




　国生みの大神イザナギノミコトが天に通うためにつくった梯が、眠っている

間に倒れてしまい、海にできた砂地が「天橋立」と伝えられています。

　天橋立のある宮津地域は古来より信仰の対象として人びとの崇敬を受けると

ともに、海からの玄関口として大陸との文化の交流が行われ、近世には北前船

の隆盛により経済的にも賑わった商業のまちでもあります。
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[天橋立エリア] モデルコース

❶天橋立ビューランド
　文珠山山上にある天橋立を一望できる展望台。
　ここからの眺めは、天橋立が天に舞い上がる龍のように見えることから
「飛龍観」と呼ばれ、「股のぞき」の名所としても有名。
問い合わせ：天橋立ビューランド ０７７２－２２－５３０４

❷智恩寺
　日本三文殊に数えられ、切戸（又は久世戸）の文殊堂として知られてい
る文殊菩薩の霊場。智恵を授かる文殊さんとして有名で、受験生など多数
参拝に訪れます。
問い合わせ：智恩寺 ０７７２－２２－２５５３ 

❸松並木
　天橋立は白い砂と約8,000本の松でできており、その姿は「白砂青松」
として古くから愛され、文人墨客により和歌や絵画により表現されてきま
した。

❹元伊勢籠神社
　丹後国一の宮「元伊勢籠神社」。その歴史は古く、神代までさかのぼりま
す。天橋立はその昔は籠神社の境内であり参道でした。宮司家の系図「海
部氏系図」は国宝に指定｡近年パワースポットとして人気を集めています。
問い合わせ：元伊勢籠神社 ０７７２－２７－０００６

❺傘松公園
　天橋立を見下ろす絶景の展望所と自然公園｢股のぞき｣の名所。ここから
の眺めは「昇龍観」と言われています。
　300度大展望の天橋立パノラマハウスや、「傘松」という松のある「股の
ぞき発祥の地」という展望台があります。
問い合わせ：ケーブル乗場（府中駅） ０７７２－２７－００３２

❻カトリック宮津教会
　フランス人のルイ・ルラーブ神父が1896（明治29）年に造った木造の教
会。毎週ミサの捧げられる現役の聖堂としては日本で最古とされていま
す。内部の床は畳敷きという和洋折衷のロマネスク風様式の教会。
　ステンドグラスは1280枚を数えます。

❼旧三上家住宅

宮津・天橋立
丹後とり貝昼処

　江戸時代の宮津城下有数の商家のひとつ。酒造業・廻船業等を営む一
方で、宮津藩財政や宮津城下の町政に深くかかわっています。
　慶応4年（1868）には山陰道鎮撫使・西園寺公望が宿泊しました。

　全国初！独自の技術と穏やかな海で育成
され、味と大きさが自慢の「丹後とり貝」。
　京のブランド産品にも認定された高級ブラ
ンド食材です｡宮津・天橋立では、市内の約
30店舗でお昼から気軽に味わっていただこ
うと「丹後とり貝昼処」を開催します｡期間
中、丼から会席料理まで様々なお料理をご用
意し、旅の皆様をお待ちしています｡
期間：5月下旬～ 6月下旬
問い合わせ：（社）天橋立観光協会
 ０７７２－２２－８０３０
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提供：JF京都漁連
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カトリック宮津教会

旧三上家住宅
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　明治34年（1901年）に舞鶴海軍鎮守府の開庁に伴い、舞鶴市には、明治・
大正・昭和初期に建てられた近代化遺産としての赤煉瓦建造物が多数残ってお
り、倉庫、砲台跡、水道施設、隧道、鉄道橋梁、ホフマン窯など約120もの
赤煉瓦建造物が確認されています。
　中でも、北吸地区には12棟もの赤れんが倉庫群が立ち並んでおり、平成
20年には、8棟が国の重要文化財に指定されました。
　さらに平成24年には市民の交流と憩いの場として整備を進め赤れんがパー
クとしてグランドオープンし、観光・文化の拠点として多くの人で賑わい、レ
トロでロマンチックなまち並みは当時の「ハイカラ」を感じさせる舞鶴のシン
ボルとなっています。
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舞鶴赤れんがパーク

[舞鶴赤れんがパークエリア] モデルコース

❶舞鶴赤れんがパーク（海軍ゆかりの港めぐり遊覧船）

　旧海軍が明治時代に建設したものを中心に、多くの赤れんが建造物が現存
する。なかでも全部で12棟の赤れんが倉庫群は、その多くが国の重要文化財
に指定されている貴重な建造物で、映画やドラマのロケ地として使われること
もしばしば。明治・大正ロマンムードあふれるエリアです。
　また、隣接する北吸赤れんが桟橋からは海上自衛隊OBの船内ガイドのも
と自衛艦を間近に見ながら湾内を巡る遊覧船も出港しています。
問い合わせ：赤れんがパーク ０７７３－６６－１０９６（赤れんがパーク）
 遊覧船 ０７７３－７６－０１０１（まいづる広域観光公社）

❷舞鶴引揚記念館

　「岸壁の母」の歌とともに全国に知られる引き揚げのまち舞鶴。終戦後66
万人以上の引揚者と1万6千柱の遺骨を迎え入れ、多くの喜びと悲しみのド
ラマが生まれました。
　引揚記念公園や引揚記念館、復元された引揚桟橋は平和の尊さを後生
に伝えています。
　平和の尊さを一人でも多くの方に発信するために、当時を語る貴重な資
料のユネスコ世界記憶遺産への登録を目指しています。
問い合わせ：０７７３－６８－０８３６

❸舞鶴ふるるファーム

舞鶴引揚記念館

海軍ゆかりの港めぐり遊覧船

舞鶴ふるるファーム

　家族みんなで楽しめる自然に恵まれたあったか、ほっこり農園。
　農村レストランや手づくりパン教室、宿泊コテージなど、緑に囲まれた農
業公園です。
問い合わせ：０７７３－６８－０２３３

舞鶴かまぼこ®

　「舞鶴かまぼこ®」は舞鶴かまぼこ協同組合の研究室で高度な検査に合格した
良質な原料のみを購入、使用しているため、製品の高い品質を維持しています。
　近海で取れた鮮魚（シログチ、エソ、トビウオ等）の生すり身を4割以上使用し、
職人の技と熱い思いを一枚一枚にこめて丁寧に作り上げています。
　①すわり（45℃で30～40分）、②本蒸し（80℃で30～40分）という舞鶴なら
ではの独自の二段蒸し上げ方法を採用しており、奥深い旨味とソフトでありながら
シコシコとした弾力のある歯ごたえが特徴です。
　数 の々恵まれた条件の中で味と品質で最高峰のかまぼことして地位をゆるぎ
ないものとし、地域ブランド（地域団体商標登録第5003857号）に登録されてい
ます。
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[浜詰・久美浜エリア]
モデルコース

❶屏風岩
　岩の立っている様が屏風のように見えることから「屏風岩」と呼ばれ、京
都の自然200選に選定されています。

❷立岩

　高さが20ｍある柱状節理の発達した自然岩。そそり立っているところか
ら「立岩」と呼ばれています。
　伝説によれば、第31代用明天皇のお后間人皇后の第3皇子麿子親王が
この地の鬼退治をされた時、一夜のうちに天から降りてきてこの大岩に鬼
を封じ込めたといわれています。

❸琴引浜

　全長約1800ｍある全国最大級の鳴き砂の浜。自然のままの状態で保
たれた景勝の地であることから、これまでに多くの百選等に選定されてい
ます。

❹豪商稲葉本家

　稲葉本家は、織田信長家臣、美濃の稲葉一族の末裔と言われ、廻船業を
営み、沿岸交易によって巨富を得、付近諸藩の金融を独占するほどの豪商。
　おにぎり定食やぼたもちなどが有料で味わえ、陶芸やお香づくりの体験
（有料、要予約）ができる工房「匠処」や特産品販売所があります。
問い合わせ：０７７２－８２－２３５６

❺夕日ヶ浦の夕日

　夕日ヶ浦から小天橋まで約8kmにわたって続く白砂青松の夕日ヶ浦。
　この夕日ヶ浦海岸の夕景は、日本の夕日百選に選定されるほどの絶景。
　夕日ヶ浦温泉は、夕陽を眺めながらゆったり気分を味わえる温泉として
知られています。

間人ガニ
松葉ガニ
　丹後の冬の味覚と言えば松
葉ガニ（ズワイガニ）。地方に
よっては『越前ガニ』、『ヨシガ
ニ』など呼び方が異なります。
　特に丹後町・間人漁港で水
揚げされる松葉カニを『間人
ガニ』と呼び、品質・味ともに
最高級と言われています。水
揚げ量が少ないため『幻のカ
ニ』とも呼ばれています。
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　丹後半島一周の西の入り口、浜詰海岸から見える夕日ヶ浦の夕日は、日本夕

