丹 後 ブ ランド７0 点 紹 介

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、
野菜、果物などのおいしい食材に恵まれた
「食の宝庫」
として、
また、海、
山、里の豊富な自然や温泉に恵まれた
「癒しの地」
として、
「琴引浜」
や
「丹後松
島」
はもとより丹後各地に国内及び海外から多くの観光客が訪れています。
また、
２０２０年は、
伝統技術に支えられ創業３００年を迎える
「丹後ちりめん」
をはじめ、
ＮＨＫ大河ドラマ
「麒麟が来る」
の主役である明智光秀の娘「細川ガラシャ」
ゆかりの地と
してのＰＲなど、
「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。
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。
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
ＧｏｏｄＧｏｏｄｓ）」
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、天皇陛下が５月１日に御即位され、
「令和」時代の幕が開いて初めての、通算
２１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７１商品を認
定するとともに、特に優れた３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
「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。
また、
百貨店や土産物店等での取り扱いの促進を図るとともに、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。
「売れる商品」
づくりに向け、取り組みを一
今後とも、消費者に喜んで買っていただける
層強化し、支援してまいります。
令和元年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）
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2019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/さざえの佃煮
製造者名/酒肴もん屋
所 在 地/京丹後市

商 品 名/光秀・ガラシャ父娘酒
製造者名/光秀・ガラシャ父娘酒の会
所 在 地/京丹後市

◎評価ポイント/ 商品の品質保持及び適正な食品表示
を行う上で、最も重要な基礎部分である製造食品仕様書
が十分に理解されており、
商品に使用している複合原材料
についても詳細に分解解析されている。原材料及び配合
率、
入荷先まで記載する製造食品仕様書が正確に整備さ
れていることで、使用原材料の把握はもちろん、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。食品表示については2020年4月1日より完全移行となる
食品表示法に則った添加物の記載方法、
新たに義務化さ
れる栄養成分表示も記載され、食品製造の範となる点が
評価されました。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評価しました。
また、
ホットパック
（熱間充填）
で滅菌されており、賞味期
限の延長と販売先においても常温販売が可能で、小売店
においても扱い易い商品である。

◎評価ポイント/2020年のNHK大河ドラマ「麒麟が来る」の

細川ガラシャゆかりの地として明智光秀、細川ガラシャ親子
をモチーフに2つの酒蔵をコラボレーションし、父酒、娘酒と2
本のお酒をセットにした商品。
商品企画者、酒蔵、販売者など異業種で会を結成し、地
域を盛り上げる機運を作り、
明智家の家紋の桔梗をラベルデ
ザインにあしらい、
親子の絆の結びつきをイメージしたリボン風
のラベルが施され、明確なコンセプト、物語性をパッケージで
具現化されている点が評価されました。
お猪口、
コースター、
ランチョンマットなどをセットし、父娘が
お酒を酌み交わす提案の遊び心があり、寡黙な日本の父親
を思わせるやや辛口の特別純米酒と聡明な娘を思わせるス
ッキリとした甘口の純米吟醸酒の組み合わせとなっている。

商 品 名/一色ちりめん ラ・フランスバッグ
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/ 伝統技術を活かしつつ、
これまでのちりめん製品にある着物柄を一新し、
形もラ・フランスをイメージした新しい試
みが評価されました。
リバーシブルで楽しめ、
また、
日用品として扱いやすいポリエステルちりめんで市場ニーズを的確に捉えた商品で「丹後ちりめん創
業300年」の記念の年を商機と捉え、
丹後ちりめん商品の企画、
発信の先駆けとして、
各社の商品開発意欲及び産地の活性を推
進する商品として期待されます。

2019 認定商品カタログ

あ お ふ

AOF

代表者名：川嶋義和

食

中国から日本へ嫁いできたリリィさん。日本の沢山の人達にも食べてもらお
うと、お母さんから受け継いだ秘伝のレシピを丹後の食材で作ってみました。
多くの人の協力で商品化にこぎ着けた私家醤。是非食べて下さい。

品

スージャージャン（私家醤）
丹後の地で育った唐辛子を主役に、そのものの辛さが楽しめるよう、香辛料や
牛肉（17 種類の具材）と共に贅沢に煮込みました。ピーナッツ、くるみ、ごま、
山椒、そして満足感たっぷりの牛肉などが、辛さを濃厚でマイルドに仕上げて
います。

〒629-2313 与謝郡与謝野町字三河内873-5
TEL090-9719-9288

●価格：680円/個
表示価格はすべて税別表示です

あ

て

酒肴もん屋

代表者名：長門弘之
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。

さざえの佃煮
丹後のとれたてで活きのいいさざえの身だけを贅沢に使った佃煮。

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

●価格：720円
表示価格はすべて税別表示です

めろんの初恋
丹後の新鮮な摘果メロンを使い、しっかり塩漬けし歯ごたえのある食感にゴ
マ油が香る中華風の漬物。

●価格：350円
表示価格はすべて税別表示です
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食
品
柚子茶のゆずちゃん（果実加工品）
丹後で収穫したてのフレッシュな柚子を出来るだけ細かく切り、口当たりの
良いゆず茶にしました。

●価格：320円
表示価格はすべて税別表示です

天の酒喰 食房

代表者名：竹山昌弘
屋号「天の酒喰（あまのじゃく）」の名の通り、少し変わった視線で、丹後の食を
考えます。おいしいけれど隠れてしまっている食材を開発したり、今までとは
違った商品を作ってみたりしております。とにかく丹後のおいしい物の、発見
と驚き、そして喜びを、より多くの方に知っていただきたいと思っています。

