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冬の観光だより

味覚

  市町村名       料理名     問合せ先 提供先・料金・その他 交通機関

右京区 地山ぼたん鍋 ◇あうる京北（京都府
立ゼミナールハウス）
TEL.075-854-0216
FAX.075-854-0316
ホームページ:
http://kyosemi.or.jp
/

地元の山で獲れた脂ののった猪肉を特
製の味噌ダレで煮込み、香り豊かな山
椒をふりかけていただきます。
地元郷土料理の深みのある味わいをお
楽しみください。
【日時】
11/1～3/31（期間限定）
【料金】
6,000円／人

◆各線「京都」駅からJRバ
ス（高雄・京北線）で約80
分「周山」下車、周山まで
お迎え有り（事前に到着時
間をお知らせください。）
◆各線「京都」駅から車で
約80分（40km）
◆JR嵯峨野線「二条」駅か
ら車で約60分（35km）
◆福王子から約40分（30km
）
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから約30分（25km）
※無料送迎ご相談ください
。
一般の方は4名以上で、会
席・バーベキュー・鍋料理
のいずれかご利用願います
。学校、各種団体等多人数
で合宿や研修を行われる場
合はこの限りではありませ
ん。

【駐車場】
有（100台、無料）

宇治田原町 ぼたん鍋 ◇赤政
TEL.0774-88-2380

ぼたん鍋

※要問い合わせ

◆京阪宇治線「宇治」駅、
JR奈良線「宇治」駅、また
は近鉄京都線「新田辺」駅
から京都京阪バス（維中前
、緑苑坂、工業団地行き）
で「下町」下車、徒歩10分

宇治田原町 古老柿 ◇JA京都やましろ農産
物直売所「宇治茶の郷
」
TEL.0774-88-2629

11月に田んぼに建てられる「柿屋」で
作られる独特の干し柿。冬場の限られ
た時期のみ販売される。禅定寺の観音
が娘に姿を変えて製法を伝えたといわ
れる。

◆JR奈良線「宇治」駅、京
阪宇治線「宇治」駅、また
は近鉄京都線「新田辺」駅
から京都京阪バス（維中前
、工業団地、緑苑坂）行き
で「郷之口」下車、徒歩1
分

【駐車場】
有
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  市町村名       料理名           問合せ先             提供先・料金・その他               交通機関        

木津川市 雉鍋・鴨鍋・鶏鍋 ◇萬鳥料理 雉祥
TEL.0774-46-8092
FAX.0774-46-8093
ホームページ:
http://www.nakapo.co
.jp/kijisyo/

ナカムラポートリー（笠置町）の外は
ぎ方法（捌き技法）で生産した安全安
心なきじ肉、鴨肉、鶏肉をゆっくりと
心行くまでご堪能いただけます。
【定休日】
不定休
【日時】
昼：11時～13時30分(ラストオーダー)
夜：18時～20時30分(ラストオーダー)
【料金】
コース料理
・萬鳥コース　12,000円
・雉鍋コース　11,000円
・間鴨鍋コース　8,000円
・京田舎どり中ひねすき焼きコース　
7,000円
・田舎どり若様すき焼きコース　5,70
0円
鍋セット
・若様すき焼きセット　3,500円
・中ひねすき焼きセット　4,600円
・間鴨鍋セット　6,000円
・雉鍋セット　7,500円
昼御前　2,300円、3,000円、3,750円
、4,500円

※要予約

◆近鉄京都線「山田川」駅
下車、徒歩6分
◆JR学研都市線「西木津」
駅下車、徒歩15分
◆JR大和路線「木津」駅か
らタクシーで15分
◆京奈和自動車道「山田川
」ICから国道163号で約1.2
km

笠置町 ぼたん鍋・かも鍋
・きじ鍋

◇各料理旅館

※自遊宿 料理旅館 松
本亭
TEL.0743-95-2016
※料理旅館 よしや
TEL.0743-95-2141

ぼたん鍋、かも鍋、きじ鍋
【料金】
各旅館へお問い合わせください。

◆JR関西本線「笠置」駅下
車、各施設へ

亀岡市 ぼたん鍋 ◇湯の花温泉旅館等

※湯の花温泉観光旅館
協同組合
TEL.0771-22-5645
※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