陽百選にも選ばれ、その鮮やかなピンク色は、何とも云い難い幻想的な世界を

映し出します。

　また、この付近の海岸は世界ジオパークに認定された美しい地質遺産を持つ

自然公園で、その魅力は文化、歴史や伝説など古代ロマンがつまっているとこ

ろにもあります。

　美しいリアス式海岸や砂丘をはじめとする多彩な地形・地質が生み出す気候

風土は、豊かな山海の幸をもたらします。
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[伊根浦舟屋群エリア]
❶伊根の舟屋満喫コース(所要時間：約2時間)

　漁船を利用した漁師による海上タクシーや伊根浦散策案内人のガイド
により伊根湾内を周遊します。
問い合わせ：０７７２－３２－０２７７（伊根町観光協会）

伊根浦公園
　舟屋が建ち並ぶ伊根湾の一番奥に位置する公園で、舟屋を海側から間
近に見ることができる人気のビューポイントです。

伊根の舟屋の町並み
　海側に舟屋、山側に母屋が建ち並ぶ、伊根独特の町並みが続きます。海
と共に暮らしてきた人々の生活を感じることができます。

向井酒造
　「日本で一番海に近い酒蔵」といわれる、宝暦4年（1754年）創業の伊
根町内唯一の造り酒屋です。めずらしい古代米を使ったお酒などを店内
で試飲することもできます。
問い合わせ：０７７２－３２－０００３（向井酒造）

江戸時代の舟屋
　江戸時代と同じように”筋かい”を使わない工法で建てられていて、2階
の床板はなく、網干し場として使われていた当時を思い起こすことができ
る修景された舟屋です。

海上タクシー
　地元漁師などが伊根の舟屋の歴史やそこで暮らす人々の生活などを、
海上から説明します。陸上からでは味わうことができない景観も海上タク
シーならではの醍醐味です。

（伊根湾めぐり遊覧船）
　定期便で伊根湾を周遊する大型船で、伊根の舟屋を海上から眺めるこ
とができます。カモメやウミネコのエサやりは、子供たちにも大人気です。
問い合わせ：０７７２－３２－０００９
 （丹後海陸交通株式会社 日出駅乗船場）

さばのへしこ
　さばのへしこは、さばに塩を振って糠漬けにした水産加工品
で保存食として重宝されています。特に夏場にお茶漬けで食
べていただくのがお勧めです。

伊根浦公園

向井酒造

江戸時代の舟屋

伊根湾めぐり遊覧船

海上タクシー

モデルコース 地図:44ページ
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　伊根湾をぐるりと取り囲む舟屋は約230軒。その美しいまちなみは、全国

でも他に類を見ません。荒海の日本海では奇跡とも言える波静かで穏やかな水

面。満潮時に海に浮かんでいるように見えるその姿はとても幻想的です。

　きらきら光るさざ波と、光を照り返しどこまでも連なる甍の波…。

　ここではゆっくりと、やさしい時間が頬を撫でるように流れてゆきます。
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[ちりめん街道エリア]
モデルコース

❶ちりめん街道

　丹後ちりめんは、加悦谷地方では、享保7（1722）年に木綿屋六右衛門、
手米屋小右衛門、山本屋佐兵衛らが京都西陣より伝えた技術が発祥とさ
れ、地場産業として与謝野町を語る上で欠くことができない産業。
　大正から昭和30年代までは特に隆盛を誇り、華やぐ町を創り上げました。
問い合わせ：０７７２－４３－０１５５（与謝野町観光協会）

❷旧尾藤家住宅

　文久3（1863）年に再建され生糸ちりめん商家で、昭和初期に増築され
た洋館もあります。
　尾藤家代々の当主は江戸期に大庄屋、明治以降に丹後銀行頭取、加悦
（かや）鉄道社長、加悦町長などを歴任しました。
問い合わせ：０７７２－４３－１１６６

❸与謝野町立古墳公園

　国史跡の蛭子山古墳と作山古墳を整備した古代歴史公園。
　大型前方後円墳（145m）をはじめ、円墳や方墳など、4～5世紀に隆盛
した丹後王国を偲ばせるバラエティー豊かな古墳がそろいます。
　はにわ資料館では町内で出土したはにわなどの実物を展示しているほ
か、まが玉作りの体験（有料）もできます。
問い合わせ：０７７２－４３－１９９２

丹後ちりめん
　丹後ちりめんは経糸（たていと）に撚りのない生糸、緯糸（よこいと）に1メー
トルあたり3,000回前後の強い撚りをかけた生糸を交互に織り込み生地に
し、その後、精練することによって糸が収縮し、緯糸の撚りがもどり、生地全面
に細かい凸凹状の「シボ」がでた織物のことをいいます。ちりめんの代表的存
在である「丹後ちりめん」は、このシボが最大の特徴です。
　ちりめんは、シボがあることにより、シワがよりにくく、しなやかな風合いに
優れ、凸凹の乱反射によって染め上がりの色合いが豊かな、しかも深みのあ
る色を醸し出すことができます。

徒
歩
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❹加悦ＳＬ広場

　123号蒸気機関車など27両の貴重な車両を展示する他、珍しい手動式
の転車台、場内周遊ミニ列車「ロケット号」などがあります。車両を改造し
た「カフェトレイン蒸気屋」もあります。
問い合わせ：０７７２－４２－３１８６
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ちりめん街道

旧尾藤家住宅

与謝野町立古墳公園

加悦ＳＬ広場
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　丹後ちりめんは、享保7年（1722年）に京都西陣より伝えられた技術をも

とに発祥し、その後峰山藩･宮津藩の保護により地場産業として根付いた、与

謝野町を語る上で欠くことのできない産業。大正から昭和30年代までは特に

隆盛を誇り、華やぐまちを創り上げました。
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　福知山城は丹波平定を遂げた明智光秀が天正七年（1579年）頃に築城に着

手し、その後歴代城主によって順次整備されたものと考えられています。石垣

には寺院などから運んだと伝えられる五輪塔や宝篋印塔が使用されています。

これらは「転用石」と呼ばれ、約500個余が確認されています。

　天守閣が復元された現在は往時の面影をしのぶことができます。
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[福知山城エリア]
モデルコース

❶御霊神社

　明智光秀をまつる神社として広く知られています。明智
光秀の書状や家中軍法など明智光秀にかかわる資料が伝
えられています。境内には全国で唯一の堤防神社もあり
ます。
問い合わせ：０７７３－２２－２２５５

❷福知山城

　明智光秀が築いたと言われる福知山市のシンボル。
三層四階の天守閣を再建した郷土資料館は、歴代城主の
遺品などを多数展示しています。
　最上階からのながめは抜群です。
問い合わせ：０７７３－２３－９５６４　入館料：３１０円
時　間：９時～１７時（入館～１６時３０分）
休館日：火曜（祝日の場合は翌日）

❸元伊勢内宮皇大神社

　現在の伊勢神宮が三重県に鎮座する54年も前にまつ
られた神社で2社の脇宮と83社の小宮があります。
問い合わせ：０７７３－５６－１０１１

福知山スイーツ
　福知山市内には丹波栗や丹波黒豆等、地元食材を使った郷
土愛あふれる逸品から、世界一に輝いたパティシエの味まで
スイーツ店が約40店あります。
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❹天岩戸神社

　神々が天下った所と伝えられ、奇岩と清流、うっそうと
した古木に覆われた幽境に、神々が座したと言われる御
坐石があり、古くはこの上で巫子が神楽を舞ったといわれ
ています。

地図:45ページ

第5回スイーツ甲子園出展作品
福知山淑徳高等学校　「桜花爛漫～和のコラボ」

御霊神社

福知山城

元伊勢内宮皇大神社

天岩戸神社

15



　繊維メーカーとして知られるグンゼは、明治29年（1896年）に綾部で創

業し地域の産業基盤となりました。グンゼ綾部本社周辺は、近代化産業遺産と

して認定されたグンゼ記念館やグンゼ博物苑など、大正期や昭和初期の建築物

が立ち並び、美しい街並景観が形成されています。
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[綾部まちなかエリア] 地図:45ページモデルコース

❶グンゼ博物苑・綾部バラ園

　「歴史蔵」「ファッション蔵」「新機能蔵」の３つのミュージア
ムを持つグンゼ博物苑では、グンゼ創業者・波多野鶴吉が、
蚕糸業の発展による地域の発展を『郡是（ぐんぜ）』として興
し、日本の近代化とともに発展した繊維産業の歴史を学ぶこ
とができます。
　苑内にある、綾部バラ園では、平和を象徴するアンネのバ
ラをはじめ、約100種類1,000本のバラを楽しめます。
問い合わせ：０７７３－４３－１０５０

❸黒谷和紙工芸の里

　800年の歴史をもつ黒谷和紙は、昔ながらの製法を守る全
国でも数少ない手漉き和紙。閉校した小学校の校舎を利用
し、歴史を伝える資料や工芸品の展示があるほか、紙漉体験
もできます。
　周辺には、美しい里山が広がり、田舎暮らし体験ができる
素材が豊富に存在します。
問い合わせ：０７７３－４５－１０５６

