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きものをお召しの参加者に
素敵な特典を
盛り沢山にご用意しました

2018．10．21　丹後きものまつり実行委員会・編
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平成３０年度丹後産地活性化推進事業助成事業

京都きものパスポート 
2018・2019
パスポート持参の方は受け付けにてご提示ください。

京都きものパスポート京都きものパパスポート京都都きものパパスポート

日本三景　天橋立

　天橋立では、夕日が山に沈む前のほんのわずかな時間に、太陽光線が真横から松林
を照らすその時「海を渡る線路」が現れます。この現象を「トワイライトレールロード」と
呼びます。
　特に傘松公園側出入口付近では、両側に立てた杭によって、よりはっきりと見ること
ができます。
　天橋立の中間地点や文珠側の入り口付近でもこの現象を見ることができ、このレー
ルを手をつないで歩くと幸せになれると言われています。

持参特典
有り
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　丹後きものまつりにご応募いただきありがとうございます。
　日本三景の一つ「景勝・天橋立」にて丹後の秋を彩る大イベント「丹
後きものまつり」を盛大に開催いたします。
  全国のきものファンに、ちりめんの産地「丹後」においでいただき、き
もので語らい交わる場所をご提供いたします。
  どうか一日「天橋立」を散策しながら、丹後の秋をご満喫ください。　　

丹後きものまつり実行委員会
会　長 松　 本　 博　 之

（丹後織物工業組合　理事長）

○車でお越しの場合
10/21 当日
無料駐車場

午前7時 30分～午後5時　

宮津市営天橋立駐車場をご利用ください。
入場の際、無料駐車券をご提示ください。

※�台数に限りがありますので、満車の場合は有料駐車場へお回りいただく場合がございます。
なるべく乗り合わせてご来場ください。JR・丹鉄・丹海バス等をご利用ください。
※�着付け、レンタルサービスをご利用の方は駐車場が異なります。駐車場は満車になる場合が
ございます。（宮津市観光交流センター立体駐車場）

※�午後 5時に駐車場は閉場しますので、必ずそれま
でに出庫してください。

宮津市営天橋立駐車場（招待者無料）～天橋立ホテル（受付会場）
～宮津市民体育館の会場間をシャトル運行いたします。

時間

運行

午前 7時 30分～ 8時 45分・9時 15分～正午
午後 1時～ 2時 15分・2時 45分～ 5時

丹後海陸交通株式会社
時間 午前 10時～午後 3時
場所 智恩寺無相堂・はしだて茶屋・廻船丹海屋（3ヶ所）

表紙写真：2017フォトコンテスト推薦（京都新聞賞）�「ちょうちんにとどいたよ」（舞鶴市　野﨑�洋子）

運行します。シャトルバスシャトルバス

丹後の秋をきもので散策丹後の秋をきもので散策 素敵なイベントをご用意しました
詳しくはご案内のページをご覧ください。

当日は、きもの姿で受付会場へお越しください。
同封の招待状一式をお忘れなくご持参ください。

天橋立ホテル 1F特設ステージイベント…………………7P

丹後ちりめんカレンダーきものオークション…………9P

きもの deワークショップ……………………………… 10P

似顔絵・きもの智恵の市……………………………… 11P

松並木きものパレード・野点………………………… 12P

観光船・人力車………………………………………… 13P

大抽選会………………………………………………… 14P

遊歩スタンプラリーで素敵なプレゼント…… ………… 16P

• スタンプが揃いましたら、交換時間内に小
天橋ふれあい広場にて抽選して、景品と交
換してください。

3ヶ所のポイントを回ってスタンプを集め
よう !!（5～ 6P参照）

（交換時間：午後1時～3時20分）

当日、受付でお渡しするアンケート用紙・スタンプ台紙
にてスタンプを集めてね !!
交換時にアンケート回答が必須となります。

遊歩スタンプラリー遊歩スタンプラリー
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20182018 in 天橋立

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 場　　所
天 橋 立Ｈ
玄 関 前
天 橋 立Ｈ
駐 車 場

天 橋 立 Ｈ
駐 車 場
特設ステージ

廻船丹海屋
汽船のりば
天 橋 立 Ｈ
1 階 ロビ ー
天橋立Ｈ屋外テラス
はしだて茶屋付近

天橋立Ｈ 2階         
京 都 の 間

文 珠 地 区
周 辺

智恩寺
↓

はしだて茶屋付近

小天橋
↑↓

廻船　丹海屋

受 　 　  　 付

一 次 抽 選 会

松 並 木
きものパレード
ち り め ん
小 唄 踊 り
和太鼓ユニット
「ひとつ」【午前の部】

岩 屋 踊 り

丹後ちりめんきもの
ショー【午前の部】
和太鼓ユニット
「ひとつ」【午後の部】
丹後ちりめんきもの
ショー【午後の部】

二 次 抽 選 会

人力車サービス

運河巡り観光船

丹後ちりめんカレンダー
きものオークション

野   　 　  点

似顔絵サービス

きものdeワーク
シ ョ ッ プ

きもの智恵の市

遊歩スタンプ
ラ リ ー
フォトコンテスト 
（ 撮 影 会 ）

開始10:00

１０：００ ～ １３：３０ 入札方式　お値段は貴方次第！　落札者を１４時４０分頃に特設　　ステージにて発表！

１０：００ ～ １５：２０

１０：００ ～ １５：２０ 天橋立Ｈ屋外テラス＆はしだて茶屋付近にて（淡交会) 

