
【お昼】【お昼・夜】

【個室・要予約のお店】

京丹波産の食材を積極
的に使用し、ランチ、夜の
コース共に老若男女を問
わず皆様に喜んでいただ
ける料理、お店を目指して
営業しております。 ■〒622-0324 京丹波

町大朴■国道9号を福知
山方面へ国道173号交差点（和田）を左折して2㎞左側
■1,000円～2,000円■11：00～15：00■毎週水
曜日と第２・第４木曜日■20席■0771-88-9050

春は桜、初夏は新緑、秋は
イチョウ並木が美しい総合
運動公園の中にあるレスト
ランです。

※当店は貸切営業（予約宴会のお客様のみの営業）となる日もあ
　りますので来店時には開店確認のお電話をください

みずほガーデンロッジ
D-8

おすすめメニューみずき定食

6レストランみずき

所
交

¥休
☎

■〒622-0203 京都府船
井郡京丹波町富田辻33■２７号線真っすぐ、富田交差
点過ぎて左手に見えるバス停を左折、すぐ左折、右手に
見える■400円～2,500円■10：00～18：00■不定休
■松花堂ランチのみ予約制■15席■0771-82-1205

地元野菜・卵をふんだんに使用し
たメニュー構成。体を冷やさない
ビートグラニュー糖などを使用し、
健康にも配慮したスイーツ。カフェ
利用のほか、手のひらサイズの苔
庭のワークショップも体験可能。

E-7
おすすめメニュー松花堂ランチ(要予約)

9

■〒622-0214 京丹波町蒲生
野口49-6■役場から南へ150m（蒲生野中学校の前）■ 
600円～1,300円■8：00～18：00　但し、冬季は17：00
■毎週水曜日14：00以降■17席■0771-82-2668

テニスラケットのガット張替え及び
テニスグループレッスンの予約も。
テニスだけでなくいろいろなスポー
ツの集いの場として、自慢のコーヒ
ーをお楽しみください。
ランチにはどのメニューにも季節の
野菜のサラダがセットです。

カフェアンドテニス ロブF-8
おすすめメニュー山菜和風オムライス

11

所

☎

交¥

休

■〒622-0332 京丹波町
質美上野43 旧質美小学校内■国道９号線和田交差点を
綾部方面へ２㎞、保井谷交差点を下山方面へ３㎞■
1,000円～1,300円■12：00～16：00■不定休（基本
月・水）■10席■080-2458-2093

趣きのある、旧質美小学校
の中にあります。ゆったりす
ぎる時間とこの空間をお楽
しみください。

盲亀浮木D-6
おすすめメニュー手作りケーキ、オーガニック珈琲

12

☎

所
交

¥
休

■〒622-0441 京丹波
町坂井宮ノ下10-1■国道
9号線を福知山方面へ約
12分。JRバス坂井駅下車
徒歩3分■550円～1,000円■8：00～18：00■毎週
日曜日■25席■0771-87-0129

地元のお米、野菜等を中
心に使用しています。

チャ茶ちゃC-7
おすすめメニュートンカツ定食

3

☎

所
交

¥休

ちゃ

■〒622-0323 京丹波
町井尻松ヶ鼻15-4■京丹
波みずほICから西へ3分■1,500円～2,500円■10：
00～17:00■毎週月曜日・火曜日（臨時休業あり）■
30席（分煙席あり）■0771-86-1773

地元京丹波のお米、野菜、
卵を使った食材でランチを
提供させていただいていま
す。
ぜひゆっくりとした時間を
過ごしにお越しください。

Café&Lunch MINI ONEC-7
おすすめメニュー焼キーマカレー

4

所
交

¥
休

☎

馬三頭、ヤギ、猪のブー子、
牧場では人懐こい動物ば
かり！
ポニー達とのふれあいを楽
しんでください。ワンちゃん
と一緒にカフェもお楽しみ
ください。

和知ポニーちゃん牧場カフェ
おすすめメニューおいしいコーヒー

1

■〒629-1143 京丹波町
出野加ジ路30■国道27号を綾部方面へ約25分■
500円～1,000円■10:00～17：00■月・火・水・木■
13席■090‐2592‐8233 ☎

所
交¥

休

C-4

■〒622-0322 京丹波町大朴皿引1-4■国道9号を
福知山方面へ国道173号交差点（和田）を左折して2㎞
左側■500円～1,000円■11：30～14：30■毎週
火曜日■一部必要■40席■0771-86-1513