京都宝味箱
地元京都産（丹後町高野）のバフン雲丹使用。バフンウニの卵巣と塩だけで仕
上げた雲丹 100% の希少な珍味の塩雲丹。また麹（京丹後峰山、小野甚醤油製
造塩麹、するめ麹）とマッチングさせることで他にない風味の雲丹麹。貴重な
セコ蟹の卵（外子）と塩だけで仕上げた希少な蟹の子。蟹の風味と卵のプチプ
チした食感を贅沢にお楽しみいただけます。贅沢な酒肴３品詰合せです。添加
物等一切不使用。

〒627-0004 京丹後市峰山町荒山1130-1
TEL0772-62-8478 FAX0772-60-8665

●価格：9,000円
表示価格はすべて税別表示です

ばい貝ごはんの素
丹後間人産のエッチュウバイを贅沢に使い、貝本来の旨味を引き出すため
じっくり丹念に炊きあげました。ばい貝から溢れでるエキスは濃厚でごはん
の美味しさを一層引き立てます。お米２合用意していただくだけでご家庭で
簡単に本格漁師めしが味わっていただけます。

●価格：1,000円
表示価格はすべて税別表示です
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食
品

雲丹麹
素材の鮮度や旨味にとことんこだわり、地元京都・京丹後産のウニを使用。絶
妙なバランスで麹を合わせた事で、他にない風味・旨さを作り上げました。

●価格：50ｇ 3,000円
表示価格はすべて税別表示です

間人産せいこ蟹のテリーヌ
日本海で水揚げされたせいこ蟹を 1 匹 1 匹手作業で、味噌と脚肉、内子、外子
に分け、層にして蒸し上げています。それぞれの部位の異なる食感をお楽しみ
いただけます。
「マツコの知らない世界」で、2015 年大丸・松坂屋お歳暮一押
し商品として紹介していただきました。

●価格：100ｇ×2 8,000円

50ｇ×3

6,000円

表示価格はすべて税別表示です

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応援しています。
菓子［18 ページ］にも商品掲載。

お玉さんのぼた餅
主原材料の味土野大納言は、標高 400 ｍの山間部の味土野で栽培された良質
で大粒な小豆です。小豆を使用した食べ物で人気の高いぼた餅を、全て味土野
産の大粒の味土野大納言を贅沢に使用して製造しました。美味しさに復元力
のあるプロトン特殊冷凍の冷凍商品で、保存料や添加物を使用せずに甘さを
抑えたぼた餅です。デザインは背景にガラシャ隠棲地の味土野の紅葉を入れ、
一度は訪れてみたいと感じられるようにしました。苦労して栽培された生産
者の紹介も付け加えました。

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

●価格：1個 300円

冷凍3個入

1,100円

表示価格はすべて税別表示です
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食
品
お玉さんの煎り黒豆
主原材料の味土野産黒豆は、標高 400 ｍの山間部の味土野で栽培された良質
で大粒な黒豆です。味土野は、金剛童子山系より流れ出る軟水と豊富な広葉樹
による肥えた土地で、根菜類の栽培に適した土壌です。豆自体に濃厚な味があ
り数粒を口にするだけで美味しさが口の中で広がり他との違いが分かります。
デザイン背景にガラシャ隠棲地の味土野を入れ、一度は訪れてみたいと感じら
れるようにしました。苦労して栽培された生産者の紹介も付け加えました。

●価格：

50ｇ

480円
表示価格はすべて税別表示です

忠興公の焼きもち
細川ガラシャの夫・細川忠興公を主人公にした商品です。餅の中の粒あんの
中には、
「お玉さんの甘納豆」が数粒入り、外側の餅には丹後産のアカモクと餅
米に小粒の「紅染めもち米」を混ぜて食感と色合いで歴史感を表現しました。
あんこ入りの餅好きにはたまらない焼もちにしたことで、焼くと中の温まっ
たあんこが美味しさを一層引き立てます。ラベルデザインはガラシャ隠棲地
の味土野の紅葉を背景に、一度は訪れてみたいと感じられるようにしました。
苦労して栽培された生産者の紹介も付け加えました。

●価格：1個 200円

冷凍5個入

1,200円

表示価格はすべて税別表示です

わかめのふりかけ
丹後では、捨てる・不要なものをパーにすると言います。ジオパーク内で暮ら
す人々が収穫したわかめを使用して、京丹後の長寿食のひとつと言われてい
る、わかめと煮干をつくだ煮にした
「わかめのパー」をイメージして作ったふ
りかけです。収穫した人が販売者となって、規格・価格を決定します。
「わかめ
のパー」は葉わかめ商品で残った部分を使用。
「わかめのグーチョキパー」は
グーに似ためかぶ、チョキパーに似た茎を加えたものです。

●価格：25ｇ 480円
表示価格はすべて税別表示です
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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

創業は大正元年。京丹後市峰山町で昔ながらの製法を守り味噌醤油を作り続
けています。また、現代の食生活に対応し、独創性や工夫を加えた他社にはな
い特徴を持たせた製品も創出しています。