当日予約制　先着順　お一組様 １枚限り  　〈３名の絵師の中から１名の絵師を選んで予約してください〉

１０：００ ～ １５：２０ 手作り体験など（有料制） 　〈手織り・ヘア・アクセサリー・占い〉

１０：００ ～ １５：２０ 丹後ちりめん販売会 　・ 古着市等　

１０：００ ～ １５：２０ 京都・ミスきものが遊歩しますので、ご自由に撮影してく　  ださい。　きものまつり参加者は被写体となります。応募１１/１６（金）まで

１０：００ ～ １５：００ チェックポイント（智恩寺無相堂付近・はしだて茶屋　 付近・廻船丹海屋）、景品交換所（小天橋付近１３：００～１５：２０）

きもの着用者は無料（１人１回限り）・一般５００円（天橋立Ｈ屋外テラスのみ）

10:00 ～ 15:00 ５台で運行　　　　＜２台は１１：２０～１２：００までパレードへ参列＞

出航
1１:30

出航
13:00

出航
14:00

１０：００ ～ １４：００

１０：２0～
     １０：５０

１０：５０～
     １１：２０

１３:３０～
     １４：００

１４：１０～
     １４：４０

１５：００～
     １５：３０

11:20～12:00

１１:２０～１1:5０

１０:００～
   １０:１５

12:00頃
きものパレード終点付近

終了11:45

タイムスケジュールタイムスケジュール



市営天橋立駐車場
（7：30～17：00）

（10：00～11：45）（10：00～11：45）

天橋立智恩寺
駐車場

阿蘇の海

入口

丹
海
バ
ス

至
豊
岡
・
城
崎

郵
便
局

バス 智恵の湯（外湯）

大天橋

あまのはしだて駅
京都丹後鉄道

モノレールと
リフトのりば

天橋立
ビューランド

廻旋橋

智恩寺

股のぞき

丹海屋

文珠公民館

文珠荘

（乗入・駐車禁止）（乗入・駐車禁止）

汽船のりば

はしだて
茶屋

茶
屋
通
り

無相堂

ハマナス
群生地

スタンプラリーチェックポイント

交番 観光案内所天橋立ホテル

至宮津・舞鶴・
京

都

丹鉄宮津線

小天橋ふれあい広場

 ご招待者
無料駐車場

スタンプラリー
チェックポイント

運河巡り観光船のりば

きものパレード終点
ちりめん小唄踊りきものパレード

集合場所

11：20 スタート

受付

大｠抽｠選｠会
ちりめん小唄踊り
和太鼓ユニット「ひとつ」
岩　屋　踊　り

丹後ちりめんきものショー
きものオークション
きものdeワークショップ
似　顔　絵
きもの智恵の市

スタンプラリー
チェックポイント

スタンプラリー
景品交換所

人　力　車

スタンプラリー
チェックポイント

人　力　車

野　点

（9：00～16：00）

（13：00～15：20）

きもの
着付直し会場

無料駐車場 有料駐車場
シャトルバスのりば

無料駐車券｠必要
満車の場合は有料駐車場へ
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　福知山市を拠点に個性溢れる４名で活動している和
太鼓ユニットです。他ジャンルとのコラボレーション
やプロ和太鼓奏者との共演、地元福知山での自主公演
の開催などを行い、和太鼓文化を広める活動などを行っ
ています。
　東日本大震災発生後、福知山市内外の太鼓団体に呼び掛け、３年連続でチャリティコン
サートや、お寺でのカウントダウンコンサートなどを行う。
　平成 29 年 9 月には、京都府中丹文化会館にて自主公演、創作音楽舞踊劇「安寿と厨子
王物語～悲しき親子の旅～」を上演し多くの評価を受ける。
　今まであるようでなかった和太鼓ユニットを目指し、観客と打ち出が「ひとつ」になり

「ひとつ」の音楽を造り上げていける太鼓活動を概念に、これからも一人ひとりの胸へ届く
演奏活動を行います。
公式 facebook・Twitter・LINE　和太鼓ユニット「ひとつ」で検索しご覧ください。

　2020 年に丹後ちりめんは創
業 300 年を迎えます。丹後ち
りめんが栄えた頃、丹後には芸
者さんが沢山おられたそうで
す。300 年前の栄華な時代の雰
囲気を皆様に味わっていただき
ます。芸者さんといえども、関東と関西では髪型や衣装が違いま
す。本日、江戸と祇園の芸者の違いと、2019 年丹後ちりめんカレ
ンダーの新作きものを皆様に御披露いたします。
　帯結びも合わせてお楽しみください。

