
認定商品カタログ



丹後のブランド商品60点を認定

公益財団法人　丹後地域地場産業振興センター
理事長（京丹後市副市長）　中西　和義

　　　　丹後地域の中小企業事業者の皆様には、地域経済を支え、住民の皆様の生
活に必要な商品の製造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お
りますことに、厚くお礼申し上げます。
　 御存じのとおり、丹後地域には、新鮮で恵まれた海・山・里の産物をはじめ、長い歴史
と伝統に支えられ確かな技術を活かした多くの地場産品があります。新鮮な魚介類、野
菜、果物など、多くの食材に恵まれた「食の宝庫」として、また、海、山、里の美しい自然に
恵まれ、豊かな歴史・文化と伝統を有する地域としても、国内外から多くの観光客の方々
に来ていただいており、今後とも、これらの魅力をさらに活かして、「海の京都」エリアの交
流人口のさらなる増加を推進し、地域の産業の活性化へつなげていくことが期待されて
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　当センターでは、平成11年度から、「丹後地域の豊かな自然の中で育まれ、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」等を、「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」に取り組んでいま
す。
　今回で通算24回目となりますが、今年度も、丹後各地の魅力ある60点の商品を認定す
るとともに、特に優れた３点を今年度の優秀産品として選定し、これらの認定商品の販路
開拓を一層推進していくため、「2022　Ｔａｎｇｏ Ｇｏｏｄ Ｇｏｏｄｓ　認定商品カタログ」を作
成いたしました。
　当センターの展示ショップでの販売のほか、「ふるさと納税サイト」や「ＥＣサイト」等の活
用にも積極的に取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　ウイズコロナの時代の中で、丹後地域の地場産業をしっかりと支えるとともに、事業者
の皆様の新たな取り組みを支援し、今後とも、消費者の方々に喜んで買っていただける
「売れる商品」づくりに向け、各市町、各機関や関係団体と連携を一層強化して取り組ん
でまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

令和4年10月



酒肴もん屋
天の酒喰 食房
海鮮の駅　喜代三郎
株式会社　加悦ファーマーズライス
きくちゃんファーム
京丹後市観光公社
株式会社　真田
株式会社　SEACRAFT
株式会社　シブタニ
たべそ屋　有限会社ケイユー
株式会社　丹後王国ブルワリー
有限会社　丹後路たにうちファーム
丹後食彩工房
長十水産
和商店
西晶　株式会社
はーちゃん工房
株式会社　松井物産

……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………… 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

………………………………………………………
…………………………………………………………… 

……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………… 

………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

食品
竹野酒造　有限会社
株式会社　丹後王国ブルワリー
農家民泊　温古里

ほっ こ　  り

…………………………………………………………
…………………………………………… 

…………………………………………………………… 

地酒

丹後の和菓詩　いとゐ
うめや本舗
Office WaveWay Labo
豪商稲葉本家
株式会社　丹後王国ブルワリー
西晶　株式会社
株式会社　橋立大丸
PATSSERIE　リヨン
ビオ・ラビッツ　株式会社
株式会社　ポラリス御菓子司あん

………………………………………………………
……………………………………………………………………

…………………………………………………
………………………………………………………………… 

……………………………………………
……………………………………………………………

…………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

…………………………………………

菓子

株式会社　一色テキスタイル
絹あそび　橋本修治商店
きものの道家
染色工房　嶋津
創作工房糸あそび
プレリボン中村
株式会社　山藤

……………………………………………… 
…………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

繊維

AIKACRAFT
丹後八姫会

………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

工芸

株式会社　峰山鉄工所 ……………………………………………………… 

その他

あ　て



1

食
　
品

2022 認定商品カタログ

表示価格はすべて税込表示です

表示価格はすべて税込表示です

表示価格はすべて税込表示です

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

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。

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。

さざえの佃煮

●価格：972円

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。
評価ポイント

2022年度Tango Good Goods 優秀産品2022年度Tango Good Goods 優秀産品

商 品 名/お茶レター
製造者名/京丹後市観光公社
所 在 地/京丹後市

◎評価ポイント/京丹後産上級煎茶のティーパックを
絵葉書として使用できるパッケージに入れた商品。
　京丹後市内の人気スポット、風景を写真ではなくカ
ラフルなイラストで紹介し、オリジナリティ溢れるパッケー
ジになっている。切手を貼れば旅先からメッセージとし
て郵送できるなど、これまでになかった新しい販売法
の可能性と使いやすいおみやげとしてのアイデアを評
価する。

商 品 名/京都産　干しいも
製造者名/株式会社真田
所 在 地/京丹後市

◎評価ポイント/京丹後の国営農地で育った紅はる
かを使用した干しいもで、これまで丹後地域にはな
かった加工食品であり、国内外やインターネット通販
でも人気・需要の高い新規商品である。　　　
　紅はるかは、湿度、乾燥時間、水分値を徹底管理
することで、しっとり感と甘みのある仕上がりとなってい
る。６次産業化を推進し農業振興に寄与するとともに
海外への通販による販路拡大の可能性も見込める。