❹あやべ温泉

　綾部上林の大自然に抱かれた二王の湯は、温泉成分が豊
富ですばらしい効能を誇る天然の恵み。多種類の生薬を配合
した薬湯もあり、ゆったりとした気分で健康増進に最適です。
問い合わせ：０７７３－５５－０２６２

丹波栗
　丹波栗は丹波地方で栽培される、大粒で柔らかく、甘みのあ
るブランド栗です。
 　『日本書紀』に登場するほどその歴史は古く、江戸時代には
各藩主が競って幕府や朝廷に献上、全国的な名声を得ました。

特産品
紹介
特産品
紹介

車
5
分

車
15
分

❷大本（梅松苑）

　明治２５年に綾部で開教した民衆宗教大本の神殿が立ち
並びます。開教100周年を迎えた平成4年には、20世紀最高
の木造建築物といわれる長生殿も完成。
　建物内部の見学は予約が必要ですが、庭園はいつでも見学
できます。
問い合わせ：０７７３－４２－０１８７

車
15
分

黒谷和紙工芸の里

大本長生殿

あやべ温泉

グンゼ博物苑・綾部バラ園
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（※注）阪神高速8号京都線から
巨椋池本線料金所を通過
し、周遊エリアへご走行され
る場合もご利用可能です。
※ただし別途阪神高速8号
京都線の料金が必要です。

京都縦貫自動車道開通記念京都

　ふるさとミュージアム丹後（京都
府立丹後郷土資料館）では、「海の
京都」である京都府北部地域の歴
史・風土・生活生業を実物や資料の
展示でわかりやすくお伝えしていま
す。
　約27,000㎡の広大な敷地には
江戸時代の大庄屋住宅「旧永島家
住宅」や阿蘇海の向こうに天橋立を
臨むビューポイントもあります！

企画展

高山古墳群玉類

4/20(土）～ 6/23(日)
「古代・装飾・丹後」

丹後から出土した玉や腕輪など
の装飾品や器物に使われた紋様
を紹介します。

企画展

鯨雛形絵図面

7/13(土) ～ 9/23(月・祝)

「寄り来る鯨
　 －丹後・伊根浦の捕鯨－」

伊根浦を中心とした丹後の捕鯨に
ついて、漁具や文書などの記録で紹
介します。

秋季特別展  丹後建国1300年記念

雪舟天橋立図(複製）

10/12(土) ～11/24(日)

「丹後国府と中世都市「府中」
　　　　　　－雪舟の描いた景観－」

国府が置かれ、丹後の中心であった府中地区(宮津
市）の歴史を至宝と記録から考えます。

ふるさとミュージアム丹後  （京都府立丹後郷土資料館 地図P41）
■開館時間 ■休館日
○午前９時から午後４時３０分 ○毎週月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、翌日休館）
 ○年末年始（１２月２８日～１月４日）
 ○10月10日（木）・10月11日（金）は展示入替のため臨時休館
■観覧料
○普通展示大人２００円（団体１５０円）小人５０円（団体４０円）
○特別展示大人２５０円（団体２００円）小人７０円（団体５０円）  ※企画展開催中は、普通展示の観覧料です。
問い合わせ先： TEL：0772-27-0230 　FAX：0772-27-0020

道開通記念
「海の京都・京都丹波」

乗り放題
フリーパス

～

ご利用期間：
2013年4月21日（日）～7月21日（日）のうち
海の京都エリア周遊プランは最大3日間有効、

ご利用期間：
2013年4月21日（日）～7月21日（日）のうち
海の京都エリア周遊プランは最大3日間有効、
京都丹波エリア周遊プランは最大2日間有効丹波京都丹波 リア周

プラン名 普通車

3,900円

2,400円

海の京都エリア周遊プラン

京都丹波エリア周遊プラン

3,100円

1,900円

軽自動車
（二輪車含む）

発着エリア～周遊エリアの1往復+周遊エリ
ア（京都丹波エリア、海の京都エリア）内が乗
り降り自由!（最大3日間有効）

発着エリア～周遊エリアの1往復+周遊エリ
ア（京都丹波エリア）内が乗り降り自由!
（最大2日間有効）

IC（インターチェンジ）

IC（片方側への乗り降りしか
できないインターチェンジ）
JCT（ジャンクション）▲

※京都府道路公社管理道路
　（京丹波わち～与謝天橋立）も対象となります。
※その他Webページの注意事項をご確認ください。

発着エリア

舞鶴東舞鶴西綾部福知山

与謝天橋立

宮津天橋立

舞鶴大江

綾部安国寺

京丹波わち

丹波

園部

八木西

八木中

八木東

千代川

大井

亀岡

篠・篠本線料金所

京都丹波エリア
周遊プラン
京都丹波エリア
周遊プラン

海の京都エリア
周遊プラン
海の京都エリア
周遊プラン

舞鶴若狭道を
利用した場合は
適用対象外!

▲

▲

▲

▲

▲

沓掛

長岡京
茨木 京都南 京都東 大津 瀬田西 瀬田東

大山崎

栗東

草津田上

八幡東

久御山淀 久御山 宇治西 笠取 石山

巨椋池・
巨椋池本線料金所
※注

▲

京都縦貫道経由で
ご利用ください!

発着エリアから周遊エリアへのご走行について
●発着エリアから周遊エリアへは、必ず京都縦貫道を
　ご利用ください。

●舞鶴若狭道（吉川JCT）を利用して周遊エリアへご走行
　された場合は、本割引プランの対象外となりますので
　ご注意ください。

重要

みち旅

http://www.michitabi.com/

詳しくは

NEXCO西日本
宿泊予約サイト
「みち旅」で検索!! 1918



20

another KYOTO
協力店・施設のご案内

海の京都

ご希望のクーポンを切り離して
各店・各施設にご持参ください
お得な特典がご利用できます

特典内容については各クーポンの裏面をご覧ください。
記載の情報等の正確性については、可能な限り配慮し
ておりますが、それを保証するものではございません。
情報が変更されている場合もありますので、ご了承く
ださい。

-クーポンのご利用について-

SPECIAL COUPON
PRESENT　　　　TO YOU

【有効期間】 
2013年4月21日（日）から各クーポンに記載の日まで
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http://www.amanohashidate-htl.co.jp

宮津市字文珠310 
天橋立ホテル隣
0772-22-0650
11：30～14：30
18：00～21：00
年中無休
15台
宮津天橋立ICから約10分

http://www.kanemasu-taniguchi.com

宮津市漁師1711
0772-22-3297
平　日11：30～15：30
土日祝11：30～15：30
18：30～【夜は要予約】
月曜日定休
10台（無料）
※宮津はままちパーキング
を2時間無料
宮津天橋立ICから5分

http://www8.plala.or.jp/bear/

宮津市字江尻22番地の2
0772-27-1317
9：00～20：00（LO冬期
18：00・夏期19：00※但
し毎水曜日LO14：00）
20台（無料）
与謝天橋立ICから国道
178号経由し約20分

http://www.eco-future-park.jp/

宮津市字里波見
0772-28-9111
9：00～17：00
（7～9月は9：00～20：00）
森のカフェ10：30～16：00
木曜日（祝日除く）及び年
末～2月末休園
 ※7～9月は無休
200台（無料）
与謝天橋立ICから国道178
号を伊根方面へ約40分

http://www.charoku.com/

宮津市島崎2039-4
0772-22-0206
昼席  11：30～14：00
　　（LO13：30）
夕席  5：30～9：00
　　（LO7：00）
火曜日定休
8台（無料）
宮津天橋立ICから約5分

宮津市中野848
0772-27-0114
8：00～17：00
年中無休
2台（無料）
※事前にご連絡ください
与謝天橋立ICから約20分

宮津市文珠天橋立公園内
0772-22-3363
9：00～17：00
木曜日定休
なし
※天橋立公園内のため車
は進入禁止です
宮津天橋立ICから国道
176号・府道2号経由し約
10分

http://biorabbit.com

オーベルジュ 天橋立1
宮津市

カネマスの七輪焼き2
宮津市

有限会社 日の丸
カフェレストラン セントジョンズベア3

宮津市
京都府立丹後海と星の見える丘公園
（Tango Eco-Future Park）

4
宮津市

四季膳 花の5
宮津市

つるや食堂6
宮津市

はしだて茶屋7
宮津市

ビオ・ラビット8
宮津市

宮津市字日置3599（マリ
ントピア天橋立5号館1F）
0772-27-0141
11：00～14：00
18：00～21：00
（16：00 ～18：00CLOSE）
火曜日定休
有（無料）
与謝天橋立ICから約20分

