
京都中丹いちおし商品

≪お問い合わせ≫
京都府中丹広域振興局
農商工連携・推進課
TEL：0773-62-2743
FAX：0773-62-2859
E-mail：c-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp

｢京都中丹いちおし商品｣とは、京都府中丹地域（福知山・

舞鶴・綾部）の海、森、里に育まれた原料を使用し、女性

目線で選定された魅力あふれる商品です。

まゆまろ
京都府の
「広報監」

詳しくはこちら
（京都府HPへ)



菓子類

Goodies（グディーズ） 【綾部】

茶和らび
本わらび粉と中丹の高級抹茶をふんだんに使用した
抹茶クリーム入りのわらび餅です。(要冷蔵又は冷凍)
「平成30年度京の食６次産業化コンテスト 準グラ
ンプリ」受賞商品です。

自然素材オリジン 【綾部】

米サブレ
綾部上林の米と米ぬか、オート
ミールを使った食物繊維たっぷ
りの香ばしいサブレです。乳、
卵は使用せずに仕上げました。

自然素材オリジン 【綾部】

豆乳パンプティング
蓮ヶ峰農園のひらがい卵と豆乳、
シンプルな素材だけで蒸しあげ
た蒸し食パン、これら厳選素材
の持ち味を活かしたパンプディ
ングです。（要冷蔵）

すまいる工房 【綾部】

芋プリン
綾部上林産のさつまいもと自家製
の米麹の組み合わせで「さつまい
も甘酒」を作り、それをベースに
プリンを作っています。(要冷蔵）

健康ファーム【綾部】

有機干し芋
有機JAS認証（生産・加工）
を受けたサツマイモ（品
種：紅はるか）で作った自
然な甘さで食物繊維も豊富
な干し芋です。

綾部市観光協会 【綾部】

マルベリーパウンドケーキ
綾部マルベリーファームで採った綾
部産のマルベリー（桑の実）を使っ
た青紫の甘酸っぱいパウンドケーキ
です

綾部市観光協会 【綾部】

綾部名物 とちの実クッキー
綾部産のとちの実を使い、自然な甘
みのなかに、とちの実の風味と香ば
しさが感じられるサクサク食感の
クッキーです。



菓子類

丹波栗蔵 【福知山】

黒豆まんじゅう
黒豆を１００％こしあんにした饅
頭。黒豆のこしあんは紫色に光り、
むっちりした舌触りのふくよかな
味わいです。

iicome合同会社 【綾部】

米粉かたクッキー
綾部市上林地区の契約農家より米を仕入れて製粉し原料に。
小麦、卵、乳製品を使用しないグルテンフリーの米粉型詰めクッキー。
押し型は全てオリジナルです。

悠々工房したのかち【綾部】

山椒せんべい ぴりうまっ
ぴりっとうまい本物の山椒の味は、
子供から大人まで誰にでも受け入れ
られる大人気商品です。特にビール
のあてに最高です。

健康ファーム【綾部】

有機ふかし芋
有機JAS認証（生産・加
工）を受けたサツマイ
モ（品種：紅はるか）
で作った自然な甘さで
食物繊維も豊富なふか
し芋です。（要冷凍）

よしみ菓子舗 【綾部】

繭もなか
養蚕・生糸業で栄えた蚕都・綾部。
その歴史にちなみ特産の繭玉そっくり
に作った丹波大納言小豆と白いんげん
豆のあん入り一口大のもなかです。

舞鶴崎田松蔵（崎田商事)【舞鶴】

舞鶴味あられ
（へしこ風味米糠あられ）
国産サバを使用した「サバへしこ」
からとれる「米ぬか」を練り込ん
だ、醤油ベースのあられです。

舞鶴崎田松蔵（崎田商事)【舞鶴】

舞鶴味あられ
（まいづる野原わかめあられ）
舞鶴市野原漁港で収穫された天然乾
きわかめを練り込んだ、素焼きのあ
られです。

京都うまれ

野菜づくし



菓子類

社会福祉法人 大江福祉会 大江作業所 【福知山】

おにのごはん（万願寺とうがらし、柚子、黒糖）
まるでクッキーのような味と歯ざわりのかりんとうです。
万願寺とうがらし、柚子、黒糖の３種の味があります。
京都産小麦を使用し、味付けの万願寺とうがらしや柚子、
原材料の卵は福知山市大江町産を使用しています。
酒呑童子の里、大江町ということもあり、鬼のデザインを施し
ています。