広い芝生や木々に囲まれ
た見晴らしの良い場所で
お食事を楽しんでいただけ
ます。
店内で製麺した十割そば
の他、各種定食、丼物など
提供しています。

D-8
おすすめメニュー京丹波そば（ざる）

5森林浴レストラン

所

☎

交

¥休
予

しんりんよく

食の
推進の店 京丹波

■〒622-0331 京丹波
町中台大沢96‐1■府道
444号を福知山方面に車
で5分■1,000円～2,000円■14：00～17：00（予
約のある日は11：00～）■土、日、月、火、祝■必要■
8席■090-4031-8324

絵本の中の森を思わせる
野鳥が訪れる自然の中の
小さなカフェ。京丹波のお
野菜を使った彩り豊かな
「森ランチ」がオススメです。

D-7
おすすめメニュー 森ランチ

7

☎

所
交

¥
休

■〒622-0321 京丹波
町橋爪上中島29-2■国
道9号を福知山方面へ約4㎞ 5分■700円～1,300円
■11：00～15：00（14：30オーダーストップ）■毎週
水曜日■36席■ 090-1074-0260

地元産の瑞穂蕎麦を「挽
きたて、打ちたて、茹でた
て」の３たて蕎麦で楽しん
でいただけます。

咲家 つる丸D-7
おすすめメニュー瑞穂そば定食

8

☎

所
交

¥
休

さくや

食の
推進の店 京丹波

食の
推進の店 京丹波

■〒622-0231 京丹波町
豊田千原83■国道9号を
福知山方面へ約10分、大型看板を左折■3,000円～
6,500円■12：00～15：30■月、火、水、木■必要■
20席■0771-82-2003

京丹波でとれた新鮮な野
菜や厳選されたジビエを提
供しています。
ブドウ畑を見ながらワイン
片手にゆったりとした時間
をお過ごしください。

丹波ワインハウスE-7
おすすめメニュー特製ジビエグリルコース

10

所
交

¥

☎
休予

たんば

食の
推進の店 京丹波

有機素材や伝統的製法の
調味料にこだわり季節感
を大切にしたメニューを提
供。天気の良い日は、外の
庭での景色を眺めながら
ゆっくりとした時間を過ご
していただけます。

おすすめメニューランチセット

2

■〒629-1131 京丹波町坂原シヨガキ16■国道27号を
綾部方面へ山野草の森すぐ横■3,000円～5,000円■
11：00～18：00■毎週火曜日・水曜日（冬期不定休）■内
12席（外席あり）■0771-84-0959 ☎

所交
¥

休

bio sweet's
capocapo 菓歩菓歩

かぽかぽ
E-4
食の
推進の店 京丹波

カフェ癒庭泉
ゆていせん

所
交

¥
☎

休
予

食の
推進の店 京丹波

Dans La Forêt

予

■〒622-0213 京丹波町
須知狐塚15-6■旧街道京
都方面へ2分■2,500円～
8,700円■11：00～20：30■毎週水曜日■必要■60
席■0771-82-0253

味わい深い季節の食材を
使用。

粟乃屋F-8
おすすめメニューミニ会席

40
あわのや

所

☎

交
¥

休予

■〒622-0323 京丹波町
井尻下河原3■国道9号を
福知山方面へ約10分■7,000円～10,000円■11：00
～23：00■年中無休■必要■45席■0771-86-1000

囲炉裏を囲んで美味しい
お酒（地酒や丹波ワインな
ど）とともに、秋は松茸、冬
はボタン鍋をお楽しみくだ
さい。

民宿 きむらC-7
おすすめメニュー松茸料理（10月～11月上旬まで）

37

☎

所
交

¥
予 休

■〒622-0321 京丹波町
橋爪桧山38-5■国道9号
を福知山方面へ約15分。
JR桧山バスターミナル前■1,500円～6,000円■11：
30～21：00■毎週木曜日（土・日・祝日不定休）■鍋物・
懐石料理・オードブル（要予約）■40席■0771-86-1210

新鮮なネタを使用した御寿司、又
丹波産のお米を使用しています。
会席料理、幕ノ内弁当、ご宴会な
ど予約承ります。バスの送迎もお
申し付けください。

寿司・仕出し・ご宴会 土佐寿司D-7
おすすめメニュー寿司

38

☎

所
交

¥
休予

と  さ  ず  し

当店の会席料理は店主の手
打ちそばが美味しいと評判。
自家栽培の野菜を使い、旬
の味を最大限に引き出し、１
つ１つの素材のうまみを残し
たやさしい味をご賞味くださ
い。ゆっくり飲みながら楽し
い時間を…。

民宿 ほそのA-6
おすすめメニュー会席料理

35

■622-0304 京丹波町猪鼻中村80番地■みずほＩＣを
降りて、綾部方面へ10分■5,000円（税別）～■11：00
～22：00■不定休■必要■20席■0771‐88‐0130