P P

P

P

P

P

P

P
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オーベルジュ 天橋立1
宮津市

カネマスの七輪焼き2
宮津市

another KYOTO  SPECIAL COUPON

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

レストランご飲食代

10％OFF

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

小鉢を一品サービス
※クーポン1枚につき1組様までのご利用となります

1組様に

1,050円以上ご飲食の方に

（サービスドリンクの中より）
1ドリンクサービス

お食事処をご利用の方に食後

ご当地アイスをサービス

ペアセット（ピザ＋パエリア）1セットにつき

オリジナルドリンク1杯サービス

森のカフェのケーキセットご注文の方

50円引
※土曜・日曜日限定

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります ※クーポン券を事前に提示して下さい

お食事代

10％OFF

お食事代
10％OFF

※クーポン1枚につき1名様のご利用となります

有限会社 日の丸
カフェレストラン セントジョンズベア3

宮津市
京都府立丹後海と星の見える丘公園
（Tango Eco-Future Park）

4
宮津市

四季膳 花の5
宮津市

つるや食堂6
宮津市

はしだて茶屋7
宮津市

ビオ・ラビット8
宮津市

Sample鉢を一品サー鉢を一品サービ
1組様に

Sampleストランご飲

10％OFF
レストランご飲食代

10％OFF

Sample50円引
フェのケーキセットご注文

50円引 Sampleリンクサービ
050円以上ご飲食の方

ドリンクサービ

Sample代10％OFF
お食事代

10％OFF Sample地アイスをサー
お食事処をご利用の方に

地アイスをサービ

Sampleナルドリンク1杯サ
ット（ピザ＋パエリア）1セット

ジナルドリンク1杯サー Sample代10％OFF
お食事代

10％OFF
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http://www.hanasyoubu.jp/

宮津市江尻924
0772-27-1225
11：30～15：00
（LO14：00）
17：30～22：00
（LO21：00）
火曜日定休
15台（無料）
与謝天橋立ICから国道
178号経由し傘松方面約
15分

宮津市文珠 廻旋橋たもと
0772-22-3285
9：00～17：00
不定休
17台（お店と離れているた
めご連絡ください）
宮津天橋立IC・与謝天橋
立ICからともに約10分

http://www.showabussan.jp/

宮津市文珠640-59
0772-22-2451
9：00～18：30
不定休
3台（無料）
宮津天橋立ICから約10分

http://www.hashidate-daimaru.co.jp/

宮津市字文珠475番地
0772-22-4151
8：30～17：30
年中無休
近辺多数有り（有料）
宮津天橋立ICから国道
176号・府道2号経由し約
10分

http://www.hashidate-daimaru.co.jp/

宮津市字中野小字松の浜
430番地
0772-27-1313
8：30～17：00
乗用車50台・バス20台
（無料）
与謝天橋立ICから国道
178号を経由し約10分

あまのはしだてねっと http://www.amanohashidate.info/

0772-27-0058
20台

http://tango.or.jp/surumeya/

宮津市文珠640-45
0772-22-3123
8：30～18：30
なし
※お買い物の際は店頭に
お止めください
宮津天橋立ICから約7分

http://www.hakurei.co.jp/kengaku/

レストラン アンソンべニール9
宮津市

観光センター天橋立 松吟10
宮津市

有限会社 松和物産11
宮津市

橋立大丸本店12
宮津市

橋立大丸シーサイドセンター13
宮津市

本店松屋 ・ えとせとら松屋14
宮津市

旬彩 するめや15
宮津市

ハクレイ酒造  天の蔵16
宮津市

宮津市字由良949
0772-26-0001
9：00～17：00
水曜日定休
15台・バス2台（無料）
天橋立ICから20分・舞鶴
大江ICから20分

P

P

P P

P

P
宮津市大垣55
9：00～17：00
与謝天橋立ICから10分

P
P

another KYOTO  SPECIAL COUPON
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有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

3周年アニバーサリーランチ
「MARE」

通常2,300円⇒2,000円

お土産・お食事代
1,000円以上ご利用の方

10％OFF
※他サービスおよびカード払い併用はできません

お土産品
10％OFF

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります
（一部割引できない商品もございます）

〈酒粕等　※季節によって変わります〉

お土産・お食事代
1,000円以上ご利用の方

10％OFF
※一部商品は除きます

お食事・お土産代
500円以上ご利用の方

5％OFF
※酒類等の一部の商品を除きます

お食事・お土産代
500円以上ご利用の方

5％OFF
※酒類等の一部の商品を除きます

全商品
10％OFF

レストラン アンソンべニール9
宮津市

観光センター天橋立 松吟10
宮津市

有限会社 松和物産11
宮津市

橋立大丸本店12
宮津市

橋立大丸シーサイドセンター13
宮津市

本店松屋 ・ えとせとら松屋14
宮津市

旬彩 するめや15
宮津市

ハクレイ酒造  天の蔵16
宮津市

①ちょっぴりプレゼント

※20歳以上で運転されない方に限ります
②旬の原酒を無料で試飲

another KYOTO  SPECIAL COUPON

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

Sample000円以上ご利用の方

10 OFF
お土産 お食事代
1,000円以上ご利用の方

10％OFF Sample
年 サリ
「MARE」

2
周年アニバーサリーランチ

2 00

Sample500円以上ご利用の方

5 OFF
お食事 お土産代
5

5％OFF Sample000円以上ご利用の方

10 OFF
お土産 お食事代
1,000円以上ご利用の方

10％OFF

Sample商品
10％OFF

全商品
10％OFF Sample500円以上ご利用の方

5％OFF
お食事 お土産代
5

5％OFF

Sample粕等　※季節によって変わ
ょ りプ

無
酒粕 り
ちょっぴりプレゼン

旬の原酒を無料で試
Sample10％OFF
お土産品

10％OFF
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http://www.kkmatsui.com

宮津市大垣48
0772-27-0028
8：30～17：00
年中無休
50台（1台500円）
※但しお買物1,000円以
上の方は無料（キャッシュ
バック式）
与謝天橋立ICから国道
178号経由し10分

宮津市字文珠640-73
0772-22-1515
12：00～22：00
（受付21：00まで）
水曜日定休
なし（周辺駐車場をご利用
ください）
宮津天橋立IC・与謝天橋
立ICから約10分

http://www.daiwaresort.co.jp/miyazu/

宮津市字田井小字岩本58
0772-25-1800
〈立ち寄り入浴〉
月・火曜14：00～20：00
水～日曜13：00～20：00
年中無休
〈立ち寄り入浴〉
大人1,000円・小人500円
250台（無料）
宮津天橋立ICから約15分

http://iifuro.jp

宮津市字文珠赤岩584
0772-20-1126
予約受付時間
9：00～20：00
要問合せ（宿泊料金）
20台（無料）
宮津天橋立ICから約10分

http://www.takasimaya.net/

宮津市魚屋1001-1
0772-22-2627
電話受付9：00～21：00
不定休
お1人様 平日10,500円～
※1泊2食付（消費税・サ
ービス料10％含）
7台（無料）※1室1台分
宮津天橋立ICから約10分

http://www.viewland.jp/

宮津市文珠437
0772-22-5304
通常9：00～17：00
7/21～8/20
（8：30～16：30）
10/21～2/20
（9：00～16：30）
なし（近隣の有料私営駐
車場をご利用下さい）
宮津天橋立IC・与謝天橋
立ICから約8分 http://www.tankai.jp

松井物産17
宮津市

天橋立温泉 智恵の湯18
宮津市

天橋立 宮津ロイヤルホテル19
宮津市

天橋立荘20
宮津市

旅館 髙島屋21
宮津市

旅館 松風荘22
宮津市

天橋立ビューランド23
宮津市

天橋立傘松公園ケーブルカー・リフト24
宮津市

宮津市字大垣75
0772-27-0032
8：00～17：30（終了時刻
は季節により変動あり）
なし（周辺の有料駐車場
をご利用ください）
与謝天橋立ICから国道
178号経由し約15分

P
P

P

¥

¥
P

P

¥

http://www.tango.or.jp/shofuso/

宮津市大垣24
0772-27-0135
不定休
20台（無料）
与謝天橋立ICから国道
178号経由し約10分

P

P

P

another KYOTO  SPECIAL COUPON
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有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

