
○宿泊施設 （令和２年２月末日現在）

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

1 京都市 京都市北区鷹峯北鷹峯町40 然林房 075-491-2231 ○ ○ ○

2 京都市
京都市上京区烏丸通下長者町上る
龍前町605

京都ガーデンパレス 075-411-0111 ○ ○ ○

3 京都市 京都市上京区北舟橋町857 京都シティホテル 075-431-7161

4 京都市 京都市上京区烏丸通上長者町上ル 御所西　京都平安ホテル 075-432-6181 ○

5 京都市
京都市上京区今出川通大宮東入
元伊佐町281

プチホテル京都 075-431-5136

6 京都市 京都市上京区東堀川通下長者町 ルビノ京都堀川 075-432-6161 ○ ○ ○

7 京都市 京都市左京区宝ヶ池 グランドプリンスホテル京都 075-712-1111 ○

8 京都市 京都市左京区岡崎東天王町51 ホテル平安の森京都 075-761-3130 ○ ○

9 京都市 京都市左京区大原戸寺町196 民宿　野田家 075-744-2534

10 京都市 京都市左京区八瀬近衛町239 八瀬かまぶろ温泉　ふるさと 075-791-4126

11 京都市 京都市左京区岡崎円勝寺町91 京都トラベラーズイン 075-771-0225

12 京都市 京都市左京区岡崎法勝寺町16
日本私立学校振興・共済事業団
京都宿泊所 白河院

075-761-0201 ○

13 京都市 京都市左京区聖護院中町１５ 聖護院　御殿荘 075-771-4151 ○ ○ ○ ○

14 京都市 京都市左京区大原勝林院町22番地 旬味草菜　お宿　芹生 075-744-2301

15 京都市 京都市左京区南禅寺福地町34 八千代 075-771-4148 ○

16 京都市 京都市左京区大原草生町160 旅荘 茶谷 075-744-2952

17 京都市 京都市左京区松ヶ崎小竹薮町3-3 アピカルイン京都 075-722-7711

18 京都市
京都市下京区不明門通下珠数屋町上ル
卓屋町66-2

京の宿　北海館　お花坊 075-371-3688 ○

19 京都市
京都市中京区堀川通二条下ル
土橋町10番地

ANAクラウンプラザホテル京都 075-231-1155

20 京都市
京都市中京区土手町通竹屋町下る
末丸町284-20

石長松菊園 075-222-0907 ○

21 京都市 京都市中京区壬生坊城町5 ヴィラージュ京都 075-812-7600 ○

22 京都市
京都市中京区土手町竹屋町東入
末丸町284-3

お宿　いしちょう 075-222-0902

23 京都市
京都市中京区三条通河原町東入
中島町104番地

加茂川館 075-221-4007 ○

24 京都市
京都市中京区柳馬場通四条上ル
瀬戸屋町467

金波樓 075-221-7237 ○ ○ ○ ○

25 京都市 京都市中京区三条通富小路西入中之町13 日昇別荘 075-221-7878 ○

26 京都市
京都市中京区東洞院通り御池上ル
船屋町405

ハートンホテル京都 075-222-1300 ○ ○ ○

27 京都市 京都市中京区御池通高倉西入亀甲屋町595 ホテルギンモンド京都 075-221-4111 ○

28 京都市
京都市中京区御池通西洞院東入
橋之町745-1

ホテルシャトレｰイン京都 075-223-4800 ○ ○

29 京都市 京都市中京区富小路通御池上る ホテル杉長 075-241-0106

30 京都市
京都市中京区寺町通御池下る
下本能寺前町522

ホテル本能寺 075-231-3123 ○ ○

31 京都市 京都市中京区柳馬場通六角下る 松井本館 075-221-3535

32 京都市 京都市中京区六角高倉東入 松井別館花かんざし 075-221-3535

33 京都市 京都市中京区六角通東洞院東入 旅庵花月 075-212-7100

34 京都市
京都市中京区六角通高倉東入
堀之上町114

旅館こうろ 075-221-7807 ○ ○

35 京都市 京都市中京区蛸薬師通高倉西入 旅館　平新 075-221-0121

36 京都市
京都市中京区柳馬場通六角下る
井筒屋町413

綿善旅館 075-223-0111 ○ ○

37 京都市 京都市中京区御幸町二条下る山本町433 NISHIYAMA RYOKAN 075-222-1166 ○ ○

38 京都市
京都市中京区寺町通竹屋町上る
下御霊前町640-1

THE SCREEN 075-252-1113

39 京都市
京都市中京区富小路通三条下る
朝倉町５２６番地

旅館　三賀 075-241-3251

40 京都市 京都市中京区堀川通り夷川上る８－５３８ シティペンション　リオンドール 075-256-1355

41 京都市
京都市東山区新橋通大和大路東入三丁目
林下町437

ギオン福住 075-541-5181

42 京都市
京都市東山区高台寺北門前下河原東入
鷲尾町504

京の宿　祇園佐の 075-561-0206

43 京都市
京都市東山区新門前通大和大路東入
二丁目中之町243

衹をん 新門荘 075-561-8011 ○ ○

44 京都市 京都市東山区林下町400-2 知恩院　和順会館 075-205-5013 ○

市町村名 住所 施設名 電話番号
食物アレルギーの子　京都おこしやす研修会

　受講状況
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45 京都市 京都市東山区三条通大橋東入二丁目57.62 日昇館　尚心亭 075-761-8111 ○ ○