《天橋立ホテル 1F 特設ステージイベント》

ちりめん小唄踊り 岩屋踊り

丹後ちりめん きものショー

和太鼓ユニット「ひとつ」

「ちりめん小唄踊り保存会」 「岩屋踊り継承会」

～古今東西、江戸芸者と京芸妓&丹後ちりめんきものショー～

時間 午前 10時～ 10時 15分

時間 正午頃 場所 きものパレード終点付近（はしだて茶屋奥付近）

時間 午前 10時 50分～ 11時 20分

時間 【午前の部】午前 10時 20分～ 10時 50分
【午後の部】午後 1時 30分～ 2時 時間 【午前の部】午前 11時 20分～ 11時 50分

【午後の部】午後 2時 10分～ 2時 40分

　岩屋踊り継承会は与謝野町の岩屋地域に江戸時代から
伝わる「岩屋踊り」の復活と継承を目的に 3 年前に立ち
上げた団体です。
　この度、日本遺産「丹後ちりめん」の構成文化財に追
加認定されました。
　地域の地場産業「機織り」に因んだ振り付けの舞いや
2 人 1 組で踊る「合せ踊り」などが特徴的な「岩屋踊り」
は、江戸時代から周辺の地域で披露されてきた「芸踊り」
です。
　現在会員は 24 名で丹後のいろいろな地域で披露し、
岩屋踊りを広める活動を行っております。
　また、古典的な伝統芸能に留まらず、J-POP と伝統芸
能の融合など、新たな伝統芸能の可能性を追求している
岩屋踊り継承会のステージを、是非ご覧ください。

　ちりめん小唄踊り保存会のメンバーは、踊り手
をサポートする地方（じかた）や着付け等の大人
と、小学校 1 年生から 6 年生の子どもで構成され
ています。
　今年で 68 回を数える京丹後ちりめん祭では、
屋外ステージやパレードで毎年踊っています。
　京丹後ちりめん祭もちりめん小唄踊りも平成 29
年度に認定された日本遺産『300 年を紡ぐ絹が織
り成す丹後ちりめん回廊』の構成文化財のひとつ
です。
　その丹後ちりめんが盛んだった頃にできて、唄
い踊り継がれてきた丹後ちりめんに関連する唄や
踊りを皆さんに広く知っていただき、未来につなげていけるよう、私たちはこれからも活
動していきたいと思っております。
　未来を担う可愛い子どもの踊りと三味線・鉦（かね）・太鼓の演奏をお楽しみください。

　きものパレード終了後、終点付近でも可愛い子ども踊りを披露しますので、是非ご覧く
ださい。

モデル：（一般公募モデル）小林智美・田
た わ

和帆南
　　　　辻井久美子・辻井音々

　　　　計
と く ら

倉さとみ・中原知香・芳賀智子　他
企画・構成：三宅てる乃アカデミー　谷　康子　Cocoya 康幸家
ヘアー：美容室　しゃんぷー　　　メイク：行待貴世
芸者・芸妓着装：加畑 康子



きものファンに大好評 !!
過去に丹後ちりめんカレンダー（丹後織物工業組合制作）撮影用に女優
さんが着用したきものと帯をセットで出品します。

きものまつり当日、現物
をご確認のうえ、入札用
紙に希望額を記入し、入
札箱へ投函してくださ
い。入札額が高かった方
が落札となります。落札
者は当日現金と引き替え
にきものをお持ち帰りく
ださい。

きもの展示会場：天橋立ホテル　1F　ロビー
入　札　時　間：午前 10時～午後 1時 30分
落 札 者 発 表：午後 2時 40分頃　特設ステージにて発表

お値段は貴方次第 !!
豪華なきものGETチャンス☆

オークション出品商品 着用女優
①色留袖＋袋帯
②訪問着＋袋帯
③小紋＋袋帯
④夏物訪問着＋夏名古屋帯
⑤訪問着＋袋帯

南　　果歩
田中　広子　
とよた真帆
根本りつ子　
桜井　幸子

① ② ③ ④ ⑤

きものdeワークショップ
体験イベント／各有料

“自分力UP”すてきなあなたのために時間を作って体験しよう☆

体験時間

場　　所

午前10時～午後3時20分

天橋立ホテル　２階　京都の間

当日体験会場で体験毎に受付します。
その場で現金でお支払いください。
（体験内容）※詳細はHPにてご確認ください。

卓上機を使い、絹糸の経（たて）糸に裂いた布で織り、
10cm×10cmくらいのコースターを作ります。
料金：500円　業者：手機サークル 「ひまわりの未」

コースター作り（卓上手機使用）

ちりめんを使った小物たちや透明感のあるレジンアクセサリー、
簡単かわいい作品づくりを体験していただきます!
料金：500円～1,000円
業者：クラフトハートトーカイミップル宮津店　TEL: 0772-22-6080

つまみ細工小物づくり＆UVレジンアクセサリー

いつもと違ったヘアアレンジを提案。髪飾りの付け方ワンポイント
アドバイスあり。男性も可能です。髪飾りも販売しています。
料金：ヘアセット　ロングアップ1,500円・ショート1,000円　
業者：髪飾り・ヘアー　あ・ぽいんと http://www.a-point.biz/
TEL：0772-72-3113
E-mail：mail@a-point-a88.com　　　　 あり

ヘアアレンジ

恋愛・結婚・家族・友人・仕事など気になることがあれば何でも占います。
通称エンジェルカードと呼ばれており、天使からのメッセージカードを
お伝えします。
料金：700円　業者：鈴虫　 

オラクルカード占い
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似顔絵
きもの着用者限定
（当日予約制　先着順） 無料

