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訪ねて食す、至極の味わい。

2022-2023

丹波篠山ブランド産品戦略会議（兵庫県、丹波ささやま農業協同組合、丹波篠山市）

【所】丹波篠山市二階町54
【時】9：00～17：00 【休】無休
【問】079-552-1188

篠山食料品店 28

【所】丹波篠山市立町101-1
【時】9：00～17：00 【休】土
【問】079-552-1018

丹波篠山阪本屋 29

【所】丹波篠山市下板井511-2
【カーナビ】「黒豆の館」で入力
【時】9：00～17：00
【休】火・年末年始（詳細はHP）
【問】079-590-8077

黒豆の館 30

【所】丹波篠山市今田町今田新田21-10
【時】10：00～17：00 【休】火（祝日営業）
【問】079-590-3377

旬菜市「農（みのり）」31

こんだ薬師温泉ぬくもりの郷内

【所】丹波篠山市二階町58-2
【時】10：00～17：00 【休】木
【問】079-552-5555

丹波篠山百景館 33

【所】丹波篠山市北新町97
【時】10：00～17：00 【休】火
【問】079-552-6668
【その他】令和5年1月中旬～2月
中旬リニューアル工事のため休館

大正ロマン館 34

【所】丹波篠山市二階町65-3
【時】10:00～17:00
 【休】不定休
【問】079-552-2392

西八分店 37

【所】丹波篠山市二階町55-1
【時】9：30～17：00 
【休】不定休
【問】079-552-0078

玉川食品 35

【所】丹波篠山市二階町37-1
【時】9：00～18：00 【休】不定休
【問】079-552-0258

丹波ささやま西八本店 36

【所】丹波篠山市立町19
【時】9：30～17：30 
【休】年末年始
【問】079-552-0011

小田垣商店 38

【所】丹波篠山市網掛81
【時】9：00～17：00
【休】火
【問】079-590-1262

五節舎やまゆ 40

【所】丹波篠山市東吹942-1
【時】10：00～17：00 【休】水
【問】079-590-1185

味土里館 32

JA丹波ささやま

【所】丹波篠山市黒岡70番地の1
【時】10：00～17：00 【休】水
【問】079-552-3386

特産館ささやま 39

JA丹波ささやま直営店

山の芋を
買うなら

丹波篠山では古くは江戸時代から栽培し、食べら
れていた記録の残る伝統野菜。明治以後、品種
改良などを進め現在の大きくて丸い上質の「つくね
芋」になっていった。独特の粘りとその白さ、すりお
ろした時のきめの細やかさなどから、和菓子や懐

石料理などに使われる。生産量の限られる貴重な
「丹波篠山山の芋」。新物が出揃うのは晩秋だが、
市内では季節を問わず山の芋料理を提供する飲
食店もある。また、各販売店でも山の芋を購入可能
で、自宅でもその美味しさを味わうことができる。