所交
¥

休☎ 予

季節料理 ふるさと

■〒629-1121 京丹波町
本庄木下25-1■国道27号
を綾部方面へ約15分。役場和知支所横■5,000円～
7,000円■11：30～21：30■不定休■必要■6室（1階
40名・2階20名）■0771-84-0581

鮎料理、会席料理、ぼたん
鍋、山菜料理など。
ホームページ
http://www.tanba-furusa
to.jpをぜひご覧下さい。

E-4
おすすめメニュー会席料理

34

所
交

¥

☎
休予

■〒629-1121 京丹波町本庄野畑1■京丹波町役場より
国道27号線を車で15分（JR和知駅前）■5,000円～■
11：00～23：00■不定休■必要■11室（1室当り1名～
60名）、個室有（完全個室）■0771-84-0009

明治三十二年創業の鮎茶屋
料理旅館角屋魯山人が絶賛
した「天然鮎料理」をはじめ冬
は良質な脂が豊富な最上級
「牡丹鍋」山菜・栗・松茸・京野
菜など四季折々の料理をお楽
しみいただけます。

鮎茶屋 料理旅館 角屋E-4
おすすめメニュー天然鮎のフルコース

36

☎

所交
¥

休予

かどや

■〒622-0214 京丹波町
蒲生池35-3■役場前交差点から東へ100m■1,000円
～4,000円■11：30～14：00　17：00～22：00■月
曜日■必要■14席■0771-82-2530

一色産の鰻を蒸さずに焼
き上げる関西風の地焼き
にしております。
うな良のタレは甘くない。
お米は丹波産こしひかり。
こだわりの味をお楽しみく
ださい。

うな良F-8
おすすめメニュー特上鰻丼

39

所
交¥

☎

よし

予
休

■〒622-0214 京丹波町
蒲生蒲生野235-1■国道9
号を福知山方面へ約1分、
右側■800円～1,000円■11：00～15：00、17：00～
22：00■火曜の夜■80席■0771-82-0092

地元の白菜で作ったキムチ、
漬物ご飯おかわり自由。お
昼は、ドリンクバー無料サ
ービス。本場の味。

台湾料理 福香源F-8
おすすめメニュー若鶏の唐揚げ

23

所

☎

交

¥
休

■〒622-0203 京丹波町
富田井爪36■国道27号を綾部方面へ約5分、石井食品
前■380円～1,000円■8：00～19：00■毎週木曜日・
第1水曜日■22席■0771-82-1816

土日限定メニュー、2013
京丹波食の祭典グランプリ
メニュー「丹波を牛ぅ～っ
と煮込んだロコモコ丼」が
オススメ。

café mokaF-7
おすすめメニューロコモコ

20

☎

所
交

¥休

カフェモカ

■〒622-0214 京丹波町
蒲生蒲生野208-12■国
道9号を福知山方面へ約1
分、右側。国道27号分岐点の正面■1,000円～2,000円
■10:00～20：00■毎週月曜日■60席■0771-82-0158

豊富なメニューが揃い、高
い天井のあるお店です。

れすとらん たんばやF-8
おすすめメニューラーメンセット

24

☎

所
交

¥
休

■〒622-0214 京丹波町
蒲生蒲生野240-3■国道
9号を福知山方面へ約1分、右側■1,000円～ 創作ミ
ニ会席3,000円～■11：30～14：30　17：30～20：
00■不定休■予約可■40席■0771-82-2111

地元の食材をふんだんに
使ったお料理を提供してい
ます。緑のきれいな京丹波
で美味しいお料理に舌鼓
を打って、ゆったりとした時
間をお過ごしください。

F-8
おすすめメニュー創作ミニ会席

22
レストラン
トレランツ美奈登

所
交

¥

☎ 休予

みなと

■〒622-0214 京丹波町
蒲生蒲生野278-146■国
道27号を綾部方面へ1㎞
の所左側、清風台■500円～800円■8：30～18：00
■毎週水曜日■30席 他畳席有り■0771-82-1787

京丹波産のお米と野菜使
用。

食事処 恵那F-7
おすすめメニューぼたん鍋焼うどん

21

所
交

¥
☎ 休

えな

■〒629-1121 京丹波町本庄ウエ9■
国道27号を綾部方面へ約15分。役場
和知支所前■店内380円～1,250円・
座敷3,000円～5,000円■9：00～22：00■日、祝■
座敷必要（3日前まで）■20席■0771-84-0495