品

えごまふりかけ（ミックス・わかめ２タイプ）
縄文の古代から栽培されていた荏胡麻を使った珍しい『えごまふりかけ』で
す。えごまの種子はゴマに似た形と風味を持っており、香ばしい味がします
が、シソ科の１年草でゴマとは全く違うものです。その種子はゴマにはないα
－リノレン酸を含み健康食材としても注目の高いものです。ごまに似た香ば
しい味と好ましい食感が特徴で、温かいご飯やお茶漬け、お弁当、おにぎりな
どにお使い下さい。わかめタイプと鰹節ミックスタイプの２種があります。
・サイズ：幅 12cm 奥行き 19cm 重量 40g

〒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

●価格：500円
表示価格はすべて税別表示です

株式会社加悦ファーマーズライス

代表者名：西原重一

京都府与謝郡与謝野町の米飯加工食品メーカー。地元のお米の消費拡大と稲
作文化の継承を目的に平成 11 年に設立。丹後米（与謝野町産米）を 100％使用
しております。安心安全を第一に衛生管理・品質管理を徹底して製造販売し
ております。

丹後のばらずし
独自製法で甘辛く炊き上げた鯖そぼろと京都府与謝野町産米（丹後米）を使用
した舎利が特徴の郷土料理
「ばらずし」です。
「ばらすし」は丹後地方に古くか
ら伝わる祭り寿司で、人が集まるときには必ずと言っていいほど「ばらずし」
を作ってもてなす風習が今も残っています。弊社のばらずしは鯖を自社で焼
成し、鯖そぼろに仕上げています。こだわりの酢飯は、100% 京都府与謝野町産
米（丹後米）を自社で精米し、つきたてのお米を炊きあげ、お米が立った食感を
味わえるシャリに仕上げています。

〒629-2412 与謝郡与謝野町字香河424
TEL0772-44-3630 FAX0772-44-3631
e-mail kyoto-kaya@clear.ocn.ne.jp

桔梗屋醤油株式会社

●価格：１折 791円

１折 祭り

855円

1.5折 祭り

1,200円

表示価格はすべて税別表示です

代表者名：山本泰明
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。

たまかけひしを～
卵の色をひきたたせ、味をひきたたせる醤油。卵の味と色を大切にとつくりあ
げました。色は薄いですが、旨みも味もしっかりついています。卵かけだけで
なく、卵焼き茶碗蒸し等卵料理にいろいろお使い下さい。卵かけご飯のお好き
な方は沢山おられます。丹後地域内外でその方達に赤い鶏冠をイメージした
キャップ、元気な鶏の親子のラベルで、たまかけひしを～と叫んでアピールし
ています。
・サイズ：幅 6cm 奥行き 6cm 高さ 16cm 重量 329g

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

●価格：145cc 330円
表示価格はすべて税別表示です
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きくちゃんファーム

代表者名：梅田ひろ子

食

丹後の多湿な気候が栽培に適している「あらげきくらげ」をミネラルたっぷり
のお水を使用して育てています。珍しく、更に栄養価の高い
「白あらげきくら
げ」の栽培も行い安心・安全で、健康に良い商品づくりを目指しています。
肉厚でぷりぷりとした食感と、癖のない味でどんな料理にもお使い頂けます。
中華料理だけでなく、サラダ、酢の物、煮物など色んな料理にお試し下さい。

品

乾燥きくらげ
ミネラルたっぷりのお水を使用して育てた、安心、安全、そして栄養価の高い
菌床栽培のあらげきくらげ。乾燥しているので保存が利くうえ手軽に使用で
きアレンジ自在。どんな料理にでも合う万能な食材です。

〒627-0004 京丹後市峰山町荒山1164
TEL090-6966-5799 FAX0772-62-3216

●価格： 乾燥あらげ
500円
きくらげ

乾燥白あら
げきくらげ

800円

表示価格はすべて税別表示です

坂長商店

代表者名：野村道昭
自社製品は、一つ一つ手作りで旨味のある商品です。ふるさとの味を感じてみ
ませんか。時代が移り変わっていく中、ほっとするようなこの味は、ずっと伝
えていきたいものです。明治より受け継がれてきた、さ ラベルのこの醤油、味
噌が私どもの商品として一人でも多くの方々と出逢える事が出来たら嬉しく
思います。

さいみそ
国産大豆・小麦・米麹を醤油と混ぜ熟成されたものです。素朴なおかずみそ
ですが、あま辛さがクセになる味です。

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

●価格：180g 450円
表示価格はすべて税別表示です

三德美健株式会社

代表者名：三浦和之
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ーカ
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。

有機桑の粒70ｇ
自社で有機栽培をした桑 100％で出来たタブレットです。お手軽に桑を摂取
したい方にピッタリです。

〒629-3104 京丹後市網野町網野浅茂川1605
TEL0772-72-5311 FAX0772-72-5668
e-mail silk@santokubiken.com
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●価格：70g 3,500円
表示価格はすべて税別表示です
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株式会社シブタニ

代表者名：澁谷正嗣

発売以来 30 年、先代社長が作ったこの商品が、ようやく丹後の皆様に親しま
れる商品に育って来ました。海の栄養たっぷりの海産物を原料に、おいしい
「手づくりのおかず」というコンセプトで商品化しました。食べきりサイズで
開け易い簡便なパッケージにしました。あたたかいご飯にのせてお召し上が
りください。

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

●価格：80ｇ 400円
表示価格はすべて税別表示です

いかの塩辛
するめいかをイカの肝臓といっしょに漬け込み塩加減を調整しながら宮津産
しょうゆやみりんなどで調味加工しました。独特のコクと旨味でご飯がおい
しく引き立ちます。パッケージ的には、安全性や品質保持のため密封性の高い
容器を採用しました。

