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～ きょうと農商工連携応援ファンド 商品一覧 ～ 
【平成２１年度事業版】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

1 

■「苺のスパークリング」 

□販売価格（小売り）：500円/本（250ml）税抜き 

□ジューシーで甘い苺をふんだんに使用したリキュール 

 

■ハクレイ酒造株式会社 

〒626-0071京都府宮津市字由良 949番地 

(電話) 0772-26-0001 

(E-mail) info@hakurei.co.jp 

(HP) http://www.hakurei.co.jp/  

2 

■「のっけて食べる京野菜みそ」 

□販売価格（小売り）：400円/瓶（100g）税抜き 

□京野菜の九条ねぎ・伏見甘長とうがらしと手作り味噌

を使用したおかず味噌 

■浦嶋の里（担当：岡田博美） 

〒626-0404京都府与謝野郡伊根町字本庄宇治 734 

(電話) 0772-33-0649 
 

3 

■「京都丹波黒豆と夜久野高原かぼちゃのケーキ（キャラ

メル風味） 

□販売価格（小売り）：1,４00円/本（220g）税抜き 

□大粒の高級丹波黒豆を生地の３分の１使用した、お砂糖

ひかえめのカボチャケーキ 

■有限会社 サリィズ 

〒620-0053 京都府福知山市西本町 126-2 

 (電話) 0773-25-4770 

(E-mail) info@sallys.co.jp 

(HP) http://sallys.co.jp/  

4 

■「いぶり干したくわん」 

□販売価格（小売り）：350円/袋（８0g）税込 

□北山杉の燻煙のほのかな香りが美味しさを引き立てる

たくわん 

■京都・京北つけもの工房 いぶり 

〒601-0251京都市右京区京北周山町上寺田 1番地の 1 

(電話) 075-852-0348  

5 

■「地産地消型レストランの展開」 

□販売価格（小売り）：ざるそば 8５0円 税込 

焼き納豆餅 3５0円 税込 

□山国さきがけセンターとの連携で伝統の納豆餅を提

供、また、蕎麦打ち体験ができるレストラン 

 

■和風レストラン京北 

〒601-0533京都市右京区京北下中町町田 15-2 

(電話) 075-854-0030 

 (E-mail) wrk@kww.jp 
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～ きょうと農商工連携応援ファンド 商品一覧 ～ 
【平成２２年度事業版 １／２】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

1 

■「はちみつアイス（ミルク）３個詰」 

□販売価格（小売り）：1,050円/3個 税抜き 

 （1個 120ｇ 季節限定品） 

□はちみつとジャージー牛乳を使用したぜいたくなアイスクリ

ーム 

■有限会社 丹後ジャージー牧場 

〒629-3441京都府京丹後市久美浜町神崎 411 

(電話) 0772-83-1617 

(E-mail) info@tango-jersey.co.jp 

(HP) http://www.tango-jersey.co.jp/ 

 

2 

■「「祇園囃子 初音」 

□販売価格（小売り）：4,000円（5kg） 税抜き 

□祇園でアンテナショップを展開し、数多くのマスコミにとりあ

げられたお米のギフト商品 

■株式会社 八代目儀兵衛 

〒600-8883京都市下京区西七条北衣田町 10 

(電話) 075-201-5684 

(HP) http://www.hachidaime.com/  

3 

■「ゆずふりかけ」「ゆずゼリー」 

□販売価格（小売り）税抜き：ふりかけ 550円/個（70g） 、 

ゼリー 286円/個（110g）、 

□地元のゆずをたっぷり使ったゆずゼリー、ゆずふりかけ、 

■農事組合法人 グリーン日吉 

〒629-0301京都府南丹市日吉町保野田島田 22番地 1 

(電話) 0771-72-1244 

(E-mail) matuo1@kuromamenosato.jp 

(HP) http://www.kuromamenosato.jp/ 
 

4 

■「純米微発泡酒ＪＡＰＯＮと京マカロン」 

□販売価格（小売り） 

１,３００円（酒 1本/300ｍｇ＋マカロン 2個）税込 

□酒を製造する段階で出来る上質の酒粕をベースに作った

洋菓子のマカロンとお酒のセット 

■丹山酒造有限会社 

〒621-0812 京都府亀岡市横町 7番地 

(電話) 0771-22-0066  

(E-mail) info@tanzan.co.jp 

(HP) http://www.tanzan.co.jp/ 
 

5 

■「おやき」「米粉パン各種」 

□販売価格（小売り）：200円/個（おやき 1個 100g）税込 

□規格外の野菜を利用したおやきと米粉パン 

 

