
京都丹波春の
2016

２会場で開催

息づく食文化、丹波ブランドの数々

道の駅 和
国道27号沿い。新鮮なさば寿
司、盛り盛り天ぷら、新鮮な朝
採り野菜、和知黒（丹波黒大
豆）を使った加工品も大人気。

道の駅 丹波マーケス
国道9号沿い。複合施設とし
てフードコーナーや地元スー
パーも入る。町観光協会の観
光案内も。

道の駅 瑞穂の里さらびき
グラウンドゴルフ場や多目的
グラウンド、貸し農園が併設す
る道の駅。新鮮野菜のほか、き
のこ類も豊富。

陽気ハッスルランド
たびたびテレビ取材を受ける
陽気ハッスルランド。陽気なお
じさんが手づくりテーマパーク
を経営。アットホームな空間に
浸り一日リフレッシュ。

長源寺（がん封じ寺）
貞観14年（872年）、文徳天皇
の第一皇子惟嵩新王が出家
し、この地を訪れた際に癌封
じの秘法を伝授したと言い伝
えられています。 

祥雲寺（ぼけ封じ寺）
天足堂を建立した天足香禅和
尚が頭の病気を神通力で癒し
たと言い伝えられており、現在
では、ぼけ封じのお寺として多
くの信仰を集めています。

京丹波町は、京都府の中間
に位置する丹波高原や和知
地区の河岸段丘などののど
かな風景が楽しめる癒しの
まち。古くから、京の都への
食の供給地として栄え、今も
なお、丹波栗、丹波黒大豆、
丹波大納言小豆、丹波松茸
など多くの丹波ブランドを輩
出しています。京都市内から
約1時間。ゆったりとした時
間を感じながら一日ぶらりと
ドライブはいかがですか。

人　口 15,389人
世帯数 6,394世帯
総面積 303.09k㎡

京丹波町

京丹波町

道の駅
「京丹波 味夢の里」
平成27年7月に京都縦貫自動車
道全線開通に合わせてグランド
オープン。京都の中心として京都
ブランド発信拠点になっています。

丹波ワイン
和食に合うワインづくりを目指し
昭和54年に誕生した丹波ワイン。
現在では、スパークリングワイン
や地元のゆずを使ったワインなど、
幅広くワインを取り揃えています。

旧質美小学校
昭和35年に建てられた木造校
舎、旧質美小学校。現在では、7つ
のお店が入り、日々多くの人で賑
わいます。 

東京都庁会場2階
全国観光PRコーナー

2月17日㈬～19日㈮
大山商店街会場
ハッピースクエア

2月20日㈯・21日㈰

DATA

日本の原風景が残る、こころのふるさと

芦生研究林
手つかずの自然が数多く残
る、西日本屈指の貴重な森。
ハイキングはガイド付きの限
定ツアーがおすすめ。

道の駅 美山ふれあい広場
休日にはライダーやサイクリ
ストで賑わう道の駅。手作り
スイーツが並ぶ「美山のめぐ
み牛乳工房」も人気。

道の駅 スプリングスひよし
天然温泉と温水プール、お食事
やバーベキューなど家族でゆっ
たり過ごせる複合型の道の駅。ゆ
るキャラ駅長「ゆっぴ～」も人気。

道の駅 京都新光悦村
京都縦貫道園部IC降りてすぐの
道の駅。地元産のお米「温心
米」は遠方のお客様からも人
気。地元産の新鮮野菜も数多く
品揃え。

るり渓温泉
ラドン温泉と水着で楽しめる
バーデゾーンなど日帰りでも
宿泊でも楽しめる高原リゾー
ト施設。11月～3月には関西最
大級のイルミネーション「京都
イルミエール」が楽しめる。

清源寺
全国を放浪しながら千躰仏
を彫像し続けた木喰上人が
5カ月間滞在し、28体を彫り
上げた寺。十六羅漢像や釈迦
像が保存されている。

南丹市は、京都府のほぼ中
央にあり、京都の中心からひ
と足伸ばし、半日の日帰り旅
行も可能な距離です。京都
市中心部から電車で約36
分、自動車で約50分。高速道
路が繋がって、首都圏や名
古屋からのアクセスがますま
す便利になりました。
日本の原風景が色濃く残る
まち、南丹市へ足を運んでみ
てください。

人　口 33,207人
世帯数 13,953世帯
総面積 616.4k㎡

南丹市

亀岡市

南丹市

美山かやぶきの里
約50戸の集落のおよそ８割が
今では希少なかやぶき屋根。
建ち並ぶ姿はまさに日本の
原風景。

日吉ダム
近畿でも最大級の多目的ダム。
堤体内部の見学もできる。
日本ダムアワード2013受賞。

るり渓
大小さまざまな滝や岩が見事な
自然美を見せる渓谷。環境庁の
「残したい日本の音風景百選」に
選定。

DATA

京都駅から電車で20分！おこしやす

出雲大神宮
縁結びのパワースポット！

穴太寺
西国三十三所の二十一番札所

夢コスモス園
20品種800万本の関西最大級！

亀岡祭
11基の山鉾が巡行する伝統祭

七谷川の桜並木
約1500本の桜が咲き誇る桜
の名所

丹波亀山城跡
明智光秀が築いた丹波亀山
城の跡

美しい自然と歴史、文化が調
和する京都・亀岡。そこには
まだ見ぬ、もう一つの京の姿
があります。
「保津川下り」「嵯峨野トロッ
コ列車」「湯の花温泉」をは
じめ、見どころ満載の亀岡は
京都駅から電車でわずか20
分。ぜひ、“ふるさと亀岡”へ
お越しください。

