅9㎝

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

株式会社丹後蔵

● 価格：750

奥行き9㎝

高さ21.5㎝

1,890 円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：柿本正大
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！

京の芋焼酎「いもたん」
京丹後市で栽培収穫された「京かんしょ（サツマイモ）」を原料に地元の
地酒メーカーにより設立された地焼酎メーカーが製造した北近畿初の本格
芋焼酎。常圧蒸留・減圧蒸留の異なる蒸留方法から生まれた原酒をブレン
ドすることで香りおだやかでスッキリした味わいの芋焼酎としました。
容量バリエーション：1,800 ・720 ・300
その他バリエーション：季節バージョンボトルを出す年度有り

〒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

● 価格：1,800 2,800 円 720 1,400 円 300 640 円
表示価格はすべて税別表示です

本格芋焼酎「いもにゃん32度」500
「いもにゃん」は、京丹後市で栽培収穫された「京かんしょ（サツマイモ）」
を100％原料にし、その芋皮を全て剥き、清酒・焼酎2種類の酵母を使う
ことで華やかな香りですっきりした味わいの芋焼酎に仕立てました。また、
仕込み水の水元「金刀比羅神社（峰山町）
」にある日本で唯一といわれる「狛
猫」に思いをはせて作成した猫ラベルは、芋焼酎の既存のイメージを変え、
女性や外国人観光客へ強くアピールするとともに、全国・世界へ丹後の情
報を発信するアイテムになりたいと言う思いが込められています。
サイズ：幅7.7㎝ 奥行き7.7㎝ 高さ22.5㎝ 重量840g
その他バリエーション：専用手提げ袋（別売り）有

● 価格：500

2,140 円
表示価格はすべて税別表示です
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本格芋焼酎「いもにゃん22度」500

酒
菓

1,430 円

● 価格：500

地

「いもにゃん」は、京丹後市で栽培収穫された「京かんしょ（サツマイモ）」
を100％原料にし、その芋皮を全て剥き、清酒・焼酎2種類の酵母を使う
ことで華やかな香りですっきりした味わいの芋焼酎に仕立てました。また、
仕込み水の水元「金刀比羅神社（峰山町）
」にある日本で唯一といわれる「狛
猫」に思いをはせて作成した猫ラベルは、芋焼酎の既存のイメージを変え、
女性や外国人観光客へ強くアピールするとともに、全国・世界へ丹後の情
報を発信するアイテムになりたいと言う思いが込められています。
サイズ：幅7㎝ 奥行き7㎝ 高さ29.8㎝ 重量860g
その他バリエーション：専用手提げ袋（別売り）有

表示価格はすべて税別表示です

子

宇川加工所

代表者名：山口洋子
宇川加工所は、丹後の海と山の豊かな食材を自分達の手で育て、また採
って来て、ひとつひとつ食材を、安心、安全をモットーにして、加工品
作りに取り組んでいます。現在11名の会員が少しでも宇川地区が元気
になり、皆さんに京都府最北端宇川の地を知って頂きたいと日々頑張っ
ています。

米ぬかケーキ
地元丹後町の宇川で、除草剤を使わず、ていねいに米作りにこだわって、
安心・安全のお米を作っておられる方のミネラルたっぷりの米ぬかで作っ
た100％ケーキ。
サイズ：幅7㎝

〒627-0242 京丹後市丹後町久僧1070
TEL0772-76-0537 FAX0772-76-0537

奥行き15㎝

● 価格：大 463 円

高さ5㎝

1切サイズ

167 円

表示価格はすべて税別表示です

京丹後市商工会女性部

代表者名：森

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、シルクヨーグルトの味3
種類3個入りです。丹後の味を是非ご賞味ください。