数に限りがあります。たくさんの
方にご利用いただきたいので、
お一組様１回限り（絵師３名の中
で１枚）とさせていただきます。

時　間 午前10時～午後3時20分

場　所 天橋立ホテル２階 京都の間

時　間 午前１０時～午後３時２０分

場　所 天橋立ホテル２階 京都の間

時　間 午前10時～午後3時20分

場　所 天橋立ホテル屋外テラス、
はしだて茶屋付近　

絵師：伊藤コージ

絵師：ぎょーじよしあき

絵師：しらさぎゆき

丹後ちりめん等のお買い得商品が盛り沢山。
この機会にGETしよう！！
古着・掘り出し市、
丹後ちりめん白生地・帯・小物販売会

販売：絹友会 、時代きもの あおいや、
　　  心を装うきもの さいと、
　　  織り屋 糸り

※現金のみのお取り扱いとなっています。
※昨年と会場が異なります。

みんな集合！！
松並木きものパレード

きもの着用者限定

智恩寺→はしだて茶屋付近まで

午前１１時２０分
智恩寺よりスタート！！

お茶券をお持ちのきもの着用者は
無料サービス！
（お送りしたお茶券をご利用ください） 

※お一人様１回限り、
　2回目以降、一般の方は500円です。

但し、はしだて茶屋付近会場では、お茶券のみの対応になります。
一般への販売は天橋立ホテル屋外テラスのみ。

協力：一般社団法人茶道裏千家淡交会宮津支部

廻旋橋や松並木をパレードして、
きもの姿をカメラに納めよう！！
皆さんの参加をお待ちしています。

※最後まで参加の方に、当日、天橋
　立文珠繁栄会の協賛店でご利用
　いただける商品券をプレゼント！！
　（Ｐ１８参照）
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きもの
着用者
限定きもの着用者限定　無料

きもの着用者限定　無料
（お一人様１回限り）

海・風・天橋立をゆったり気分で
ご堪能ください

心地よい揺れと爽やかに吹き抜ける風、高い目線・・・。
人の温もりに心癒されます。

時　間 ①午前１１時３０分～
②午後  １時～
③  〃　 ２時～

場　所 第一桟橋　汽船のりば
（廻船 丹海屋）

運　航 丹後海陸交通株式会社

時　　間

一次抽選会：午前１０時～午後２時
　　　　　　（お手すきの時間にどうぞ）
二次抽選会：午後３時～３時３０分
　　　　　　（第１次抽選に漏れた方のみ）  

抽選会場 天橋立ホテル特設会場

時　間 午前１０時～午後３時

場　所 小天橋ふれあい広場

↔

廻船　丹海屋 

協　力 えびす屋

・お並びいただいた順番でご乗車していただきます。　
・写真撮影のための立ち止まりは１回のみとさせていただきます。

お楽しみ

大抽選会
お楽しみ

大抽選会
ご協賛先のご厚意により、今年も海外旅行、家電製品など豪華賞品約300点を
ご用意しました。

大抽選会の抽選方法については下記をご覧ください。　

さあ、素敵なお土産をGETしよう！！

抽選権利の獲得と抽選会参加について
①天橋立ホテルの受付にて、ご本人様の招待状と引き替えに抽選券をお受け取りくださ
　い。お一人様１枚のみ。
②一次抽選会場にお越しになる前に、抽選券にご自身の住所氏名を必ずご記入くださ
　い。記入されていないと商品の受け取りが出来ません。
③一次抽選会
　・抽選券を提示の上、△クジを引いていただきます。
　・当選した方は、その場で商品をお受け取りいただきます。
　・惜しくもはずれた場合は、半券をお返ししますので、午後３時からの第２次抽選会に参
　 加願います。
④二次抽選会
　・一次抽選会で惜しくもゲットできなかった方全員を対象にもう一度チャンスが与えら
　 れます。半券を持って抽選会場にお越しください。
　・会場で当選者の番号を読み上げますので、お手元の控えの番号と照合の上、景品と交
　 換願います。
　・当選者が会場に不在の場合は無効になりますのでご注意願います。

詳しくは会場にて係員にお問い合わせ願います。
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★旅行・レジャー

★家電製品

★和装商品

★地場産品

★その他

マレーシア４日間の旅・ペア旅行券
伊勢志摩２日間満喫の旅・ペア旅行券
地元旅館・ペアご宿泊券
地元旅館・ペアお食事券　ほか
地デジ対応液晶テレビ
デジタルカメラ
ビデオカメラ　ほか
高級西陣織袋帯
丹後ちりめん訪問着
丹後ちりめん和装小物　ほか
富士ピクル酢・缶詰 瓶詰セット
本醸造醤油　ほか
智恵の餅
きぬもよふ化粧品　ほか

宮津市
京都北都信用金庫
株式会社 三洋商事
竹中罐詰株式会社
天橋立ワイナリー
株式会社 飯尾醸造
株式会社 袋屋醤油店
天橋立ホテル
オーベルジュ天橋立
ワインとお宿・千歳
旅館 松月
きもの屋 祥美
与謝野町
株式会社 糸利
きもの処 たにぎ 丹後店
京丹後市
株式会社 京都銀行 峰山支店
比果産業株式会社 丹後営業所
心を装うきもの さいと
きもの処 いけ部
京都市
株式会社 商工組合中央金庫 京都支店
株式会社 フジヤ 京都支店

相政株式会社
足忠有限会社
株式会社 アシヨネ
足立英俊織物代行店
池田 寬樹
池仲織物株式会社
株式会社 糸利
上田 東
牛田織物株式会社
臼井織物株式会社
有限会社 梅徳機業場
大場 英樹
木本織物・夢奏殿
株式会社 こにし
有限会社 三徳 
塩見 晋
塩屋株式会社
篠春織物株式会社
芝井株式会社
絢和
白数織物有限会社
白友織物
株式会社 竹林
龍村興産株式会社
谷次織物