人　口 91,259人
世帯数 38,045世帯
総面積 224.8k㎡

亀岡市

湯の花温泉
都会の喧騒から離れた自然豊かな
京の奥座敷で至福のおもてなし

嵯峨野トロッコ列車
壮大な自然の中を駆け抜ける
レトロでかわいい観光列車

保津川下り
四季の移ろいを体感する、
スリル満点の船旅

DATA

主催：京都丹波観光協議会（京都府、亀岡市、南丹市、京丹波町）  後援：公益社団法人 京都府観光連盟
協力：（一社）亀岡市観光協会、八木町観光協会、美山町観光協会、日吉町観光協会、京丹波町観光協会、亀岡商工会議所、
南丹市商工会、京丹波町商工会、アクティブ亀岡推進会議、「食と文化でつながる京都丹波」キャンペーン実行委員会、
保津川遊船企業組合、湯の花温泉観光旅館協同組合、美山ふるさと（株）、グリーンランドみずほ（株）、丹波ワイン（株）

　京都丹波は、京都市内から車で約３０分
から１時間のところ、京都市内から日本海
にかけて南北に長い京都府において中間
に位置します。京都丹波地域は、古くから
京の都への食材の供給地として栄え、豊
かな自然の恵みと朝晩の気温差などの気
候や風土により、丹波黒大豆、丹波栗、丹
波大納言小豆などの丹波ブランドや京野
菜も多く生み出しています。

in 東京観光物産展

お買い物で
大抽選会にご参加

5日間で1200本の賞品をご用意！

湯の花温泉
利用券などが
当たる！！

円円

京都丹波のご案内

南丹市
さくらちゃん
南丹市

さくらちゃん
京丹波町

京丹波味夢くん
京丹波町

京丹波味夢くん

京都府広報監
まゆまろ
京都府広報監
まゆまろ

亀岡市
明智かめまる
亀岡市

明智かめまる

平成28年
2月17日㈬～
21日㈰まで

京都丹波の
ご当地キャラも
やってくる
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丹波ワイン
和食に合うワインづくりを目指し
昭和54年に誕生した丹波ワイン。
現在では、スパークリングワイン
や地元のゆずを使ったワインなど、
幅広くワインを取り揃えています。

旧質美小学校
昭和35年に建てられた木造校
舎、旧質美小学校。現在では、7つ
のお店が入り、日々多くの人で賑
わいます。 

東京都庁会場2階
全国観光PRコーナー

2月17日㈬～19日㈮
大山商店街会場
ハッピースクエア

2月20日㈯・21日㈰

DATA

日本の原風景が残る、こころのふるさと

芦生研究林
手つかずの自然が数多く残
る、西日本屈指の貴重な森。
ハイキングはガイド付きの限
定ツアーがおすすめ。

道の駅 美山ふれあい広場
休日にはライダーやサイクリ
ストで賑わう道の駅。手作り
スイーツが並ぶ「美山のめぐ
み牛乳工房」も人気。

道の駅 スプリングスひよし
天然温泉と温水プール、お食事
やバーベキューなど家族でゆっ
たり過ごせる複合型の道の駅。ゆ
るキャラ駅長「ゆっぴ～」も人気。

道の駅 京都新光悦村
京都縦貫道園部IC降りてすぐの
道の駅。地元産のお米「温心
米」は遠方のお客様からも人
気。地元産の新鮮野菜も数多く
品揃え。

るり渓温泉
ラドン温泉と水着で楽しめる
バーデゾーンなど日帰りでも
宿泊でも楽しめる高原リゾー
ト施設。11月～3月には関西最
大級のイルミネーション「京都
イルミエール」が楽しめる。

清源寺
全国を放浪しながら千躰仏
を彫像し続けた木喰上人が
5カ月間滞在し、28体を彫り
上げた寺。十六羅漢像や釈迦
像が保存されている。

南丹市は、京都府のほぼ中
央にあり、京都の中心からひ
と足伸ばし、半日の日帰り旅
行も可能な距離です。京都
市中心部から電車で約36
分、自動車で約50分。高速道
路が繋がって、首都圏や名
古屋からのアクセスがますま
す便利になりました。
日本の原風景が色濃く残る
まち、南丹市へ足を運んでみ
てください。