きぬの果
◇
「きぬ＝絹」
「果＝果物」の文字を使用し、商品名「きぬの果」としました。
◇ゼリーの形は、織物の反物をイメージしています。
サイズ：幅8㎝

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷836-1
TEL0772-62-0342 FAX0772-62-3553
http://kyotango.kyoto-fsci.or.jp
E-mail：kyotango-sci@kyoto-fsci.or.jp

奥行き23㎝

高さ3㎝

重量1個65g×3

● 価格：740 円
表示価格はすべて税別表示です
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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稲葉本家吟松亭自慢の味。冷めると
こんどは昔懐かしい味に…。
サイズ：幅11.5㎝

菓

〒629-3404 京丹後市久美浜町3102
TEL0772-82-2356 FAX0772-66-3663
http://www.inabahonke.com
E-mail：inaba-honke@silver.ocn.ne.jp

奥行き17㎝

高さ3.5㎝

重量450g

● 価格：6個/箱 695 円
表示価格はすべて税別表示です

子

GOEMON WORKS

代表者名：小西孝之
石川五右衛門の出生地と伝わる京都丹後で、志同じくする仲間と結成した農
商工連携チーム。『丹後のもったいないから新たな商品、雇用を創出する』を
コンセプトに商品開発をすすめる。

ebiimo テリーヌショコラ
高級食材とされる京野菜えび芋を使った今までにない新たな京野菜スウィーツ。試行錯誤
を繰り返すなかでたどり着いた最高のバランス『テリーヌショコラ』は最高級チョコレー
トの濃厚なネットリ感とえび芋の食感が調和。商標登録した『GOEMON WORKS』とは、
丹後の出生と伝わる石川五右衛門から命名。パッケージの箱は千両箱、金色フィルムで包
まれたテリーヌは金ののべ棒をモチーフに商品開発し、石川五右衛門の世界観を表現して
いる。またGOEMON WORKSの売上げの一部は丹後のために使ってもらう仕組みを検
討中で、庶民を助けたと聞く五右衛門のような存在になれればと思っている。
サイズ：幅20㎝ 奥行き11㎝ 高さ7㎝ 重量410g
（テリーヌ単品：幅13.5㎝ 奥行き7㎝ 高さ4㎝ 重量320g）
容量バリエーション：ボリュームをアップさせた大サイズのテリーヌショコラの開発も予定。

〒629-2413 与謝郡与謝野町字温江14
TEL0772-43-0367 FAX0772-43-0367

● 価格：320g 2,500 円
表示価格はすべて税別表示です

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。

うるち餅
丹後のおいしいお米であっさりとしたお餅、自家製のあんで甘さひかえめ
です。

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

● 価格：1個 100 円
表示価格はすべて税別表示です
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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

※食品部門［8ページ］にも商品掲載。

牧場のダックワーズ
新鮮な地卵の卵白と自家牧場搾りたてのジャージー牛乳から作るジャージ
ーミルクジャムとで作る焼き菓子です。
サイズ：幅6.8㎝ 奥行き7㎝ 高さ3㎝ 重量30g
カラーバリエーション：プレーン（ミルク）、エスプレッソ、抹茶、チョコレート

● 価格：1個 148 円 8ヶ入（箱）1,296 円 16ヶ入（箱）2,592 円

菓

〒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

表示価格はすべて税別表示です

子

PATISSERIE

リヨン

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38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

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

● 価格：8ヶ入 908 円 10ヶ入 1,019 円 18ヶ入 1,806 円
表示価格はすべて税別表示です

ふれあい工房（峰山共同作業所）

代表者名：山口高志

障害のある方が、京丹後産の材料で、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。

塩クッキー
国産小麦粉や生協のさくら卵のほか、丹後ならではの琴引きの塩を使用し
ました。
サイズ：
（大袋）幅約13㎝ 高さ約16㎝ 重量100g
（小袋）幅約6㎝ 高さ約7㎝ 重量50g

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷851-3
TEL0772-62-4823 FAX0772-62-5805
http://www.yosanoumi-fukushikai.or.jp
E-mail：minekyou@yosanoumi-fukushikai.or.jp