■株式会社 ネットワーク平屋 

〒601-0722京都府南丹市美山町安掛下 23番地 2 

(電話) 0771-75-0190 

(E-mail) fmiyama@cans.zaq.ne.jp 

(HP) http://www.fmiyama/.com 
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【平成２２年度事業版 ２／２】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

6 

■「玉露」「煎茶」「かぶせ茶」 

□販売価格（小売り）：1,500円/袋（玉露、煎茶） 

1,000円/袋（かぶせ茶）（１袋 80ｇ） 

□あざやかで目をひくパッケージで輸出拡大をはかった商品 

 

■京都やましろ農業協同組合 

〒610-0331京都府京田辺市田辺鳥本 1-2 

(電話) 0774-62-1200 

(E-mail) ja-yamasiro@seagreen.ocn.ne.jp 

(HP) http://www.ja-yamasiro.com/contents02/ 
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～ きょうと農商工連携応援ファンド 商品一覧 ～ 
 

【平成２３年度事業版 １／２】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

1 

■「にごり酒」 

□販売価格（小売り）：1,028円/本（720ml）税込 

□舞鶴産の酒米を使用したにごり酒 

■池田酒造株式会社 

〒624-0966京都府舞鶴市字中山 32 

(電話) 0773-82-0005 

(E-mail) k-ikeda@nike.eonet.ne.jp 

(HP) http://www.ikekumo.com/  

2 

■「笑ひ餅」黒豆・小豆わらび餅（２種類 ） 

□販売価格（小売り）：250円/個 税込 

□黒豆・小豆をじっくり煮詰めて糖蜜につけ 

わらび餅に練りこみ 

■グリーンランドみずほ株式会社 

〒622-0322京都府船井郡京丹波町大朴皿引 1の４番地 

(電話) 0771-86-1512 

(HP) http://www.greenlandmizuho.co.jp/ 

 

3 

■「たけのこロールケーキ」「京野菜ジャム」 

□販売価格（小売り）： 

1,300円/本（ロールケーキ）税込 

320円/個（京野菜ジャム）税込 

□亀岡で採れた野菜を使った京野菜スイーツとジャム 

 

■株式会社 グロウティ 

〒621-0806京都府亀岡市余部町谷川尻 10番地 

(電話) 0771-24-2000 

(E-mail) kyoto@mamekuro.jp 

(HP) http://www.mamekuro.jp/ 
 

4 

■「保津川柚子サイダー」 

□販売価格（小売り）：250円/本(250ml)税抜き 

□京都産の柚子を使用した地場サイダー 

 

■柑橘館河田商店 

〒616-8131京都市右京区太秦藤ヶ森町 1-15 

(電話) 075-334-5115 

(E-mail) kawada@kyoto-yorozu.arrow.jp 

(HP) http://kyoto-yorozu.arrow.jp/  

5 

■「おおきに京都弁（武士米弁当）」 

□販売価格（小売り）：800円/個 税抜き 

□京都産黒米「武士米」をメインにしたオール京都のお弁当 

 

■有限会社 京フーズ 

〒604-8134京都市中京区六角通烏丸東入る堂之前町 228 

(電話) 075-494-6444 

(E-mail) yu-shokutei@joy.email.ne.jp 

(HP) http://yushokutei.jp/ 
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【平成２３年度事業版 ２／２】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

6 

■「京のはす美茶」「京の蓮の実入りトマトソース」 

□販売価格（小売り）： 

トマトソース 1,290円/瓶 340g 税込 

はす美茶    860円/袋 22.5g 税込 

□健康食品として知られるハスの実を使用したお茶、パスタ

ソースなど、食べる京の蓮グルメ 

 

■株式会社 杜若園芸 

〒610-0121京都府城陽市寺田中大小 68番地 

(電話) 0774-55-7977 

(E-mail) komai@tojaku.co.jp 

(HP) http://akb.jp/shop/  

 

7 

■「おしろいロールケーキ」「おしろいプリン」 

□販売価格（小売り）：840円/本（ロールケーキ）税抜き 

260円/個（プリン）税抜き 

□加熱すると黄身が白くなる卵を使用して作るホワイト色の

ケーキとプリン 

■有限会社 ツア・クローネ 

〒611-0024京都府宇治市琵琶台 1丁目 4-2 

(電話) 0774-25-6633 

(E-mail) info@zur-krone.co.jp 

(HP) http://zur-krone.co.jp/ 
 

8 

■「宇治茶インスタントティー」 

□販売価格（小売り）：500円/1袋 税抜き 

（ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ 30本入、ﾊﾟｳﾁﾀｲﾌﾟ 32g） 

□インスタントコーヒーと同じ製法で、急須などの茶器を使わ

ずに手軽に淹れることができる宇治茶 

 