人　口 33,207人
世帯数 13,953世帯
総面積 616.4k㎡

南丹市

亀岡市

南丹市

美山かやぶきの里
約50戸の集落のおよそ８割が
今では希少なかやぶき屋根。
建ち並ぶ姿はまさに日本の
原風景。

日吉ダム
近畿でも最大級の多目的ダム。
堤体内部の見学もできる。
日本ダムアワード2013受賞。

るり渓
大小さまざまな滝や岩が見事な
自然美を見せる渓谷。環境庁の
「残したい日本の音風景百選」に
選定。

DATA

京都駅から電車で20分！おこしやす

出雲大神宮
縁結びのパワースポット！

穴太寺
西国三十三所の二十一番札所

夢コスモス園
20品種800万本の関西最大級！

亀岡祭
11基の山鉾が巡行する伝統祭

七谷川の桜並木
約1500本の桜が咲き誇る桜
の名所

丹波亀山城跡
明智光秀が築いた丹波亀山
城の跡

美しい自然と歴史、文化が調
和する京都・亀岡。そこには
まだ見ぬ、もう一つの京の姿
があります。
「保津川下り」「嵯峨野トロッ
コ列車」「湯の花温泉」をは
じめ、見どころ満載の亀岡は
京都駅から電車でわずか20
分。ぜひ、“ふるさと亀岡”へ
お越しください。

人　口 91,259人
世帯数 38,045世帯
総面積 224.8k㎡

亀岡市

湯の花温泉
都会の喧騒から離れた自然豊かな
京の奥座敷で至福のおもてなし

嵯峨野トロッコ列車
壮大な自然の中を駆け抜ける
レトロでかわいい観光列車

保津川下り
四季の移ろいを体感する、
スリル満点の船旅

DATA

主催：京都丹波観光協議会（京都府、亀岡市、南丹市、京丹波町）  後援：公益社団法人 京都府観光連盟
協力：（一社）亀岡市観光協会、八木町観光協会、美山町観光協会、日吉町観光協会、京丹波町観光協会、亀岡商工会議所、
南丹市商工会、京丹波町商工会、アクティブ亀岡推進会議、「食と文化でつながる京都丹波」キャンペーン実行委員会、
保津川遊船企業組合、湯の花温泉観光旅館協同組合、美山ふるさと（株）、グリーンランドみずほ（株）、丹波ワイン（株）

　京都丹波は、京都市内から車で約３０分
から１時間のところ、京都市内から日本海
にかけて南北に長い京都府において中間
に位置します。京都丹波地域は、古くから
京の都への食材の供給地として栄え、豊
かな自然の恵みと朝晩の気温差などの気
候や風土により、丹波黒大豆、丹波栗、丹
波大納言小豆などの丹波ブランドや京野
菜も多く生み出しています。

in 東京観光物産展

お買い物で
大抽選会にご参加

5日間で1200本の賞品をご用意！

湯の花温泉
利用券などが
当たる！！

円円

京都丹波のご案内

南丹市
さくらちゃん
南丹市

さくらちゃん
京丹波町

京丹波味夢くん
京丹波町

京丹波味夢くん

京都府広報監
まゆまろ
京都府広報監
まゆまろ

亀岡市
明智かめまる
亀岡市

明智かめまる

平成28年
2月17日㈬～
21日㈰まで

京都丹波の
ご当地キャラも
やってくる



京都丹波春の
2016

２会場で開催

息づく食文化、丹波ブランドの数々

道の駅 和
国道27号沿い。新鮮なさば寿
司、盛り盛り天ぷら、新鮮な朝
採り野菜、和知黒（丹波黒大
豆）を使った加工品も大人気。

道の駅 丹波マーケス
国道9号沿い。複合施設とし
てフードコーナーや地元スー
パーも入る。町観光協会の観
光案内も。

道の駅 瑞穂の里さらびき
グラウンドゴルフ場や多目的
グラウンド、貸し農園が併設す
る道の駅。新鮮野菜のほか、き
のこ類も豊富。

陽気ハッスルランド
たびたびテレビ取材を受ける
陽気ハッスルランド。陽気なお
じさんが手づくりテーマパーク
を経営。アットホームな空間に
浸り一日リフレッシュ。

長源寺（がん封じ寺）
貞観14年（872年）、文徳天皇
の第一皇子惟嵩新王が出家
し、この地を訪れた際に癌封
じの秘法を伝授したと言い伝
えられています。 

祥雲寺（ぼけ封じ寺）
天足堂を建立した天足香禅和
尚が頭の病気を神通力で癒し
たと言い伝えられており、現在
では、ぼけ封じのお寺として多
くの信仰を集めています。

京丹波町は、京都府の中間
に位置する丹波高原や和知
地区の河岸段丘などののど
かな風景が楽しめる癒しの
まち。古くから、京の都への
食の供給地として栄え、今も
なお、丹波栗、丹波黒大豆、
丹波大納言小豆、丹波松茸
など多くの丹波ブランドを輩
出しています。京都市内から
約1時間。ゆったりとした時
間を感じながら一日ぶらりと
ドライブはいかがですか。