● 価格：大袋 352 円

小袋

186 円
表示価格はすべて税別表示です
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シルククッキー
国産小麦粉、丹後産シルクパウダーを使った安心安全な手作りクッキーで
す。丸くてかわいい形と甘い口どけのよさが特徴です。
サイズ：
（大袋）幅約13㎝ 高さ約16㎝ 内容量15個
（小袋）幅約6㎝ 高さ約7㎝ 内容量7個

菓

● 価格：大袋 352 円

小袋

186 円
表示価格はすべて税別表示です

子

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
※食品部門［14ページ］にも商品掲載。

初恋こまち
しっとりやさしい乳菓の生地でミルク味の白餡を包み、さらに中心には自社
農園で収穫した丹後産の苺とブルーベリーをじっくり煮詰めて作ったダブ
ルベリーのソースが入っています。小野小町ゆかりの地である丹後のお土
産として恋多き小町の初恋を甘酸っぱいソースで表現しました。
サイズ：幅15㎝ 奥行き29㎝ 高さ4㎝ 重量420g

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

株式会社ポラリス

● 価格：8個入り 722 円
表示価格はすべて税別表示です

御菓子司 あん

代表者名：沖田康彦

『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。

がちゃまん
もっちりとした食感の皮と北海道産小豆を使用した焼き菓子です。
サイズ：幅17㎝

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

奥行き23㎝

● 価格：10個 1,000 円

高さ5㎝

15個

重量500g

1,500 円

表示価格はすべて税別表示です
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地酒ケーキ
地酒、弥栄鶴を使用したしっとりとしたケーキです。
サイズ：幅14㎝

奥行き14㎝

高さ7㎝

重量400g

菓

● 価格：1個 1,204 円
表示価格はすべて税別表示です

子

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㎝

● 価格：6個 407 円

高さ2㎝

12個

重量30g

806 円
表示価格はすべて税別表示です

里のスイートポテト
ポテト餡とシナモンの香りがマッチした焼き菓子です。
サイズ：幅3㎝

奥行き8.5㎝

● 価格：6個 500 円

高さ2㎝

12個

重量35g

1,000 円
表示価格はすべて税別表示です
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黒豆蒸しきんつば
黒豆をふんだんに使った餡を使用した蒸しきんつばです。
サイズ：幅5㎝

奥行き5㎝

菓

● 価格：9個 704 円

高さ2.5㎝

16個

重量30g

1,000 円
表示価格はすべて税別表示です

子

京丹後黒豆チーズケーキ
国内産の黒豆を使った風味豊かな餡とチーズが濃厚なチーズケーキを香ば
しい最中の皮でサンドしました。
サイズ：幅6.8㎝

奥行き6.8㎝

高さ4㎝

重量100g

● 価格：4個 1,600 円
表示価格はすべて税別表示です

村田堂

代表者名：梅田敏明
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。

地酒のレアチーズ
地酒の貴醸酒と宮津産の大納言小豆を使った和風ティラミス。

〒626-0041 宮津市鶴賀2065-2
TEL0772-25-2170 FAX0772-25-2170
http://muratado.net
E-mail：info@muratado.net
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● 価格：352 円
表示価格はすべて税別表示です
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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。現在は冷凍食品、アイス
クリームも扱い、業務用を中心に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

国産のおからを原料に使用した当社とメーカーの共同企画商品です。本来
の堅さより食べやすくする為、形状を変えてもらった。この春に発売して、
ある保育所でおやつとして使ってもらった所、市販のお菓子を食べない子
供が食べたという話を聞かせてもらったり、やみつきになる話などご好評
をいただいております。

● 価格：40g 120 円

120g

325 円

菓

〒627-0037 京丹後市峰山町千歳208-3
TEL0772-62-0729 FAX0772-62-4851
http://yamamoto-shouten.net
E-mail：tyamamoto2083@yamamoto-shouten.net