商 品 名/京都ケーク・サレ
製造者名/ビオ・ラビッツ株式会社
所 在 地/京丹後市

◎評価ポイント/サレはフランス語で「塩」を意味し、有機JASの認定を受けた農場で栽培する有機野菜を使用。ま
た小麦粉を使わず丹後産の米粉を使い焼き上げている。
　季節に合わせ使用する野菜毎に、下処理を施し焼き上げるなどきめ細かな調理で野菜の甘味が引き立ち、おや
つとして楽しめ、おかずにもなる商品。完成度が高く、６次産業化を牽引していく商品として評価する。

優 秀 産 品
受　賞

Tango Good Goods
Kyoto

Tango Good Goods
　認定推進委員会

丹後で収穫したてのフレッシュな柚子をできるだけ細く切り口当たりの良い
ゆず茶にしました。

柚子茶のゆずちゃん（果実加工品）

●価格：432円

酒
あ て

肴もん屋 代表者名：長門弘之

京都北部京丹後・間人 ( たいざ ) 産のセイコ蟹を甲羅盛りに仕上げました。 
甲羅に蟹身と蟹味噌を詰めた逸品です。 蟹のおいしさを余すところなく味わ
うことができ、食通をうならせる濃厚なうまみ、贅沢な甘みをご堪能いただけ
ます。身をとる手間いらずも人気の理由です。 お好みで土佐酢をかけてお召
し上がり下さい。 内容量 : 70g × 3、 土佐酢 5g × 3

セイコ蟹の甲羅盛り

●価格：11,880円

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。

〒627-0004 京丹後市峰山町荒山1130-1
TEL0772-72-0069　FAX0772-60-8665
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●価格：

●価格：1袋 540円　10袋セット 4,860円

●価格：各 380円

〒627-0201 京丹後市丹後町間人1820
TEL0772-75-8080　FAX0772-66-3929
https:hisami-kyoto.jp
e-mai l info@hisami-kyoto.jp

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

株式会社　SEACRAFT 代表者名：今出　龍

「新しい糠漬けへしこの食文化を作る」
～糠漬けから人と地球が健康で美味しいライフスタイルをデザインする。～

きくちゃんファーム 代表者名：梅田ひろ子

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。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。

京都北部に位置する京丹後の自然豊かな国営開発農地で育った紅はるかは、昼夜の
寒暖の差で甘みをじっくり蓄え、きめの細かいさつまいもです。日数管理と試し掘
りで品質を維持し、年明けまで貯蔵 ( 熟成 ) した紅はるかを使った干しいもの上品
な甘さと、しっとりとした食感をお楽しみいただけます。温度、時間、水分値を徹底
管理し仕上げた品質の安定した商品です。

京丹後市内の「経ケ岬灯台」 や夕日ヶ浦海岸の人気スポット「YURARI」など 10 種類
を、” あそびのデザイン ” をテーマに活動するデザイン・ユニット「COCHAE」（コチャ
エ）がデザイン。茶葉は、京丹後産「上級煎茶」の原料を使用。お宿でのおもてなし用
のお茶として使用できるほか、得意客への DM、 切手を貼って旅先からのメッセー
ジとしてそのまま郵送することもできます。軽くて持ち運びの楽な “ 新たな京丹後
の土産物 ” として利用してもらえます。

旨米漬け - UMAIDUKE（旨米鯖・旨米鰆・旨米鮭）

京都産　干しいも

お茶レター

ミネラルたっぷりのお水を使用して育てた安心・安全・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る。
煮物、酢の物、カレー、おでん等どんな料理でも合う万能食材です。

乾燥きくらげ

間人港町の郷土料理
冷蔵庫のない時代に保存食として親しまれた料理を新鮮な状態で復刻させた
焼いた魚の身を叩きほぐし味噌を混ぜ込んだシンプルな味、骨は完全に取り除
かれているため子供でもふりかけ感覚で自然の味を楽しんでいただけます。

元祖たたき味噌

●価格：1袋 700円〒627-0201 京丹後市丹後町間人486
TEL0772-66-3347

〒629-3101 京丹後市網野町網野367
TEL0772-72-6070　FAX0772-72-0822
(国内向け) 京丹後ナビ：https://www.kyotango.gr.jp
(海外向け) Visit Kyotango：https://visitkyotango.com
e-mai l info@kyotango.gr.jp

京都最北端の漁師町からお届けする海鮮の駅産の海鮮郷土料理は、懐かしさ
と新しいの良いところ取り。丹後町間人（たいざ）にまた行きたいなと思って
いただけることが『海鮮の駅　喜代三郎』の理念です。

京丹後市観光公社は、会員である観光事業者等の稼ぐ力を引き出すことによ
り、観光を通じた豊かな地域づくりを推進し、もって観光産業の発展と地域全
体の活性化に寄与することを目的に、観光宣伝や観光案内などの事業を行っ
ています。また、観光 PR 商品も制作するなどして、京丹後市の認知度向上と
誘客促進に向けて、観光関連事業者と一体になって取り組んでいます。

