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TEL 0772-72-4449
住／京都府京丹後市網野町網野147-2
営／９：００～１９：００
休／水曜日
食べ歩きにはもってこいのお店です！コロッ
ケ、ナゲット、唐揚げなどがおすすめです！

③ 丸善精肉店

TEL 0772-72-0429
住／京都府京丹後市網野町網野146
営／11：00～14：00、17：00～21：00
休／毎週火曜日、第2・4月曜日
網野名物「ばら寿司」や、新鮮な魚介類が
食べられます！その他に、茶碗蒸しも美味し
いですよ！

② とり松

TEL 0772-72-3666
住／京都府京丹後市網野町網野 54
営／ 11：00～24：00
休／無休
ラーメンを中心に中華料理がいただけるお
店。地元名産松葉蟹を使った「蟹飯麺」が
絶品！テレビにも紹介されるなど、人気のお
店です。

④ 中華小僧　安安

TEL 0772-72-0606
住／京都府京丹後市網野町浅茂川328
営／7：00～19：00
休／第二日曜日・第四日曜日
旬の魚が漁港から直送されてきます。新鮮な
お魚をいただきたい際は、ぜひ！

⑨ 塩貞

TEL 0772-72-2921
住／京都府京丹後市網野町浅茂川1912
営／9：00～19：30
休／不定休
国産や無添加などの健康食品を取り扱う、
30 年の地元人から愛されている老舗です。
手作りアイスや酸素ジュースなどが楽しめ
ます！

⑭ サンクスshop

TEL 0772-72-3023
住／京都府京丹後市網野町小浜912
営／7：00～17：00
休／無休
刺身や自家製の干物を買えるお店です。観
光客の方が多く来店されます。

⑰ ひもの屋

TEL 0772-72-6030
住／京都府京丹後市網野町網野2808-2
営／10：00～20：00
休／水曜日
現代風のカフェです。1 階が雑貨屋さん、2
階がソファー席のカフェになっており、おしゃ
れなお店です。ケーキがオススメ！

⑮ Kanabun

TEL 0772-72-5588
住／京都府京丹後市網野町小浜 24-1
営／ 10：00～17：00
休／水曜日
しぼりたての牛乳を使用したソフトクリーム、
地元の食材を使用したジェラートが食べられ
ます。まさに、ここでしか食べられない味です！

⑯ アケイシア・ファーム

TEL 0772-72-0145
住／京都府京丹後市網野町浅茂川319
営／11：00～13：30、18：00～20：00
休／不定休
内装が竜宮城のような素敵な雰囲気のお店
です。最高のオーシャンビューも楽しめます！

⑩ 万助楼

TEL 090-1914-0227
住／京都府京丹後市網野町浅茂川 1982-6
営／ 9：00～18：00
休／無休
網野のハワイのような場所です。お酒とごは
んが楽しめます！

⑫ Olu’ olu

TEL 0772-72-4126
住／京都府京丹後市網野町浅茂川1449
営／10：00～22：00
休／火曜日　(祝日の場合は翌日休館)
海を見ながら温泉に入ったり、ごはんも食べ
ることができます。疲れたら、こちらでゆっく
り温泉につかり一休みなんていかがでしょ
うか！？

⑪ 浅茂川温泉 静の里

TEL 0772-72-2880
住／京都府京丹後市網野町網野2800-9
営／11：00～18：00
休／水曜日・木曜日
地元の人も絶賛の中華そば専門店のお店で
す！昭和っぽい雰囲気が独特です。

⑬ 万福亭

TEL 0772-72-3670
住／京都府京丹後市網野町網野85
営／9：00～22：00
　　（はやめに閉店する可能性あり）
休／無休
喫茶店風のお店。おすすめは、店主の手づ
くりの自家製ケーキとパンです！

① ロペ

TEL 0772-72-0155
住／京都府京丹後市網野町網野656
営／12：00～14：00、19：00～24：00
休／火曜日
夜は旅館の隣にあるバー・ポエムというバー
を経営しており、旅館の料理とは又違った店
主オリジナルの料理を食べることができるの
でおすすめ！

⑧ 守源（昼）ポエム（夜）

TEL 0772-72-0248
住／京都府京丹後市網野町網野768
営／18：00～24：00
休／
昼間は日替わりランチが食べられ、夜は居酒
屋になるお店。特に「ぶりかま」が絶品です！

⑥ 壱エもん

TEL 0772-72-3378
住／京都府京丹後市網野町網野2739
営／11：30～14：00、16：30～23：00
休／木曜日
その名の通り、なんだかほっこりする食堂で
す。詳しくは、行ってみてからのお楽しみ！？

⑦ ほっこり食堂

TEL 0772-72-3223
住／京都府京丹後市網野町網野255
営／9：00～18：00
休／木曜日・第三水曜日
大人気の日替わりランチ、手作りケーキが食
べられるカフェです。9割が女性客とのことで、
日替わりランチは数量限定です！

⑤ かふぇ 茶－cha
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ごはん・お茶スポット

TEL 0772-72-0079
住／京都府京丹後市網野町網野 788
網野のシンボルスポット。境内に織物の神様
を祀ってある蚕織神社もあるなど、網野の歴
史を語るには欠かせない場所です。