表示価格はすべて税別表示です

子

吉野茶屋

代表者名：平木志乃

維

智恵の餅
「智恵の餅」を販売するお店は、智恩寺山門前にある4軒（四軒茶屋）のみで、350年前から、学業成就、
商売繁盛を祈願する参拝客や観光客の方々に親しまれています。特に、文殊菩薩様の智恵を授かる
と言われている当店の智恵の餅は、自家製の「甘み控えめ、全粒こしあん（小豆の皮まで使用）」を製造。
小豆の皮をとって、細かくし、再度、戻して餡を練っており、小豆のコクと香りが豊かな、あずき
あんです。餅も宮津産のもち米を使い、杵でついており、あんこ餅ともに、材料、製造方法にこだ
わっています。智恵の餅は、通常タイプの他に、黒蜜きなこがけの「よしの智恵の餅 10個入り
￥1200」
、さくらのお餅の「さくら智恵の餅 10個入り ￥1200」、智恵のあん（小豆）6個、白あん（イ
ンゲン豆）4個を使用した白黒あんの「蕪村智恵の餅 ￥1200」があります。
サイズ：幅12㎝ 奥行き17㎝ 高さ3.5㎝ 重量500g
サイズバリエーション：小（10個入り）
、中（16個入り）
、大（20個入り）
その他バリエーション：小折箱にて、さくら智恵の餅、蕪村智恵の餅、プラパックにて、さくら
智恵の餅があります。

〒626-0001 宮津市字文珠468-1
TEL0772-22-6860 FAX0772-22-6860
FBページのみ「吉野茶屋」で検索
E-mail：hiragi.s.n.0805@live.jp

阿辺加奈子

500 円 小折箱10個入り 649 円
中折箱16個入り 1,037 円 大折箱20個入り 1,296 円
5個入り折り箱

● 価格：

表示価格はすべて税別表示です

代表者名：阿辺加奈子
丹後ちりめんを中心に、可愛いカラフルな布で手作りしています。

Tangoカラフル
丹後ちりめんを始めとした、カラフルで可愛い布の小物です。大人から子
どものまで使える物を目指しています。
サイズ：幅7〜8㎝ 奥行き5㎝ 重量15〜25g
その他バリエーション：カラフルぱっちんぴん、カラフルくるみボタン

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝2385-3
TEL090-2019-8320 FAX0772-46-3949
E-mail：kana.sei@icloud.com

繊

「三人よれば文殊の知恵」で有名な、文殊菩薩がある智恩寺山門前で、350年前から、売られて
いる天橋立名物です。食べると文殊菩薩様の智恵を授かると言われており、受験シーズンや、
ぼけ封じにお守りと一緒にお求めいただいています。

● 価格：300 円
表示価格はすべて税別表示です

25

Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

株式会社一色テキスタイル

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

お弁当フロシキ

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48㎝ 長さ48㎝ 重量45g
カラーバリエーション：生地色18色 刺繍柄24柄
その他バリエーション：一色ちりめん商品全体 全アイテム数68

〒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

観光物産卸もりがき

商品数435

● 価格：1,200 円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：森垣

修

繊
維

丹後ちりめんの産地として着物地で絹100％の丹後のみにある小物を買
いやすい価格で魅力的な商品を作りたいと思っています。日本は四季そ
れぞれに美しい国、季節を感じ心和む丹後ちりめんの小物を提供するこ
とを試行錯誤しています。

正絹丹後ちりめん印鑑入れ
100％丹後ちりめん染着尺から作った印鑑入れです。印鑑入れの他、小銭
入れやアクセサリー入れにも利用できます。

〒629-2314 与謝郡与謝野町岩屋725
TEL0772-42-5596 FAX0772-42-3296
E-mail：maasan649@yahoo.co.jp