自家農園で作った野菜で手作りをモッ
トーにお料理を提供しています。
お座敷もご予約で会席弁当、焼肉、懐
石料理、オードブルもご予算に応じて
提供しています。

MADOIE-4
おすすめメニューカレー煮こみうどん

19

☎

所

¥
休予

まどい

交

地元丹波の食材を使用し
て季節の会席料理を中心
にご用意しております。
また、レストランでは簡単な
お膳のメニューも多数ござ
いますので、お気軽にお問
い合わせください。

京丹波 八光亭E-7
おすすめメニュー丹波牛ステーキ会席

25

■〒622-0231 京丹波町
豊田 須知高等学校前■国
道９号沿い■1,500円～6,000円■11：00～20：00■
水曜日■180席■0771-82-0850 ☎

所
交

¥休

はっこうてい

■〒629-1134　京丹波町
広瀬下タ休場14■和知駅
より車で10分■1,500円
～8,000円■11：30～15：00　17：30～22：00■不定
休 お問い合わせください■必要■090‐5882‐3804

フレンチベースの本格洋食
とヴィーガン、グルテンフリ
ーの様な々ご要望に応じて
お料理、スイーツを提供。

やすんばD-3
おすすめメニュー鮮魚のパイ包み焼白ワインソース

32

所
交

¥

☎
休

予

■〒622-0332 京丹波町
質美上野43 旧質美小学校内■国道9号線和田交差点を
綾部方面に2㎞、保井谷交差点を下山駅方面に3㎞■
1,500円～5,000円■11:00～17:00 ■毎週月曜日・水曜
日■17:00～21:00（予約制）■ 36席■ 0771-87-9015

廃校になった小学校（旧質
美小学校）をリノベーショ
ンしたイタリアンレストラン
で本格石窯PIZZAともっ
ちり生パスタをお召し上が
り下さい。

Pandozo cafeD-6
おすすめメニューきのこの山（大黒本しめじを使ったパスタ）

26

☎

所
交

¥
休

ぱんどーぞカフェ

予

■〒622-0322 京丹波町
大朴赤尾8■国道9号を福
知山方面へ。173号左折、
道の駅「瑞穂の里・さらびき」すぐ手前■600円～1,200円
■11：00～20：00■毎週木曜日■30席■0771-86-1559

京丹波桧山のお米、野菜
はほぼ地元産を使っていま
す。

喫茶 お食事 あぜ道 弁当・オードブル・仕出しC-7
おすすめメニュー唐揚定食

27

交

¥
休☎

所

みち

■〒622-0213 京丹波町
須知色紙田3番地5（丹波
マーケス内）■国道9号を
京都方面へ約1分■480円～980円■11：00～17：00
■水■100席■0771-82-3173

京丹波ぎゅう茸どんは「森
のごはんぐらんぷり2017」
でグランプリを受賞したご
当地丼です。

丼・定食の都屋F-8
おすすめメニュー京丹波ぎゅう茸どん

28

所

☎

交
¥

休

どんぶりみやこや

■〒622-0213 京丹波町
須知色紙田3番地5（丹波
マーケス内）■国道9号を京都方面へ約1分■580円～
880円■11：00～17：00■水■100席■0771-82-3173

当店のカレーはすべて丹波
牛のすじ肉を柔らかく煮込
んだ中辛のカレーです。
カツは自家製のロースカツ
です。

シン・サン・カレーF-8
おすすめメニューカツカレー

30

所

交
☎

¥
休

■〒622-0213 京丹波町
須知色紙田3番地5（丹波
マーケス内）■国道9号を京都方面へ約1分■590円～
850円■11：00～17：00■水■100席■0771-82-3173

黒ラーメンは黒豆みそ、黒
ゴマ、黒酢を使った担々麺
風のラーメンです。
お疲れ気味のお客様のお
役にたちます。

F-8
おすすめメニュー丹波黒ラーメン

29揚記ラーメン
ようき

所

交¥
☎ 休

■〒622-0213 京丹波町
須知色紙田3-5（丹波マーケス内）■国道9号を京都方面
へ約1分■800円～5,000円■11：00～19：30■水■
10名以上予約必要■100席■0771-82-3236

丹波の山の幸と舞鶴の海
の幸を使った和食のお店
です。
お手軽なランチメニューか
らボリューム満点の御膳ま
で幅広いメニューを取り揃
え、お待ちしております。

F-8
おすすめメニュー大名そば

31
丹波味の郷
レストラン まこと

所
交

¥
☎

休予

築130年の古民家を改装
したカフェです。
美しい里山の中で、京丹
波町で育った野菜を使っ
たスパイスカレーとジェラ
ートを提供しております。

cafe Eden
おすすめメニュースパイスカレー

13

■〒629-1111 京丹波町
大迫山根5■国道27号市場交差点から府道12号美山方
面へ約5分■1,000円～2,000円■11：00～15：00■
火、水、木■20席■0771-84-0123 ☎