人　口 15,389人
世帯数 6,394世帯
総面積 303.09k㎡

京丹波町

京丹波町

道の駅
「京丹波 味夢の里」
平成27年7月に京都縦貫自動車
道全線開通に合わせてグランド
オープン。京都の中心として京都
ブランド発信拠点になっています。

丹波ワイン
和食に合うワインづくりを目指し
昭和54年に誕生した丹波ワイン。
現在では、スパークリングワイン
や地元のゆずを使ったワインなど、
幅広くワインを取り揃えています。

旧質美小学校
昭和35年に建てられた木造校
舎、旧質美小学校。現在では、7つ
のお店が入り、日々多くの人で賑
わいます。 

東京都庁会場2階
全国観光PRコーナー

2月17日㈬～19日㈮
大山商店街会場
ハッピースクエア

2月20日㈯・21日㈰

DATA

日本の原風景が残る、こころのふるさと

芦生研究林
手つかずの自然が数多く残
る、西日本屈指の貴重な森。
ハイキングはガイド付きの限
定ツアーがおすすめ。

道の駅 美山ふれあい広場
休日にはライダーやサイクリ
ストで賑わう道の駅。手作り
スイーツが並ぶ「美山のめぐ
み牛乳工房」も人気。

道の駅 スプリングスひよし
天然温泉と温水プール、お食事
やバーベキューなど家族でゆっ
たり過ごせる複合型の道の駅。ゆ
るキャラ駅長「ゆっぴ～」も人気。

道の駅 京都新光悦村
京都縦貫道園部IC降りてすぐの
道の駅。地元産のお米「温心
米」は遠方のお客様からも人
気。地元産の新鮮野菜も数多く
品揃え。

るり渓温泉
ラドン温泉と水着で楽しめる
バーデゾーンなど日帰りでも
宿泊でも楽しめる高原リゾー
ト施設。11月～3月には関西最
大級のイルミネーション「京都
イルミエール」が楽しめる。

清源寺
全国を放浪しながら千躰仏
を彫像し続けた木喰上人が
5カ月間滞在し、28体を彫り
上げた寺。十六羅漢像や釈迦
像が保存されている。

南丹市は、京都府のほぼ中
央にあり、京都の中心からひ
と足伸ばし、半日の日帰り旅
行も可能な距離です。京都
市中心部から電車で約36
分、自動車で約50分。高速道
路が繋がって、首都圏や名
古屋からのアクセスがますま
す便利になりました。
日本の原風景が色濃く残る
まち、南丹市へ足を運んでみ
てください。

人　口 33,207人
世帯数 13,953世帯
総面積 616.4k㎡

南丹市

亀岡市

南丹市

美山かやぶきの里
約50戸の集落のおよそ８割が
今では希少なかやぶき屋根。
建ち並ぶ姿はまさに日本の
原風景。

日吉ダム
近畿でも最大級の多目的ダム。
堤体内部の見学もできる。
日本ダムアワード2013受賞。

るり渓
大小さまざまな滝や岩が見事な
自然美を見せる渓谷。環境庁の
「残したい日本の音風景百選」に
選定。

DATA

京都駅から電車で20分！おこしやす

出雲大神宮
縁結びのパワースポット！

穴太寺
西国三十三所の二十一番札所

夢コスモス園
20品種800万本の関西最大級！

亀岡祭
11基の山鉾が巡行する伝統祭

七谷川の桜並木
約1500本の桜が咲き誇る桜
の名所

丹波亀山城跡
明智光秀が築いた丹波亀山
城の跡

美しい自然と歴史、文化が調
和する京都・亀岡。そこには
まだ見ぬ、もう一つの京の姿
があります。
「保津川下り」「嵯峨野トロッ
コ列車」「湯の花温泉」をは
じめ、見どころ満載の亀岡は
京都駅から電車でわずか20
分。ぜひ、“ふるさと亀岡”へ
お越しください。

人　口 91,259人
世帯数 38,045世帯
総面積 224.8k㎡

亀岡市

湯の花温泉
都会の喧騒から離れた自然豊かな
京の奥座敷で至福のおもてなし

嵯峨野トロッコ列車
壮大な自然の中を駆け抜ける
レトロでかわいい観光列車

保津川下り
四季の移ろいを体感する、
スリル満点の船旅

DATA

主催：京都丹波観光協議会（京都府、亀岡市、南丹市、京丹波町）  後援：公益社団法人 京都府観光連盟
協力：（一社）亀岡市観光協会、八木町観光協会、美山町観光協会、日吉町観光協会、京丹波町観光協会、亀岡商工会議所、
南丹市商工会、京丹波町商工会、アクティブ亀岡推進会議、「食と文化でつながる京都丹波」キャンペーン実行委員会、
保津川遊船企業組合、湯の花温泉観光旅館協同組合、美山ふるさと（株）、グリーンランドみずほ（株）、丹波ワイン（株）