● 価格：700 円
表示価格はすべて税別表示です

正絹丹後ちりめん2.5角小銭入れ
100％丹後ちりめん染着尺から作った小銭入れです。軽くて使いこなすほ
どなじんできます。絹の温もりと可愛い柄をお楽しみ下さい。

● 価格：1,200 円
表示価格はすべて税別表示です

26

Tango Good Goods

染色工房

2017認定商品カタログ

嶋津

代表者名：嶋津澄子
上質の丹後の絹織物を日常の暮らしの中に取り入れる事をテーマに取り
組んでいます。

草木染スカーフ
自然から採取した色なので、人の肌が美しく見えるスカーフとなっていま
す。軽くて小さくたためるので、バッグに入れて持ち歩け、また四季を通
じて使っていけます。
サイズ：幅30〜50㎝ 長さ120〜175㎝
その他バリエーション：数十種類以上（100色以上）

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

● 価格：4,500〜15,000 円
表示価格はすべて税別表示です

たつみ印刷

代表者名：巽

昭

丹後ちりめん（絹100％）を使用した、日本初の丹後ちりめん折紙。
折紙メーカーのCOCHAEさんとの共同開発です。
サイズ：縦20.5㎝

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷1071-1
TEL0772-62-0067 FAX0772-62-6691
http://www.tatsumi-print.jp
E-mail：info@tatsumi-print.jp

橋本修治商店

横20.5㎝

● 価格：1,000 円
表示価格はすべて税別表示です

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。
※工芸品部門［31ページ］にも商品掲載。

絹ふくれ浴用タオル・フェイスタオル
極細絹糸の格子状織り柄が、大きなふくれ状のシボになり、肌に心地よい
刺激をあたえ、やさしく洗いあげます。
（使用後は、かげ干しで）
サイズ：
（浴用）幅35㎝ 長さ95㎝
（フェイス）幅10㎝ 長さ13㎝

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

● 価格：浴用 2,000 円

フェイス

500 円

表示価格はすべて税別表示です
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維

ORIBINA（おりびな）

繊

創業の心「お客様満足度第一、ニーズ以上のサプライズを」をモットー
に印刷業を展開。田舎でも一流の小企業を目指し地域印刷文化の向上と
次世代の情報産業構築とともに、丹後ちりめんを生かした商品開発も加
えて、ふるさと丹後活性化にお役に立てる企業づくりをしています。

Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

かさねのいろあわせ
日本の伝統色を組み合わせました。丹後ちりめん絹100％です。
（風合い
を損なわないようドライクリーニングをおすすめします）
長さ150㎝

サイズ：幅17㎝

● 価格：3,800 円
表示価格はすべて税別表示です

繊
維

ＺＵＫＩＮ
肌触りの良さ、軽さ。男性、女性、若い方から年配の方まで。
（絹100％、
手洗い可、かげ干し）
サイズ：フリーサイズ

● 価格：1,200 円
表示価格はすべて税別表示です

株式会社北都商事

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。

コロコロまゆ

※その他部門［33ページ］にも商品掲載。

1個の繭に弾力をもたせてかたくし、外は丹後ちりめんでカバーし、ゴム
を通して手のひらでコロコロと転がし、マッサージしやすく手ごろで小さ
くて扱いやすい。
サイズ：幅1㎝

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋433-1
TEL0772-43-0020 FAX0772-43-0946
http://mayusilkhokuto.jp

28

奥行き1㎝

高さ1㎝

重量10g

● 価格：800 円
表示価格はすべて税別表示です

Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

羽衣タオル
独自の開発糸を横段に入れて、オール絹で織っています。
サイズ：幅37㎝

長さ100㎝

● 価格：3,000 円
表示価格はすべて税別表示です

繊
維

真絹ニット下着
独自開発の糸で編んだセーター。長袖・半袖・ランニング・ズボン下着として、
インナーとして着ていただけます。染めることも出来ます。色糸で編んだ
物もあります。

