
【宮津市】３６店舗 （令和４年３月１５日時点）

施設名称 施設市区町村 施設住所

おにぎりとおやつmusubi 宮津市 喜多1152

カネマスの七輪焼き 宮津市 漁師1711

toto cafe 宮津市 漁師1775-25ととまーと内

宮とと水産 宮津市 漁師1775-25ととまーと内

レストラン漁連 宮津市 漁師1775-25ととまーと内

旅館高島屋 宮津市 魚屋1001-1

茶六本館 宮津市 魚屋866・867番地

すえひろ 宮津市 江尻61

坂元家 宮津市 江尻70番地の3

海鮮宿黒崎荘 宮津市 江尻883-6

Un Son Benir 宮津市 江尻924

天橋立ワイナリー 宮津市 国分123

ぶどう畑のマルシェ＆レストラン 宮津市 国分123

株式会社松井物産　新館　瑞松苑 宮津市 字小松小字二反田１０

つるや食堂 宮津市 字中野宮の脇618

お食事処　浪漫 宮津市 字日置917番地

山海屋 宮津市 字浜町3012番外ミップル内

かつふじ 宮津市 字浜町３０１２番外ミップル内

割烹たんご 宮津市 新浜1980-1

酒菜　禅 宮津市 新浜1987

傘松の里 宮津市 大垣112

Ama Terrace 宮津市 大垣19

Ama Terrace(Ama Cafe) 宮津市 大垣19

欧風料理  精養軒 宮津市 島崎2021-1

MIYA-Poke 宮津市 浜町３００８番地　おさかなキッチンみやづ内

小田寿司 宮津市 文珠518-25

Dining＆Bar　AZITO 宮津市 本町770

京都府立丹後海と星の見える丘公園　食堂 宮津市 里波見無番地 京都府立丹後海と星の見える丘公園

橋立やまいち 宮津市 溝尻３２４番地１

カラオケ喫茶スナック浮橋 宮津市 中野421-1

amano-hashidate  幽斎 宮津市 字須津2653番地

ホテル丹後 宮津市 新浜1980-1

天橋立荘別館 よさの荘 宮津市 杉末1516-2

オーベルジュ天橋立 宮津市 文珠191-1

天橋立ホテル 宮津市 文珠310

天橋立荘 宮津市 文珠584-1

【京丹後市】７２店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

レストラン　ベイクック 京丹後市 久美浜町2794

道の駅　くみはまSANKAIKAN　レストランめし～る 京丹後市 久美浜町浦明1709

シーサイド西中 京丹後市 久美浜町蒲井567

HOTEL  DINNING  Reception Garden 京丹後市 久美浜町向礒2575

(有)丹後ジャージー牧場　ミルク工房　そら 京丹後市 久美浜町神崎411

お食事処なかじま 京丹後市 久美浜町谷276番地の94

イタリア料理Aonone 京丹後市 久美浜町仲町924-4

久美浜温泉サンタ 京丹後市 久美浜町平田1348,1349-1

ロッジ　セグ 京丹後市 久美浜町湊宮1003番地

堅木屋 京丹後市 久美浜町野中206

焼肉　金竜 京丹後市 大宮町河辺３１７４－１

座しき笑子 京丹後市 大宮町河辺3705-1

めし屋　市ごろう 京丹後市 大宮町三坂138-3

鶏そば　ふじ田 京丹後市 大宮町周枳1520-6

へしこ工房HISAMI 京丹後市 丹後町間人1820



地産食堂HISAMI 京丹後市 丹後町間人1830

はしうど荘 京丹後市 丹後町間人632-1

キッチン高嶋 京丹後市 丹後町久僧1562

海辺のレストラン　TANGOTANGO 京丹後市 丹後町久僧1562番地

天の酒喰 京丹後市 峰山町荒山1130-1

オースティン 京丹後市 峰山町荒山180-4

和風レストラン　鼓鍋 京丹後市 峰山町荒山264

餃子の王将峰山店 京丹後市 峰山町荒山２８２ー１

三河屋 京丹後市 峰山町荒山371の4

居酒屋てんてん 京丹後市 峰山町荒山56-2

麺倶楽亭 京丹後市 峰山町新町1606-1　マイン内

お食事処たんご 京丹後市 峰山町新町1654

マクドナルド312店峰山新町店 京丹後市 峰山町新町１77-10

