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久美浜温泉湯元館

天保13年から続く、銘酒『玉
川』の蔵元。敷地内の直売
店では季節限定や蔵限定の
希少酒のほか、地酒ソフトク
リームなどを販売。試飲もで
きる。
久美浜町甲山1512 / 
0772-82-0071 / 9：00～17：00 / 
年始（1/1）  

木下酒造

久美浜産の自然栽培米から
出来た甘酒と地産の果物を
合わせたスムージーや糀調
味料を販売。みそ作りなどの
ワークショップも開催してい
る。
久美浜町3178-2 / 090-8377-7620 / 
11:00～15:00 / 日・月曜定休（その他
不定休あり）  

糀マルシェ

北近畿随一の広さを誇る源泉掛け流しの露天風呂、薬草風呂がある。くい
だおれの創業者、山田六郎ゆかりの温泉でもある。
久美浜町平田1106-4 / 0772-83-1071 / 9：00～21：00 / 無休  5

みなと悠悠
自家源泉の湯を、解放感あふれる大浴場や露天風呂、貸切家族風呂で。湯
上がりには絶景の展望スペース、最上階のラウンジへ。
久美浜町湊宮2102-1 / 0772-83-2329  4

京丹後・但馬の旬の食材を
中心とした素材の味を生か
したイタリア料理を提供。地
元産フルーツの自家製ノンア
ルコールカクテルも。
久美浜町仲町924-4 / 
0772-82-0591 / 11：30～15：00 、
18:00～22:00/ 水曜定休（臨時休
業あり）  

イタリア料理 
Aonone（アオノネ）

春は板わかめ、夏は小玉スイ
カやメロン、秋は梨・砂丘甘
藷、冬は牡蠣など、いつ訪れ
ても豊富な品揃え。夏から秋
はフルーツ狩りも楽しめる。
久美浜町浦明1709 / 
0772-83-2000 / 8：00～17：00 / 
年中無休  7

道の駅
くみはまSANKAIKAN

湾に浮かぶ客船のような佇まい
のレストラン。パスタやピザな
どのメニューが豊富で、冬季は
久美浜湾育ちのカキを使ったパ
スタやフライも。パフェやプリン
などスイーツが充実しているの
でカフェタイムの利用も多い。
久美浜町2794 / 0772-82-1576 / 
10：00～21：30 / 火曜・第3月曜定休  

ベイクック

湾に面したホテル＆レストラ
ン。ヴィクトリアケーキなどの
デザートもすべて手作り。カ
フェ利用も歓迎。
久美浜町2983-1 / 0772-82-0101 / 
11:30～16:00、18:00～21:00（夜は
前日までに要予約） / 木曜定休  

waterside cottage Heron

HOTEL HOLIDAY HOME

江戸期の建物の一角で頂く名物
「ぼたもち」は格別。「丹後のば
ら寿司定食」や玉露など飲み物
とのセットメニューのほか、テイ
クアウトもOK。
久美浜町3102 / 0772-82-2356 / 9：
00～16：00 / 水曜定休（祝日の場合は
翌日休）  

吟松舎
（豪商稲葉本家内）

牧 場 の 敷 地 内 に あり、搾りたての
ジャージー牛乳を使った乳製品を製
造・直売。石窯ピッツァのレストランも
ある（土日祝のみ）。
久美浜町神崎411 / 0772-83-1617 / 10：00～
17：00 / 木曜定休  8

丹後ジャージー牧場
ミルク工房そら

京丹後のフルーツは多品種で栽培方
法もたくさん。今、ここでしか食べら
れない桃・スイカ・ぶどう・梨などの
フルーツをフレッシュジュースやス
ムージーに。生産者からおいしい秘
密を聞きながら久美浜湾の周辺を巡
ることができる。
久美浜町 / 久美浜フルーツトレイルグループ
080-1832-8912 / 期間限定（2019年度は7月
～10月開催）

キョウタンゴ
フルーツトレイル

風蘭の館

シーカヤック体験

十割蕎麦のほか、12月～5月は
「かき小屋」をオープン。夏
から秋は持ち込んだ食材でＢ
ＢＱができる素泊まりプラン
も。海まで徒歩1分の立地。
久美浜町蒲井518-1 /
0772-83-0382/6～11月 火・水曜定
休（冬期カキ小屋が始まれば無休）  
2

シーカヤックで海の散歩を楽
しもう。岩場の通り抜け、洞
窟探検、シーグラス拾い、ツ
リーハウス見学、楽しみ方い
ろいろあり。初心者でも安心
して乗れる。
久美浜町蒲井518-1（風蘭の館） / 
0772-72-6070（京丹後市観光公社） / 
4～10月/ 8：30～16：00 / 約2時間 / 
かまいコース 1人艇6,000円ほか/ 
最少2名 / 定員 1人艇は10名  3

和久傳ノ森（わくでんのもり） 森の中の家 安野光雅館
世界の風景や風物などを描く、安野光雅
氏の優しく繊細な水彩絵画を展示してい
る。建物は建築家・安藤忠雄氏が手掛け
たもの。
0772-84-9901/ 9：30～17：00

工房レストラン wakuden MORI
京の名料亭「和久傳」が創業地・京丹後
市に創設。美しい森を眺めながら、丹後産
の野菜や魚介の料理を味わえる。
0772-84-9898/ 10：00～18：00

久美浜町谷764　和久傳ノ森 / 火曜定休（祝日の場合は翌日休）、
年末年始（12/29～1/1）  

ガラス・スタジオ

来夢
ガラスづくり体験

久美浜で35年目、創作活動を続け
るガラス作家・つの田吉高さんのア
トリエ。メニューはアクセサリーや
絵皿、写真立てなど。
久美浜町一分1013 / 0772-72-6070（京丹
後市観光公社） / 通年 / 1～2時間程度 / ア
クセサリー1,500円～、絵皿2,300円ほか  
9

   

湖のような久美浜湾の畔、雑木林
の中にあるレストラン。近海の魚
介、地元産の野菜・果物など旬の
食材を活かしたランチやスイーツを
ゆっくり味わえる。
久美浜町2575 / 0772-83-3131 / 11:30～
21:00 / 無休

Reception Garden

ミシュラン一つ星「ろあん松田」
（篠山市）の2号店。こだわりの
手打ちそばを気軽に楽しめる。
久美浜町2575 / 0772-83-3133 / 11:30～
16：00 （夜は土日祝日限定、3日前までの
予約制） / 水・木曜定休

ろあん

「Everyday Classic」をコンセプト
に、暮らしの中で長く親しまれる
服や雑貨を紹介するショップ。 
0772-83-3132 / 11：30～19：00 / 無休

Bshop KUMIHAMA
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要予約
前日までに

ご予約ください

要予約

日本酒の試飲も
できます

旬の食材を使った
お料理を頂けます

フレッシュフルーツのスムージー！

かわいい
子牛が
お出迎え

※お料理の内容は
　季節により異なります。

 

濃厚なのに後味さっぱりの
ソフトクリームはジャージー牧場ならでは。
丹後の旬の食材で作るジェラートも好評。
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