■全国農業協同組合連合会京都府本部 

〒610-0121京都府城陽市寺田垣内後 79 茶業市場 

(電話) 0774-52-0095 

(E-mail) iwasaki-isamu@zennoh.or.jp  

(HP) http://www.kt.zennoh.or.jp/kyoto/TeaMarket/ 
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～ きょうと農商工連携応援ファンド 商品一覧 ～ 
 

【平成２４年度事業版 １／３】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

1 

■「一休寺漬け こなすちゃん」 

□販売価格（小売り）：500円/個（6個入り） 税抜き 

□田辺ナスを塩麹と一休寺納豆で漬け込んだ漬物 

 

■京漬物匠 岡之園 

〒610-0311京都府京田辺市草内美泥 10番地の 1 

(電話) 0774-64-8282 

(E-mail) okanoen@plum.plala.or.jp 

(HP) http://www.okanoen.com/   

2 

■「小松菜キムチ」 

□販売価格（小売り）：400円/袋（120g） 税込 

□旬の京野菜を韓国製の甕で仕込み、乳酸発酵させて製造

した本物キムチ 

■株式会社 新世 

〒621-0016京都府亀岡市大井町南金岐重見 61 

(電話) 0771-25-2678 

(E-mail)info@kyoto-shinse.com 

(HP) http://www.kyoto-shinse.com 
 

3 

■「佐波賀大根入り 京都舞鶴ホルモンカレー」 

□販売価格（小売り）：630円/個 税込 

□京の伝統野菜「佐波賀大根」を使い、舞鶴海軍カレーレシ

ピを参考にしたレトルトカレー 

■ヤシマニヤマ有限会社 

〒625-0036京都府舞鶴市字浜 467-2 

(電話) 0773-62-2140 

(E-mail) honten@niyama.co.jp 

(HP) http://www.niyama.com/  

4 

■丹後の隠れたうみゃーもん ばい貝ごはんの素」  

□販売価格（小売り）：1,000円/（2合炊用 480g）税込 

□間人漁港で水揚げされるバイ貝を使ったバイ貝飯の素 

 

 ■天の酒喰 

〒627-0004京都府京丹後市峰山町荒山 1130-1 

 (電話) 0772-62-8478 

(E-mail) amanojyaku8478@yahoo.co.jp 

(HP) http://www.hanasyoubu.jp/amanojyaku 
 

5 

■「丹後でダンゴ」 

□販売価格（小売り）：480円/3本入 税抜き  

800円/5本入 税抜き 

□丹後コシヒカリと京丹後茶葉を使った、冷めてもやわらい

団子スイーツ 

■ティーズシー株式会社 

〒626-0016京都府宮津市新浜 1991番地 1 

(電話) 0772-22-5000 

 (E-mail) tango@tangodedango.jp 
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【平成２４年度事業版 ２／３】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

6 

■「ガラシャの涙」 

□販売価格（小売り）：1,300円/1箱（6個入）税込  

□生クリームを京丹後茶葉の抹茶あんで包み、それを葛で

包餡した抹茶水饅頭 

■株式会社ポラリス 

〒629-3241京都府京丹後市網野町木津 5番地 

 (電話) 0772-74-9018 

(E-mail) y.tani@tabi-polaris.com 
 

7 

■「乾燥ナマコ」「お茶漬け」 

□販売価格（小売り）： 

乾燥ナマコ 10,000円/箱（100g）税込み 

 お茶漬け   1,395円/（2食分）税込み 

□資源保護に配慮しながら捕獲されたナマコを使った乾燥ナ

マコ、高級珍味このわたと乾燥ナマコを使用したお茶漬け 

 ■後藤商店 

〒629-2244京都府宮津市江尻 377番地 

 (電話) 0772-47-2002 

(E-mail) goto@geisya.or.jp 

(HP)http://www.amanohashidate-gotosyoten.com 
  

8 

■「鶏卵 京乃雅」 

□販売価格（小売り）：1,944円/10個入×３ケース 

 （合計３０個入）税込 

□葉酸と亜鉛がたっぷり、水にこだわった安全な卵 

■ファイテン株式会社 

〒604-8152京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町 678番地 

 (電話) 075-229-7575 

(HP)http://www.phiten.com  

 