丹波ほっこり農園 【福知山】

ほしぶどう
（ベリーＡ（ドライ、セミドライ）、藤稔（ドライ、セミドライ）、

シャインマスカット（ドライ、セミドライ））
生食でもおいしい福知山市三和町のブランドぶどう「三和ぶどう」をそのまま乾燥
させて、旨味を凝縮させたほしぶとうです。完全無添加・無着色・無香料で保存
料・甘味料も不使用です。保存に便利なチャック袋を使用しています。

社会福祉法人 大江福祉会 大江作業所 【福知山】

ほろほろくっきい
（万願寺唐辛子、一味唐辛子、柚子、梅干し、紅茶、珈琲、ごま、煎茶、味噌、カカオ、プレーン）
小麦粉は京都産を使用し、万願寺唐辛子、一味唐辛子、梅干し、柚子は福知山市大江町産を使用して
います。口の中でほろっとくずれる食感が特徴です。色とりどりの箱に入れ、頂いた方が満足できる
目にも幸せにもなるパッケージとしています。全部で１１種類あります。



水産加工品

舞鶴崎田松蔵（崎田商事） 【舞鶴】

かま魚こ
（ガーリック、ブラックペッパー、プレーン）
舞鶴でこだわりの手づくりを貫く藤六の蒲鉾を太白胡麻油
で漬けた今までにない味わいの「おつまみ蒲鉾」です。
缶詰製品にすることで、日持ちのする蒲鉾を実現しました。
かわいいお魚の形をした紅白の蒲鉾が食卓を彩ります。
おつまみだけでなくサラダにもどうぞ

舞鶴崎田松蔵（崎田商事） 【舞鶴】

舞鶴茶×へしこ茶漬け
舞鶴産粉茶とへしこの切身。ご飯に乗せてお
湯を注ぐだけのお手軽な茶漬けセットです。

※「へしこ」は魚を一度塩漬けにした後、更
に糠に長期間漬け込んで熟成させたものです。

麺類

有限会社 やくの農業振興団 【福知山】

京そば素麺 夜久野かすみ
純国産（そば粉は福知山産）・無添加にこだ
わりました。そうめんのようなのど越しです
が、しっかりとそばの風味がします。ワンラ
ンク上のそばとして、贈り物にも使っていた
だけます。

iicome合同会社 【綾部】

玄米麺・白米麺
上林地区の契約農家より米を仕入れて製粉し原料
に使用。
小麦、卵、乳製品を使用しないグルテンフリー麺
です。短時間で茹で上がり、胃もたれせず夜食に
もぴったりです。

有限会社 やくの農業振興団 【福知山】

京蕎麦 丹波ノ霧 焙煎粗挽きそば
福知山・夜久野産のそば粉を使用した麺に焙煎・
粉砕したそばの実を練り込んだ他とは違う香ばし
い蕎麦です。パッケージも京都をイメージした木
製ワッパに詰めました。
「第２０回グルメ＆ダイニングスタイルショー新
商品コンテストフード部門大賞」受賞商品です。

株式会社 下東農産 【舞鶴】

安寿そば
こぶしが咲き誇る安寿の里、舞鶴市
下東で栽培したそばを使用。挽きた
ての味を損なわないよう独自の乾燥
方法で風味を密閉しました。
ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品
です。



佃煮・味噌・漬物

大江山食品株式会社 【福知山】

万願寺甘とうのかまど炊き佃煮、ちりめん山椒、細切り昆布
中丹地域で生産されているＧＩマーク取得の『万願寺甘とう』のみを原料とした佃煮です。
直火釜炊きで素材の良さを生かすようあっさりと炊きあげています。
万願寺甘とうの生産時期のみ製造の季節限定商品です。（６月中旬より１０月終わり頃まで製造予定）

ふるるファーム 【舞鶴】

万願寺とうがらし味噌
舞鶴市の特産品である万願寺とうがらしを
使った麹味噌です。地元農家さんから並品
や外品を買い取った万願寺とうがらしを使
用しました。

志賀郷特産品加工センター 【綾部】

甘唐 万願寺みそ
中丹地域産の万願寺とうがらしと、昔ながら
の製法で仕上げた米麹を甘辛く炊き込んだ万
願寺みそです。

悠々工房したのかち 【綾部】

さんしょみそ
山椒の美味しさを味噌に詰め込んだ一品です。食
卓ですぐに開封できる手軽な容器で、環境にも配
慮しています。（要冷蔵）

悠々工房したのかち 【綾部】

実山椒（瓶）
良質な山椒の収穫期間は１週間しかなく、全神経
を込めて作り上げた一品です。口当たりのやわら
かさは最高で、料理の引き立て役として本物の山
椒をご使用ください。