●価格：200ｇ 600円
表示価格はすべて税別表示です

たべそ屋

有限会社ケイユー

代表者名：岡田

攻

約 30 年前に赤米を粉にすることを思いつき、試行錯誤の末、
『たべそ』が完成
しました。玄米ごと粉にするなど、こだわりの製法で作っています。ぜひ、この
もちっとした食感をご賞味ください。他にも黒米、紫米を使った商品もあり、
詰め合わせもできます。

たべそ
有数の米どころ、与謝野町で契約栽培された古代米を使った麺で、天平時代に
屯倉（みやけ）へ献上したと言われる赤米を復元し、玄米ごと粉にして作った
麺です。玄米ごと粉にすることで糠なども含み、美味しさにさらに深みを持た
せたこだわりの製法で作られています。茹でるときれいなピンク色になり、
もっちりとした食感でありながらあっさりと食べられます。何度食べても飽
きのこない人気商品です。

〒629-2313 与謝郡与謝野町字三河内64-1
TEL0772-42-0921 FAX0772-42-0921
http://tabeso.jp/
e-mail info@tabeso.jp

●価格：454円
表示価格はすべて税別表示です
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品

いかしそわかめ

食

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。

2019 認定商品カタログ

株式会社丹後王国

代表者名：中川正樹

食

株式会社丹後王国が運営する、道の駅 丹後王国「食のみやこ」は、西日本最大
級の滞在型 道の駅です。

品

酒［16 ページ］にも商品掲載。

丹後王国

自家製ソーセージ

京都産にこだわり京都のブランド豚（京丹波高原豚）100％使用
塩も琴引の塩を 100％使用 保存料、着色料不使用

〒627-0133 京丹後市弥栄町鳥取123
TEL0772-65-4193 FAX0772-65-4194
https://tango-kingdom.com/
e-mail info@tango-kingdom.com

●価格：各 540 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。

紅しょうが
自社産の新生姜と紫蘇で作ったこだわりの紅しょうがです。

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

●価格：

60g

350円
表示価格はすべて税別表示です

丹後食彩工房

代表者名：小谷英一
京都・久美浜で小さな農家をしています。圃場から加工場が近く、その日に収
穫したものはその日のうちに加工し鮮度保持に努めております。

ウコン粉末
自家栽培のウコンで加工まで一貫して生産しているためウコン収穫日には乾
燥加工まで行うことが可能でフレッシュなウコンを摂取できます。

〒629-3571 京丹後市久美浜町芦原1283
TEL0772-85-0926 FAX0772-85-0590

●価格：80ｇ 1,000円
表示価格はすべて税別表示です
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長十水産

代表者名：長井重忠

食

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。

品

煮干しいりこ
京都北部宮津湾にて水揚げされた新鮮な魚を加工しました。新鮮な原料で加
工するので製品として出来上がった時に一般のものと違いが出ます。ダシに
使用するのが一般的ですが、おやつ、おつまみにも適しています。口に入れて
噛むと、魚本来の味、潮の香りがします。鮮度を見て頂くためにもシンプル
パッケージにしております。

〒629-2244 宮津市江尻945
TEL0772-27-1407 FAX0772-27-0629

●価格：200ｇ 550円

400ｇ

1,080円

表示価格はすべて税別表示です

かえりちりめん
自然の潮の香りのする商品です。このまま袋を開けてすぐに召し上がれます。
おやつ、おつまみ、料理にと幅ひろくご利用いただけます。

●価格：120ｇ 550円
表示価格はすべて税別表示です

和商店

代表者名：才本和子
京都府最北端の町、丹後町の一番髙い山「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。

手造りのんばらこんにゃく
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・承継。
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。味染みが良いので料理時
間も短縮でき、主に京丹後産の蒟蒻芋を使用した「生芋玉こんにゃく」はサクッとした
食感、自家製バジルや一味を入れた「バジル・一味入玉こんにゃく」は色合いとプルプ
ルした弾力が特徴です。本商品は癖がないため、和風、洋風問わず様々な料理に合わ
せやすく、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。パッ
ケージは昔のこんにゃくの里の地名、田舎風なイメージと手造り感等、商品イメージ
を生かせるよう工夫。顔ラベルは当社商品のシンボルマークとなっており好評です。

〒627-0225 京丹後市丹後町成願寺1714-2
TEL0772-75-2144 FAX0772-75-2144

●価格：322円
表示価格はすべて税別表示です
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西晶株式会社

代表者名：西村大輔

食

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。

品
琴引の塩サイダー
琴引の塩を使った塩サイダーです。

〒629-3111 京丹後市網野町三津139
TEL0772-72-5566 FAX0772-72-5757

●価格：200ml 230円
表示価格はすべて税別表示です

琴引の塩

My塩

手軽に携帯、手軽に塩分！
多くのデザインの中からチョイスできます。
また、小ロットでのオリジナルデザインも可能です。
外食時の足し塩、熱中症対策の塩分補給に ･･･ ※詰替え可能です