● 価格：長袖 17,000 円
表示価格はすべて税別表示です

まゆハチマキ
弾力のあるまゆ玉を頭や腰にまくようにハチマキにしました。外は丹後ち
りめんを使用しています。
サイズ：幅5㎝ 長さ120㎝ 重量100g
カラーバリエーション：紺、紫、緑、エンジ

● 価格：5,000 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

丹後八姫会

2017認定商品カタログ

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。

ストラップ

丹後のごちそう「丹後ばらずし」

丹後地方のおもてなしごちそう「ばらずし」を丹後ちりめんで仕上げたス
トラップです。桶型 、切り出し型 、まつぶた型 の3種類あります。
水ぬれに注意。型・サイズはご相談に応ずることも出来ます。
3㎝×3㎝×1.5㎝
3㎝×6㎝×1.5㎝
サイズ： 3㎝×3㎝×1.5㎝

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

● 価格：

500 円

500 円

700 円

表示価格はすべて税別表示です

工

丹後七姫と川上摩須郎女（和紙人形）

芸

丹後地方に伝わるロマン物語の人形「八姫」を紹介しています。小野小町、
羽衣天女、間人皇后、細川ガラシャ、静御前、乙姫、安寿姫、川上摩須郎女、
1体ケース、8体セットケースあります。贈り物などに。
サイズ：幅6㎝

奥行き6㎝

高さ11㎝

● 価格：1体 1,500 円

セット

15,500 円

表示価格はすべて税別表示です

丹後ちりめん「四季の小花」ストラップとブローチ
丹後ちりめん絹布で作っています。小さな可愛い花ストラップとブローチ
のペアとしても是非どうぞ！花の種類も豊富です。
サイズ：幅3㎝

奥行き3㎝

高さ1.5㎝

● 価格：500 円
表示価格はすべて税別表示です
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橋本修治商店

2017認定商品カタログ
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。
※繊維部門［27ページ］にも商品掲載。

くみひもバレッタ
帯しめの技法で髪留めをつくってみました。女性の長い髪をまとめてキリ
ッと。
サイズ：幅10㎝

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

奥行き3㎝

高さ2.5㎝

● 価格：1,600 円
表示価格はすべて税別表示です

外出時、特にお食事の後とか、バッグ、ポケットに入っていれば安心です。
帯地を使いました。
奥行き10㎝

芸

サイズ：幅3.5㎝

● 価格：1,000 円
表示価格はすべて税別表示です

栞
本、大切な書類等の間に。丹後にはすばらしい絹織物がたくさんあります。
ぜひ楽しんでほしいという思いから。
サイズ：幅3.5㎝

工

エチケットミラー

奥行き10㎝

● 価格：300 円
表示価格はすべて税別表示です
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さぶ

ろう

かま

赫三郎窯

2017認定商品カタログ

代表者名：黒田三郎
【赫三郎窯 沿革】
1967年 京都東山区五条坂に開窯
1970年 宇治市炭山に移転築窯
京焼窯元としてヒットデザイン多数創出
1984年 京都府下、瑞穂町に移転築窯
2008年 京丹後市大宮町久住に移転築窯
阪神百貨店をメインに松坂屋、日本橋三越などの画廊で永年個展を開催
市中ギャラリーでも個展多数
テーブルで使われる実用食器を中心に、花器、茶器、陶彫、壁面パネル、アクセサリー等、多彩な作風です。
「明るく、力強く、ホッとする存在」である事を目指し、京焼の伝統技法を基として「色絵陶器」
「染付陶器」
を製作する窯です。販売、発信のプロとの出会いを待望します。