46 京都市 京都市東山区祇園町南側570-102 ホテルささりんどう 075-541-7177

47 京都市 京都市東山区清閑寺霊山町7 ホテルりょうぜん 075-561-7107 ○ ○ ○

48 京都市 京都市東山区五条橋東三丁目412 山茂登旅館 075-561-0787

49 京都市 京都市東山区高台寺ねねの道鷲尾町511 旅館元奈古 075-561-2087 ○ ○ 〇

50 京都市
京都市東山区八坂鳥居前下ル
清井町493-1

ホテルサンライン京都祇園四
条

075-532-0055

51 京都市
京都市下京区西中筋通正面下ル
丸屋町 122

和泉屋旅館 075-361-0811 ○

52 京都市
京都市下京区西中筋通北小路下ル
菱屋町143

魚岩旅館 075-371-4910 ○ ○

53 京都市 京都市下京区烏丸通四条下ル からすま京都ホテル 075-371-0111 ○ ○ ○ ○

54 京都市
京都市下京区上珠数屋町通東洞院東入
花屋町387

観光旅館　ホテル近江屋 075-351-5292

55 京都市
京都市下京区烏丸通七条下る
東塩小路町721-1

京都タワーホテル 075-361-3212 ○ 〇

56 京都市
京都市下京区新町通七条下る
東塩小路町595-1

京都タワーホテルアネックス 075-343-3111

57 京都市 京都市下京区堀川五条下ル柿本町580 京都東急ホテル 075-341-2411

58 京都市 京都市下京区河原町通五条上ル 京都リッチホテル 075-341-1131

59 京都市
京都市下京区不明門通塩小路上る
東塩小路町717

京家 075-351-1717

60 京都市
京都市下京区西洞院通塩小路下る
南不動堂町802

京湯元ハトヤ瑞鳳閣 075-361-1231 ○ ○ ○

61 京都市
京都市下京区東洞院通花屋町下る
富田町365

たき川旅館本館 075-351-7040

62 京都市 京都市下京区東中筋通七条上る文覚町395 なごみ宿 都和 075-371-5421 ○

63 京都市
京都市下京区不明門通塩小路上る
東塩小路町717

ホテル飯田 075-341-3256

64 京都市
京都市下京区東洞院通七条下る二丁目
東塩小路町539

ホテル佐野家 075-371-2185

65 京都市 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町260 ホテルステーション京都本館 075-365-9000 ○ ○

66 京都市 京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町200 ホテルステーション京都西館 075-343-5000

67 京都市
京都市下京区下枳殻馬場通河原町西入
住吉町357番地の1

宿屋　枳殻荘 075-371-2989

68 京都市
京都市下京区不明門通七条下る
東塩小路町709

旅館　銀閣 075-371-5252 ○

69 京都市
京都市下京区七条通西洞院東入ル
夷之町701番地

旅館　若みや 075-353-7501

70 京都市 京都市下京区烏丸高辻東入ル ホテル日航プリンセス京都 075-342-2111 ○

71 京都市
京都市下京区東堀川通り塩小路下ル
松明町1番地

リーガロイヤルホテル京都 075-341-1121 ○

72 京都市
京都市下京区塩小路通森町東入ル
東塩小路町579

京都新阪急ホテル 075-343-5300 ○ ○ ○

73 京都市
京都市下京区花屋町通堀川西入柿本町
600-1

聞法会館 075-342-1122 ○

74 京都市 京都市南区西九条院町17番地 新・都ホテル 075-661-7111 ○ ○

75 京都市 京都市南区東九条西山王町31 ホテル京阪京都 075-661-0321 ○ ○

76 京都市 京都市南区東九条東山王町19番地の1 ホテルセントノーム京都 075-682-8777

77 京都市 京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町9 嵐山保養所花のいえ 075-861-1545 ○ ○ ○ ○

78 京都市 京都市右京区太秦中山町29 京都市宇多野ユースホステル 075-462-2288 ○ ○ ○ ○

79 京都市 京都市右京区嵯峨新宮町6-1 嵯峨グレースホテル 075-861-1111 ○ ○ ○

80 京都市 京都市右京区嵯峨広沢南野町27-1 サンメンバーズ京都嵯峨 075-882-8771

81 京都市 京都市右京区梅ケ畑高雄町5 髙雄観光ホテル 075-871-2991

82 京都市 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
ホテルビナリオ嵯峨嵐山
　(コミュニティ嵯峨野）