丹波篠山
山の芋とは

電話（代表）
事務局・お問合せ先 表紙のお料理

右下から時計回りで：
とろろそば／ぼたん鍋／牛とろろ丼／磯部揚げ

農都政策課農業係
〒669-2397   兵庫県丹波篠山市北新町41
（ 8：30～17：15 土日祝除く）079-552-1111

>> 丹波篠山市

コラム 丹波篠山でぜひ一度！

期 間

2022.11.19（土）
↓

2023.2.5（日） 会場

兵庫県

丹波篠山市
　　 全域

車で大阪から →

車で神戸・三宮から →

電車で京都・大阪から →

最寄駅からのバス →

中国自動車道 吉川 JCT > 舞鶴若狭自動車道 丹南篠山口 IC

中国自動車道 神戸三田 IC > 吉川 JCT >
舞鶴若狭自動車道 丹南篠山口 IC

JR 神戸線 > 尼崎駅 > JR 福知山線 > 篠山口駅

篠山口駅から神姫グリーンバスで各方面へ
相野駅から神姫グリーンバス

丹波篠山市

大阪市

京都市

27

新型コロナウイルス感染拡大防止のため実
際の営業内容と異なる場合があります。詳
しくは各店舗へ直接お問い合わせ下さい。

N

S

EW

掲載情報は令和4年10月21日現在のものです。

「丹波篠山とろろご飯セット」が当たるアンケート実施中！



【価格】1,815円 【所】丹波篠山市二階
町56 【時】11：30～売切れ次第終了 

【休】木 【問】079-552-5965

ひいらぎや

山芋揚げそば
1

【価格】1,050円 【所】丹波篠山市黒岡
19 【時】11：00～そばが売切れ次第終
了 【休】火 【問】079-552-6295

篠山皿そば 弐拾六

とろろそば
2

【価格】1,000円 【所】丹波篠山市黒岡
683 【時】11：00～17：00 【休】不定休
【問】079-552-1385

丹波篠山味処みたけ本店

猪肉とろろうどん・そば
3 そば切り 花格子

山の芋つけとろろ蕎麦
4

【価格】1,550円 【所】丹波篠山市河原町
160 【時】11:30~14:30/17:30~20:30
（予約可）蕎麦売切次第閉店
【休】日曜夜・月（祝日の場合は翌日）、
年末年始 【問】079-552-2808

【価格】1,250円 【所】丹波篠山市矢代
231-1 【時】11：30～14：00 【休】無休
【問】079-552-5227

ユニトピアささやま
丹波篠山山の芋
とろろうどん・そば定食

5

【価格】1,200円 【所】丹波篠山市真南
条上947-8 【時】11：30～14：30 そば
が売切れ次第終了 【休】水・第２第４木 
【問】079-550-0727

自然薯庵

とろろそば（冷）
6

【価格】1,600円 【所】丹波篠山市西岡
屋209-3 【時】11：30～14：30 そばが
売切れ次第終了 【休】火・水・木・金（祝
日営業） 【問】079-552-3989

石臼挽き十割そば 夛左エ門

山の芋とろろそば
7

【価格】1,600円 【所】丹波篠山市二階
町71 【時】11：00～17：00（17：00以降
はご予約にて承ります） 【休】不定休
【問】079-554-2777

大手新丁

むぎとろ大手御膳
8

【価格】4,600円 【所】丹波篠山市大藤
65-3 【時】7：00～24：00（要予約・1日1組
限定/土曜祝前は宿泊者限定） 【休】なし 
【問】090-8450-8602

うめたんFUJI

山の芋とろろで食べる
すまし牡丹鍋コース

17

【価格】2,860円 【所】丹波篠山市網掛
81 【時】11：00～15：00（L.O） 【休】火
【問】079-590-1261

りょうり舎やまゆ

牛とろろ丼膳
9

【価格】3,630円 【所】丹波篠山市呉服
町32 【時】11：00～14：00/17：00～
22：00 【休】無休 【問】079-554-2266

玉川楼

丹波とろろ御膳
10

【価格】1棟44,000円（1泊朝食付き）＋
お一人5,500円 【所】丹波篠山市丸山
30 【時】チェックイン15：00～/チェック
アウト11：00 【休】不定休
【問】079-506-0243

古民家の宿「集落丸山」

とろろ
11

【価格】1,300円、期間中は定食、セット
の小鉢をとろろに変更します 【所】丹波
篠山市二階町52　 【時】12：00～15：00/
17：00～22：00 【休】月
【問】079-552-0279

角清

にぎり盛りセット
13

山の芋と魚のグラタンは12月末まで。山の芋
のスフレは1月からのコース料理デザート。 
【価格】7,150円（コース）2,000円（セット）
サービス料別途5% 【所】丹波篠山市小
立299　 【時】ランチ12:00～/ディナー
18:00～ 【休】不定休（要予約）
【問】079-506-2358

ボーシュマン 12

【価格】6,930円 【所】丹波篠山市火打
岩495-1 【時】11：00～（要予約、最終
入店19：00、20：00L.O）
【休】木曜（4月~9月）、不定休（10月~3月）、
年末年始 【問】079-552-0702