① 網野神社

住／京都府京丹後市網野町
日本標準時子午線の最北端に立つ塔です。
ここから見える海岸の景色は絶景です！

⑭ 子午線塔

TEL 0772-72-2373
住／京都府京丹後市網野町浅茂川377-80
八丁浜の一画にある公園。子どもから大人ま
で広く遊べる遊具がたくさんあります。また、ベ
ンチなど座れる場所も多くあるので、海を見な
がらちょっと一休みするのにも最適です。

③ 八丁浜シーサイドパーク

住／京都府京丹後市網野町
日本海が一望できる絶景スポット。夏場は
サーフィンを楽しむこともできます！

② 八丁浜

住／京都府京丹後市網野町浅茂川
浦島太郎の石像があります。浦島太郎に会
いたいのなら、是非ここにお越しください！

④ 嶋児神社

住／京都府京丹後市網野町浅茂川
浅茂川地区の氏神様。神社の建物には、猿
の見ざる言わざる聞かざるの猿の絵がありま
す。日露戦争時の戦勝記念の像があります。

⑤ 日吉神社

TEL 0772-72-0509
住／京都府京丹後市網野町浅茂川 1581
少し標高が高いので、眺めの良いスポットで
す。気分転換にちょうどいいかも！？

⑥ 生徳院

住／京都府京丹後市網野町
ひっそりとした場所ですが、浦島太郎生誕の
地を示す碑が建っています。歴史ファンの方
は必見！？

⑦ 浦島太郎生誕の地

住／京都府京丹後市網野町浅茂川
大きな岩のご神体が特徴の神社です。女性
の願いを叶えてくれるらしいです！

⑧ 朝日神社

住／京都府京丹後市網野町
岩場の一画に佇む、自然にできた潮だまり
です。その中には小さい魚やヒトデなど、た
くさんの海の生物がいます！

⑨ 釣溜

住／京都府京丹後市網野町
岩場を歩くことができたり、天気が良ければ
きれいな海の景色を見ることができるなど、
隠れ名スポットです！

⑩ 小浜

住／京都府京丹後市網野町
「鳴き砂」を体験することの出来る浜辺です。
天気のいい日に行けば、砂が鳴いてくれるか
も！？海もきれいで、網野まで来たら一度は
訪れてみたいスポットです。

⑪ 琴引浜

住／京都府京丹後市網野町磯
かつて源義経が愛した女性、静御前が祀ら
れている神社です。歴史好きの方はぜひ！

⑫ 静神社

住／京都府京丹後市網野町磯
静御前がここ網野で生まれたことを示してい
る石碑です。静御前のルーツを探る際には必
須のスポットです。

⑬ 静御前生誕の地　

歴史・景観
スポット

TEL 0772-72-1069
住／京都府京丹後市網野町浅茂川 1942-17
営／９：00～１８：00　※事前連絡必要
休／年中無休
丹後ちりめんを使った着物を販売されていま
す。また、各地で着物の展示会も開いている
そうです。

④ きもの処  いけ部

TEL 0772-72-5686 
住／京都府京丹後市下岡 1018
営／ 10：00～17：00
休／月曜日
※8月オープン　幻一（まぼろしはじめ）さ
んによる、羅漢を描いている工房。幻さんの
作品は、今は日本全国、また世界中で移動
展示会が行われています！

② こころの森ギャラリー

TEL 0772-72-5261
住／京都府京丹後市網野町網野367
営／8：50～17：30
休／無休
網野の特産品・名産品を買うことのできるお
店。特に、地酒の試飲ができるので、お酒
好きの方にはたまらないかも！？観光客の方
は必見のスポットです。

③ アミティ丹後

TEL 0772-72-4500
住／京都府京丹後市網野町下岡201
営／9：00～17：30
休／無休（12月30日～1月2日）
着物や帯、小物、ちりめん雑貨などが販売さ
れており、ここでなんと着物一式をそろえるこ
ともできます！

① 丹後きものセンター

TEL 0772-72-0307
住／京都府京丹後市網野町浅茂川112
営／8：00～１7：00
休／ギャラリーは臨時休業以外は、無休
丹後ちりめんを作っている大きな工場で、工
場見学も出来ます。機械の作動音も大きく、
ちりめんづくりの迫力を体感できます！

⑤ 田勇機業

TEL 0772-72-3113
住／京都府京丹後市網野町網野2824-9
営／9：30～18：00
休／基本日曜（要予約）
店主の方は、美容室経営の傍ら、丹後ちり
めんを使った小物アクセサリー、着物、髪飾
りなどを手作りで作ってらっしゃるそうです。

⑥ あ・ぽいんとカットハウス

TEL 0772-72-0547
住／京都府京丹後市網野町網野750
営／やっているとき
休／年中無休
布団の製造過程を実際に見ることができ、
布団に対するこだわりを感じることができ
ます！

⑦ 石堂ふとん店

TEL 0772-72-5128
住／京都府京丹後市網野町小浜925-1
営／8：00～19：00
休／土日
織物のことをいろいろ学ぶことの出来るス
ポットです！ぜひ、織物についてお話を伺っ
てみてください！

⑧ 宮織

織物・お土産
スポット