　京都丹波は、京都市内から車で約３０分
から１時間のところ、京都市内から日本海
にかけて南北に長い京都府において中間
に位置します。京都丹波地域は、古くから
京の都への食材の供給地として栄え、豊
かな自然の恵みと朝晩の気温差などの気
候や風土により、丹波黒大豆、丹波栗、丹
波大納言小豆などの丹波ブランドや京野
菜も多く生み出しています。

in 東京観光物産展

お買い物で
大抽選会にご参加

5日間で1200本の賞品をご用意！

湯の花温泉
利用券などが
当たる！！

円円

京都丹波のご案内

南丹市
さくらちゃん
南丹市

さくらちゃん
京丹波町

京丹波味夢くん
京丹波町

京丹波味夢くん

京都府広報監
まゆまろ
京都府広報監
まゆまろ

亀岡市
明智かめまる
亀岡市

明智かめまる

平成28年
2月17日㈬～
21日㈰まで

京都丹波の
ご当地キャラも
やってくる



［時間］9：30～18：30 ※19日（金）は15：00まで ［時間］10：00～18：00 ※21日（日）は正午まで

2月17日㈬～19日㈮
第一本庁舎 2階 全国観光PRコーナー ハッピーロード大山商店街 ハッピースクエア

東京都庁会場 板橋区大山商店街会場

京都丹波の特産品
お買い上げで
豪華賞品が当たる！

お楽しみ抽選会

森井食品
☎0771-26-2365
京都産丹波黒大豆を遠赤外線でソフトに
煎りあげた香ばしい黒豆
煎り豆 540円
くろすけ 540円
黒豆茶 540円

渡辺製菓 株式会社
☎0771-22-0170
京都産を中心に、国産もち米を100%使
用しています。職人たちが
一枚一枚丁寧に作りました。
丹波亀山焼 各540円
（素焼き、サラダ、醤油）
明智かめまるせんべい 
 540円

はぎれ専門店 ホームソーイング井尻
☎0771-23-3401
人気の古布を詰め合
わせました。手芸・パッ
チワークに。
古布三昧 650円

株式会社 三煌アグリブレーンシステム
☎0771-29-6133
京都亀岡育ちの紫芋「パー
プルスイートロード」使用。
紫芋焼酎
古都の煌 1,860円
紫芋リキュール
紫煌 650円
生紫芋 350円

永田商店
☎0771-23-3659
大変粘り気が強く、
どっしりとして食べご
たえがあります。消化
が良く栄養価も高いの
で滋養強壮の効果も。
山の芋 130円／100ｇ

有限会社 浅田黒大豆醤油醸造
☎0771-22-0678
黒大豆しょうゆをベースに、天
然ゆずの生果汁を仕込みまし
た。風格を備えた涼味が特徴。
黒豆ぽん酢 590円

京丹味噌 有限会社 片山商店
☎0771-23-6665
伝統技法で作る京丹
味噌は大量生産体制
では実現できない豊
かな味わい。
金山寺味噌 200円
黒豆もろみ味噌 300円

京つけもの 株式会社 もり
☎０７５－８７２－１５１５
自家農園で育てた露
地栽培京野菜を漬け
こみました。
千枚漬 650円
青しそ大根 540円
嵯峨しば漬 440円

丹山酒造 有限会社
☎0771-22-0066
自家栽培のお米「山田錦」
と亀岡の清らかな水を使
用し、約１３０年間醸造続
ける老舗。
嵐山 3,240円
酒粕 540円
ジャポン 870円

大石酒造 株式会社
☎0771-22-0632
創業３００年以上の歴史を持つ
老舗酒造。昔ながらの手法で丁
寧に作ったお酒をどうぞ。
初しぼりの酒 （生酒） 1,500円
ゆず酒 おさけカクテル 700円
酒伝鬼ころし 2,000円

京のお漬もん処 株式会社 近為
☎0771-22-8080
手作業をメインとした
昔ながらの伝統製法が
特徴で、絶妙な塩加減
が人気。
ちりめん山椒 690円
千枚漬 860円
柚こぼし 470円

京菓子 ふじ幸 あずきの里
☎0771-23-3570
丹波大納言小豆など、
こだわりの最高級素材
を使い、ひとつひとつ
手づくりしています。
舟子笠 130円
黒豆こごり 1,300円
黒豆ぜんざい 540円

有限会社 難波醤油醸造
☎0771-22-0204
厳選した大豆を使用。創業１５０年の技術
が作るこだわりのしょうゆ。
京緋むらさき さしみしょうゆ
 680円
ひしほの匠庵 塩のポン酢
 830円

朝日堂
☎0771-22-0675
馬路大納言小豆を贅沢に詰め込んだま
ろやかな最中。
丹波大納言 162円
香ばしい饅頭 さお舟
 162円

竹岡醤油 株式会社
☎0771-26-3007
モーツァルトをＢＧＭに醸
造したこだわり醤油に水
尾のユズを加えました。
京の泡 750円
丹の国ポン酢 570円
山椒しょうゆ 570円

七福堂
☎0771-84-0022
河岸段丘が美しい和知の地で、和菓子職
人が作り上げた丹波の逸品。ばら売りが
うれしい。
麦こまち　 170円
長老ヶ岳　 130円