丹波篠山囲炉裏料理 いわや

ぼたん鍋（2名様より）
14

【価格】6,050円 【所】丹波篠山市川北
新田52 【時】11：30～14：00/17：00～
21：00 【休】火 【問】079-593-1341

活魚割烹 宝魚園

ぼたん鍋
15

【価格】赤身使用9,300円、ロース肉使
用12,650円、ロース肉使用・ぼたん焼
付13,700円 【所】丹波篠山市二階町81
【時】11：00～21：00 【休】不定休
【問】079-552-2191

丹波篠山 近又

ぼたん鍋
16

【価格】750円 【所】丹波篠山市遠方41-1 
【時】9:30~17:00 【休】火・水・木
【問】090-6321-6813

Bakery Cafe HIkoOKI

山の芋食パン
27

【価格】300円（1個）他にも、丹波栗をま
るごと山の芋で包み込み蒸しあげた「玉
水」（1個300円）も販売しております。 
【所】丹波篠山市北新町121-1 【時】9：00
～18：00 【休】火 【問】079-552-0453

丹波栗菓匠大福堂

栗田舎
26

（　　　  ）和菓子の皮に山の芋が
使われています。

そば／うどん 相性抜群、名コンビ。一年通して変わらぬうまさ。

一品料理 定番の一品、意外な逸品。

鍋物

【価格】2 , 5 3 0円（ 7 2 0 m l）/ 7 7 0円
（ 1 3 0 m l）【所】丹波篠山市味間新
391-2 【時】10：00～18：00 【休】不定
休（要電話） 【問】090-4271-5702

田中正一商店

丹波篠山 山の芋焼酎
25

お土産

丹波篠山の名物。角切り山の芋が、引き立て役。

※全て税込み価格です。

産地の味覚
、

召し上がれ
。

【価格】1,760円 【所】丹波篠山市東河
地116 【時】11：00～21：00 【休】水
【問】079-596-0820

お食事処 山門

猪とろろ丼
18

【価格】1,200円 【所】丹波篠山市二階
町5 5 -1  【時】1 0：0 0～1 9：0 0  【休】
12/30～翌1/3迄 【問】079-552-0660

大手食堂

牛とろ丼
19

どんぶり とろとろとろろ、つやつやごはん。

【価格】1,100円 【所】丹波篠山市黒岡
18 【時】11：00～15：00 【休】不定休
【問】079-552-4888

丹波篠山味処みたけ支店

猪肉とろろ丼
20

篠山まるごと丼

【価格】1,320円 【所】丹波篠山市杉271-3 
【時】11:00~13:30/17:30~22:00
【休】日・祝・水曜日夜
【問】079-509-0355

食事処 和多作

鹿肉のたたき山の芋トロロ丼
24

篠山まるごと丼

【価格】1,320円 【所】丹波篠山市今田
町上立杭3 【カーナビ】「丹波伝統工芸
公園陶の郷内」で入力 【時】10：00～
17：00 【休】火 【問】079-597-2173

獅子銀 陶の郷店

丹波牛とろろ飯
22

篠山まるごと丼

【価格】1,320円 【所】丹波篠山市黒岡
70-1 【時】11：00～16：30/土日祝11：00
～17：00（L.Oは30分前） 【休】水
【問】079-552-3386

特産館ささやま

丹波篠山牛しぐれ丼
21

篠山まるごと丼

篠山まるごと丼

※写真はイメージです

丹波篠山市

丹
波

篠山
 山の芋

山の芋のスフレ

山の芋と魚のグラタン
山の芋のスフレ

【価格】1,580円 【所】丹波篠山市西木之
部字江の田の坪舞鶴若狭自動車道上り線 
【時】レストラン11:00～21:00（L.O20:30） 
【休】無休 【問】079-593-1291

西紀サービスエリア上り線レストラン
丹波篠山まるごと丼
黒豆うどん・黒豆そばセット

23

篠山まるごと丼

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため実際の営業内容と異
なる場合があります。詳しくは
各店舗へ直接お問い合わせ下
さい。

丹波篠山市産のコシヒカリ、
特産肉、山の芋または旬の地
野菜を使ったご当地丼。

掲載情報は令和4年10月21日現在のものです。