赤絵色うず・梅鉢紋シリーズ6点
京焼・清水焼として40年来のヒットシリーズの一部です。40年間には数万個を製作販売しました。
但し、京焼業界は流通販売のシステム崩壊の為、窯元としては販路不在で苦慮しています。T.G.G.
をキッカケに全国・全世界に発信出来る方々との出会いを望みます。
T.G.G.-1「たっぷりカップ」 T.G.G.-2「コーヒー碗皿」 T.G.G.-3「双耳、小鉢」
T.G.G.-4「マグカップ」
T.G.G.-5「湯呑」
T.G.G.-6「ビアジョッキ小」

〒629-2511 京丹後市大宮町久住970
TEL0772-68-0492 FAX0772-68-0492

（T.G.G.-1）3,241 円 （T.G.G.-2）4,074 円 （T.G.G.-3）3,704 円

● 価格：

（T.G.G.-4）3,241 円 （T.G.G.-5）2,287 円 （T.G.G.-6）3,935 円

表示価格はすべて税別表示です

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」
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

陶 磁 器

〒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別表示です

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産まれた自然派化粧品です。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とハリを保ちます。
〈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安らぎを与え、疲れをほぐします。お肌もしっとりつるっつる！
サイズ：幅6.6㎝ 奥行き6.6㎝ 高さ17㎝ 重量570g
容量バリエーション：500 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
http://www.kinumoyou.com
E-mail：order@kinumoyou.com
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● 価格：500

1,400 円
表示価格はすべて税別表示です

Tango Good Goods

株式会社北都商事

2017認定商品カタログ
代表者名：有吉

健
※繊維部門［28ページ］にも商品掲載。

まゆ指圧棒
弾力のあるまゆ玉を指圧棒にしました。まゆ玉が汚れないように絹糸で編
んだカバー付きです。
サイズ：幅2㎝

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋433-1
TEL0772-43-0020 FAX0772-43-0946
http://mayusilkhokuto.jp

奥行き13㎝

重量100g

● 価格：1,000 円
表示価格はすべて税別表示です

エステドゥまゆツルツルエッセンス
シルクの入った乳液。シルクにコラーゲンとヒアルロン酸を入れる事によ
り、しっとりとした乳液になり、まゆをイメージしました。
サイズ：幅3.5㎝

● 価格：30

高さ10㎝

11,120 円
表示価格はすべて税別表示です

そ の 他

まゆツルツルクリーム
シルクの入ったクリーム。油気がないので日焼けしない。香料・着色料は
なしなので自然で優しいクリーム。
サイズ：幅6.5㎝

奥行き6.5㎝

高さ5.5㎝

● 価格：120g 3,800 円
表示価格はすべて税別表示です
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Tango Good Goods

2017認定商品カタログ

まゆつるつるの湯
シルクの入った入浴剤。
サイズ：幅15㎝

奥行き8㎝

高さ10㎝

重量880g

● 価格：20個入 6,120 円
表示価格はすべて税別表示です

社会福祉法人よさのうみ福祉会

みねやま作業所

代表者名：村上健一

みねやま作業所は、京都府内で最初に知的障害者通所授産施設として開
設された、当法人第一号の認可施設です。作業は、よもぎ入浴商品、パ
ウンドケーキ、かりんとう、おかき製造、資源回収、下請作業などです。
現在は仲間42名、職員16名で毎日頑張っています。

よもぎ風呂
原料は、丹後で育った天然よもぎを100％使用しています。入浴の際に入
れてください。よもぎの香りが広がり、体の疲れを癒してくれます。飲料
には使えません。また浴槽の材質によっては着色することもあります（衣
類も同様です）
。
サイズ：幅10㎝

〒627-0003 京丹後市峰山町内記449-1
TEL0772-62-2401 FAX0772-62-2402
E-mail：minesa@yosanoumi-fukushikai.or.jp