所
交
¥休

F-4

大黒本しめじ・はたけしめ
じをはじめ、道の駅の新
鮮な野菜を使ったランチ
と美味しいドリップコーヒ
ーをご用意しております。
また、併せて多様なアンテ
ィークとお庭も楽しんでい
ただけます。

アンティークカフェ 森のねこ
おすすめメニューおまかせランチ、コーヒー

14

■〒622-0203 京丹波町富田井爪44■国道27号和知
に向かって車で約10分■500円～2,000円■11：00～
17：00■毎週火・水・木・土■22席■080-5312-6525 ☎

所交
¥

休

E-7

土日祝限定メニュー、公園管理
栄養士監修の「KTCプレートラン
チ」がおすすめ。
「主食」「主菜」「副菜」「乳製
品」「果物」がそろった栄養バラ
ンスのよいメニューでスポーツされ
る方や健康を考える方にピッタリ。

おすすめメニューKTCプレートランチ(土日祝限定）

15

■〒622-0232 京丹波町曽根崩下代110ｰ7京都府立丹波自然
運動公園 京都トレーニングセンター内■味夢の里より車で約6分、
丹波ICから約5分、京丹波みずほICから約10分■500円～1,000
円■9：00～16：00■公園休園時■20席■0771-82-0300 ☎

所
交

¥
休

E-8

野菜系とんこつスープにト
ロトロチャーシュー、自家
製平打ち麺に極太メンマ
の無双心ラーメン。
お客様にお腹も心も満腹
になっていただきます。

無双心
おすすめメニュー味玉無双心ラーメン

17

■〒622-0231 京丹波町
豊田水落79ｰ1■国道9号を福知山方面へ車で約10分
■750円～1,200円■11：30～20：30■無休■30席
■0771-82-0141 ☎

所
交

¥休

E-7

地元周辺の無農薬のお米
や野菜を中心に使い材料
にこだわり完全無添加で安
全安心なお食事、スイーツ、
自家製天然酵母パン、ドリ
ンクを作っています。景色の
良いデッキ席もあります。ワ
ンちゃん連れもOKです。

ニコサンカフェ
おすすめメニュースイーツ、ランチ

16

■〒629-1111 京丹波町大迫樫ノ鼻30■国道27号市場
交差点から府道12号美山方面へ約5分■1,000円～2,000
円■12：00～16：00■不定休■15席■080-5955-2533 ☎

所交
¥

休

F-4

京丹波ぽーく（PREMIUM・
BASIC）豚ホルモン・加工
品と京丹波町産の食材を
焼肉で味わうことができま
す。
冬期のみしゃぶしゃぶもあ
ります。

Kyotanba farmer's store Piglet's
おすすめメニューおとくセット

18

■〒622-0214 京丹波町
蒲生蒲生野286■丹波自然運動公園前信号を右折後す
ぐ左折■1,500円■12：30～21：30■毎週月曜日、第2・
4日曜日■必要■５テーブル■0771-82-2120 ☎

所
交

¥休

F-7

Cafe & Rest Rafraichir （カフェ＆レスト ラフレシール）

予

※食の京丹波推進の店…京丹波産の食材を使っ
て、料理を提供しているお店の登録制度

凡　　例
■…住所　　■…アクセス情報
■…お一人様あたりの平均予算
■…営業時間　　■…定休日
■…予約　　■…席数
■…電話番号 ☎

所交

¥
休

予

和知うめはら
おすすめメニュー和洋ランチ・コース

33

■〒629-1114　京丹波町升谷下子来73番地■国道27
号舞鶴方面升谷橋横■昼：1,000円～3,000円、夜：
3,500円～5,000円■11：00～14：00夜は要予約■火
■必要■４席■0771‐84‐0015 ☎

所交
¥

休

E-4

予

食の
推進の店 京丹波

食の
推進の店 京丹波

□食べる[京丹波 観光マップ]

発行：京丹波町 産業建設部 商工観光課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

TEL.0771-82-3809  FAX.0771-82-2700
発行：2022年7月

観光に関するお問い合わせ

京丹波町観光協会（事務所兼観光案内所）
TEL.0771-89-1717  FAX.0771-89-1713

〒622-0213 京都府船井郡京丹波町須知色紙田1番1
ホームページ  http://www.kyotamba.org

Email  info@kyotamba.org
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フードコート・おみやげ

みずほファーム瑞穂のたまご直売店7 D-7

問みずほファーム瑞穂のたまご直売店／〒622-0311 京丹波町和田小井根1-1
営9：30 ～17：00／㉁12月31日午後～1月3日
☎0771-88-9988