ご宿泊のお客様お一人様につき1杯

（コーヒーor紅茶orオレンジジュース）
ラウンジにてウェルカムドリンクサービス

お土産物
5％OFF
※対象外品もございます

食前酒（自家製果実酒）
プレゼント

【要予約】

ご宿泊料
5％OFF

松井物産17
宮津市

天橋立温泉 智恵の湯18
宮津市

天橋立 宮津ロイヤルホテル19
宮津市

天橋立荘20
宮津市

旅館 髙島屋21
宮津市

旅館 松風荘22
宮津市

天橋立ビューランド23
宮津市

天橋立傘松公園ケーブルカー・リフト24
宮津市

ケーブル・リフト乗車券
往復 640円⇒600円

往復乗車券＋入園料
大人 850円⇒700円
小人 450円⇒350円

入浴料
大人 700円⇒600円
子供 350円⇒300円

ご宿泊予約のお客様に

（ビール中ビンorソフトドリンク・チューハイ・焼酎グラス）
夕食時ワンドリンクサービス

ご入浴のお客様
ご入浴料  大人300円引 小人150円引

another KYOTO  SPECIAL COUPON

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

Sample人 700円⇒600
入浴料

人 0円
3

Sample
物

5％OFF
お土産物
5％OFF

Sample時ワンドリンクサー
ご宿泊予約のお客様に

時ワンドリンクサー Sampleーヒーor紅茶orオレンジジュー
てウェルカムドリンクサpコーヒーor紅茶orオレンジジュース
に ウェルカムドリンクサ

浴 客様

Sample料5％OFF
ご宿泊料
5％OFF Sample酒（自家製果実

プレゼント
前酒（自家製果実
プレゼント

Sampleーブル・リフト乗車

600
ケーブル・リフト乗車券
復640円⇒600円 Sample人 850円⇒700

往復乗車券＋入園料
人 0円

3
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http://www.tankai.jp

宮津市字大垣（傘松公園）
0772-27-0032
8：00～17：30（終了時刻
は季節により変動あり）
なし（周辺の有料駐車場
をご利用ください）
与謝天橋立ICから国道
178号経由し約15分

http://www.tankai.jp

〈天橋立桟橋〉
宮津市字文珠644
0772-22-2164
宮津天橋立ICから約10分

〈一の宮桟橋〉
宮津市字大垣118-1
0772-27-0023
与謝天橋立ICから約15分
なし（周辺の有料駐車場を
ご利用ください）
8：15～17：45（終了時刻
は季節により変動あり）

http://bongu.jp/

舞鶴市字北田辺170番地7
0773-77-1490
11：00～23：00
（LO22：00）
15台
西舞鶴ICから宮津方面へ
5分

http://www7.ocn.ne.jp/~matsu/

舞鶴市浜150番地
（東舞鶴八条富士角）
0773-63-3595
11：30～14：00
17：30～21：00
不定休（要電話確認）
12台（専用無料）
舞鶴東ICから国道27号
経由し約15分

舞鶴市引土17-3
（JR西舞鶴駅西口前）
0773-75-3187
平　　日7：30～17：00
土日祝日9：00～21：00
6台（JR駐車場）
舞鶴西ICから国道27号
経由し約7分

http://www.msdeli.jp

舞鶴市字千歳897-1
0773-68-1663
平　　日11：00～18：00
土日祝日    9：00～18：00
水曜日定休
約60台
舞鶴東ICから約20分

http://www.niyama.co.jp/

成相登山バス25
宮津市

居食屋 凡愚27

カフェレスト フォレスト29

舞鶴親海公園
ベイサイドプレイス M's deli31

舞鶴市浜467-2
0120-62-2140
11：00～27：00
10台
舞鶴東ICから5分

P

P

P

P

P

http://www.fururufarm.com/

舞鶴市字瀬崎60
0773-68-0233
平日
11：00～15：00 （LO14：00）
土日祝日
11：00～16：00（LO15：00）
18：00～21：00（LO20：30）
火曜日定休
80台・大型バス3台（無料）
舞鶴東ICから約20分

P

P

P

舞鶴市

舞鶴市

天橋立観光船26
宮津市

松きち28

農村レストラン ふるる30

焼肉・ホルモン 八島丹山32

舞鶴市

舞鶴市

舞鶴市舞鶴市

another KYOTO  SPECIAL COUPON
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有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

ドリンク1杯
サービス

お食事代
10％OFF

お食事代
10％OFF

お食事代
10％OFF

天橋立観光船26
宮津市

松きち28

農村レストラン ふるる30

焼肉・ホルモン 八島丹山32

乗車券
往復 700円⇒600円

乗船料
片道 520円⇒480円
往復 940円⇒870円

本日のおすすめ
小鉢料理一品サービス
※他クーポンの併用不可、一部のサービスメニューには利用不可

※クーポン1枚につき5名様までのご利用となります

肉じゃが発祥の地 舞鶴の
「肉じゃがオムライス」をご注文の方に

1ドリンクサービス

舞鶴市

舞鶴市

舞鶴市

成相登山バス25
宮津市

居食屋 凡愚27

カフェレスト フォレスト29

舞鶴親海公園
ベイサイドプレイス M's deli31

舞鶴市

舞鶴市

舞鶴市

another KYOTO  SPECIAL COUPON

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

Sample道 520円⇒480
乗船料

道 0円
8

Sample券
700 ⇒600
乗車券

復700円⇒600円

Sample本日のおすすめ
料理一品サー
本日のおすすめ
鉢料理一品サービ Sampleドリンク1杯

サ ビス
ドリンク1杯
サービス

Sample代10％OFF
お食事代

10％OFF Sampleがオムライス」をご注文

サ

肉じゃが発祥の地 舞鶴の
がオムライス」をご注文

ドリンクサ ビ

Sample代10％OFF
お食事代

10％OFF Sample代10％OFF
お食事代

10％OFF
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http://kanewa-m.com/ http://www.toretore.org

http://www.m-plazahotel.com/

舞鶴市引土折原39-1
0773-78-1200
チェックイン15：00
チェックアウト10：00　
（24時間受付）
50台（無料）
※2t車以上は不可
舞鶴西ICから約5分

http://tenkitenki-mura.jp/company/ikarikougen.html

京丹後市丹後町碇1番地
0772-76-1061
10：00～18：00（LO17：30）
※冬期は営業時間が異なります
火曜・水曜日定休
有※大型バスも駐車可能（無料）
与謝天橋立ICから国道312号・
482号・178号経由し約1時間20分
※国道178号 丹後半島一周（伊
根・経ヶ岬経由）で約1時間30分

http://daimarusyouyu.blogspot.jp/

京丹後市弥栄町和田野
566
0772-65-2405
10：00～18：00
〈cafe〉
10：00～15：00
月曜日定休
（祝日の場合は営業）
6台～10台
与謝天橋立ICから約35分

http://www.mansukero.com

京丹後市網野町浅茂川
319
0772-72-0145
【予約制】
年中無休
※除外日有り／ゴールデ
ンウィーク・7月～8月土曜
日・7月30日・お盆
20台（無料）
与謝天橋立ICから約45分

http://www..kissuien

舞鶴かね和33
舞鶴市

エコノミーで快適なビジネスホテル
プラザホテル舞鶴35

だいまるしょうゆ37

丹後旅の宿 万助楼39

京丹後市峰山町杉谷943
0772-62-5111
チェックイン15：00
チェックアウト10：30
〈レストラン〉
17：30～22：00（LO21：30）
※昼は前日までの予約制
日曜日定休
70台（無料）
与謝天橋立ICから約25分

P P

舞鶴市下福井905
0773-75-6125
9：00～18：00
水曜日定休
（他に特別休業日あり）
200台（無料）
舞鶴西ICから15分
舞鶴大江ICから15分

P

P

http://torimatsu.jp

京丹後市網野町網野146
0772-72-0429
11：00～14：00
17：00～21：00
火曜・第2月曜日定休
20台（無料）
与謝天橋立ICから約40分

P

P P

舞鶴市

京丹後市

舞鶴港とれとれセンター34
舞鶴市

碇高原ステーキハウス36

とり松38

プラザホテル吉翠苑40

京丹後市

京丹後市

京丹後市京丹後市

0120-75-0586
乗用車20台・大型3台
舞鶴西ICから5分

P
舞鶴市京田555の1
8：00～19：00
1月1日のみ定休

another KYOTO  SPECIAL COUPON
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有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

お食事代
5％OFF

ご宿泊代
500円引

レストランご利用の方に

1ドリンクサービス

1,000円以上お買上げの方

5％OFF
※レストランは除きます

1,000円以上お買上げの方

10％OFF

だいまるしょうゆcafeにて
ケーキSET&ランチをお召上がりの方

20％OFF

舞鶴港とれとれセンター34
舞鶴市

碇高原ステーキハウス36

とり松38

プラザホテル吉翠苑40

京丹後市

京丹後市

京丹後市

舞鶴かね和33
舞鶴市

エコノミーで快適なビジネスホテル
プラザホテル舞鶴35

だいまるしょうゆ37

丹後旅の宿 万助楼39

舞鶴市

京丹後市

京丹後市

ご宿泊料金

5％OFF
＆

朝食時
コーヒーサービス

昼食のばらずしを
ご注文された方に

コーヒー
サービス

another KYOTO  SPECIAL COUPON

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

丹後セット
通常1,800円⇒1,700円

00円以上お買上

5％OFF
000円以上お買上げの

5％OFF Sample00円以上お買上

10％OFF
000円以上お買上げの

10％OFF

Sample代5％OFF
お食事代
5％OFF Sample代500円引

ご宿泊代
500円引

Sample丹後セット
170

丹後セ ト
800 ⇒1700 SampleET&ランチをお召上が

O
だいまるしょうゆcafeにて
SET&ランチをお召上が

20％OFF

Sampleストランご利用の

リンクサービ
レストランご利用の方に

ドリンクサービ Sample％OFF
＆

食
ご注文さ

コmpm％
＆

朝食時

昼食のばら
れ

コーヒ
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http://sunanoyakata.com

http://www.terikichi.com

京丹後市網野町浅茂川
1861-13
0772-72-0308
〈宿泊〉チェックイン15：00
　　　チェックアウト10：00
〈食事〉昼食11：00～14：00
　　　夕食17：30～21：30
不定休
20台（無料）
与謝天橋立ICから国道
312号経由し約40分