食事処　きくのや 京丹後市 峰山町杉谷1012-1

あさの食堂 京丹後市 峰山町杉谷９３０番地の９

旬彩武蔵 京丹後市 峰山町杉谷字津久田９２４

カフェミツバチ 京丹後市 峰山町菅３９３－６

まるみ食堂 京丹後市 網野町下岡123-1

あさも 京丹後市 網野町小浜77-1

フリースペース ぐらんま 京丹後市 網野町浅茂川1845-12

海の見える居酒屋　海ぞく 京丹後市 網野町浅茂川４０１

たどり月 京丹後市 網野町浜詰46-13

Honobonoかふぇ 京丹後市 網野町網野255

味喜屋 京丹後市 網野町網野2808-17

くれ竹 京丹後市 網野町網野2824-9

大吉 京丹後市 網野町網野2894-29

アミティシルク 京丹後市 網野町網野367地場産業振興センター

中華小僧安安 京丹後市 網野町網野54

かにはん 京丹後市 網野町木津5番地

麺屋ここらじ亭 京丹後市 網野町木津小字新向田426-1

山と海WITH日本海牧場 京丹後市 弥栄町鳥取123

campanio 京丹後市 弥栄町鳥取123丹後王国食みやこ

だいまるしょうゆ 京丹後市 弥栄町和田野566

豪商稲葉本家 京丹後市 久美浜町3102番地

御菓子司　あん 京丹後市 網野町木津１番地

割烹の宿こばま荘 京丹後市 網野町小浜342-2

トン’Sキッチン 京丹後市 弥栄町鳥取123丹後王国食みやこ

IKINARI MAHAL KITA GOLD 京丹後市 網野町高橋１－３

IKINARI MAHAL KITA 京丹後市 網野町網野２８０８－２４

IKINARI MAHAL KITA  PREMIUM 京丹後市 網野町網野２８０８－５

民宿わだ 京丹後市 久美浜町湊宮１８４３

澄海　 京丹後市 久美浜町湊宮2330

昭恋館　よ志のや 京丹後市 丹後町間人1297-3

宿居三養荘 京丹後市 丹後町間人2708

ペンション晴れたり雲ったり 京丹後市 丹後町間人4888

料理・旅館　喜久屋 京丹後市 丹後町成願寺１１６３

和み庵　空と海 京丹後市 丹後町平220

Hotel＆Dining　Kissuien 京丹後市 峰山町杉谷943

御宿　矢吉 京丹後市 網野町掛津西山15-1番地

料理旅館てり吉 京丹後市 網野町浅茂川1861-13

シーサイド佐竹　味な 京丹後市 網野町浅茂川1980

丹後旅の宿　万助楼 京丹後市 網野町浅茂川366

本陣粋月 京丹後市 網野町浜詰266-19

坂本屋　瑠璃亭 京丹後市 網野町浜詰266-23

みのり旅館 京丹後市 網野町浜詰46-13

木津館 京丹後市 網野町木津14-2

湯元館 京丹後市 久美浜町平田1106-4





【伊根町】１２店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

お食事処　油屋 与謝郡伊根町 字亀島459-2

レストラン舟屋 与謝郡伊根町 字亀島４５９番地

ラウンジFUNAYA 与謝郡伊根町 字亀島459番地-2

舟屋食堂 与謝郡伊根町 字平田４９１番地

伊根の舟屋　雅 与謝郡伊根町 字平田５５２番地

旅客船営業所　日出駅 与謝郡伊根町 日出11

鮨割烹　海宮（WADATSUMI） 与謝郡伊根町 平田５９３－１

ＩＮＥ　ＣＡＦＥ 与謝郡伊根町 平田５９３－１

イタリアンバールピエーノ伊根店 与謝郡伊根町 本庄浜111番地の1

奥伊根温泉油屋　スナック 与謝郡伊根町 津母５７０

油屋別館　和亭 与謝郡伊根町 字津母561，566他6筆

奥伊根温泉　油屋本館 与謝郡伊根町 字津母５７０番地

【与謝野町】６店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

欧風ダイニングクッチーニ 与謝郡与謝野町 下山田82

らーめん跳満 与謝郡与謝野町 岩滝2308-11

フィーヌズエルブ 与謝郡与謝野町 岩滝６８番地

そば楽 与謝郡与謝野町 上山田667

餃子の王将与謝野店 与謝郡与謝野町 石川７８７

Ｌｉｌｙ 与謝郡与謝野町 石川1460 足立ビル１階