　養鶏農場直の新鮮な卵と近隣農家さんの野菜を中
心に販売しています。

公共の宿

〒629-1105 京丹波町下粟野向山35／問ウッディパルわち／
☎0771-84-2113

　高床式の研修棟、囲炉裏つきの2階建てや欧
風の平屋建てのコテージ、キャンプサイトなど、
滞在のスタイルに合わせた楽しみ方ができる宿泊
施設です。春には桜、秋にはイチョウが自然を美
しく彩ります。正面には和知川が流れ、魚つかみ
やホタル観賞などができるやすらぎスポットです。

ウッディパルわち3 F-3

〒622-0232 京丹波町曽根崩下代110-7／問丹波自然運動公
園／☎0771-82-0300

　300人の宿泊が可能な
宿泊施設。各種運動施設
を有していることからスポー
ツ合宿や学校、会社の研
修の場として広く利用されて
います。

京都トレーニングセンター宿泊施設2 E-8

　オートキャンプ場として
キャンプサイト、共同炊
事場を完備。貸し農園も
併設しており農業体験等
も実施できます。

〒629-1113 京丹波町長瀬／問アグリパークわち運営委員会／
☎0771-84-0011

アグリパークわち1 F-4

民宿・旅館・農家民宿

〒629-1121 京丹波町本庄野畑1-7
☎0771-84-0009

鮎茶屋料理旅館角屋5 E-4

〒629-0323 京丹波町井尻下河原3
☎0771-86-1000

民宿きむら7 C-7

〒622-0214 京丹波町蒲生野口50-1
☎0771-82-0171

花丘センター6 E-8

〒622-0304 京丹波町猪鼻中村80
☎0771-88-0130

民宿ほその8 A-6

〒629-1114 京丹波町升谷川岸9-1
☎0771-84-1751

民宿味里9 E-5

〒629-1101 京丹波町仏主堂ノ谷26
☎0771-84-1681

農家民宿「長老の里」10 G-2

〒622-1101 京丹波町安井観音寺44
☎0771-82-0792

農家民宿来楽寿家11 D-8

〒622-0302 京丹波町妙楽寺段ノ下29
☎0771-86-1755

農家民宿「荒牧家」12 C-6

〒629-1101 京丹波町仏主川原６
☎0771-84-1408

農家民宿ふじた13 G-2

〒622-0302 京丹波町妙楽寺出合73
☎0771-86-0274

農家民宿 京の出合14 C-6

〒622-0322 京丹波町大朴皿引1-4
問グリーンランドみずほ㈱／☎0771-86-1512／（利用料）1区画50㎡ 年間20,000円（税込）

　１区画50㎡の広々とした
貸し農園場で、農具、水道、
肥料、休憩所など設備が充
実。地元農家による、京丹
波ブランド食材の黒豆栽培
講習会などが受けられます。
収穫した野菜は、直売所で
販売もできます。

瑞穂マスターズ農園9 D-8

〒622-0322 京丹波町大朴皿引1-4
問グリーンランドみずほ㈱／☎0771-86-1512

　人工芝ホッケー場、体育
館、テニスコートなどのスポー
ツ施設を有する運動公園。
起伏のあるコースで人気のあ
るグラウンド・ゴルフ場では
毎日多くの人で賑わっていま
す。また、宿泊施設や道の
駅も併設しており1日楽しめ
る空間を提供しています。

グリーンランドみずほ8 D-8

〒629-1143 京丹波町出野岡ノ下25
問長源寺／☎0771-84-0212

　貞観14年（874年）、文徳天皇の第
一皇子惟喬（これたか）親王が出家し、
出野を訪れた際に村人たちに癌封じの
秘法を伝承したということから癌封じ寺
として信仰を集めています。7月第1週
日曜日に観音まつりを開催。約1,000
人の人で賑わいます。

長源寺（通称：がん封じ寺）
ちょう げん  じ

6 C-4

〒629-1111 京丹波町大迫上ノ山36
問太虚寺（京丹波町本庄）／☎0771-84-1305

　天足堂を建立した天足香禅和尚は村人
たちの悩みを聞いたり、頭の病気を神通
力で癒したりしたと伝えられています。今
でも「天足さん」の通称を持つこのお寺は、
ぼけ封じ寺として多くの人々に親しまれてい
ます。
　境内には樹齢約350年のヒノキの双樹
がそびえ、長生きの霊木とされています。