●価格：250円
表示価格はすべて税別表示です

京 TANGO POPCORN
琴引の塩を使ったポップコーンです。
塩バター風味と塩キャラメルの２種類があります。

●価格：塩キャラメル 42ｇ 450円

塩バター風味 25ｇ

300円

表示価格はすべて税別表示です
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はーちゃん工房

代表者名：和田貞行

食

地元の田畑の荒地をなくす為、近隣農家でこだわりを持ち丹後ブランドに出
来る商品作りを目指している。

品

生姜おいる
有機にこだわった生姜。生姜焼き、中華スープ、野菜サラダ、味噌汁などに少量
かけて香りを楽しんで下さい。

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

●価格：90g 800円
表示価格はすべて税別表示です

料亭 ふみや

代表者名：稲葉洋一
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。

丹後の宮津ピンと巻き
こんがりと色よく焼いた鯖と京漬物を取り入れた巻き寿司です。焼き鯖の旨
みと京漬物が絶妙に絡み合ったお寿司です。
・サイズ：幅 19cm 奥行き 5.5cm 高さ 4cm 重量 300g

〒626-0017 宮津市字島崎2039
TEL0772-25-1123 FAX0772-22-6238
http://www.ryoutei-fumiya.co.jp
e-mail info@ryoutei-fumiya.co.jp

ベジ工房

●価格：1 本 1,000 円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：川崎裕子
自家栽培の野菜を中心とした加工品を作っています。女性ならではの視点で
体にやさしい商品を作っていこうと考えています。

玉ねぎドレッシング
自家栽培の玉ねぎと丹後産のにんじんをたっぷり使って、まろやかな味のド
レッシングに仕上げました。添加物、アレルゲン不使用、酸味をおさえて甘み
を引き立てているので、お子様にも好評です。にんじんのきれいなオレンジ色
とインパクトのあるラベルで商品陳列棚でも目立つように考えました。野菜
にかけるのはもちろんですが、ハムとも合いますしステーキソースにもご利
用いただけます。

〒626-0017 宮津市字島崎2038
TEL0772-22-3717 FAX0772-22-3717

●価格：1本 600円
表示価格はすべて税別表示です
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食
品
みかんのフルーツドレッシング

地

由良の摘果みかんと丹後産のにんじんをたっぷり使っています。みかんの酸
味よりみかんらしい甘みをにんじんの甘みとともに際立たせています。フ
ルーツドレッシングというネーミングが女性や子どもたちにも好評です。み
かんの風味が臭みをとるので、セロリや春菊のサラダでも美味しくいただけ
ます。オリーブオイルを加えてカルパッチョソースにもなります。

酒

●価格：1本 600円
表示価格はすべて税別表示です

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。

弥栄鶴

笑顔百薬 2018

地元の米（契約栽培農家）“ 祝米 ” を使用し、商品化しています。
精米歩合 50％の純米大吟醸。
祝 100％はややライトな味わいです。

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

株式会社丹後王国

●価格：300ml 1,188円

720ml 2,538円 1,800ml 5,400円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：中川正樹
食品［12 ページ］にも商品掲載。

丹後クラフトビール
丹後の地唯一のビール工房。丹後の PR として七姫をデザインしたパッケージ
として味も７種。特にマイスターは丹後産コシヒカリを副原料として使用。以
前は瓶の栓として王冠を使用していたが現在は栓抜き不要で開栓可能なプル
トップタイプを採用。
・サイズ：幅 6cm 奥行き 6cm 高さ 21cm 重量 700g
・その他バリエーション：マイスター、ヴァイツェン、メルツェン、スモーク、
ピルスナー、ロンドンエール、アンバーエール

〒627-0133 京丹後市弥栄町鳥取123
TEL0772-65-4193 FAX0772-65-4194
https://tango-kingdom.com/
e-mail info@tango-kingdom.com
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●価格：330ml 450円
表示価格はすべて税別表示です
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農家民泊 温古里

代表者名：日達ゆみ子
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。

どぶろく「弥栄のろくさん」

720ml

1,700円

表示価格はすべて税別表示です

代表者名：梅田

菓 子

光秀・ガラシャ父娘酒の会

肇

光秀・ガラシャ父娘酒の会は、地元の特産品製造業者、酒の小売業と二つの酒
蔵でつくったお酒と丹後を愛する会です。

光秀・ガラシャ父娘酒
2020 年の大河ドラマのゆかりの地として、父と娘が語らい楽しむ、父酒と娘酒からなる２本のお酒セットです。地
元で行者山と親しまれる金剛童子山（613 ｍ）から流れる軟水の伏流水の下流には、二つの酒蔵があり、そのひとつ
の「明智光秀 父酒」の蔵元吉野山は、昔ながらの寡黙な日本の父親を思わせる、やや辛口の特別純米酒です。もう一つ
の酒蔵の竹野酒造は「細川ガラシャ 娘酒」を醸す。華麗で聡明な娘を思わせる吟醸香とスッキリした甘口の純米吟醸
酒です。300ml の２本詰には金箔・金糸を入れ桔梗の家紋を入れた和紙のコースターを、720ml の２本組詰にはガ
ラシャ大滝をイメージしたデザインと丹後ちりめんの里で培われた織技法で表現したランチョンマットをご用意し
て、父娘酒の雰囲気を演出しました。しおりは絵巻風に地図のイラストを入れ、説明が楽しく分り易くしました。

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3684
TEL0772-65-3258 FAX0772-65-2879
販売者：松榮屋（まつさかや）
京丹後市網野町木津 415-1 TEL0772-74-0058
http://www.matsusakaya.com

丹後の和菓詩

いとゐ

●価格：180ml 2本詰 1,667円

300ml 2本詰 4,074円 720ml 2本詰 8,148円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：糸井

勝

創業は昭和 22 年、初代が昭和初期に京都・東京で修行を重ね、戦後、故郷丹後
の地にて当店を創業し、以来 60 余年を越え、春夏秋冬、和菓子をひたすら作ら
せてもらっております。ありがとうございます。