道の駅 瑞穂の里さらびき
☎0771-86-1325
丹波産の栗と小豆を使った栗蒸し羊羹。
今回は、抹茶栗蒸し羊羹もご用意してい
ます。
栗蒸しようかん 500円
抹茶栗蒸しようかん 600円

有限会社長老
☎0771-84-0018
上撰長老のほんのり漂う木の香りは伝統
的な手仕込の賜物。極
寒造りの純米大吟醸は、
和食に良く合う逸品。
上撰長老（手仕込） 390円
純米吟醸酒 2,900円
生原酒（低温貯蔵原酒） 1,330円

山下秀製菓
☎0771-86-0039
例年、大好評の栗どら焼き。１日に２００個
以上を売り上げる看板商品です。いが栗
は大粒栗が入った香り
の良い和菓子です。
栗どら焼き 170円
いが栗（３個入り） 370円
味夢ましゅまろ（１個） 130円

丹波ワイン株式会社
☎0771-82-2002
和食に合うワイン作りをコンセプトにワイ
ンを作り続けて３６年、今回は、京丹波な
らではのワインをご用
意しております。

道の駅 京丹波味夢の里
☎0771-82-2301
高速道路からアクセスできる道の駅として
平成２７年７月にオープン。地元高校生と京
都市内の大学生が考案し
たオリジナル商品。生地
のしっとり感と黒豆の香
ばしさが良く合います。
京丹波フィナンシェ   900円

京丹波町観光協会
☎0771-89-1717
京丹波町の食のキャラクター。頭は黒
豆、体は丹波栗とおいしいものでいっぱ
いです。
味夢ストラップ 350円
味夢ぬいぐるみ小 1,000円
味夢ぬいぐるみ大 5,000円

瑞穂農林株式会社
☎0771-86-1500
プリッとした食感、形が特徴の大黒本し
めじとはたけしめじは油と相性が良く、天
ぷらや炒め物のほか、
鍋にも良く合います。
京丹波大黒本しめじ
 600円
大粒丹波しめじ 500円

道の駅 和（なごみ）
☎0771-84-1008
良質な丹波の黒大豆の２Ｌサイズを販売す
るほか、丹波大納言小豆（２Ｌ）、黒豆ポン菓
子、和知黒淡煮、黒豆き
な粉などを販売します。
和知黒２Ｌ 1,650円
黒豆ポン菓子 420円
黒豆きな粉 200円

丹波コープテン
☎0771-82-3125
ティーパックではない本格派の黒豆茶用
の炒り黒豆とほのかな甘さの黒豆グラッ
セをご用意。
丹波黒豆茶（炒り黒豆）
 600円
丹波黒豆グラッセ（こっこう）
 600円

京都瑞穂 柚子にごり梅わいん 1,000円
紅井 1,200円
酌みあげ葡萄酒ナイアガラ 1,400円

京都黒豆屋
☎0771-72-1244
京都丹波の黒大豆商品の数々を取り揃
えました。黒豆茶はコクと香りが豊かな
人気商品です。
黒豆茶ペットボトル 特価 130円
黒豆甘納豆 無選別 500円
黒豆せんべい 380円

丹波栗ジャム 630円
京丹波黒豆きな粉ジャム 630円
ブルーベリージャム 580円

京都丹波高原　食彩あん
☎0771-72-1169
京都丹波産の原料を使用し、丁寧に作り
上げたジャム各種。素材そのものの風味
を大切にしています。

有限会社かやぶきの里
☎0771-77-0660
お餅や漬物、お菓子など、自然豊かな美
山の特産品の数々をご用意しました。
美山キビあられ 380円
きび羽二重 200円
上用まんじゅう 150円

丹波大納言 丹栗最中
（２個セット） 500円

森彦菓舗
☎0771-42-2158
丹波大納言小豆と栗・餅の相性が抜群。
栗の形をした最中をご用意しました。

京都丹波黒豆工房
☎0771-74-0557
地元産の新鮮な野菜を、素材の味をその
ままに加工しました。
丹波黒いり豆（塩味）
 400円
丹波栗乾燥固形 750円
丹波黒豆きな粉 400円

美山ふるさと株式会社
☎0771-75-0815
生乳そのものの風味と甘みが味わえる、
美山牛乳を使用した商品を品揃え。シュー
クリームは午後２時からの限定販売です。

片山金蔵商店
☎0771-42-2304
京都丹波伝承800年の歴
史を誇る、極めて完成度の
高い発酵熟成商品「鬼み
そ漬け」をご用意しました。
鬼みそ漬（胡瓜） 860円
鬼ちりめん 540円
おかず味噌 保津川 550円

湯の花温泉利用券
河鹿荘ペア宿泊券
グリーンランドみずほペア宿泊券
１等 保津川下りペア乗船券
２等 京都丹波特産品セット
３等 南丹市特産カレーセット、
 京丹波特産丹波ワイン　など