ぼたん鍋
【日時】
11月中旬～2月下旬

※要予約

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「湯
の花温泉」下車 等

南丹市美山町 ぼたん鍋 ◇美山町内各旅館・民
宿

※(一社)南丹市美山観
光まちづくり協会
TEL.0771-75-1906

ぼたん鍋(11月下旬～2月下旬)
【料金】
5,000円～

※要予約

◆JR嵯峨野線「園部」駅、
またはJR山陰線「日吉」駅
から市営バスで各施設へ

南丹市園部町 ぼたん鍋 ◇琉雅亭
TEL.0771-65-0209
ホームページ:
http://www.rurikei-r
yugatei.jp/

ぼたん鍋料理
【日時】
11月上旬～4月下旬
【料金】
ぼたん鍋定食　1,700円(税込)
ぼたん鍋コース料理　5,000円(税込)

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
ら京阪京都交通バス（八田
線）で「八田」下車、ぐる
りんバスに乗り換え「南八
田」から「るり渓」下車

南丹市八木町 ぼたん鍋 ◇八光館
TEL.0771-42-2221
FAX.0771-42-5510
ホームページ:
http://hakkoukan.com
/

食材の野菜は地元産の水菜をたっぷり
使用
【日時】
ぼたん鍋　11月中旬～2月中旬
【料金】
ぼたん鍋会席　6,500円

◆京都市内より京都縦貫自
動車道で約30分、国道9号
で約50分
◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩約5分
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  市町村名       料理名           問合せ先             提供先・料金・その他               交通機関        

南丹市日吉町 京都丹波鍋 ◇スプリングスひよし
レストラン「桂川」
TEL.0771-72-1526
FAX.0771-72-1700
ホームページ:
http://www.springs-h
iyoshi.co.jp/

レストラン桂川特製、黒豆豆乳ベース
のお出汁で、冬野菜や特産品の壬生菜
、鶏肉や京都丹波高原豚などの入った
体に優しいお鍋です。
【料金】
5,400円

※要予約

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス（日吉ダム行き）
で「ひよし温泉」、または
市営バス（日吉ダム行き）
で「スプリングスひよし」
下車
※日曜日、祝日も運行
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから約10分

南丹市日吉町 ぼたん鍋 他 ◇スプリングスひよし
レストラン「桂川」
TEL.0771-72-1526
FAX.0771-72-1700
ホームページ:
http://www.springs-h
iyoshi.co.jp/

ぼたん鍋コース
【定休日】
水曜日
【日時】
12月～2月
　11時～19時（ラストオーダー18時）
3月～11月
　11時～20時（ラストオーダー19時）
【料金】
ぼたん鍋　6,480円

※要予約

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス（日吉ダム行き）
で「ひよし温泉」、または
市営バス（日吉ダム行き）
で「スプリングスひよし」
下車
※日曜日、祝日も運行
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから約10分

京丹波町 ぼたん鍋 ◇京丹波町 ※冬場はぼたん鍋、予約が必要です。
【日時】
予約時に要相談

※要予約
〈各施設の問い合わせ先〉
角屋　TEL.0771-84-0009
ふるさと　TEL.0771-84-0581
民宿きむら　TEL.0771-86-1000
民宿ほその　TEL.0771-88-0130