※大抽選会の景品、約 300 点をご用意しております。
　 景品リストは、当日天橋立ホテル玄関前付近に看板がありますので、そちらをご覧く

ださい。（商品は一部変更になる場合があります）

きものまつり・大抽選会 景品リスト

抽選会・協賛先
抽選会の景品は、次の企業にご提供いただきました

福知山市
株式会社 JTB 西日本 福知山営業所 
東京海上日動火災保険株式会社 福知山支社 
きもの処 たにぎ 福知山店
舞鶴市
時代きもの あおいや        
きもの の ほそみ 舞鶴店    
しまとう                   
丹波市                       
きもののほそみ 丹波ゆめタウン店 

（組合・団体関係）           
京都織物卸商業組合  　     
西陣織工業組合             
丹後原糸織物卸商業協同組合 
丹織技術研究会             
宮津商工会議所             
天橋立観光協会             
丹後織物工業組合・新規事業部
丹後織物工業組合

スタンプラリーで
　  素敵なプレゼント

ラリーポイント 午前 10時～午後 3時
景……品……交……換 午後　1時～ 3時 20分

スタンプラリーのプレゼントは、丹後織物工業組合の各機業様にご協賛いただき
ました。（アイウエオ順・敬称略）

民谷 勝一郎
田勇機業株式会社
丹後きものセンター
丹後寿屋
丹後やまき
丹菱株式会社
ちりめん屋
中久織物株式会社
西徳商店
野村 政伸
松田織物有限会社
松村株式会社 
松村 新生 
有限会社 松本機業
有限会社 丸栄織物工場
万定織物株式会社
森口織物
株式会社 安栄機業場
安田織物株式会社
山﨑 正一
与謝野織物株式会社
由里機業場
株式会社 吉村商店
株式会社 ワタマサ           
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きもの姿の方に特典をご用意しました！ ※10/21のみ有効

天橋立ビューランドより… 天橋立総合事業株式会社

リフト・モノレール乗車券 （入園料含む）
大人…850 円→ 500 円　　子人…450 円→ 250 円

割引いたします。

和食

フレンチ

丹後海陸交通株式会社より…
遊覧船 天橋立～一の宮

宮津～天橋立

宮津～一の宮

（片道）530 円→ 400 円……（小人 200 円）
（往復）960 円→ 800 円……（小人 400 円）
（片道）360 円→ 200 円……（小人 100 円）
（往復）650 円→ 400 円……（小人 200 円）
（片道）830 円→ 600 円……（小人 300 円）
（往復）1,500 円→ 1,200 円（小人 600 円）

ケーブル・リフト （往復）660 円→ 500 円……（小人 250 円）
成相寺行登山バス （往復）700 円→ 500 円……（小人 250 円）

運賃を割引いたします。（その他の割引券との重複割引はいたしません）

天橋立文珠繁栄会より
きものまつり協賛店をご利用の場合、割引料金または粗品をプレゼント
させていただきます。（商品券の併用はできません。）※ 10/21 のみ有効

上記の協力店で特典を受けられる場合は本ガイドブックをご提示ください

※一部商品を除く（各店にてご確認ください。）

和食とフレンチをご用意しました。いずれも完全予約制です。

「瑞会席」京風ミニ会席に仕上げています。

●（魚料理コース）真鯛のポアレ生姜風味…彩色野菜添え
●（肉料理コース）ポークカツレツのチーズ焼き…
※各コースともスープ・パン・サラダ・デザート・コーヒー付

2,700円（税込）

2,160円（税込）

（写真はイメージです）　

（写真はイメージです）　

会場…和ダイニング「はしだて」

会場…レストラン「ピュール」

「天橋立ホテル」TEL0772-22-4111
お申し込みは…

※ご予約の際、食事時間をご指定ください

「オーベルジュ天橋立」 TEL0772-22-0650
お申し込みは…

※ご予約の際、コースと食事時間をご指定ください

特別コース  ランチメニュー特別コース  ランチメニュー

きものまつり 協賛店

橋立大丸
松吟
和装小物 しょうぎん
松和物産
旬彩 するめや
智恵くらべ
ちりめん問屋

お土産物　10％割引
お土産物 1,000 円以上で約 10％割引
お土産物 1,000 円以上で約 10％割引
お土産物 1,000 円以上で 10％割引
お土産物　10％割引
お土産物　10％割引
お土産物　10％割引

  ◯お土産

はしだて茶屋
龍燈の松
対橋楼 ・ 阿蔵
海鮮料理　美加茂
ワインとお宿　千歳
お食事処　 梅渓
お食事処　 松吟
橋立大丸
松和物産
お食事処　 かどや
Café du Pin 千歳 chitose   
ビューランド展望レストラン
龍宮そば　ちとせ
JouJou　coffee ＆ bread
Café et Patisserie 玄妙庵
橋本屋
まつなみ
吉野茶屋 ・ ひいらぎ庵