祥雲寺天足堂（通称：ぼけ封じ寺）
しょう うん　じ   てん  そく  どう

5 F-4

　森の中を和知川が流れる総面
積12万㎡の自然をそのまま生かし
た公園。山野草や果樹、ハーブな
ど合わせて約900種の植物を楽
しむことができます。1年を通して
多彩なイベントがあり、木の枝や
皮で昆虫を作る森のクラフトや苔
玉づくりなど体験できます。

〒629-1131 京丹波町坂原シヨガキ5　問わち山野草の森
（営）9:00～17:00／（休）火曜日／☎0771-84-2041／入園料 大人1人310円・子ども1人210円

わち山野草の森4 E-4

〒629-1101 京丹波町仏主（長老ヶ岳）
問京丹波町役場和知支所／☎0771-84-0200

　天気が良い日は、標高917ｍ
の山頂から遠く日本海が望めるほ
か、4月から5月にかけてはシャク
ナゲやイワカガミなどの色とりど
りの花が咲き乱れます。また、
登山道入り口付近では、7種類
の木が共生する七色の木や権現
の滝に出会えます。

長老ヶ岳・七色の木
ちょうろう  が   たけ

3 G-2

〒622-0315 京丹波町質志大崩12-1　問質志鐘乳洞公園協力会
（営）9:00～17:00／（開園日）4月～11月  毎日、3月・12月  土・日曜日／（休）1月・2月
☎0771-86-1725／入園料 大人1人530円・子ども1人310円

　京都府唯一の鍾乳洞。高低差
が大きく垂直に降りる階段は圧
巻。鍾乳洞内では、コウモリを間
近で見ることができます。また、
バンガローやキャンプ場が完備さ
れており、キャンプやアウトドアが
楽しめます。

質志鐘乳洞公園
しづ　し

2 B-5

〒622-0212 京丹波町市森（琴滝公園）
問京丹波町観光協会／☎0771‐89‐1717

　高さ43ｍの一枚岩を流れ落ち
る水が13弦の琴糸のように見える
ことが名前の由来といわれていま
す。滝のさわやかな水音を聞きな
がら、夏は青 と々した木々の中を、
秋は鮮やかに色づいた紅葉の中を
散策できます。

琴滝公園
こと  たき

1 F-9
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〒622-0232 京丹波町曽根崩下代110-7
問京都府立丹波自然運動公園／☎0771-82-0300

　陸上競技や体育館、テニ
スコート、こども広場、天文館、
プールなど大人から子供まで
楽しめる施設が盛りだくさん。
300人収容の宿泊所は合宿
や研修に最適です。
　公園内は京丹波町の花であ
るツツジ、また桜並木や紅葉
などが美しく四季を彩ります。

京都府立丹波自然運動公園7 E-8

〒629-1131 京丹波町坂原上モジリ11　
問道の駅「和」道路情報センター／（上演）13:30～（約90分）／☎0771-84-1522
入場料（協力金）大人1人300円・小中学生1人100円

　京丹波に伝わる伝統芸能
の発信拠点。月末の土曜日、
和知人形浄瑠璃、和知太鼓、
小畑万歳などの伝統芸能や
文化サークルの定期公演を開
催しています。公演スケジュー
ルは、京丹波町観光協会ホー
ムページでご確認ください。

道の駅「和」道路情報センター　伝統芸能常設館10 E-4

〒622-0332 京丹波町質美上野43　旧質美小学校内
問京丹波質美笑楽講 管理運営事務局／絵本ちゃん／（営）（休）店舗により異なる 毎週月曜日・水
曜日閉館（祝日の場合は開館）／☎090-2705-8622（絵本ちゃん）

　旧質美小学校（‘11年3月
末閉校）に2012年5月5日に
オープン。昭和35年に建てら
れたレトロな木造校舎の中で、
絵本を楽しめる絵本ちゃん。石
釜ピザや生パスタがおいしい
Pandozo cafeなど、いろんな
お店が出店されています。

旧質美小学校（質美笑楽講）11 D-6

〒629-0201 京丹波町下山岩ノ上22
問大福光寺／☎0771-83-0351　問渡邊家／☎0771-84-0028（町教育委員会）

　大福光寺は、足利尊氏公により嘉暦２年（1327年）に本
堂（毘沙門堂）、多宝塔（塔姿）は、暦応２年（1339年）に建
てられました。ともに、国重要文化財です。天正年間の兵火
により多くのお堂は焼失してしまいましたが、本堂及び多宝塔
は今も当時の姿を残しています。
　大福光寺に隣接する渡邊家は、江戸
時代のものとされており、およそ17世紀
末から18世紀はじめに建てられた府内
でも最古に属するかやぶき民家で、往
時の暮らしを肌で感じることができます。