海鮮の駅　喜代三郎 代表者名：東 洋次郎 京丹後市観光公社 代表者名：齊藤　修司

株式会社　加悦ファーマーズライス 代表者名：菅野　剛 株式会社　真田 代表者名：真田英明

〒629-2412 与謝郡与謝野町字香河424
TEL0772-44-3630　FAX0772-44-3631
https://farmersrice.co.jp
e-mai l kyoto-kaya@clear.ocn.ne.jp

〒611-0041 京都府宇治市槙島町目川21
TEL0774-25-1500　FAX0774-25-1600
https://www.yamashiroya.co.jp/
e-mai l info@yamashiroya.co.jp

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。 

私達の使命は、乾物を通じて、生産者とお客様の心をつなぐ結び目になること。
「生産者の方々の熱意」と「料理をこしらえる人の愛情」を大切に、これからも乾物と
いう食文化を次の日本社会へつなげる存在として取り組んで参ります。
＜企業理念＞

「いい会社を、つくりましょう」顧客満足　生産者満足　従業員満足
日本中をめぐり生産者の方々の熱意に触れながら、本当に良いものだけを厳選し、

「産地と旬」にこだわった乾物を、お客様にお届けして参りました。これからも乾物製
品にさらなる磨きをかけ、新たなブランド価値の創造にも取り組んで参ります。

京都丹後地域の郷土料理、甘辛く炊き上げた鯖そぼろが特徴です。
鯖のそぼろは、鯖をじっくりていねいに炒りほぐし、 ほっこり甘から味に。 
酢飯に鯖のそぼろ、 錦糸玉子、 かまぼこ、 しいたけなどをちらし、見た目もか
わいいお寿司です。

丹後のばらずし

●価格：1折 890円　１折 祭り 980円

●価格：500円　3袋入 1,000円　特用 1,600円

　厳選した米糠と麹・ヨーグルト・白ワインなどの発酵食品をブレンドすることで、これ
までにない熟成発酵された糠床が生まれ、柑橘のフレーバーを纏わせる事で糠臭さや発酵
臭を取り除き、爽やかで香りの良い糠床を誕生しました。
旨米床で作る糠漬けを【旨米漬け -UMAIDUKE】と呼び、旨米漬けした定番の 3 種の魚が 【旨
米鯖 -UMAISABA】【旨米鰆 -UMAISAWARA】【旨米鮭 -UMAISAKE】を 2021 年 11 月から販
売開始しました。旨味が凝縮された旨米漬けシリーズは、ふっくらとした身に仕上がり、こ
れまでの糠漬けとは一味違う商品となっております。味噌漬け ( 西京漬 ) のような甘さを
もち、おかずとして召し上がれる熟成発酵魚です。和食、洋食問わず様々なお料理にアレン
ジが出来る次世代の糠漬けをご堪能ください。
　パッケージのこだわりとして、旨米漬けの材料やテーマなどキーワードを散りばめてお
ります。また、海外の方にも糠漬けの魅了を知っていただきたく「NUKADUKE」というワー
ドを入れ、日本の食文化を旨米漬けを通して発信していければと思っております。

旨米鯖
2切 702円 旨米鰆

2切 1,512円 旨米鮭
2切 1,188円
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●価格：75ｇ 450円

丹後の味覚や食感にマッチするような海産物のふりかけをイメージして製品
化することを企画し、10 種類以上の原料をフレンド加工して製品化しました。
発売以来 30 年、発売当時のままの味や食感でロングセラーを続けています。
時代と共に、添加物やアレルギー表示などの食品の安全性を高める努力や
パッケージの機能性を工夫しています。

いかしそわかめ

株式会社　シブタニ 代表者名：澁谷正嗣

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

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
る商品を作っていきたいと思います。

昔ながらの丹後の塩辛というイメージで良質のイカとその内臓を塩漬にし、
発酵させて、充分熟成させて作りました。ごはんにピッタリの味や食感にこだ
わり工夫しました。そして密封性の高い容器を採用して、塩辛の劣化を遅らせ
たり、異物の混入、侵入を防ぐように工夫しました。

いかの塩辛カップ入

●価格：190ｇ 670円

有数の米どころ、 与謝野町で契約栽培された古代米の赤米を使った麺で、天平
時代に屯倉 ( みやけ ) へ献上したと云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
ををも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、もちっ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。※そば・卵を原料にした製品と同じ工程で
作られています。