味土里 10 個入
青えんどう豆のつぶあん仕様で外の皮部分を白双糖（ザラ目）の入った生地で
焼き上げております。変わった食感があります。
・サイズ（1 個）：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 4cm 重量 30g

〒629-2312 与謝郡与謝野町四辻739-6
TEL0772-42-3273 FAX0772-42-3273

酒

●価格：180ml 500円

〒627-0102 京丹後市弥栄町須川419-2
TEL0772-62-0934 FAX0772-62-5302
http://www.hokkori-kyotango.com
e-mail h ida ch i@nift y.com

地

自家生産米・米麹・丹後の水のみで醸造した丹後地方初の酵母が生きたお酒
「どぶろく」を製造販売している。健康志向が高まる中、発酵食品が健康・美容
にも効果的である事は、TV・雑誌等でも紹介されている。酵母菌は有機物を再
合成し整腸作用や生活習慣病・ガン予防の効用があると言われ、まさに酵母
が生きたまま瓶詰めされたお酒「どぶろく」は健康発酵食品である。
・容量バリエーション：１合瓶（180ml）、４合瓶（720ml）
、甘口生（180ml・720ml）
・その他バリエーション：淡麗辛口生（180ml・720ml）

●価格：1ヶ31g 90円

1箱

1,056円

表示価格はすべて税別表示です
17

2019 認定商品カタログ

うめや本舗

代表者名：梅田

肇
食品［7 ページ］にも商品掲載。

お玉さんの甘納豆
主原材料の味土野大納言は、標高 400 ｍの山間部の味土野で栽培された良質
で大粒な小豆です。味土野は、金剛童子山系より流れ出る軟水と豊富な広葉樹
による肥えた土地で、根菜類の栽培に適した土壌です。過疎地での少量生産で
貴重な小豆のため、原材料の姿・形を活かし、一粒一粒が味わえる甘納豆にし
ました。デザインはガラシャ隠棲地の味土野の紅葉と新名所 味土野 ガラシャ
大滝を背景に、一度は訪れてみたいと感じられるようにしました。

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

●価格：50ｇ 480円
表示価格はすべて税別表示です

菓
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

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。

ジャージーアイスクリーム
自家牧場で搾りたての新鮮なジャージー牛乳 100％と自家製生クリームを
使って作りました。濃厚でコクのあるのに後味さっぱりとしたアイスです。
また、地元の旬の食材を使うことで、地域活性化につなげていきたいです。

〒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

●価格：カップ100ml・モナカ100ml 352円

バット2L

3,000円

表示価格はすべて税別表示です

牧場のチーズケーキ（生）
このチーズケーキは、牧場で搾りたてのジャージー牛乳から 3 日間かけて作
る保存料無添加のクリームチーズを作ることから始まります。そして、ジャー
ジー牛乳からとる自家製生クリームとジャージーヨーグルトを合わせて、原
料がジャージー牛乳だけのチーズケーキを作ります。底のクッキー生地も地
玉子を使い、手作りしますので、牧場ならではの素朴な味のレアチーズケーキ
に仕上がっています。お土産としてもお持ち帰りいただき易いように、冷凍し
て販売しています。

●価格：1個 1,621円

2個

3,426円

表示価格はすべて税別表示です
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ジャージープリン
自家製牧場で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
り使って作り上げました。また京都産の新鮮な鶏卵の卵黄だけを使ってゆっく
りじっくり焼き上げて作っています。なめらかなとろとろ感のある手づくりの
ミルクプリンです。保存料など一切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。

●価格：1個 324円

8個

2,778円

表示価格はすべて税別表示です

菓

代表者名：中島

勲

子

中島製菓

京都市内で学んで丹後与謝野町にやってきました。昔ながらの素朴なせんべ
いです。名称を丹後街道手づくりせんべいと名付けました。観光みやげから進
物、手土産等としてご利用ください。1 枚 1 枚手作り入魂。
（婚礼用寿せんべ
い袋も承ります。）

丹後街道手づくりせんべい 丹後半島手づくりせんべい
丹後街道手づくりせんべい・丹後半島手づくりせんべい
自然豊かで澄んだ青い空、海、そして山。菓子造りに欠かせない水。そんな水に
恵まれた丹後で育った昔ながらの素朴な味自慢のせんべいです。仕込みから
焼き上げまで手作業の商品です。京職人のこだわりの味をご賞味下さい。

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川906-25
TEL0772-43-1249 FAX0772-42-5520

●価格：平袋 350円

巾着袋

400円

箱入

1,000円

表示価格はすべて税別表示です

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。

丹後栗きんつば
大きめに切った丹波産栗をふんだんに使ったあっさりした甘さの金つばです。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 1.8cm 重量 60g

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

●価格：6個 907円

10個

1,389円

表示価格はすべて税別表示です
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丹後黒豆きんつば
大粒の黒大豆を出来る限り潰さずあっさりした甘さで炊き上げることで、黒
豆の風味と食感を存分に楽しんでいただけるきんつばに仕上げました。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 1.8cm 重量 60g

●価格：6個 907円

10個

1,389円

表示価格はすべて税別表示です

菓
子
丹後きんつば（三種きんつば）
それぞれの原材料の特徴を生かしたきんつばです。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 1.8cm 重量 60g

●価格：6個 907円

15個

2,102円

表示価格はすべて税別表示です

夕日の絵羽織
栗入りの小倉餡とサックリとしたパイの食感が楽しめる焼き菓子です。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 2.5cm 重量 28g