店内でのお食事　10％割引
ご飲食　10％割引
お食事　喫茶メニュー 1,000 円以上で 10％割引
食後のドリンクサービス（コーヒー・アイスクリーム）
お食事　10％割引
お食事 1,000 円以上で 10％割引
お食事 1,000 円以上で約 10％割引
お食事　10％割引
お食事 1,000 円以上で 10％割引
お食事 1,000 円以上で 10％割引
カフェメニュー　10％割引
お一人様 1,000 円以上のお食事でソフトドリンクサービス
ご飲食　10％割引
カフェメニュー（ランチを含む）　10％割引
1,000 円以上お召し上がりの場合　10％割引
お買い上げのお客様に、お菓子をプレゼント
実店舗へご来店のお客様　「笹寿しさっさ」 「焼鯖寿司」　970 円 → 900 円
お食事 2,000 円以上で約 10％割引

  ◯お食事・喫茶

股のぞき　飛龍観展望所
天橋立ビューランド

大人 850 円→ 500 円　小人 450 円→ 250 円　きもの姿の来園者限定

  ◯展望所

ヤマザキショップ天橋立店
5％割引（酒・たばこ・雑貨を除く）

  ◯コンビニ  ◯名物知恵の餅・四軒茶屋
ちとせ茶屋
勘七茶屋
彦兵衛茶屋
吉野茶屋

（10 ヶ入箱）
700 円→ 630 円

（16 ヶ入箱）
1,120 円→ 1,020 円



きものまつりアシスタントご紹介トごごトごごトごトごごご紹ごトトごご紹ごご紹ご紹ごごごタンンンンンタンタタタンンンンタタンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタンンンンンンンンアシアシスタスタスタタタシスシアアアりアアまつりつまつまものまま 紹紹ものま 紹り スタスま り スタタタ ごごま タアり ごごごごごごものまつりアシスタントご紹
きものまつりをサポートします

2018 京都・ミスきもの

坂元 美友さん 森 美咲さん

第19代 プリンセス天橋立

入柿 友紀さん 佐渡 美由紀さん 中西 瑞貴さん

第9期 丹後きものクイーン

川村 琴絵さん 小松 麻緒さん 竹林 海美さん 野木 悠紀さん

店　舗　名 協 賛 期 間 内　　容営業時間・TEL
丹後きものセンター
(京丹後市)

10/14(日）～
10/21(日)

10:00～17:30
0772-72-4500

本ガイドブック持参特典（ちりめん
ストラッププレゼント）

家具インテリア山口
(宮津市)

8/1（水）～
12/29（土）

9:30～19:00
0772-22-3748

チラシ・フェイスブックを見た方、イベン
トガイドブック持参特典（10%値引き）

Cocoya康幸家
(京丹後市)

11/3（土）～
11/5（月）

10:00～20:00
（最終日17:00）
0772-65-2236

本ガイドブック持参特典（６周年創
業祭）

きもの処 いけ部
(京丹後市)

9/1(土）～
10/21（日)

9:00～18:00
0772-72-1069

「きものまつり参加」を合言葉、本ガイドブック持参
特典（きもの丸洗い割引券進呈〔振袖・留め袖除く〕）

クラフトハートトーカイ
ミップル宮津店(宮津市)

10/6(土）～
11/4(日)

11:00～16:00
0772-22-6080

本ガイドブック持参特典（レジン・ちりめ
んアクセサリーのイベント参加代金割引）

きもの処 たにぎ
福知山店(福知山市)
丹後店(与謝野町)

10/1(月）～
12/25（火)

10:00～18:00（水：定休）
0773-22-0529
0772-42-0290

本ガイドブック持参特典

ハマカゼプロジェクト㈱
(宮津市)

10/21(日) 10:00～23:00
0772-25-1080

きもの姿でカフェにご来店された方に特典
（パティシエの手作り焼き菓子）〔数に限りあり〕

きものでぶらり♪
ちりめん街道2018
実行委員会(与謝野町)

10/20(土）～
10/21(日)

10:00～16:00
（初日13:00～17:00）
0772-43-0155

きもの姿でイベントに来場された
方特典

Hotel&Resorts 
京都 宮津(宮津市)

10/1（月）～
10/31（水）

7:00～21:00
0772-25-1800

本ガイドブック持参特典（１Fショッ
ピングプラザにて粗品プレゼント）

各店舗にて特別に期間を設けた特典をご準備いただいております。是非ご利用ください。

※一部商品は除く。
　詳細は各店にてご確認ください。協賛協力店一覧
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2019 年
丹後ちりめん オリジナルカレンダー

　　　　プレゼント !!

きもの姿の参加者で、ご希望の方は記念とし
てお持ち帰りいただけます。（レギュラーカ
レンダーお一人様 1本に限ります）
（提供：丹後織物工業組合）

カレンダー販売受付中です！
https://www.tanko.or.jp/calendar/

モデル 内藤理沙・水沢エレナ・
是永瞳・井本彩花

場　所 第一次抽選会場……………………
（天橋立ホテル特設会場）

2019 年
丹後ちりめん オリジナルカレンダー

　　　　プレゼント !!