たべそ

●価格：500円

たべそ屋　有限会社ケイユー 代表者名：岡田　攻

〒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-mai l info@tabeso.jp

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。 

株式会社　丹後王国ブルワリー 代表者名：中川正樹

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

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。 

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

丹後王国　王様ソーセージ　自家製ソーセージ
　　　　　自家製ベーコン

●価格：

●価格： 60g 378円

有限会社　丹後路たにうちファーム 代表者名：川村嘉徳

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

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す。

地元で取れた生姜を地元のおばあちゃん達が作った赤しそのみで浸けた商品
です。

紅しょうが

菓子［9 ページ］にも商品掲載。

酒［14 ページ］にも商品掲載。

●価格：20ｇ 500円

自家栽培の生姜のみを使用した生姜粉末で、収穫後その日のうちに乾燥まで
行いますのでフレッシュな生姜の香りをお楽しみいただけます。冬の時期に
冷えた体を温めるのに最適です。また、粉末になっているので料理のスパイス
としても使用できます。

生姜粉末

丹後食彩工房 代表者名：小谷英一

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

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。

・ウィンナーソーセージ
・九条ネギウィンナー
・チョリソーウィンナー
・W チーズウィンナー

・ジャーマンヴルスト
・ブリーヴルスト

・ベーコンブロック

各540円 各648円

972円
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長十水産 代表者名：長井重忠

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

日本三景のそばの天橋立にて加工・販売を行っております。水のきれいな日
本海で育った新鮮な魚で加工しました。是非一度煮干で、おいしいダシを取っ
て、お料理を作ってみて下さい。

手軽に携帯、 手軽に塩分
たくさんのお好みデザインからチョイスできます。
また、ノベルティグッズやイベントの景品などオリジナルデザインも可能。
外食時の足し塩に、 熱中症予防の塩分補給に ! ※塩は詰め替え可能です

京都府日本海側の宮津近海にて水揚げされた魚で加工しました。添加物を一
切使用せず加工しているのでダシとしてはもちろん、このままおやつ、おつま
みとしても美味です。年齢性別を問わずどなたにも向く商品です。

琴引の塩　MY 塩
煮干しいりこ

●価格：7ｇ 250円●価格：180ｇ 650円

鳴き砂で知られる琴引浜のそばで、満月と新月の日の海水だけを原料に薪を
焚いてじっくり作る海塩です。月は潮の満ち引きに大きな影響を与え、科学的
には解明されていないたくさんの神秘があるとされています。 そんな月の目
に見えないロマンを詰め込んだ塩です。

琴引の塩　月の潮

●価格：●価格：322円

和商店 代表者名：才本和子

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

京都府最北端の町、京丹後市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」は香りと色合
い、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やすいとリピーターが増えていま
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。顔ラベルも当社商品のキャラクターマークとなってお
り、お客様から大変好評です。

手造り　のんばら玉こんにゃく

西晶　株式会社 代表者名：西村大輔

〒629-3111 京丹後市網野町三津10060-2
琴引の塩工場
TEL0772-66-3912　FAX050-3488-7074

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ものづくりに取り組んでいます。

京丹後の海水から作る琴引の塩を使った、御当地塩サイダーです。

琴引の塩サイダー

●価格：200ｇ 250円　8本箱入り 2,110円

はーちゃん工房 代表者名：和田貞行

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

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ます。

うま味をぎゅっと濃縮のしょうがおいる多種多様な料理・調味料としてお使
いいただけます。

しょうがおいる

●価格：90ml 864円

30ｇ箱
（5ｇ×6袋）

5ｇ
（御守袋入）

150ｇ袋

486円 660円

950円

菓子［10 ページ］にも商品掲載。
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株式会社　松井物産 代表者名：松井道昭

〒629-2242 宮津市字大垣48
TEL0772-27-0028　FAX0772-27-1386

弊社はお客様へ丹後の産物を使った商品作りに昼夜励んでいます。丹後の農
林水産物の付加価値を上げるための様々な商品開発を行っています。

スケソウダラ・イトヨリダイ・ひれこだいのすり身を琴引きの塩で、塩擂り
して、丁寧に作り、一本一本焼き上げた、焼きちくわです。時下売りを中心とし
て、真空パックをしての卸販売はしておりません。なるべく、焼き上げて、売り
れ切るようにしております。 販売はばら売り、2 本入り、3 本入り、5 本入り、
ナイロンパックでの販売を中心にしております。

鯛ちくわ

●価格：750円

●価格：1個 110円

青えんどう豆を使った餡を、ザラメの入った生地で包み焼いたお菓子です。
青えんどう豆の凡味とザラメの食感が特徴のお菓子です。

味土里 10 個入

丹後の和菓詩　いとゐ 代表者名：糸井　勝

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

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。 

●価格：〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3684
TEL0772-65-3258　FAX0772-65-2879
http://umeyahonpo.com
e-mai l info@umeyahonpo.com

丹後出身の偉人・野村克也氏と丹後の頑固せんべい職人のガチンコ商品です。
昔ながらの素朴な味のせんべいを、一枚一枚手焼きしています。
包装紙や二つ折りのしおりには、ノムさんのボヤキが 14 首と、アミティ丹後
内の「野村克也ベースボールギャラリー」の QR コードや情報を入れ、このおみ
やげ品を頂いた方が 「私も丹後に旅をして野村克也ベースボールギャラリー
へも立ち寄りたい」と観光と結びつく誘客に繋げています。