●価格：8個 704円

12個

1,000円

表示価格はすべて税別表示です
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京都きんつば

黒豆

定番の黒豆きんつばをキューブ型のかわいらしい箱に入れました。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 1.8cm 重量 60g

●価格：3個 519円
表示価格はすべて税別表示です

菓
子

京都きんつば

京丹後抹茶

甘さを控えた羊羹に京丹後産抹茶をたっぷりと入れた抹茶の風味の濃いきん
つばです。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 1.8cm 重量 60g

●価格：3個 519円
表示価格はすべて税別表示です

京都きんつば

琴引の塩

琴引の塩のかすかな甘みと小豆の風味を活かすために、甘さを極力控えたき
んつばに仕上げました。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 1.8cm 重量 60g

●価格：3個 519円
表示価格はすべて税別表示です
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京都きんつば

砂丘芋

丹後産砂丘芋をふんだんに使用して芋の甘さを活かしたきんつばです。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 1.8cm 重量 60g

●価格：3個 519円
表示価格はすべて税別表示です

菓
子
繊維製品
京都きんつば

栗

定番の栗金つばをかわいらしいキューブ型の箱に入れました。
・サイズ：幅 5cm 奥行き 5cm 高さ 1.8cm 重量 60g

●価格：3個 519円
表示価格はすべて税別表示です

株式会社一色テキスタイル

代表者名：一色直樹
一色ちりめんは、日本の伝統的織物「丹後ちりめん」を現代に生かし、伝統とと
もに暮らす（ライフスタイル）を提案しています。江戸中期からの製法を守り、
染め・加工・製造まで全て日本で行っています。素材は、上質なポリエステル
で、吸湿速乾性、通気性にも優れています。「一色ちりめん」の製品は、
“日常使
いの丹後ちりめん”です。

一色ちりめん

がま口ポーチ（KP4）

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。この和素材を広く知っていただく為に、シルクよ
りも低価格でお求めいただける丹後ポリエステルちりめんを使用したかわい
い小物を創りました。手にされたその時から職人たちの想いを感じていただ
ければ幸いです。
・サイズ：幅 13cm 奥行き 4cm 高さ 12.5cm（口金含む） 重量 55g（パッ
ケージ込）・カラーバリエーション：27 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
22

●価格：1,600円
表示価格はすべて税別表示です
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一色ちりめん

ラ ･ フランスバッグ（KB12）

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。シルクよりも低価格でお求めいただける丹後ポ
リエステルちりめんを使用した洋ナシ型のリバーシブルバッグを創りまし
た。カラフルな柄と、シンプルな無地の組み合わせが可愛いバッグです。
・サイズ：幅 26.5cm 高さ 40cm 重量 60g
・カラーバリエーション：6 種

●価格：2,630円
表示価格はすべて税別表示です

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。

絹ふくれストール
絹の艶やかさ、やさしさ、心地良いシボを出すため丹後ちりめん特有の強撚糸
極細の絹糸を経糸と緯糸に使用。
・サイズ：幅 70cm 奥行き 190cm
・カラーバリエーション：色無地、ぼかし

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

●価格：色無地 12,000円

ぼかし

22,000円

表示価格はすべて税別表示です

ぼかし染め・スカーフ・ストール
手ぼかしで、あらゆる技法を使い、四季の移りかわり、にぎわい、心のときめき
を染めで表現しました。素肌にやさしくオールシーズン使用。
・サイズ：幅 32cm 奥行き 150cm
・サイズ：幅 50cm 奥行き 175cm

●価格：3,000円

6,800円
表示価格はすべて税別表示です
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工芸品［25 ページ］にも商品掲載。
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創作工房糸あそび

代表者名：山本

徹

「着物は 1 反から服地は 1m から」を社訓とし小ロット短期納品を常に心がけ、
最良質の天然繊維「絹」を主とした体にやさしさを求めた商品造りに徹してい
ます。

柔肌美人 Silk100％浴用タオル
絹糸から厳選し、洗い心地を良くする為に、絡み織にてメッシュ状に織上げた
浴用タオルです。
・サイズ：幅 35cm 奥行き 90cm 重量 50g

〒629-2311 与謝郡与謝野町字幾地1222
TEL0772-42-3515 FAX0772-42-6829
http://itoasobi.jp
e-mail itoasobi@nifty.com

プレリボン中村

●価格：1,512円
表示価格はすべて税別表示です

代表者名：中村紀美子
丹後ちりめんの色・柄をいかして、各種小物を製作しています

繊維製品

丹後ちりめんふくさ
丹後ちりめんの色柄をいかして、同じデザインでも紫は慶弔両方に使用でき、
暖色系は慶事・寒色系は弔事にご使用下さい。
・サイズ：幅 12cm 高さ 20cm 重量 62g
・カラーバリエーション：赤、ピンク、サーモンピンク、ワイン、黒、グレー、紺

〒627-0007 京丹後市峰山町石丸226
TEL0772-62-1019 FAX0772-62-1016

●価格：1,389円
表示価格はすべて税別表示です

松兵

代表者名：松村兵之進
きれいな日本海に面した立地と地場産業の絹織物の特性をいかし日本海丹後
の塩と絹の都（敷物）を販売しております。

絹の都
絹製品（帯地） 用途（多種多様）
（金・銀糸は除く） 絹 100％
・サイズ：幅 29cm 重量 100g 柄数は 20 種類程御座居ます。

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

●価格：1,944円
表示価格はすべて税別表示です
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株式会社山藤