特賞

京 丹 波 町亀 岡 市

南 丹 市
2月20日㈯・21日㈰

5日間で

1200本の
賞品をご用意

●都庁 ●都庁 ●都庁

●都庁 ●都庁

●都庁 ●都庁

●都庁 ●都庁

●都庁 ●都庁

●都庁

●大山 ●都庁●大山 ●都庁

●都庁

●都庁

●都庁

●都庁

●都庁

●都庁

●大山

●都庁●大山 ●都庁●大山

●都庁●大山 ●都庁●大山

●都庁●大山 ●都庁●大山 ●都庁●大山

●都庁●大山 ●都庁●大山●大山

●都庁

●都庁

●都庁

●大山

●大山

京都・美山牛乳シュークリ－ム
 180円
京都・美山牛乳カレー 550円
京都・美山チーズ（モッツアレラ）
 550円
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2月17日㈬～19日㈮
第一本庁舎 2階 全国観光PRコーナー ハッピーロード大山商店街 ハッピースクエア

東京都庁会場 板橋区大山商店街会場

京都丹波の特産品
お買い上げで
豪華賞品が当たる！

お楽しみ抽選会

森井食品
☎0771-26-2365
京都産丹波黒大豆を遠赤外線でソフトに
煎りあげた香ばしい黒豆
煎り豆 540円
くろすけ 540円
黒豆茶 540円

渡辺製菓 株式会社
☎0771-22-0170
京都産を中心に、国産もち米を100%使
用しています。職人たちが
一枚一枚丁寧に作りました。
丹波亀山焼 各540円
（素焼き、サラダ、醤油）
明智かめまるせんべい 
 540円

はぎれ専門店 ホームソーイング井尻
☎0771-23-3401
人気の古布を詰め合
わせました。手芸・パッ
チワークに。
古布三昧 650円

株式会社 三煌アグリブレーンシステム
☎0771-29-6133
京都亀岡育ちの紫芋「パー
プルスイートロード」使用。
紫芋焼酎
古都の煌 1,860円
紫芋リキュール
紫煌 650円
生紫芋 350円

永田商店
☎0771-23-3659
大変粘り気が強く、
どっしりとして食べご
たえがあります。消化
が良く栄養価も高いの
で滋養強壮の効果も。
山の芋 130円／100ｇ

有限会社 浅田黒大豆醤油醸造
☎0771-22-0678
黒大豆しょうゆをベースに、天
然ゆずの生果汁を仕込みまし
た。風格を備えた涼味が特徴。
黒豆ぽん酢 590円

京丹味噌 有限会社 片山商店
☎0771-23-6665
伝統技法で作る京丹
味噌は大量生産体制
では実現できない豊
かな味わい。
金山寺味噌 200円
黒豆もろみ味噌 300円

京つけもの 株式会社 もり
☎０７５－８７２－１５１５
自家農園で育てた露
地栽培京野菜を漬け
こみました。
千枚漬 650円
青しそ大根 540円
嵯峨しば漬 440円

丹山酒造 有限会社
☎0771-22-0066
自家栽培のお米「山田錦」
と亀岡の清らかな水を使
用し、約１３０年間醸造続
ける老舗。
嵐山 3,240円
酒粕 540円
ジャポン 870円

大石酒造 株式会社
☎0771-22-0632
創業３００年以上の歴史を持つ
老舗酒造。昔ながらの手法で丁
寧に作ったお酒をどうぞ。
初しぼりの酒 （生酒） 1,500円
ゆず酒 おさけカクテル 700円
酒伝鬼ころし 2,000円

京のお漬もん処 株式会社 近為
☎0771-22-8080
手作業をメインとした
昔ながらの伝統製法が
特徴で、絶妙な塩加減
が人気。
ちりめん山椒 690円
千枚漬 860円
柚こぼし 470円

京菓子 ふじ幸 あずきの里
☎0771-23-3570
丹波大納言小豆など、
こだわりの最高級素材
を使い、ひとつひとつ
手づくりしています。
舟子笠 130円
黒豆こごり 1,300円
黒豆ぜんざい 540円

有限会社 難波醤油醸造
☎0771-22-0204
厳選した大豆を使用。創業１５０年の技術
が作るこだわりのしょうゆ。
京緋むらさき さしみしょうゆ
 680円
ひしほの匠庵 塩のポン酢
 830円

朝日堂
☎0771-22-0675
馬路大納言小豆を贅沢に詰め込んだま
ろやかな最中。
丹波大納言 162円
香ばしい饅頭 さお舟
 162円

竹岡醤油 株式会社
☎0771-26-3007
モーツァルトをＢＧＭに醸
造したこだわり醤油に水
尾のユズを加えました。
京の泡 750円
丹の国ポン酢 570円
山椒しょうゆ 570円

七福堂
☎0771-84-0022
河岸段丘が美しい和知の地で、和菓子職
人が作り上げた丹波の逸品。ばら売りが
うれしい。
麦こまち　 170円
長老ヶ岳　 130円

道の駅 瑞穂の里さらびき
☎0771-86-1325
丹波産の栗と小豆を使った栗蒸し羊羹。
今回は、抹茶栗蒸し羊羹もご用意してい
ます。
栗蒸しようかん 500円
抹茶栗蒸しようかん 600円