大福光寺・渡邊家12 F-6
だい  ふく  こう  じ わた なべ   け

しつ   み  しょう がっ こう

長老酒造寺井酒店5

問長老酒造寺井酒店／〒629-1121 京都府船井郡京丹波町本庄・ノタテ5
営8：00 ～19：00／㉁日曜日
☎0771-84-0018

　京丹波の米・京丹波の地下水を使い、京丹波の杜
氏が仕込む、こだわりの地酒を造っています。

〒622-0315 京丹波町質志大崩12-1／問質志鐘乳洞公園協
力会／☎0771-86-1725

　キャンプサイトとバン
ガローを併設。アウトド
アに最適の空間です。ニ
ジマス釣りも楽しめます。

質志鐘乳洞公園キャンプ場4

〒622-0444　京丹波町鎌谷中西又64
☎0771‐87‐0208

ベネポルティア16 B-7

〒622-0214　京丹波町富田蒲生野153‐3
☎0774-88-5010

ハルのリゾート　京都17 F-7

〒629-1142　京丹波町稲次迫畑21‐1
☎090-8753-6856

農家民宿　がもう18 D-4

〒622-0232　京丹波町曽根深シノ67
☎0771‐82‐1311

15 E-8フェアフィールド・バイ・
マリオット・京都京丹波

バーベキューができる施設

道の駅和あゆガーデン ☎0771-84-1008

グリーンランドみずほコテージ ☎0771-86-1512

丹波自然運動公園 ☎0771-82-1045

質志鐘乳洞公園 ☎0771-86-1725 ※材料
　持込

ウッディパルわち ☎0771-84-2113 ※材料
　持込

アグリパークわち ☎0771-84-0011 ※材料
　持込

問丹波地域開発㈱／〒622-0213 京丹波町須知色紙田3-5
営10：00～ 20：00 ※朝採り野菜市（8：00～12：00）は、丹波マーケス隣接「うるおい館」で
毎週㊋㊍㊏㊐開催／㉁ショッピング街 原則第2・4水曜日／☎0771-82-3180

　京都縦貫自動車道「丹波IC」から国道9号を北へ約500m。
レストラン街とショッピング街がある複合施設で、地元の土産
物がいろいろ揃っています。

道の駅「丹波マーケス」4 F-8

朝採り野菜市

食の
推進の店
京丹波

問グリーンランドみずほ㈱／〒622-0322 京丹波町大朴皿引1-4
営9：00 ～18：00（軽食コーナー 10：00 ～17：00）
㉁原則 年末年始、第2・4木曜日／☎0771-88-9350

　国道173号に面し、緑豊かなリゾートゾーン「グリーンランドみ
ずほ」に隣接。毎日新鮮な野菜が並ぶほか、地元で窯を構える陶
芸家の作品も展示販売。

道の駅「瑞穂の里・さらびき」3 C-8
食の
推進の店
京丹波

丹波ワインハウス6 E-7

問丹波ワイン㈱／〒622-0231 京都府船井郡京丹波町豊田千原83
営10：00 ～17：00／㉁毎週木曜日・年末年始
☎0771-82-2003

　丹波ワインはもちろん、ワインを使用したオリジナル食
品、葡萄ジュース、ジェラートなど様 な々お土産ものを販売。
ワイナリー見学や葡萄畑を眺めながらのランチもできます。

食の
推進の店
京丹波

食の
推進の店
京丹波

食の
推進の店
京丹波

※食の京丹波推進の店…京丹波産の食材を使って、料理を提供しているお店の登録制度

食の
推進の店
京丹波

問ROOFGATE株式会社／〒622-0232 京丹波町曽根深シノ65番地1
営6:00 ～ 21：00／㉁年中無休／☎0771-89-2310

　京都縦貫自動車道・一般道のどちらからも訪れることができる
施設。京丹波町を代表する新鮮な食材、またそれらを使用した特
産加工品を取り揃えています。ショッピング、お食事はもちろんの
こと、町の観光・イベント等の情報も発信します。

道の駅「京丹波 味夢の里」1 E-8

問㈶和知ふるさと振興センター／〒629-1131 京丹波町坂原上モジリ11
営8：30 ～18：30（レストラン和 11：00 ～18：00）／㉁原則 火曜日／☎0771-84-1008

　国道27号沿い。由良川を見下ろす爽やかなロケーション。特
産品の販売のほか、レストランも併設。山野草の直売もあります。
毎年6月第3日曜日から9月末まで、あゆガーデンであゆのバーベ
キューが楽しめます。

道の駅「和」2 E-4

主な特産品

食の
推進の店
京丹波

B-5

E-4

AED（自動体外式除細動器）設置施設

PR動画 PR動画

PR動画PR動画