佃煮・味噌・漬物

空山グループ 【綾部】

小畑みそ
小畑町の澄みきった空気と清らかな水が育ん
だコシヒカリと大豆を原料に、添加物を一切
使用せず昔ながらの自然醸造でじっくり熟成。
原料が地元産であることがこだわりです。
（要冷蔵）

すまいる工房 【綾部】

山椒みそ
自家栽培している若い実山椒を使用してい
ます。自家製の米麹をふんだんに使った自
慢の味噌を使用し、実山椒独特のピリッと
感を出せるように工夫をしました。

すまいる工房 【綾部】

青じそみそ
自家栽培している青じそを使用し、自家製の
米麹も地元上林で育てた米を使用しています。
手作りにこだわった一品で、ぜひ田舎のおば
あちゃんの味を味わってください。

すまいる工房 【綾部】

万願寺唐辛子しょうゆ麹漬
地元上林で育てた万願寺とうがらしを一個ずつ
手で切り、天日干し乾燥を行い、自家製の米麹
を使って醤油麹に漬け込んで作りました。手作
りにこだわった一品です。

すまいる工房 【綾部】

万願寺みそ
地元上林で育てた万願寺とうがらしを使
用し、自家製の米麹も地元上林で育てた
米を使用しています。

和木のうしん 【綾部】

小梅漬
地元和木町で生産している小梅（品種：竜狭小
梅）と赤しそを原料に昔から伝わる製法に拘り製
造しています。本品は常温保存ができる限界塩分
濃度１５％を遵守しています。



調味料等

株式会社今しぼり【綾部】

育てる醤油・卓上しぼり器セット
えっ!?お醤油って作れるの？ 昔ながらの醤
油をテーブルで育てることができます。醤
油麹に水を入れて、かき混ぜ、約１年後に
は熟したお醤油のもろみができ、卓上しぼ
り器で絞り出たて醤油を味わえます。手作
り派の方へのプレゼントにも最適です。

株式会社今しぼり【綾部】

今しぼり醤油２本・卓上しぼり器セット
昔ながらの古式醸造法で仕込んだもろみを、二年
間じっくり発酵熟成させ醤油をしぼらずにそのま
まお届けします。使うときにお客さまが食卓で卓
上しぼり器で絞り出して世界一新鮮な醤油を味わ
うことができます。

株式会社今しぼり【綾部】

食べる醤油３種ギフト
（オリーブ＆ガーリック、山椒＆なたね油、
鷹の爪＆ごま油）

昔ながらの古式醸造法で二年間じっくり発酵熟成したもろ
みを使用し、良質のオイルと京都産の薬味を使った新しい
調味料です。発酵を止めず、酵母や有用菌を生きたままお
届けします。化学調味料無添加です。（要冷蔵）

株式会社今しぼり【綾部】

育てる白味噌
これまで「味噌づくり」に敷居の高かった方も、お一人で
も安心して「味噌づくり」に挑める、最適のキットです。
普通のお鍋だけで、手軽に手作りの白味噌が仕込めます。
仕込んで１～３カ月で、とても美味しい白味噌ができます。
（要冷蔵）

田舎家そらしど【綾部】

万願寺とうがらしの「じぇのべーぜ」
万願寺とうがらしの「ぺぺろんちーの」

地域の農家から直接仕入れたザク切り万願寺とうがらし
を贅沢に使ったソースです。
「じぇのべーぜ」・・・

原材料の落花生、にんにく、チーズ、塩も国産で
す。フランスパン、クラッカー、白身魚、パスタ
等にかけてお召し上がりください。

「ぺぺろんちーの」・・・
原材料のにんにく、塩、ハーブも国産です。
フランスパン、クラッカー、パスタ、ご飯、肉等
と一緒にお召し上がりください。



調味料等

悠々工房したのかち【綾部】

完熟コリンキーで作ったかぼちゃジャム
さっぱりとしてフルーツの味に近いかぼちゃ（コリンキー）
を完熟して甘みを増してから収穫し、ジャムにしたものです。
クセもなく優しい風味は、パンやヨーグルトによく合います。

飲料

どぶろく棚田の里 【福知山】

大江の鬼の甘酒・紅甘酒（甘酒の素）
どぶろく製造に使う上質の米麹と自家生産の米を
用いて、甘くてすっきりとした味わいの甘酒に仕
上げました。紅甘酒には紅麹を加え、かわいい桜
色に仕上げました。（要冷蔵）
令和元年度「ふくちやまのエエもん」認定品です

株式会社 椋本営農 【舞鶴】

どぶろく でんじろ（濁酒 善次郎）
青葉山の麓で自社生産した酒造好適米「祝」を使
用。自社生産した赤米、紫黒米、翠米も掛け米と
して使用。米の甘さや華やかな香り、はじけるよ
うな口あたりと酸味が特徴です。（要冷蔵）