京丹後市網野町掛津74-1
0772-72-3696
チェックイン15：00
チェックアウト10：00
不定休
15台（無料）
与謝天橋立ICから国道
312号経由し約40分

http://www.matsu-tsuru.com

http://www.ajiwainosato.com/

http://tenkitenki-mura.jp/

京丹後市丹後町竹野313-1
0772-75-2525
9：00～18：00（飲食コーナー
は季節により時間が異なります）
第2・4火曜日定休
〈オートキャンプ場〉
1サイト4,000円～4,500円
（冬季1,000円～1,500円）
乗用車38台・大型バス4台（無料）
与謝天橋立ICから国道312
号・482号経由し約40分 http://www.shizukanosato.com

味工房 ひさみ41
京丹後市

料理旅館 てり吉43

京都府農業公園 丹後あじわいの郷45

道の駅 てんきてんき丹後47

京丹後市網野町浅茂川
1449番地
0772-72-4126
10：00～22：00
（21：30受付終了）
火曜日定休
（祝日のときは翌日）
大人600円・小人400円
60台（無料）
与謝天橋立ICから国道
312号経由し約40分

P

P

http://www.hisami-kasade.com/

京丹後市丹後町間人1830
0772-75-0160
ラ ン チ11：00～15：00
ディナー17：00～21：30
水曜日定休（祝日の場合
は営業）※火・木は不定休で
すのでお問い合せください
10台
与謝天橋立ICから国道
176・312号を経由し約
40分

P

P

¥

http://www.tango.jibasan.jp/

京丹後市網野町網野367
0772-72-5261
9：00～17：00
年末年始休
50台（無料）
与謝天橋立ICから約35分

京丹後市弥栄町鳥取123番地
0772-65-4193
9：30～17：00（3月～11月）
9：30～16：00（12月～2月）
（12月～2月のみ火曜日定休）
〈入園料〉大人500円（中学生以上）
　　　 小人200円（4歳～小学生）
乗用車800台・大型バス
24台（無料）
与謝天橋立ICから国道312号・府
道17号・広域農道経由し約30分

P

P

¥

P
¥

京丹後市

京丹後市

民宿 砂の館42
京丹後市

和のオーベルジュ まつつる44

アミティ丹後46

浅茂川温泉 静の里48

京丹後市

京丹後市

京丹後市京丹後市

0772-72-5072
8台（無料）
与謝天橋立ICから国道
312号経由し約50分

P
京丹後市網野町掛津61
チェックイン15：00～17：00
チェックアウト10：00

another KYOTO  SPECIAL COUPON
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有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

①店内商品1,000円（現金のみ）以上
　お買上げの方5％OFF

②ちりめんハンカチ染色体験300円引

お食事・宿泊（1泊2食）にて
ご予約・ご来館頂いた方に

1ドリンクサービス

（対象外のドリンクもございます）

（大人・小人とも）

1ドリンクサービス

※①か②のどちらかお選びください。併用はできません。

※一部対象外あり
※ポイントカードとの
　併用はできません

または

ファーストドリンク
サービス

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります

※クーポン1枚につき1組様までのご利用となります

海鮮丼・お土産「鯖のへしこ」

10％OFF

民宿 砂の館42
京丹後市

和のオーベルジュ まつつる44

アミティ丹後46

浅茂川温泉 静の里48

京丹後市

京丹後市

京丹後市

味工房 ひさみ41
京丹後市

料理旅館 てり吉43

京都府農業公園 丹後あじわいの郷45

道の駅 てんきてんき丹後47

京丹後市

京丹後市

京丹後市

入園料 20％OFF
丹後のご当地バーガー
「黒丹バーガー」50円引

お土産代
1,000円以上お買上げの方

5％OFF
ご入浴料
100円引

another KYOTO  SPECIAL COUPON

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

Sample
も

リンクサービ
対象外のドリンクもございます
ドリンクサービ Sample丼 の

10％OFF
丼・お土産「鯖のへし

10％OFF

Sampleァーストドリン
サービス

ァーストドリン
サービス Sample予約・ご来館頂いた方

サ

食事・宿泊（1泊2食）にて
ご予約・ご来館頂いた方に

ドリンクサ ビ

SampleSampleげの方5％OFF 　併
または

品1,000円（現金のみ）以上
上

30

※ポイン
用は Sample料 Omm園料 20％OFF

Sample料100円引
ご入浴料
100円引 Sample00円以上お買上げの

OF
お土産代

000円以上お買上げの方

5％OFF
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http://www.centrale.co.jp/

京丹後市大宮町三坂105-15
0772-68-1122
6：00～9：00
10：00～23：00
（22：30受付終了）
大人（中学生以上）500円
小人（4歳～）300円
80台（無料）
与謝天橋立ICから約30分

京丹後市丹後町間人632-1
0772-75-2212
平　　日16：00～22：00
土日祝日11：00～22：00
（21：30受付終了）
〈立ち寄り湯〉一般
大人（中学生以上）500円
小人（3歳以上～小学生）200円
3歳未満無料
20台（無料）
与謝天橋立ICから約45分http://www.hashiudosou.com/

http://www.ashiginu.com

京丹後市弥栄町木橋548
0772-65-2000
10：00～22：00
（21：30受付終了）
第3水曜日定休
大人（中学生以上）600円
小人（3歳～小学生）400円
100台（無料）
与謝天橋立ICから約35分

http://www.tango-kotonoya.com

京丹後市網野町三津292
0772-72-1720
不定休
20台（無料）
与謝天橋立ICから国道
176号・312号・178号を
経由し約60分

宇川温泉 よし野の里49
京丹後市

セントラーレ・ホテル京丹後
小野小町温泉51

弥栄 あしぎぬ温泉53

京丹後温泉 旅館 琴のや55

伊根町字平田19
0772-32-0025
9：00～18：00
木曜日定休
3台（無料）
与謝天橋立ICから国道
176号・178号経由し約
40分

P

¥

P

¥

京丹後市久美浜町平田
1106-4
0772-83-1071
8：00～21：00
大人600円
100台（無料）
与謝天橋立ICから約60分

http://www.kumihama-spa.com

P
¥

http://www.ukawaonsen.jp

京丹後市丹後町久僧1562
番地
0772-76-1000
11：00～21：00
（20：30受付終了）
木曜日定休
67台（無料）
与謝天橋立ICから国道
312号・482号・178号経
由し約60分

P

P

¥

http://kaninoyado.net/

京丹後市網野町小浜660
0772-72-5713
10：00～
10台
与謝天橋立ICから国道
312号経由し約40分

P

P
P

京丹後市

京丹後市

久美浜温泉 湯元館50
京丹後市

丹後温泉 はしうど荘52

かにの宿54

喫茶・お食事 かもめ56

京丹後市

京丹後市

伊根町京丹後市

another KYOTO  SPECIAL COUPON
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有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

ご宿泊の方に

1本サービス
お酒またはジュース・ウーロン茶

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります

久美浜温泉 湯元館50
京丹後市

丹後温泉 はしうど荘52

かにの宿54

喫茶・お食事 かもめ56

京丹後市

京丹後市

伊根町

宇川温泉 よし野の里49
京丹後市

セントラーレ・ホテル京丹後
小野小町温泉51

弥栄 あしぎぬ温泉53

京丹後温泉 旅館 琴のや55

京丹後市

京丹後市

京丹後市

ご宿泊の方に

モーニングコーヒー
サービス

入浴料
大人 600円⇒400円

大人 500円⇒400円［　　　　　　　　　　　］

小人 400円⇒300円（大人・小人とも）

ご入浴料
10％OFF

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります
（大人・小人とも）

ご入浴料
100円引

（通常1,000円）
へしこ茶漬け100円引
（通常350円）
ホットコーヒー 50円引

※クーポン1枚につき5名様までのご利用となります

※クーポン1枚につき5名様までのご利用となります

（大人のみ）

日帰り
ご入浴料20％OFF

（大人・小人とも）

ご入浴料

半額

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

another KYOTO  SPECIAL COUPON

Sample10％OFF
ご入浴料

10％OFF Sample人 600円⇒400
3

入浴料
人 円
人 400 ⇒300

Sample
40［ 40

み）
料20％O

0［大人 500円⇒400
み
浴 20％OF Sample半額

ご入浴料

半額

Sampleたはジュース・ウー
ご宿泊の方に

1本サ ビス
またはジュース・ウーロ Sample100円引

ご入浴料
100円引

Sample00円） 100円
5

0
こ茶漬け100円
トコ ヒ 50円

Sampleーニングコー
ご宿泊の方に

ーニングコーヒ
ビ
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http://www.ine-kagiya.net