そ の 他

社会福祉法人よさのうみ福祉会

厚み2㎝

高さ15㎝

重量15g

● 価格：1パック15g×10個入 630 円
表示価格はすべて税別表示です

夢織りの郷つむぎ

代表者名：尾上真由美
※食品部門［16ページ］にも商品掲載。

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、乾燥させて粉砕し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。よもぎの優しさに包まれながら、くつろぎのバス
タイムとお風呂上がりのぽかぽか感をお楽しみいただければ幸いです。お
肌に合わないときは、ご使用をお控えください。
サイズ：幅16㎝

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋600-6
TEL0772-43-0380 FAX0772-44-3020
E-mail：yumeori-sato@yosanoumi-fukushikai.or.jp
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奥行き2㎝

高さ28㎝

重量140g

● 価格：1袋10パック入 602 円
表示価格はすべて税別表示です

Tango Good Goods

うめや本舗

2017認定商品カタログ

代表者名：梅田

肇
※食品部門［1ページ］にも商品掲載。

組み立て式屋台
暖簾を替えるだけで、寿司屋から天ぷら、そば、焼き鳥、和食、洋食屋に
早替わり。屋台の他に棚付きテーブルや平テーブルとしての活用もできる。
収納に場所を取らず、軽自動車にも楽々積めるコンパクト設計。組立て時間、
約3分以内。京都府産木材証明及びウッドマイレージCO2計算書の発行を
依頼中。
サイズ：幅130㎝ 奥行き70㎝ 高さ200㎝ 重量15㎏
サイズバリエーション：幅100㎝ 奥行き70㎝ 高さ200㎝ 重量15㎏（キャスター付き）

〒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

株式会社白石バイオマス

● 価格：標準型 120,000 円 小型キャスター付き 120,000 円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：荻野晴彦
木、竹、米、米ぬかといった植物由来のバイオマスをプラスチックに配合し、地球環
境に優しく、かつバイオマスの持つ特性や機能性を生かしたプラスチック材料・製品
つくりに取組んでいます。

米ぬか配合抗菌・消臭ポリ袋
米ぬかを20％配合したポリ袋です。石油資源を節約しCO₂排出量の削減に貢献できるだ
けでなく、米ぬかに含まれるフェルラ酸等の有効成分により大腸菌やO-157などに対し
て強い抗菌性があります。また、インドール（大便臭）、酢酸に対する消臭効果も認めら
れています。京丹後市内の病院や福祉施設等でお使いいただいており、消臭効果を実感
していただいております。
ぬかのめぐみは、スポーツ・旅行、野菜保存、ペットのお散歩、おむつ入れなどに最適です。
サイズ：縦50㎝ 横40㎝ 重量170g（10枚入）
カラーバリエーション：黄色

〒627-0004 京丹後市峰山町荒山225
TEL0772-62-4466 FAX0772-62-4480
http://www.sbdi.jp/
E-mail：info@sbdi.jp

合同会社ＮＡＬ

● 価格：「ぬかのめぐみ」278 円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：谷村公章
福祉農業機器メーカーとして培った技術を用い、ありそうでなかった便
利な農林器具の開発で地域の農林活動を支援しています。

従来、杭の長さが2.5mを超えるような杭の打ち込み作業は、脚立などの
足場を用いて数人がかりで行っているが、楽打は足場を必要とせず一人で
安全に杭打ち作業が行える手動杭打機です。
〈仕様〉全長1,345㎜ 全幅360㎜ 内径55㎜ 重量8.5㎏ 材質スチール
サイズ：幅36㎝

〒629-3104 京丹後市網野町浅茂川1861-86
TEL0772-72-2625 FAX0772-72-2625
http://nal-sys.com/
E-mail：godogaisha̲nal@yahoo.co.jp

奥行き10㎝

高さ134.5㎝

重量8.5㎏

● 価格：25,000 円
表示価格はすべて税別表示です
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一般流通部門

楽打（らくーだ）
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お問い合せメールアドレス

e-mail info@tango.jibasan.jp
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丹後を伝えるお土産に
丹後ブランド認定商品を…
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