有限会社長老
☎0771-84-0018
上撰長老のほんのり漂う木の香りは伝統
的な手仕込の賜物。極
寒造りの純米大吟醸は、
和食に良く合う逸品。
上撰長老（手仕込） 390円
純米吟醸酒 2,900円
生原酒（低温貯蔵原酒） 1,330円

山下秀製菓
☎0771-86-0039
例年、大好評の栗どら焼き。１日に２００個
以上を売り上げる看板商品です。いが栗
は大粒栗が入った香り
の良い和菓子です。
栗どら焼き 170円
いが栗（３個入り） 370円
味夢ましゅまろ（１個） 130円

丹波ワイン株式会社
☎0771-82-2002
和食に合うワイン作りをコンセプトにワイ
ンを作り続けて３６年、今回は、京丹波な
らではのワインをご用
意しております。

道の駅 京丹波味夢の里
☎0771-82-2301
高速道路からアクセスできる道の駅として
平成２７年７月にオープン。地元高校生と京
都市内の大学生が考案し
たオリジナル商品。生地
のしっとり感と黒豆の香
ばしさが良く合います。
京丹波フィナンシェ   900円

京丹波町観光協会
☎0771-89-1717
京丹波町の食のキャラクター。頭は黒
豆、体は丹波栗とおいしいものでいっぱ
いです。
味夢ストラップ 350円
味夢ぬいぐるみ小 1,000円
味夢ぬいぐるみ大 5,000円

瑞穂農林株式会社
☎0771-86-1500
プリッとした食感、形が特徴の大黒本し
めじとはたけしめじは油と相性が良く、天
ぷらや炒め物のほか、
鍋にも良く合います。
京丹波大黒本しめじ
 600円
大粒丹波しめじ 500円

道の駅 和（なごみ）
☎0771-84-1008
良質な丹波の黒大豆の２Ｌサイズを販売す
るほか、丹波大納言小豆（２Ｌ）、黒豆ポン菓
子、和知黒淡煮、黒豆き
な粉などを販売します。
和知黒２Ｌ 1,650円
黒豆ポン菓子 420円
黒豆きな粉 200円

丹波コープテン
☎0771-82-3125
ティーパックではない本格派の黒豆茶用
の炒り黒豆とほのかな甘さの黒豆グラッ
セをご用意。
丹波黒豆茶（炒り黒豆）
 600円
丹波黒豆グラッセ（こっこう）
 600円

京都瑞穂 柚子にごり梅わいん 1,000円
紅井 1,200円
酌みあげ葡萄酒ナイアガラ 1,400円

京都黒豆屋
☎0771-72-1244
京都丹波の黒大豆商品の数々を取り揃
えました。黒豆茶はコクと香りが豊かな
人気商品です。
黒豆茶ペットボトル 特価 130円
黒豆甘納豆 無選別 500円
黒豆せんべい 380円

丹波栗ジャム 630円
京丹波黒豆きな粉ジャム 630円
ブルーベリージャム 580円

京都丹波高原　食彩あん
☎0771-72-1169
京都丹波産の原料を使用し、丁寧に作り
上げたジャム各種。素材そのものの風味
を大切にしています。

有限会社かやぶきの里
☎0771-77-0660
お餅や漬物、お菓子など、自然豊かな美
山の特産品の数々をご用意しました。
美山キビあられ 380円
きび羽二重 200円
上用まんじゅう 150円

丹波大納言 丹栗最中
（２個セット） 500円

森彦菓舗
☎0771-42-2158
丹波大納言小豆と栗・餅の相性が抜群。
栗の形をした最中をご用意しました。

京都丹波黒豆工房
☎0771-74-0557
地元産の新鮮な野菜を、素材の味をその
ままに加工しました。
丹波黒いり豆（塩味）
 400円
丹波栗乾燥固形 750円
丹波黒豆きな粉 400円

美山ふるさと株式会社
☎0771-75-0815
生乳そのものの風味と甘みが味わえる、
美山牛乳を使用した商品を品揃え。シュー
クリームは午後２時からの限定販売です。

片山金蔵商店
☎0771-42-2304
京都丹波伝承800年の歴
史を誇る、極めて完成度の
高い発酵熟成商品「鬼み
そ漬け」をご用意しました。
鬼みそ漬（胡瓜） 860円
鬼ちりめん 540円
おかず味噌 保津川 550円

湯の花温泉利用券
河鹿荘ペア宿泊券
グリーンランドみずほペア宿泊券
１等 保津川下りペア乗船券
２等 京都丹波特産品セット
３等 南丹市特産カレーセット、
 京丹波特産丹波ワイン　など

特賞

京 丹 波 町亀 岡 市

南 丹 市
2月20日㈯・21日㈰

5日間で

1200本の
賞品をご用意
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京都・美山牛乳シュークリ－ム
 180円
京都・美山牛乳カレー 550円
京都・美山チーズ（モッツアレラ）
 550円

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 〒173-0023 東京都板橋区大山町31-4
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