ノムさんのボヤキせんべい

食品［5 ページ］にも商品掲載。

酒［14 ページ］にも商品掲載。

うめや本舗 代表者名：梅田　肇

●価格：50ｇ 250円

2021 年度の認定商品の「山の芋パウダー」を使用し、クッキーにしました。味
は①プレーン②ネギ③ワカメの 3 種。丹後宮津産にこだわりました。

山の芋クッキー

Office WaveWay Labo 代表者名：向山禎彦

〒626-0061 宮津市字波路342
TEL0772-25-3377　FAX0772-21-4460
e-mai l wavewaylabo@gmail .com

宮津市波路の小さな自社工場で農産品のドライ ( 乾燥 ) とパウダー ( 製粉 )
の加工を中心に農産加工業を行っています。「Office Wave Way Labo」は地
区名から Wave= 波・Way= 路・Labo= 実験室、と付けました。地域に根差
し地場産業を少しずつ大きくしていきます。今回の「山の芋クッキー」は昨年
認定を頂いた「山の芋パウダー」を材料に、「クッキー」を作りました。プレーン
味のほか、ネギパウダーを入れたネギ味、ワカメパウダーを入れたワカメ味、
の三種です。さらに様々な味にチャレンジしたいと思います。

●価格：6個/箱 900円

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 ...

豪商稲葉本家 ぼたもち

豪商稲葉本家 代表者名：友松祐也

〒629-3410 京丹後市久美浜町3102
TEL0772-82-2356　FAX0772-66-3664

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。

●価格：1,000ml 6,600円

近年のビーガンブームを初め、子供たちの乳製品アレルギーの拡大などに伴
い動物性由来のジェラートなどに対して適用できない方が多くおられます。
そこで、京丹後産コシヒカリを 100% 使用した、新たな商品開発としてライス
ジェラートを 開発。　特徴 : 京丹後産コシヒカリと京丹後産イチゴを使用。

ライスジェラート「結び」 冷凍商品

株式会社　丹後王国ブルワリー 代表者名：中川正樹

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

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。

化粧箱（12P）お中元
お歳暮等の贈答用

化粧箱（6P）
手土産用

手土産
自家用

2,900円 1,480円

450円

10個
化粧箱入 1,250円
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●価格：

天橋立の象徴でもある松並木の松ぼっくりをイメージして本物と見間違える
程のチョコレート菓子。中心部は濃厚なガナッシュ、外側にはカカオ 75% の
ビターチョコを使用し、甘さと苦さが絶妙のバランスになるように仕上げま
した。

ちょこぼっくり

株式会社　橋立大丸 代表者名：幾世恭典

〒626-0001 宮津市文珠475
TEL0772-22-4151　FAX0772-22-2555
http://www.hashidate-daimaru.co. jp/
e-mai l honten@hashidate-daimaru.co.jp

当社は天橋立に来訪されるお客様にお土産の販売やお食事の提供をしており
ます。創業 115 年の企業です。お客様の上質な想い出作りに貢献すべく地域の
豊かさを感じられ、こだわりを追求していく企業を目指しています。

株式会社　ポラリス御菓子司あん 代表者名：沖田繁子

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

「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。

私たちの会社には「農場部門」「加工部門」「わくわく未来部」があります。農場部門では有
機 JAS 認証取得のオーガニック野菜を年間 150 種類ほど作付けしています。加工部で
はその採れたての野菜を使って調味料やケーキ、お惣菜を製造しています。そしてわくわ
く未来部では人と畑、都市と農村をつなぐイベントや食育活動、また有機農場の普及にか
かわる事業に取り組んでいます。食は薬 ! 食べることは命に関わることであると認識し

「土づくりから食卓まで一貫した責任と安全」をテーマに、オーガニックの食を通じてみ
んなに健康と幸せをお届けしたい ! みんなの笑顔とオーガニック・スタンダードを目指
す会社です。

●価格：5個入 650円　8個入 1,140円

チロルは製造してから 45 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 4cm 重量 30g

チロル

PATSSERIE　リヨン 代表者名：安達将男

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

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。

●価格：塩キャラメル 42ｇ 450円　塩バター風味 25ｇ 300円

琴引浜で知られる京丹後の海水から作る琴引の塩を使った、ご当地ポップ
コーンです。ほのかに塩を感じる塩バター風味と塩キャラメルの 2 種類があ
ります。

京 TANGO　POPCORN

西晶　株式会社 代表者名：西村大輔

〒629-3111 京丹後市網野町三津10060-2
琴引の塩工場
TEL0772-66-3912　FAX050-3488-7074

食品［6 ページ］にも商品掲載。

●価格：350ｇ 1,200円

「ケーク・サレ」は砂糖を使わない「塩ケーキ」 です。自社の畑で育てた旬の有機野菜を 5 ～ 8 種
類、総重量の三分の二以上も入れた、野菜の甘みが引き立つケーキです。小麦粉は使わず丹後産
の無農薬米粉で焼き上げています。卵やチーズも入って栄養豊富。手軽におしゃれにおやつ感
覚でつまめる野菜ケーキです。個別に野菜に合った下処理をしてから 焼き上げます。その技術
と味が全国で活躍するシェフや大手 40 社のバイヤーの方々から評価され「バイヤーズルーム
2021/9 月」の全国 114 点の出品の中から「審査員特別賞」を受賞しました。冷凍商品なので賞味
期限が 6 ヶ月間あり、食べたい時に食べたい分だけ解凍 できます。