※HP等
「和知角屋」
「季節料理ふるさと」
「民宿きむら」
「民宿ほその」
で検索

◆JR嵯峨野線で
　角屋　和知駅下車
　ふるさと　和知駅下車
　民宿きむら　園部駅下車
　民宿ほその　園部駅下車

綾部市 沖すき鍋・ぼたん
鍋・かも鍋他

◇あやべ山の家
TEL.0773-55-0443

沖すき、ぼたん鍋、かも鍋、上林鶏鍋
、カニすき
（11月～3月下旬） 　
3,240円～

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（上林線、於見市
野瀬線）で「山の家前」下
車すぐ

綾部市 ぼたん鍋・上林鶏
鍋

◇あやべ温泉
TEL.0773-55-0262

◇あやべ温泉二王館
ぼたん鍋、上林鶏鍋、カニすき、すき
焼き、しゃぶしゃぶ、イベリコ鍋
（11月中旬～3月下旬）
4,320円～

※12/3～2/28まで改修工事のため休館
します。

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（上林線、於見市
野瀬線）で「あやべ温泉前
」下車すぐ
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舞鶴市 舞鶴かにキャンペ
ーン

◇舞鶴観光協会
TEL.0773-75-8600
FAX.0773-75-8602
ホームページ:
http://www.maizuru-k
anko.net/

カニ料理、船盛料理・姿造り（時価）
【日時】
舞鶴かにこっぺ汁のふるまい（先着10
0食）
11/10　五老ヶ岳公園
11/24　西舞鶴駅（西口）
11/25　舞鶴公園
12/11　引揚記念館
12/15　舞鶴赤れんがパーク
いずれも10時～
舞鶴Instagramキャンペーン　11/6～3
/30
【料金】
カニ料理（11月上旬～3月）8,000円～

舞鶴市 養殖まがき料理 ◇かき小屋鶴昇丸（か
くしょうまる）
TEL.0773-68-2303
ホームページ:
https://kakushomaru.
jimdo.com

蒸しがき、カキフライなど（12/1～）
【日時】
12/1～4月上旬頃
13時～14時30分
※完全予約制

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
らタクシーで20分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから車で20分

舞鶴市 天然マガキ料理 ◇舞鶴かき小屋
TEL.080-6166-1158
ホームページ:
http://www.geocities
.jp/csntf555/kakigoy
a/

舞鶴湾産の天然マガキを蒸して提供。
（12/1～3月下旬）
【日時】
冬季限定（12/1～3月下旬）の土・日
・祝日のみ
※団体の場合は平日可

※完全予約制

◆JR舞鶴線「西舞鶴」駅、
または京都丹後鉄道宮舞線
「西舞鶴」駅からタクシー
で10分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
西」ICから車で20分

舞鶴市 舞鶴かき丼 ◇舞鶴観光協会
TEL.0773-75-8600
FAX.0773-75-8602
ホームページ:
http://www.maizuru-k
anko.net/

プリプリの舞鶴かきを使ったかき丼。
【料金】
舞鶴かき丼（12月下旬～3月）850円～

宮津市 魚の干物 ◇天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

旬の魚の干物 ◆京都丹後鉄道「宮津」駅
、または京都丹後鉄道宮豊
線「天橋立」駅下車、各施
設へ
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5～10分

宮津市 カニ料理・ブリし
ゃぶ

◇市内宿泊施設等

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

ブリしゃぶ（11月中旬～3月）
カニ料理（11/6～3月）
かにフルコース（11/6～3月）

※料金等、詳細は要問い合わせ。
※日帰りプランあり。
http://www.amanohashidate.jp/kani-
buri/

◆京都丹後鉄道「宮津」駅
、または京都丹後鉄道宮豊
線「天橋立」駅下車、各施
設へ
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5～10分

与謝野町 ちんざん鍋 ◇ちんざん
TEL.0772-42-2723
FAX.0772-42-2723

千年ツバキの里で、地元の猪やカモ肉
などをふんだんに入れた豪華鍋。
【料金】
1人前　3,000円

※要予約
※年中対応可

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
20分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らタクシーで20分

【駐車場】
有（無料）
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与謝野町 カニ料理（カニス
キ・カニ鍋・焼き
がに・カニコース
・カニ会席）