株式会社 椋本営農 【舞鶴】

京都米サイダー
青葉山の麓で自社生産した酒造好適米「祝」を
使用したほんのり甘いサイダーです。子供から
お年寄りまで飲みやすいよう微炭酸で仕上げて
います。
「平成30年度京の食６次産業化コンテスト コ
ンシューマー賞」受賞商品です。

株式会社 For you ふぁーむ【綾部】

たまご農家の平飼いたまごのマヨネーズ
原材料に自社で育てた活力あふれる若鶏の卵のみを使用
することで、生命力みなぎるマヨネーズができました。
さわやかなのに濃厚なまろやかさが特徴です。
ホイップのように軽やかな味わいとかわいらしいパッ
ケージ、こだわり素材がお土産として喜ばれます。



惣菜

あやべ温泉（株式会社 緑土） 【綾部】

京都産和牛使用「二王門赤カレー」
京都府北部唯一の国宝「光明寺二王門」が
メインテーマで、こだわりの京都産和牛を
使用し、二王門の朱をモチーフとした辛口の
赤いカレーが特徴となっています。

社会福祉法人ふくちやま福祉会
第2ふくちやま作業所 【福知山】

はじめてコロッケ（レンジで簡単）
原材料のじゃがいも・玉ねぎ・ニンニクは福知山
産を使用し、施設の畑で栽培した季節の野菜を混
ぜて加工場で手作りしています。
ご家庭ですぐ召し上がれるよう真空パッケージで
包装しました。（要冷凍）
令和元年度「ふくちやまのエエもん」認定品です。

社会福祉法人綾部福祉会
ワークショップ サクラティエ 【綾部】

イタリアンメンマ「VOLINARI:NO」
（ボリナリーノ）

パリポリ新食感!! おつまみにパスタの付け合わせ
にどうぞ。
綾部でとれた「たけのこ」を使用しており、その他
の原材料のジャンボニンニク・玉ねぎ・ドライトマ
ト・はちみつ・鷹の爪・バジル・だし醤油は全て綾
部産を使用しています。

北陵うまいもん市｢雲原店」【福知山】

雲原こんにゃく
雲原産の３年ものをこんにゃく芋を使用し、
そば殻の灰から抽出した凝固剤で固めたこだ
わりの逸品です。（要冷蔵）
そのまま「刺身」で食べるのが一番美味しい
食べ方です。

毛原の棚田食品加工所 【福知山】

黒豆の粕漬け 復刻版
昭和の頃、当地で作られ生産を終了していた特産品
を地域の女性達で試行錯誤して復活。
甘めに煮た黒豆を酒粕につけていて粕ごと召し上
がっていただけます。(要冷蔵)
黒豆、酒粕ともに地元産にこだわっています。
平成30年度「ふくちやまのエエもん」認定品です。



惣菜

勝 信吾（かつ しんご） 【福知山】

黒ボク大根の切干し大根
非常に美味しい品種を夜久野高原の火山灰土（黒ボク）で栽培しました。
甘味が強い冬の時期の大根を使用し、乾燥することで更に大根の旨み、甘味の増した商品。
野菜チップスでも食べられますが、キムチにして豚キムチや、味噌汁に入れることで大根の旨み
が感じられます。

おつまみ工房弾正【福知山】

鹿花椒漬（しかかしょうづけ）
居酒屋「弾正」が開発した缶詰。舞鶴市西方寺で獣肉専門に狩猟・解体・販売を
行っている「寒山拾得（かんざんじっとく）」の鹿肉を塩漬けにし、お酒に合う
ようにオリジナリティを全面に出した味付けにしました。

おつまみ工房弾正【福知山】

鶏梅煎茶漬（とりうめせんちゃづけ）
居酒屋「弾正」が開発した缶詰。舞鶴市西方寺の「霜尾養鶏」の鶏肉を使用。
和風だしと煎茶で味付けし、梅肉をアクセントにしました。



京都府中丹地域とは

京の伝統野菜
「万願寺とうがらし」

京都府中丹地域は北は日本海に面
し、鬼の里伝説で有名な大江山や
明智光秀が築いた城下町、かつて
養蚕業が盛んにおこなわれた緑豊
かな田園地帯が広がっています。

中丹地域では、肉厚でタネが
少なく甘みのある京の伝統野菜
「万願寺とうがらし」が盛んに
栽培されています。

福知山市

綾部市

舞鶴市

京都御所

福知山城（福知山市）

中丹地域の名所

国宝光明寺二王門（綾部市）

赤レンガ倉庫（舞鶴市）

令和４年３月発行