京都ケーク・サレ

ビオ・ラビッツ　株式会社 代表者名：梅本　修

〒627-0142 京丹後市弥栄町黒部441
TEL0772-60-8673　FAX0772-60-8673
https://tentoumushi-batake.com
e-mai l info@tentoumushi-batake.com

栗入り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。

夕日の絵羽織

●価格：8個入 760円　12個入 1,080円

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。

丹後黒豆きんつば

●価格：6個入 980円　10個入 1,500円

バリエーション：抹茶・
雪・いちご（期間限定） 約40ｇ 650円

10個入 1,350円
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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。

京都きんつば　黒豆

●価格：3個入 560円

それぞれの原材料の特徴を生かしたきんつばです。

丹後きんつば

●価格：6個入 980円　15個入 2,270円

甘さをひか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。

京都きんつば　京丹後抹茶

●価格：3個入 560円

大き目に切った栗をふんだんに使ったあっさりした甘さの金つばです。

丹後栗きんつば

●価格：6個入 980円　10個入 1,500円

定番の栗きんつばをかわいらしいキューブ型の箱に入れました。

京都きんつば　栗

●価格：3個入 560円

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。

京都きんつば　さつま芋

●価格：3個入 560円
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〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3622-1
TEL0772-65-2021　FAX0772-65-2871 
http://www.yasakaturu.co.jp

笑顔は健康の源であり、笑顔百薬を飲むことで笑顔になれるをコンセプトに
美味しい清酒にしました。京丹後市産の合鴨農法米祭り晴を 100% 使用、精米
歩合 50% で仕込み、無濾過生原酒で瓶 詰、瓶燗しました。低温で長期のもろみ
期間を要した酒は、すこぶる甘美な味わいの中にもシナモン様のほろ苦さが
見え隠れし、淡雪のごとく程よく口の中に消えて行きます。

弥栄鶴　笑顔百薬　2021（えがおひゃくやく）

●価格：720ml  2,640円

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。 

株式会社　丹後王国ブルワリー 代表者名：中川正樹

●価格：4,180円〒627-0133 京丹後市弥栄町鳥取123
TEL0772-65-4193　FAX0772-65-4194 
https://tango-kingdom.com/ 
e-mai l info@tango-kingdom.com

京都丹後の道の駅 丹後王国「食のみやこ」内で製造した自家製クラフトビール
の贈答におすすめの 7 本セットです。それぞれの味に丹後七姫の紹介と味の
特徴も書かれており、色も鮮やかに 7 種の味をお楽しみ頂けます。大切なあの
人に感謝の気持ちを伝えたいあの人に、贈答にぴったりなクラフトビール 7
本セットです。

TANGO KINGDOM Beer 7 本セット

食品［5 ページ］にも商品掲載。

菓子［9 ページ］にも商品掲載。

●価格：180ml 550円　720ml 1,870円

農家民泊 温
ほ っ こ り

古里 代表者名：日達ゆみ子

〒627-0102 京丹後市弥栄町須川419-2
TEL0772-62-0934　FAX0772-62-5302
http://www.hokkori-kyotango.com
e-mai l h idach i@n ifty .com

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。 

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活きたお酒
「どぶろく」を製造販売している。 丹後地方は古代より稲作に適した地域であ
り、美味しい丹後米コシヒカリの産地でもある。里の特産品を活かした試みと
して「弥栄のろくさん」という名で丹後のどぶろくを販売。高級なお酒ではな
いが地域に根ざした風味が文化の香りとして蘇ります。

どぶろく「弥栄のろくさん」

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。

京都きんつば　琴引の塩

●価格：3個入 560円

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。

一色ちりめん　がま口ポーチ

●価格：1,760円

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。

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝739
TEL0772-46-2388　FAX0772-46-5066
http://www.i-chir imen.jp 
e-mai l info@i-chir imen.jp

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。

一色ちりめん　ラ ･ フランスバッグ

●価格：2,893円
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きもの着用時の必需品として機能性、ファッション性ともに完備したきもののマスク「絹の露」をお試し
下さい。
●表地 高級正絹丹後ちりめん・裏地 正絹ふくれ織ちりめん使用により、通気性が良く、お肌にやさしく
　ムレない。
●抗菌加工・ウオッシャブル加工済 ( 押洗いで何回でも使用可 )
●無地・紋ちりめんにはんなりとした 5 色のカラー（ホワイト、ライトブルー、ロッククリスタル、ロー
　ズクォーツ、麻の葉）
●三角・四角マスク ( 各 M・L)
●男性にも好評。絹のチーフに絹のマスクのマナーがセオリー化