カフェ・ドゥ・パン

宮津天橋立Ｉ.Ｃ

与謝
天橋立Ｉ.Ｃ

至
福知山
京丹後

京都縦貫自動車道

オーベルジュ天橋立

旬
彩
す
る
め
や

丹海屋

龍宮そば

（海鮮料理）民宿 くらた

京都丹後鉄道

丹鉄宮豊線

和装小物しょうぎん

酒鮮の宿まるやす

天
橋
立
レ
ン
タ
カ
ー JouJou coffee & bread

外湯施設「智恵の湯」

ボートのりば

式部の松

晶子の松

小女郎の松跡

旧三上家住宅

京都丹後鉄道
宮豊線

バス

バス

ビューランド
展望レストラン

きものまつり招待者
無料駐車場

amano-hashidate幽斎

天
橋
立
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場

与謝の海

はまなすの小径

味香房 ままや

café et patisserie 玄妙庵

石窯レストラン
MON

温泉

310
Amanohashidate 至宮津・舞鶴・京都

天
橋
立
荘
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料　金 ５時間以内無料、以降１００円／時間　※１日最大５００円
観光船チケット購入者は無料
（駐車券を観光船チケット購入時に係員にご呈示ください。）

　宮津天橋立ＩＣ最寄りの道の駅「海の京都宮津」に併設する宮津市観光交流
センター駐車場に車を停め、観光船で海から天橋立を訪れる「天橋立パーク
＆クルーズ」をご利用しませんか？

宮津市観光交流センター駐車場（立体駐車場）

観光船

料　金 往復６５０円／人　宮津桟橋⇔天橋立桟橋

場　所 【行　き】
宮津桟橋 → 天橋立桟橋

【帰　り】
天橋立桟橋→宮津桟橋

９：５０
１０：３０
11：30

１０：００
１０：４０
11：40

１４：３２
１５：３２
１６：２７

１４：４２
１５：４２
１６：３７
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フォト
コンテスト

後援：京都新聞
協賛：富士フイルムイメージング
　　　システムズ株式会社

　丹後きものまつり会場内にて、「きもの姿
と天橋立」をテーマにほほえましい写真を
募ります。
○応募サイズ：カラープリント・四つ切り又はワイド四つ切り
○応募方法： 題名、住所、氏名、年齢、電話番号、カメラ名を明記したものを

写真……裏面に貼り付け、下記の宛先までお送りください。　…………………………………………………………………
　　　　　　応募用紙はHPよりダウンロードできます。…　　　
※応募数はお一人様３点以内です。

☆応…募…先：きものまつり実行委員会「フォトコンテスト」係
　　　　　　〒 629-2502　京都府京丹後市大宮町河辺 3188
　　　　　　　　　　　　　丹後織物工業組合内
☆応募締切：平成 30 年 11月16日（金）
☆表　　彰：優秀作品を選考の上、表彰します。
☆…優秀作品は、後日展示公開するとともに来年度のきものまつりのパンフ、リー
フレット等に使用いたします。
※…出来る限り作品に写る被写体（人物）の応募承諾を得てください。また被写体
の拘束やポーズの強要はご遠慮ください。

インフォメーション
当日会場にお越しの皆様は、フォトコンテスト
や次回のチラシ、ガイドブックの被写体となっ
ておりますので、あらかじめご了承願います。

特選（2017 年）
「雨の参道」
（兵庫県丹波市…荒木…恵子）



カウントダウン
TANGOちりめん300
Date / Time 10/20（土） /  13：00～16：30 
　　　　　　  10/21（日） /　10：00～16：30　　 
Place　　　　カフェ　ドゥ　パン　（Café du pin）
　　　　　　　京都府宮津市字文珠468-1

《イベントのお知らせ》

入場
無料

2020年に迎える丹後ちりめん創業300年に向けて、様々な取り組み
が拡がっています。それらの取り組みの紹介と併せ新しい丹後織物
作品を展示致します。

シルクストール、手織りネクタイ、バッグ、財布、染着尺、丹後お召、藤布帯、螺鈿織帯、風通ジャ
カード、ちりめん風呂敷、海外デザイナーとのコラボ作品など、世界的に評価が広がっている
TANGO TEXTILEを使用した作品の数々を是非ご覧ください。

Special PartySpecial Party 10/20（土）　17：00～
きものクルーズ船上パーティー（洋装でも可）　＆　
カフェ　ドゥ　パン（Café du pin）　ライトアップ運河パーティー

10/20（土）17：00～18：00（クルーズ）、18：00～20：30（カフェ ドゥ パン）
おつまみ、ビュッフェ、ワンドリンク、乗船料込、立食　4,000円
※クルーズは雨天中止。その場合、ビュッフェ、ワンドリンク付き　3,000円

（予約制、お申込み　天橋立ワイナリー　0772-27-2222　先着60名様）
16：30：カフェ ドゥ パンにて受付開始　　17：00：出航（雨の場合17：00パーティー開始）　

夕日の中をクルーズしながら、おつまみと特設Barでお楽しみいただきます。
その後、カフェ　ドゥ　パン（Café du pin）にてゆっくりお食事（ビュッフェ）。
プチファッションショーなど楽しいイベントもあります。

主　催：京丹後市きもの交流会　　
後　援：丹後ちりめん創業300年事業実行委員会
総合お問い合わせ：京丹後市きもの交流会
　　　　　　　　 （会長　民谷 共路　TEL 0772-75-0978）

●ピアノ演奏弾き語り：坂本　アキコ【適時】

城下町宮津七万石 和火（やわらび）2018

場所 ： 宮津市街地（宮津市寺町周辺）
　　　和火実行委員会  
ＴＥＬ ： 0772-45-1625

日時 ： 10月5日（金）～7日（日）
　　  日没～午後8時頃

日本三景天橋立 ふゆ花火

場所 ： 天橋立阿蘇海府中側
　　　（宮津市大垣）
　　　心・ルネサンス天橋立
　　　実行委員会
　　　（天橋立観光協会内）
ＴＥＬ ： 0772-22-8030