伊根町字亀島864
0772-32-0356
チェックイン15：00
チェックアウト10：30
15,000円～
3台※舟屋の隣（横）
与謝天橋立ICから国道
176号・178号経由し約
45分

伊根町字日出11
0772-32-0009
9：00～16：00
（3/1～1/15は毎日運行・
1/16～2月末日は土日祝
運行）
４７台（無料）
与謝天橋立ICから国道
176号・178号経由し約
35分

http://www.tankai.jp

http://kuramoto-mukai.jp/

伊根町字平田67
0772-32-0003
9：00～18：00
年中無休
2台（無料）
与謝天橋立ICから国道
176号・178号経由し約
40分

http://refre.yosanoumi-fukushikai.or.jp

与謝野町字金屋1730
0772-43-1730
〈レストラン〉11：00～14：00
〈浴     場〉12：00～22：00
水曜日定休
500円（入浴料）
80台（無料）
与謝天橋立ICから国道176
号経由し福知山方面へ約
15分

http://www.mayuko.com

0772-43-0469
乗用車30台・バス5台（無料）
与謝天橋立ICから出石方面
へ約10分

P
与謝野町字岩屋317
9：00～17：00
年中無休

道の駅「舟屋の里伊根」内
レストラン舟屋57

伊根町

舟屋の宿 鍵屋59

向井酒造株式会社61

リフレかやの里63

P
¥

P

伊根町字津母570
0772-32-0306
チェックイン15：00
チェックアウト10：00
23,000円～
50台（無料）
与謝天橋立ICから国道
176号・178号経由し約
45分

http://www.nagomitei.com/

P
¥

http://www.funayapark.com//

伊根町字亀島459
0772-32-0680
11：00～17：00
（LO16：00）
火曜日定休
100台（無料）
与謝天橋立ICから国道
176号・178号経由し約
40分

P

P

http://www.hashidate-bay-hotel.com/

与謝野町字岩滝68
0772-46-6100
ラ ン チ11：30～14：00
　　　   （LO13：30）
ディナー17：30～21：30
　　　   （LO21：00）
100台（無料）
与謝天橋立ICから伊根方
面へ約5分

P

P
¥

伊根町

伊根町

奥伊根温泉 油屋 別館 和亭58
伊根町

伊根湾めぐり遊覧船60

橋立ベイホテル62

丹後ちりめん歴史館64

伊根町

与謝野町

与謝野町与謝野町

another KYOTO  SPECIAL COUPON
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有効期限／2013年7月21日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

1,000円以上お買い上げの方に

ご宿泊のお客様

銘柄入り杯（おちょこ）1個
プレゼント

ご来館の方に

「繭玉」2個
プレゼント

奥伊根温泉 油屋 別館 和亭58
伊根町

伊根湾めぐり遊覧船60

橋立ベイホテル62

丹後ちりめん歴史館64

伊根町

与謝野町

与謝野町

道の駅「舟屋の里伊根」内
レストラン舟屋57

伊根町

舟屋の宿 鍵屋59

向井酒造株式会社61

リフレかやの里63

伊根町

伊根町

与謝野町

ランチビュッフェご利用のお客様

入浴料半額

（通常価格1,500円）

海鮮丼
100円引

丹後ぐじ料理〈別注代金〉

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります

10％OFF

ご宿泊のお客様
館内でのお土産品ご購入代

5％OFF

乗船料
660円⇒600円

レストランご飲食代

10％OFF

another KYOTO  SPECIAL COUPON

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で 「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

Sampleでのお土産品ご購

OF
ご宿泊のお客様

内でのお土産品ご購入

5％OFF
Sample100円引
海鮮丼

100円引

Sample乗船料
600

乗船料
660円⇒600円 Sample後ぐじ料理〈別注代

O
ご宿泊のお客様

後 代

10％OFF

Sampleレストランご飲食

10％OFF
レストランご飲食代

10％OFF Sample入り杯（おちょこ
ン

00円以上お買い上げの
入 ）
プレゼント

Sample「繭玉」2個
ご来館の方に

プ ゼ ト
Sample入浴料半額
チビュッフェご利用のお

入浴料半額
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http://apple-pie.jp

福知山市篠尾新町3-1
0773-25-9220
11：00～19：00
日曜日定休
3台（無料）
福知山ICから国道9号経
由し約10分

福知山市三俣1042の1
0773-35-0404
毎週土曜日11：00開店～
売切終了（日曜日定休）
【平日は要予約】
3台（無料）
福知山ICから国道9号を
南へ5km、堀越交差点左
折３００ｍ

http://www.oichiffon.com

http://sallys-co-ltd.com

福知山市西本町126
0773-25-4770
11：30～15：00
18：00～22：00
※ディナーについてはご予
約ください
月曜日・第2火曜日定休
10台
福知山ICから福知山市街
へ約8分

道の駅シルクのまち かや65
与謝野町

おいしさいっパイの店 シャルム67

丹波のイタリアン
サリィズキッチン マーガ69

やくの花あずき館71

P
P

与謝野町字岩滝470
0772-46-3500
10：00～22：00
（21：30受付終了）
木曜日定休
裏面をご覧ください
250台（無料）
与謝天橋立ICから伊根方
面へ5分

http://www.dolphin-group.co.jp/kurhaus-iwataki/

P
¥

与謝野町字滝98
0772-43-0390
月～金曜 9：30～17：00
土日祝日 9：30～18：00
年中無休
100台
与謝天橋立ICから国道176
号経由し福知山方面へ約
15分

P

P

http://sallys-co-ltd.com

福知山市堀今岡6番地　
ゆらのガーデン
0773-22-5515
11：30～15：00
18：00～22：00
水曜日・第2火曜日定休
100台
福知山ICから福知山市街
へ約6分

P

http://fureaiboku.exblog.jp/

綾部市位田町桧前81
0773-48-1000
10：00～18：00
（11月より10：00～17：00）
火曜日定休
（祝日の場合は営業します）
50台（無料）
綾部ICから約5分

P

http://www.kyowagashi.jp/

福知山市夜久野町平野2179番地
0773-38-1166
10：00～17：00
水曜日定休（祝日の時は翌日）
〈和菓子手作り体験〉【要予約】
大人1,050円・小人525円
乗用車170台・大型車5台
（道の駅やくの内駐車場）
福知山ICから国道9号を西へ約
40分・播但連絡有料道路和田
山ICから国道9号を東へ約15分

P

¥

福知山市

福知山市

天の橋立岩滝温泉 クアハウス岩滝66
与謝野町

お米のシフォンケーキ専門店
おいしふぉん68

鉄板ダイニング めかしえび70

綾部ふれあい牧場72

福知山市

福知山市

綾部市福知山市

http://style.town-yosano.jp/wwwr/shop/detail.jsp?common_id=2083

another KYOTO  SPECIAL COUPON
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有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

ジャージー牛の「ソフトクリーム」

半額

天の橋立岩滝温泉 クアハウス岩滝66
与謝野町

お米のシフォンケーキ専門店
おいしふぉん68

鉄板ダイニング めかしえび70

綾部ふれあい牧場72

福知山市

福知山市

綾部市

道の駅シルクのまち かや65
与謝野町

おいしさいっパイの店 シャルム67

丹波のイタリアン
サリィズキッチン マーガ69

やくの花あずき館71

福知山市

福知山市

福知山市

店内商品
1,000円以上お買い上げの方

10％OFF

10％OFF

ディナーご利用の方に

ドリンク1杯サービス

1,000円以上お買い上げの方

10％OFF

1,000円以上お買い上げの方に

焼き菓子プレゼント

裸浴／大人（中学生以上）500円・小人（3歳以上小学生）300円
バーデゾーン利用／大人（高校生以上）800円
全館利用／大人（高校生以上）1,200円・中学生800円・
　　　　　小人（3歳以上小学生）500円

入浴料

100円引
全館利用大人の方のみ

200円引

ディナーのご飲食代

5％OFF

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります

※スタンプカードとの併用はできません

another KYOTO  SPECIAL COUPON

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

SampleSample中学生以上）500円・小人（3歳以上小

0円引 200円
人（中学生以上）500円・小人（3歳以上小学
ン利用／大人（高校生以上）800円

0 引 200円 Sample0円以上お買い上

10％OFF
00円以上お買い上げの

10％OFF

Sample0円以上お買い上

き菓子プレゼ
00円以上お買い上げの方

き菓子プレゼン Sample10％OFF10％OFF

Sampleディナ ご利用の

ンク1杯サー
ディナーご利用の方に

ンク1杯サービ Sampleィナ のご飲

5％OFF
ディナーのご飲食代

5％OFF

Sample半額
ジー牛の「ソフトクリー

半額 Sample00円以上お買い上げ

10 OFF
店内商品

00円以上お買い上げの

10％OFF
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http：//ayabegencho.com