◇与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

カニ鍋（11月～3月）5,700円～
焼きガニ（11月～3月）5,250円～
カニコース（11月～3月）8,000円～
カニ会席（11月～3月）6,000円～

※要問合せ
〈各施設の問い合わせ先〉
ホテル喜楽家
TEL.0772-46-3351
京都府野田川ユースセンター
TEL.0772-42-2000

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅、または京都丹後
鉄道宮豊線「与謝野」駅か
らタクシーで各施設へ

与謝野町 ぼたん鍋料理 ◇かや山の家
TEL.0772-43-0860
FAX.0772-43-0865

大江山の自然に育ったイノシシのおい
しい肉を提供（12月～2月）
【料金】
しゃぶしゃぶ　3,500円～
すき焼き　4,000円～
牡丹鍋　　4,500円～

※要問い合わせ

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
20分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らタクシーで20分

与謝野町 鴨鍋料理 ◇ちんざん
TEL.0772-42-2723
FAX.0772-42-2723

千年椿の里にあるお休み処「ちんざん
」の郷土料理で、地元産の新鮮なあい
がもを使った鴨肉料理(12月～2月)
【料金】
鴨鍋　1人前　3,000円
昼食　ちんざん御膳　2,000円
（1人前のカモすき鍋付）

※要予約
※年中対応可

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
20分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らタクシーで20分

【駐車場】
有（無料）

伊根町 ブリしゃぶ ◇伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

日本三大ブリ漁場の伊根沖でとれる脂
がのって身が締まった寒ブリ。
薄造りにした「寒ブリ」を、沸騰した
昆布だしにサッとくぐらせ、ポン酢や
ゴマダレでいただく「ブリしゃぶ」は
絶品。

※要予約

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで「
伊根」下車
◆宮津より国道178号を北
へ伊根まで（約40～50分）

京丹後市丹後
町

間人ガニ（松葉ガ
ニ）

◇京丹後市観光協会丹
後町支部
TEL.0772-75-0437
FAX.0772-75-2189

11月6日～翌3月20日頃
間人のカニ漁はわずか5隻の小型船で
行われる伝統的な日帰り操業。鮮度が
いいのはもちろん、厳しい選別をうけ
、最高級と認められた希少なカニだけ
が「間人ブランド」である間人港と刻
印された緑色のタグを許されます。 

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から丹海バス（間人
行き）で40分「間人」下車

京丹後市久美
浜町

このしろ寿司 ◇綿徳商店、河清商店

※綿徳商店
TEL.0772-82-0216
※河清商店
TEL.0772-82-0012

鮗寿司（11月～3月）
久美浜湾でとれた鮗（コハダ）の酢漬
けのお腹に甘酸っぱく炒ったおからを
詰めたもの。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、各施設へ

京丹後市久美
浜町

カキ料理 ◇京丹後市観光協会久
美浜町支部
TEL.0772-82-1781

カキ料理（11月中旬～3月）
プランクトンが豊富な久美浜湾で育っ
たカキは肉厚で濃厚。うまみが増す冬
、カキのフルコースやカニのコース料
理の一品としてお楽しみください。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅、または京都丹後
鉄道宮豊線「小天橋」駅下
車、各施設へ（タクシーで
約5分）

京丹後市 コッペガニ（セコ
ガニ）

◇京丹後市観光協会
TEL.0772-72-6070
FAX.0772-72-0822

11月6日～12月末
松葉ガニのメスのことを「コッペガニ
」と呼んでおり、プチプチとした食感
の外子、うまみが凝縮されたような内
子が絶品です。
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京丹後市 かに料理 ◇京丹後市観光協会
TEL.0772-72-6070
FAX.0772-72-0822

かに料理（11月～3月）
11月6日のカニ漁解禁日を過ぎると京
丹後市内の各宿泊施設では、カニを扱
ったプランでお客様をおもてなししま
す。
※料金は施設によって異なります。

京丹後市 岩のり ◇丹後町、網野町、久
美浜町

※京丹後市観光協会
TEL.0772-72-6070
FAX.0772-72-0822

旬は厳しい冬、12月から2月頃。
磯の香りと歯ごたえのある食感が人気
です。板のりは製造期間も限られてい
ることから貴重とされています。 
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