丹後ちりめん絹マスク「絹の露」
きもののマスク

●価格：

お茶道具、和風オブジェ等の付加価値を高めるべく厳選した図柄、上質の正絹
帯地を素材とした「置物・敷マット」です。
隅の房にも高級カラー糸を使用。
・素材 表裏生地共正絹・サイズ 30 × 34cm・柄 バリエーション複数

正絹帯地「置き物・敷マット」

●価格：全品 1,760円〒627-0224 京丹後市丹後町岩木951
TEL0772-75-1192　FAX0772-75-0393
e-mai l bebeno1@docomo.ne.jp

きものの道家 代表者名：道家有己雄

染色工房　嶋津 代表者名：嶋津澄子

軽くて、金属を使っていないのでアレルギーの方でも大丈夫です。
ひもの端を引張ることにより、長さの調節が出来ます。
重くて肩がこるのでと云う方には、軽～くて、楽しんで身につけて頂けます。

ちりめんネックレス

●価格：1,650円　1,980円

上質の丹後の絹織物を日常の暮らしの中に取り入れることをテーマに取り組
んでいます。 

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

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。

〇 1300 年来の付加価値のついた「丹後ちりめん産地」を守り切らねばならない。
〇グローバリゼーションの進展により、ナショナリズムが高まり改めて「きもの文化」が見直
されている。そういった観点から「丹後ちりめんと関連商品」「丹後帯と関連商品」また「丹後
お召」など丹後生産品にこだわり、今後も更なる丹後製品の全国発信と、かつて「丹後王国あ
り」と言われた「歴史文化の観光地・丹後」をも併せて PR していきます。

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

丹後の気候風土が育ててくれた丹後ならではの絹織物です。発色がとても良
く一枚ずつ手染めにしました。

ぼかし染め・スカーフ・ストール

●価格：30㎝×150㎝ 3,000円　50㎝×180㎝ 6,800円

丹後ちりめん特有の強撚糸と極細の絹糸を経糸、緯糸に使用し絹のやさしさ
をそのままお伝えするため後加工はしておりません。大きなふくれ状の格子
柄がふんわりやわらかな風合で肌にやさしく、この手触りがうれしい。

絹ふくれストール

●価格：

創作工房糸あそび 代表者名：山本　徹

柔肌美人Ｓｉｌｋ 100％活用タオル。シルク糸から、こだわり、織技法の一つ
「絡み織」にて織上げた。表面感はメッシュ状になっているので洗い心地が良
い !! 色もあえて付けづに、シルク本来の白いタオルにしています。

柔肌美人 Silk100％浴用タオル

●価格：35×90㎝ 1,760円

「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。

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

色無地 40㎝×150㎝

M 三角・
四角とも

L 三角・
四角とも

ボカシ 42㎝×190㎝色無地 70㎝×210㎝

ボカシ 70㎝×200㎝
5,000円

2,915円 2,915円

6,800円12,000円

22,000円

70㎝×180㎝ 8,800円
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プレリボン中村 代表者名：中村紀美子

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事両方に使用でき、
暖色系は慶事。寒色系は弔事にご使用下さい。

丹後ちりめんふくさ

●価格：1,980円

丹後ちりめんの色、柄、風合いをいかして、子供から大人までの方が、冠婚葬祭
や普段使いできるものまで幅広い商品を製作しています。

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

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。

強く撚りをかけた横糸を織り込むことによって、光が膨らむような光沢がう
まれてきます。 それが丹後縮緬らしさ。その絹の素材をベースに日本古来の
染めの技術により、美しいマフラーを仕上げました。 友禅染の工場にて、表と
裏の両面を染め上げています。蚕を守ってきたシルクが、 あなたの首まわりを
優しく包みます。縮んでしまうことを考えて柄をプリントしていますので、ご
家庭でも手洗いしていただけます。

正絹ちりめんマフラー（化粧箱入り）

●価格：16,500円

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

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。丁寧な仕上げにもかかわらず、大変お安い価格となっております。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。

正絹縮緬友禅ふろしき　五彩浪（紙箱入り）

●価格：クリーム色・水色 各　6,820円

本体は陶器。短冊は手漉き和紙。紐部は藤糸を使用。
全て宮津のアーティストによって製作された品をひとつにしました。
古来より丹後で最も頑丈と言われた藤糸に支えられ、由良川産の藍を漉き込
んだ短冊和紙が風にゆられ、陶器にやさしく澄んだ音色を響かせます。

丹後の特産品丹後ちりめん ( レーヨン ) 使用、海の幸蛤の貝殻を活用した飾り
物で有名な武将のかぶとを表現、五月の飾り物、一年間通しての飾り物として
ご利用いただけます。旗、台、本体、屏風一式セットになっています。蛤シリー
ズの中の一品です。