綾部市並松町上番取18-1
0773-42-0240
11：30～22：00
【要予約】
不定休
20台（無料）
綾部ICから約7分

綾部市睦寄町在ノ向10
0773-55-0262
10：00～21：00
第4月曜日定休
大人 〈平　日〉400円
　　 〈土日祝〉500円
小人 200円
100台（無料）
綾部ICから約30分

http：//www.ayabeonsen.com/

丹波茶屋 ゆらり73
綾部市

純和風料理旅館 現長

75

P

P

¥

綾部市広小路1-2
0773-40-2288
11：00～14：00
14：30～16：30
17：00～21：30
水曜日定休
20台（無料）
綾部ICから約10分

http：//www.kyoto-yurari.com

P

http：//www.kyoto-yurari.com

綾部市並松町寺下1-1
0773-40-2277
11：00～14：00
14：30～16：30
17：00～21：30
月曜日定休
16台（無料）
綾部ICから約10分

P

綾部市
和ダイニング ゆらり

74
綾部市

あやべ温泉 二王の湯76
綾部市

another KYOTO  SPECIAL COUPON
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有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

有効期限／2014年3月31日まで有効期限／2014年3月31日まで

丹波茶屋 ゆらり 73
綾部市

純和風料理旅館 現長

75
綾部市

和ダイニング ゆらり

74
綾部市

あやべ温泉 二王の湯76
綾部市

お食事された方に

1ドリンクサービス
お食事された方に

1ドリンクサービス

お食事された方に

1ドリンクサービス
※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります

※クーポン1枚につき4名様までのご利用となります

（大人のみ）

ご入浴料
100円引

another KYOTO  SPECIAL COUPON

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

「海の京都パスポート」クーポン券ご持参で

Sampleお食事された方

リンクサービ
お食事された方に

リンクサービ Sampleお食事された方

リンクサービ
お食事された方に

リンクサービ

Sampl100円引
ご入浴料

引 Sampleお食事された方

リンクサービ
お食事された方に

リンクサービ













歴史街道丹後100km
ウルトラマラソン
日　時：平成25年 9月15日（日）
内　容：全国各地から約3，000人のランナー

が集まり、京丹後市内の風光明媚なが
らもアップダウンの激しい100kmと
60kmのコースに挑戦します。
詳しくはHPをご覧ください。

http://www.r-wellness.com/

福知山マラソン
日　時：平成25年 11月23日（祝）
内　容：地域と密着し、おもてなしの心でラン

ナーをお迎えする福知山マラソンは
リピーターも多い人気大会。
沿道のあたたかい応援と秋の紅葉の
丹波路をあなたも駆け抜けてみませ
んか。
詳しくはHPをご覧ください。

http://www.f-marathon.gr.jp/

～京都うみ・やま・さと～
TANTANロングライド
日　時：平成25年 6月2日（日）
内　容：自転車に乗って天橋立から京都府北

部をぐるっと一周するサイクリングイ
ベント。
詳しくはHPをご覧ください。

http://jtbsports.jp/contents/kitakyoto/

舞鶴赤れんがマラソン
日　時：平成25年 10月（予定）
内　容：市制70周年記念事業

海軍ゆかりのまち舞鶴ならではのコー
スを走ります。
詳しくはHPをご覧ください。

http://www.city.maizuru.kyoto.jp/marathon/

2013
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

● 福知山お城まつり
明智光秀に扮した光秀行列や
福知山踊りのパレードなど。
0773-22-2108（福知山商工会議所）

● 丹波福知山スイーツ･
スプリングフェスティバル
福知山のスイーツが大集合。
0773-24-7076（福知山市観光振興課）

● 三河内曳山祭
織物の神様を奉る
倭文（しどり）神社の春季例祭。
0772-43-0357（同事務局）

● 伊根祭
300年余りの伝統を持つ八坂神社の例祭。
0772-32-0277（伊根町観光協会）

● 浅茂川水無月祭
みこし巡行の見せ場・海上渡御では、担ぎ手の
勇ましい掛け声が八丁浜に響き渡る。
0772-72-0009（水無月祭典委員会）

● 文殊堂出船祭
智恩寺に残る伝説を
再現したイベント。
海上舞台で金銀2頭の龍が舞う。
0772-22-8030
（天橋立駅観光案内所）

● 宮津燈籠流し花火大会
宮津湾に流れる精霊船と1万個の燈籠、
花火が見事。
0772-22-5131（宮津商工会議所）

● 第8回よさの大江山登山マラソン
大江山連峰のハイキングコースを
縦走する本格的山岳マラソン大会。
0772-43-2193（同実行委員会）

● 赤れんがパークライトアップ
赤れんが倉庫群とマッチした
幻想的なライトアップ。
0773-66-1096（赤れんがパーク）

● 久美浜カキ・魚まつり
焼きカキの試食と、カニなどの新鮮な海の幸を
ふんだんに使った大漁鍋のサービス、
その他イベントなど。
0772-83-0006（同実行委員会）

● 赤れんがフェスタｉｎ舞鶴
アート＆クラフトフェアや
グルメコーナーなど
楽しいイベントがいっぱい。
0773-66-1019（同実行委員会）

● 城下町宮津七万石「和火」2013
城下町の風情が残る寺町周辺をライトアップ。
0772-45-1625（同実行委員会）

● 伊根のうみゃーもん祭
伊根町のうまいものが勢ぞろいする
秋のイベント。
0772-32-0505（伊根町地域整備課）

● 綾部もみじまつり
大本神苑を染める紅葉のライトアップが美しい。
0773-42-0701（同実行委員会）

● 経ヶ岬灯台一般公開
１年に１度だけ経ヶ岬灯台の内部が見学できる。
0773-76-4120（舞鶴海上保安部）

● 日本三景天橋立ふゆ花火
全国的にも珍しい冬花火。
0772-22-8030（天橋立駅観光案内所）

● 大江山酒呑童子祭り
鬼武者行列等鬼づくしのお祭り。
0773-56-1102（同実行委員会）

● 秋のバラまつり
綾部バラ園のバラが見頃を迎える。
0773-42-1920（同実行委員会）

● 伊根花火
舟屋の町並みが洋上に
浮かび上がる幻想的な花火。
0772-32-0277（同実行委員会）

● 春のバラまつり
綾部バラ園のバラが見頃を迎える。
0773-42-1920（同実行委員会）

● ドッコイセ福知山花火大会
約6,000発の花火が夜空を彩る。
0773-22-2108（福知山商工会議所）

● ひまわりイベント(仮称)
今年度から場所を新たに、
約５ヘクタールの畑でひまわりが咲き誇る。
0772-46-3269（同実行委員会）

● 舞鶴自然文化園アジサイ展
（～７月下旬）
一目５万本のアジサイが咲き乱れる。
0773-68-1187（舞鶴市花と緑の公社）

イメージ

● 三河内曳山祭

イイ

。

える

● 日本三景天

）

。

幸を

0773-76-4120（舞鶴

。

4746


	まえ
	表紙
	02-03改改改
	04-05改改改-01
	04-05改改改-02
	06-07改改改-01
	06-07改改改-02
	08-09改改-01
	08-09改改-02
	10-11改改改改-01
	10-11改改改改-02
	12-13改改改-01
	12-13改改改-02
	14-15改改改-01
	14-15改改改-02
	16-17改改改改-01
	16-17改改改改-02
	18-19改改-01
	18-19改改-02
	40-41改改改
	42-43改改改-01
	42-43改改改-02
	46-47改改改-01
	46-47改改改-02

	さいご
	表紙
	02-03改改改
	04-05改改改-01
	04-05改改改-02
	06-07改改改-01
	06-07改改改-02
	08-09改改-01
	08-09改改-02
	10-11改改改改-01
	10-11改改改改-02
	12-13改改改-01
	12-13改改改-02
	14-15改改改-01
	14-15改改改-02
	16-17改改改改-01
	16-17改改改改-02
	18-19改改-01
	18-19改改-02
	40-41改改改
	42-43改改改-01
	42-43改改改-02
	46-47改改改-01
	46-47改改改-02

	
	海パス_版校用_1.pdf
	海パス_版校用_2
	海パス_版校用_3
	海パス_版校用_4
	海パス_版校用_5
	海パス_版校用_6
	海パス_版校用_7
	海パス_版校用_8
	海パス_版校用_9
	海パス_版校用_10
	海パス_版校用_11
	海パス_版校用_12
	海パス_版校用_13
	海パス_版校用_14
	海パス_版校用_15
	海パス_版校用_16
	海パス_版校用_17
	海パス_版校用_18
	海パス_版校用_19
	海パス_版校用_20
	海パス_版校用_21



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