9 

■「抹茶しょこら粒」「胡麻クランチ３種類」 

□販売価格（小売り）： 

「抹茶しょこら粒」51g(100粒×510mg)540円税込 

「胡麻クランチ」(セサミンクランチ)8枚入 420円税込 

□胡麻の搾油残渣を肥料に栽培した抹茶を無糖カカオマス

でコーティングした抹茶ショコラ粒とイリゴマの香りがはじけ

るセサミンリッチなクランチ 

 

■株式会社わだまんサイエンス 

〒604-0845京都市中京区烏丸御池通り上る二条殿町 546 

 (電話) 075-222-7318 

(E-mail)mail@wadaman-s.com 

(HP)http://www.wadaman-s.com/ 

 

  

mailto:goto@geisya.or.jp
mailto:mail@wadaman-s.com
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【平成２４年度事業版 ３／３】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

10 

■「紫小町酒粕プリン」 

□販売価格(小売り)：380円/個 税込 

□古代米「紫小町」と酒粕で作ったワイン風味の新食感ムー

ス風プリン 

■御菓子処大槻菓舗 

〒629-2263京都府与謝郡与謝野町弓木 1837番地 

 (電話) 0772-46-2231 

(E-mail) kaho-otsuki@kyt-net.jp 

 

11 

■「野生鹿のペットフード」 

□販売価格(小売り)： 

鹿無添加ソーセージ(犬専用) 

432円/100g 税込  

鹿トライプ・未洗浄（犬専用） 

1080円/100g税込 

 

■株式会社 ART CUBE 

〒622-0234京都府船井郡京丹波町塩田谷大将軍 10-1 

 (電話) 0771-82-0802 

(E-mail)infoartcube.in 

(HP)http://www.artcube.in 
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～ きょうと農商工連携応援ファンド 商品一覧 ～ 
 

【平成２５年度事業版 １／３】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

1 

■「京の野菜ケチャップ」 

□販売価格（小売り）：540円/本（１６０g）税込 

□野菜の色を生かしたカラフルな美しいケチャップ 

 

■株式会社京都紀翔 

〒611-0025京都府宇治市神明宮東 77-2 

(電話) 0774-24-7445 

 (E-mail) ma76sk43ml@kcn.jp 

(HP)http://www.kyoto-kisho.com/ 

 

2 

■「生茶らめる」 

□販売価格（小売り）：1480円/４フレーバー×２個 

  計 8個入税込 

□お茶を飲むように楽しめるソフトキャンデー 

 

■京和あずま株式会社 

〒619-1204京都府相楽郡和束町門前宮前 20      

(電話) 0774-78-3771 

(E-mail)azuma-tea@gmail.com 

(HP) http://www.azuma-tea.com 

 

3 

■「柚子ジンジャーシロップ」 

□販売価格（小売り）：1,000円/本（２４０g） 税抜き 

□カクテル用に開発されたジンジャーシロップ 

 

■柑橘館 河田商店 

〒616-8131京都市右京区太秦藤ヶ森町１－１５ 

(電話) 075-334-5115 

(E-mail)kawada@kyoto-yorozu.arrow.jp 

(HP) http://kyoto-yorozu.arrow.jp 

 

4 

■「京都丹波ビーフカレー」 

□販売価格（小売り）：700円/個（200g）税抜き 

□京の肉、宇治のお茶、京野菜を使った「京尽くしレトルトカ

レー」 

■全国農業協同組合連合会京都府本部 

〒601-8585京都市南区東九条西山王町 1番地 

 (電話) 075-681-4329 

(HP) http://www.kt.zennoh.or.jp/ 
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【平成２５年度事業版 ２／３】 

No 商品概要及び連絡先 商品写真 

5 

■京北 宇津の「自然薯」 

□販売価格（小売り）：箱入り（税抜） 

 箱入り大３本～（約 1.8ｋｇ）5,649円 

 箱入り中２本～（約 1.2ｋｇ）3,889円 

 箱入り中 1本～（約 1.0ｋｇ）3,278円  

*送料、代引き手数料、箱代（300は別途必要です。  

□滋養・強壮に良く、薬用にも使われた、もっちりと 

した食感で一度食べれば癖になる美味しさ。 

 

■株式会社エーゲル 

〒616-8167京都市右京区太秦多藪町 43 

(電話) 075-882-6906 

 (E-mail)info@kyot-jinenjyo.com  

(HP)http://kyoto-jinenjyo.com/ 
 

6 

■「京ハラペーニョピクルス」 

□販売価格（小売り）：680円/１個（税抜き） 

□京丹波町和知産のハラペーニョを使って、食味や食感にこ

だわり仕上げました。 

■株式会社京都ハバネロの里 

〒621-0242京都府亀岡市宮前町神前上長野 2      

(電話) 0771-26-0811 

(E-mail)info@shinofarm.jp 

(HP) http://kyoto-habanero.com 

 