宮津の陶風鈴

丹後ちりめん蛤の武将かぶと - 蛤シリーズ -

●価格：7,480円

●価格：1セット 10,000円

AIKACRAFT

丹後八姫会

代表者名：秋鹿陽一

代表者名：小森明美

アイカクラフトは、宮津の自然の風景や素材をテーマに素材感を活かし、触れ
た時にぬくもりを感じる手作りの暮らしの器を制作しています。

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。

〒626-0036 宮津市字今福299
TEL090-7753-9956 

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

和紙畳の素材でつくるしめ縄と丹後ちりめん正絹を使用し、日本の四季を表
現する吊り飾り物です。( 節分、桃の節句、端午の節句、七夕、収穫祭、お正月
等々四季を表現 ) 色、形豊富で四季を楽しんでいただけます。

日本の四季吊り飾り - シリーズ物 -

●価格：2,000円〜
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丹後の特産品丹後ちりめん正絹使用なので光沢もあり、軽量に仕上っています。
形、色豊富で、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。

丹後ちりめん（正絹）ブローチ

●価格：600円〜

丹後の特産品丹後ちりめん正絹使用なので肌にやさしく軽く使用時肩こりも
せず飾ることが出来ます。色形を豊富にご用意。女性なら年代層問わない商品
です。

丹後ちりめん（正絹）ネックレス

●価格：一般物 1,650円　花物 1,980円〜

株式会社　峰山鉄工所 代表者名：平田勝彦

ネコの手の形をしたダンベル
・両端の重り部分がネコの手の形をしており、メッキはスタイリッシュ、ゴム
コーティングは肉球ペイントがありかわいらしい見た目となっています。
・商品ロゴ・パッケージをリニューアル。特徴的な「ネコの手」の形であること
がストレートに伝わるようなデザインに刷新。かわいさの中にもすっきり感
を意識し、スポーツ用品らしさ、しっかりとしたものづくり、 品質のよさを表
現しました。

にゃんべる

●価格：1kg3,000円 500ｇ2,500円〒627-0003 京丹後市峰山町内記546
TEL0772-62-0088　FAX0772-62-4766
https://www.minetetsu.com
e-mai l nyanbel l@minetetsu.com

日本のものづくりの各分野で使用される、大変重要な部品を「熱間鍛造」と
いう工法で設計・製造しています。精密鍛造に不可欠な金型設計・製作を
100% 自社で行い、機械加工、難削材の加工、複合加工にも対応しています。

京 丹 後 市
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丹後八姫会

9
5
19

うめや本舗
竹野酒造　有限会社
株式会社　丹後王国ブルワリー
ビオ・ラビッツ　株式会社
農家民泊　温古里

8
14

5・9・14
11
15ほっこり

酒肴もん屋
海鮮の駅　喜代三郎
きものの道家
株式会社　SEACRAFT
和商店

1
2
16
3
6

あ て

1kg
2本セット

500g
2本セット

5,000円

4,000円
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INDEX

宮　津　市

AIKACRAFT
Office WaveWay Labo
株式会社　シブタニ
株式会社　橋立大丸
長十水産
株式会社　松井物産

19
9
4
10
6
8

与 謝 野 町

株式会社　一色テキスタイル
丹後の和菓詩　いとゐ
株式会社　加悦ファーマーズライス
創作工房糸あそび
たべそ屋　有限会社ケイユー
株式会社　山藤

15
8
2
17
4
18

宇治市

株式会社　真田 3

INDEX

海鮮の駅　喜代三郎
株式会社　加悦ファーマーズライス
きものの道家
京丹後市観光公社
きくちゃんファーム
豪商稲葉本家
絹あそび　橋本修治商店

2
2
16
3
2
9
16

株式会社　真田
株式会社　SEACRAFT
株式会社　シブタニ
染色工房　嶋津
創作工房糸あそび

3
3
4
17
17

竹野酒造　有限会社
たべそ屋　有限会社ケイユー
株式会社　丹後王国ブルワリー
有限会社　丹後路たにうちファーム
丹後食彩工房
丹後八姫会

14
4

5・9・14
5
5
19

株式会社　山藤 18

長十水産
和商店
西晶　株式会社

6
6

6・10

株式会社　松井物産
株式会社　峰山鉄工所

8
20

はーちゃん工房
株式会社　橋立大丸
PATSSERIE　リヨン
ビオ・ラビッツ　株式会社
プレリボン中村
農家民泊　温古里
株式会社　ポラリス御菓子司あん

7
10
10
11
18
15
11

ほっこり

AIKACRAFT
酒肴もん屋
天の酒喰 食房
株式会社　一色テキスタイル
丹後の和菓詩　いとゐ　
うめや本舗　
Office WaveWay Labo

19
1

1

15

8

8

9

あ て
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アミティ丹後Tango Good Goods

https://tango.jibasan.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

e-mail info@tango.jibasan.jp

お問い合せメールアドレス

◆
◆



丹後を伝えるお土産に
丹後ブランド認定商品を…

認定商品は

このマークが目印です。

優秀産品は

このマークが目印です。
優 秀 産 品
受　賞

Tango Good Goods
Kyoto

Tango Good Goods
　認定推進委員会