代表者名：山添憲一
上質な丹後ちりめんを使い、シンプルで、趣のある製品を企画し心温まるライ
フスタイルをご提案します。

正絹ちりめんマフラー

極

“ しぼ ” という細かな凹凸が生み出す柔らかな風合いと、絹の美しい光沢で、
長らく愛されてきた丹後ちりめん。なかでも “ 鬼しぼ ” と呼ばれる大きな “ し
ぼ ” は作るのが難しく、希少なもの。その特質を生かし、シルク独特艶としぼが
生み出す力を最大限に生かし、制作されたちりめんマフラー。男女兼用にも、
また和装にも活躍する逸品。
・サイズ：幅約 45cm 長さ：約 180cm 重量 250g

〒629-2263 与謝郡与謝野町弓木493
TEL0772-46-2031 FAX0772-46-4394

●価格：18,000円
表示価格はすべて税別表示です

波

芸

●価格：6,000円
表示価格はすべて税別表示です

絹あそび

橋本修治商店

代表者名：橋本八州生
繊維［23 ページ］にも商品掲載。

テーブルセンター
絹糸本来の光沢、柄を生かし、両端に房を付けシンプルにテーブルセンターに
しました。片面は華やかに、片面は素材に仕上げました。
普段の生活の中に取り入れて。
・サイズ：幅 32cm 奥行き 70cm

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

工

押し寄せる浪をきれいな色で表現しています。
喜びが何度も続く、という吉祥柄です。
手前味噌ですが、こんなに綺麗なちりめんの風呂敷が世の中にあるのよ、とあ
まり正絹ちりめん風呂敷に縁のない方にもお伝えしたいと思います。生地は
薄手ですが、縦糸横糸のバランスのとれた生地といい、数々の作品を手がけて
こられた染色家の技量といい、日本の誇る工芸品と評価できる風呂敷です。
・生地：絹 100％
・サイズ：幅約 68cm 長さ：約 70cm

繊維製品

正絹ちりめん友禅風呂敷

●価格：4,800円
表示価格はすべて税別表示です
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さとみ工房

代表者名：佐藤光夫
大宮町奥大野に 30 年前より工房があります。いつも１人で毎日新作に挑戦し
て、作品は丹後のお店に置かせてもらっています。いつでも見学 OK ですよ！！

ネックレス
紐・本体オール絹仕様です。
本体の枠杉木材（枠は手作業の為、同じ形はありません）
・サイズ：幅 3cm 奥行き約 5mm 紐：自在（フリーサイズ）

〒629-2523 京丹後市大宮町三坂119
TEL0772-64-4676 FAX0772-64-4666

●価格：1本 1,500円
表示価格はすべて税別表示です

染色工房

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。

布のネックレスとアクセサリー

工

丹後ちりめんを主にしたアクセサリー。首まわりに付けても軽く、紐の調整も
出来、金属アレルギーの方にも使って頂け、首、肩への負担も少ない。
・各バリエーション：いろいろ多種

芸

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

●価格：1,800円～
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
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。

暖房薄畳

心温

（特許出願中）

畳で床暖房。自在な組み合せで多彩に広がるぬくもりの和空間。工事費が不要
で省エネ、低コスト、用途や場所に応じて自在に設置でき、リフォームや模様
替えにも最適。
（一般の畳にも施工可能です。）
・サイズ：幅 82.5cm 奥行き：82.5cm 高さ：15cm 重量 4kg

〒629-2411 与謝郡与謝野町明石808-1
TEL0772-42-3318 FAX0772-43-2318
ႈˀʏʂʃ
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●価格：49,800円
表示価格はすべて税別表示です
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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。

絹布ブローチ
正絹使用なので光沢もあり、軽く仕上がっています。
色・形豊富で、帽子・服、帯、いろんなものに合います。出来る限りオンリーワ
ン仕上げにしています。女性をエレガントに飾ります。

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

●価格：600円～
表示価格はすべて税別表示です

絹布ネックレス

三ッ花

2,200円

芸

●価格：一般 1,600円〜

工

正絹使用で肌にやさしく軽く、色形豊富。着用時とても軽いので肩こりもせず
飾ることが出来ます。女性なら年代層は問わない商品です。今回、さとみ工房
様とのコラボ作品もあります。

表示価格はすべて税別表示です

峰山鉄工所

代表者名：平田勝彦
弊社は創業以来、精密小物鍛造を得意とし、産業機械部品、自動車エンジン部
品、安全金具など複雑な形状の製品なども手掛けています。自社で金型設計・
製作を行いお客様からの要望や提案をスピーディーに対応させて頂いており
ます。また、グループ会社
（ミネヤマ精機）と一体となり、鍛造から加工完成の
分野へ積極的に展開しています。

にゃんべる
ネコの手の形をしたダンベル
・両端のおもりの部分がネコの手の形で肉球が再現してあり、かわいらしい見
た目となっています。
・ネコ好きな方への贈答品としても喜ばれています。
・重さは軽く、女性や高齢者の方、リハビリ中の運動にも抵抗なく使えます。
・バリエーション（ゴムコーティング、メッキ）

〒627-0003 京丹後市峰山町内記546
TEL0772-62-0088 FAX0772-62-4766
https://www.minetetsu.com
e-mail nyanbell@minetetsu.com

●価格：約1kg 3,519円
（2本セット 4,612円）

約500g

2,593円

（2本セット 3,686円）

表示価格はすべて税別表示です
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