7 

■「京野菜スープ（佐波賀大根スープ） 

□販売価格（小売り）：ビュッフェスタイルでレストラン 

のみで提供：大人 1750円/１人（税抜） 

□機能性に優れた地元の京野菜を食べやすいスープにして

提供します。 

■株式会社農業法人ふるる 

〒625-0137京都府舞鶴市字瀬崎 60番地      

(電話) 0773-68-0233 

(E-mail)info@fururufarm.com 

(HP) http://www.fururufarm.com 

 

8 

■「フレーバーティー」 

□販売価格（小売り）：1,000円/３本（2g）税抜 

□茶業界初のてん茶とフレーバーをブレンドしたティーパック 

 

■株式会社孫右ヱ門 

〒610-0118京都府城陽市水主南垣内 20－1 

(電話) 0774-52-3232 

(E-mail)info@magouemon.com 

(HP) http://www.magouemon.com 

 

http://kyoto-habanero/
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■「堀川ごぼう茶」 

□販売価格（小売り）：2222円/袋（税抜き） 

 

□堀川ごぼうを贅沢に「そのまま丸ごとお茶」 

 

■AGサービス株式会社 

〒611-8167京都市右京区太秦多藪町 43 

 (電話) 075-275-8175 

(E-mail)sakai@ag-s.jp 

(HP) http://ag-s.jp 

 

10 

■「健康食品：つるのおくりもの」 

□販売価格（小売り）：税抜き 

顆粒タイプ 2000円/30スティック入り 

錠剤タイプ 2000円/280錠入り 

□抗酸化物質を多く含む鶴の子柿の皮で製造した健康食品 

 

■合同会社京都抗酸化食品開発研究所 

〒611-0003宇治市平尾台 2-12-2 

 (電話) 0774-33-8688 

(HP) http://web1.kcn.jp/kousanka-dl 
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■「ほおずきろうる」 

□販売価格（小売り）：1204円/本 税抜 

□食用ほうずきを使用した珍しいロールケーキです。 

フルーティな食感を楽しめます。 

 

■株式会社グロウティ（豆屋黒兵衛） 

〒621-0806京都府亀岡市余部町谷川尻 10 

(電話) 0771-24-2000 

 (E-mail)kyoto@mamekuro.jp  

(HP)http://www.mamekuro.jp  
 

2 

■「滋養薬味酒 チョロギ酒」 

□販売価格（小売り）：2500円/本 税抜 

□中国では古来「長寿の薬」として用いられ, 認知症に効果

がある薬味酒です。 

■大石酒造株式会社 

〒621-0033京都府亀岡市薭田野町佐伯垣内亦 13     

(電話) 0771-22-0632 

(E-mail)shop@okinazuru.co.jp 

(HP) http://okinazuru.co.jp  

3 

■「米の花小町」 

□販売価格（小売り）：400円/本（110ｍｌ） 税抜き 

□「飲む点滴ともいわれる体に良い甘酒」 

 

 ■中嶋農園 

〒612-8133京都市伏見区向島鷹場町 3－2 

(電話) 075-632-8013 

(E-mail)nakajima@nakajima-nougyou.com 

(HP) http://www.nakajima-nougyou.com 

 

4 

■「京マカロン」 

□販売価格（小売り）：210円/個税抜き 

□京白丹波豆のふくよかな甘みを、そのまま上品な餡にし

て、マカロンにサンドしました。 

 

 ■むしやしない 

〒606-8115京都市左京区一乗寺里ノ西町 78 

 (電話) 075-723-8364 

(E-mail)648shop@648471.com 

(HP) http://648471.com 
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■「京のべっぴん甘恋トマトケチャップ」 

□販売価格（小売り）：５００円/本 税抜 

□「樽栽培」システムで育てた高糖度で旨みのあるトマトで作

ったケチャップです。 

 ■中村農園 

〒616-8325京都市右京区嵯峨野高田町 19     

(電話) 075-406-7058 

(HP) http://nakamura-f-net 

 

6 

■「木コリさんのトマトキーマカレー 」 

□販売価格（小売り）：３５０円/袋 税込み 

□「ミルキーポークと京北産こだわり野菜カレー」 

 

■森の手作りキッチンローズカフェ 

〒601-0534京都市右京区京北北弓削町勝山 11 

(電話) 075-854-1068 

 (HP)http://www.facebook.com/#!/kyotokeihokuRoseCafe?fref=ts 

 

 