日時 ： 10月28日（日）
　　  花火打ち上げ
　　　  午後7時30分～
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JR、京都丹後鉄道、丹後海陸交通高速バス等をご利用ください。

交通のご案内交通のご案内

○大阪からお越しの場合
大 阪 発 5:55 8:14 9:10

天橋立着 9:30 11:16 11:30
JR、京都丹後鉄道

○福知山からお越しの場合
福知山発 7:53 8:54 10:17

天橋立着 9:20 9:30 11:16
京都丹後鉄道

○京都からお越しの場合
京 都 発 7:32 8:36 9:25

天橋立着 9:30 11:16 11:23
JR、京都丹後鉄道

○豊岡からお越しの場合
豊 岡 発 7:30 8:51

天橋立着 8:44 10:00
京都丹後鉄道

○西舞鶴からお越しの場合
西舞鶴発 8:39 9:37 10:37

天橋立着 9:20 10:15 11:23
京都丹後鉄道

○大阪へお帰りの場合
天橋立発 16:58 18:05

大 阪 着 19:37 20:37
JR、京都丹後鉄道

天橋立駅前 16:45

大阪（阪急梅田） 19:25
丹後海陸交通高速バス

○福知山へお帰りの場合
天橋立発 16:19 16:58 17:07

福知山着 17:23 17:43 18:25
京都丹後鉄道

○京都へお帰りの場合
天橋立発 16:19 16:58 18:05

京 都 着 19:08 19:59 20:21
JR、京都丹後鉄道

○西舞鶴へお帰りの場合
天橋立発 16:19 17:07

西舞鶴着 17:00 17:55

18:05

18:50
京都丹後鉄道

○豊岡へお帰りの場合
天橋立発 16:21 17:31 18:20

豊 岡 着 17:42 18:42 19:46
京都丹後鉄道

（2018.9.1現在）
※一部、特急や乗換があります。
　ご利用の際は、必ず時刻表をご確認ください。

「丹後きものまつりin天橋立」は次の団体等により運営しております

丹後きものまつり実行委員会（丹後織物工業組合内）
（10/20（土）17:00まで）　　　　TEL 0772-68-5211   
　　　　　　　　　　　　　　  E-mail：info@tanko.or.jp
（10/21（日）のみ）　　　　　 　 TEL 090-7363-9756
　　　　　　　　　　　　　　  TEL 080-5330-4812

URL http://www.tanko.or.jp/kimonomaturi/

実行委員会
（構成団体）

丹後織物工業組合・京都府・宮津市
公益財団法人 京都産業２１ 北部支援センター
宮津商工会議所・天橋立観光協会
宮津天橋立観光旅館協同組合
天橋立総合事業株式会社
丹後海陸交通株式会社               
ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式会社

後援 京丹後市・伊根町・与謝野町
公益社団法人 京都府観光連盟
一般社団法人 京都府北部地域連携都市圏振興社
丹後地方商工団体連絡協議会

協賛 天橋立文珠繁栄会

協力 天橋立ホテル・対橋楼・松吟・はしだて茶屋
吉野茶屋ひいらぎ庵・文珠自治会・智恩寺
一般社団法人 茶道裏千家淡交会宮津支部
京都きもの藤原学院丹後分校
前結び宗家きの和装学苑宮津教室

当日のお知らせはfacebookでご確認ください

丹後きものまつり　facebook
https://www.facebook.com/tangokimonomaturi

お問い合わせ・連絡先
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メ モ

貴方のお好みの色に染めてみませんか
無地染　７，００９円（税込）～

きものの汚れ落とし、クリーニングを承っております。
是非、ご利用ください。
お問い合せ先 ： 丹後織物工業組合 中央加工場 染色課
　　　　　　　ＴＥＬ 0772-64-2493   FAX ０７７２-６４-４９９４

まゆのお風呂シリーズ
リニューアル
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イベント・ガイドブックイベント・ガイドブック

京都

20182018

きものをお召しの参加者に
素敵な特典を
盛り沢山にご用意しました

2018．10．21　丹後きものまつり実行委員会・編

３
０
０
年
を
紡
ぐ
絹
が
織
り
成
す

丹
後
ち
り
め
ん
回
廊

３
０
０
年
を
紡
ぐ
絹
が
織
り
成
す

丹
後
ち
り
め
ん
回
廊

平成３０年度丹後産地活性化推進事業助成事業

京都きものパスポート 
2018・2019
パスポート持参の方は受け付けにてご提示ください。

京都きものパスポート京都きものパパスポート京都都きものパパスポート

日本三景　天橋立

　天橋立では、夕日が山に沈む前のほんのわずかな時間に、太陽光線が真横から松林
を照らすその時「海を渡る線路」が現れます。この現象を「トワイライトレールロード」と
呼びます。
　特に傘松公園側出入口付近では、両側に立てた杭によって、よりはっきりと見ること
ができます。
　天橋立の中間地点や文珠側の入り口付近でもこの現象を見ることができ、このレー
ルを手をつないで歩くと幸せになれると言われています。

持参特典
有り