075-871-9711 ○

83 京都市 京都市右京区鳴滝本町110-5 ルブランペンション宇多野 075-463-1118

84 京都市 京都市右京区梅ヶ畑西ノ畑町2 もみぢ家本館高雄山荘 075-871-1005

85 京都市 京都市右京区梅ヶ畑御経坂町32-1 もみぢ家別館川の庵 075-871-1005

86 京都市 京都市右京区京北下中町鳥谷2番地 京都府立ゼミナールハウス 075-854-0216

87 京都市 京都市右京区太秦西蜂岡町９ 菊香荘 075-861-0939

88 京都市 京都市西京区嵐山西一川町5-4 花伝抄 075-863-4455
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89 京都市 京都市伏見区下鳥羽東芹川町45 パルセスイン京都 075-603-1515

90 宇治市 宇治市宇治塔川3-4 鮎宗 0774-22-3001

91 宇治市 宇治市宇治塔川27の2 光流園静山荘 0774-21-2181

92 宇治市 宇治市西笠取辻出川西1番地 
宇治市総合野外活動センター
　アクトパル宇治

075-575-3501 

93 城陽市 城陽市寺田大川原24-4 プラムイン城陽 0774-58-0010 ○

94 笠置町 相楽郡笠置町笠置山20 料理旅館　松本亭 0743-95-2016

95 精華町 相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザホテル 0774-95-0101

96 南山城村  相楽郡南山城村南大河原  レイクフォレストリゾート  0743-94-0331 

97 亀岡市 亀岡市薭田野町佐伯下峠20-6 おもてなしの宿　渓山閣 0771-22-0250 ○

98 亀岡市 亀岡市西別院町柚原水汲12 ドゥリムトンビレッジ 0771-27-3004

99 南丹市 南丹市美山町江和下黒田4 観光農園江和ランド 0771-77-0330 ○

100 南丹市 南丹市園部町大河内広谷1-14
心と身体の癒しの森　るり渓温
泉

0771-65-5001

101 南丹市 南丹市美山町樫原大原谷81-1 美山粋仙庵 0771-75-1625

102 南丹市 南丹市美山町中下向56 美山町自然文化村　河鹿荘 0771-77-0014

103 南丹市  南丹市美山町小渕中才57 
美山ハイマートユースホステル
 

0771-75-0997  ○

104 南丹市 南丹市美山町佐々里チエタ1 民宿　ハリマ家 0771-77-0720

105 南丹市 南丹市美山町長谷湯ケ谷31-2 民宿　みやま 0771-75-0535

106 南丹市  南丹市美山町中上前26番地  料理旅館　枕川楼  0771-77-0003 

107 南丹市 南丹市園部町大河内広谷1-8 るり渓温泉　こぶし荘花あかり 0771-65-5001

108 福知山市  福知山市末広町4丁目１番地  ホテルサンルート　福知山  0773-23-1888 

109 福知山市 福知山市北山500-1 鹿鳴庵 0773-34-0817

110 綾部市 綾部市上八田町上ノ岡ノ下24 イワンの里 0773-21-1648

111 綾部市 綾部市五泉町宮ノ腰25 農家民宿かじか 0773-54-0970

112 綾部市 綾部市岡安町横田44番地 弥平治の丘 0773-44-0927

113 綾部市 綾部市志賀郷町藤谷16-2 手紙の木の家 0773-21-2069

114 舞鶴市 舞鶴市円満寺124 舞鶴グランドホテル 0773-76-7777

115 宮津市 宮津市由良3800-1 海月楼 0772-26-0054

116 宮津市 宮津市字里波見
京都府立
　丹後海と星の見える丘公園

0772-28-9111 ○

117 宮津市 宮津市字文珠100 ホテル北野屋 0772-22-4126

118 宮津市 宮津市字田井小字大池３８２ 京都府立青少年海洋センター 0772-22-0501 ○

119 京丹後市 京丹後市網野町三津139 丹後半島　海遊 0772-72-5566

120 京丹後市 京丹後市大宮町奥大野742-3 農家民泊シャローム・ガーデン 0772-64-4326

121 京丹後市 京丹後市久美浜町野中281 料理旅館　杉本屋 0772-84-0006

122 京丹後市 京丹後市網野町浜詰266-35 旅館　海幸 0772-74-0008

123 京丹後市 京丹後市久美浜町湊宮1302-2 ホテル　リゾーピア久美浜 0772-83-1380

124 京丹後市 京丹後市網野町掛津13 ニュー丸田荘 0772-72-5716

125 京丹後市 京丹後市弥栄町溝谷1122 Auberge理michi 0772-65-2221

126 京丹後市 京丹後市網野町掛津74-1 和のオーベルジュまつつる 0772-72-3696

127 京丹後市 京丹後市大宮町河辺3423 農家民宿　なごみ 0772-68-0158

128 京丹後市 京丹後市網野町浜詰329 茜海旅館 0772-74-1351

129 伊根町 与謝郡伊根町字津母570 奧伊根温泉　油屋 0772-32-0972

130 伊根町 与謝郡伊根町字津母570 奧伊根温泉　油屋別館和亭 0772-32-0306

131 与謝野町 与謝郡与謝野町字男山 岩滝温泉ホテル喜楽家 0772-46-3551

132 与謝野町 与謝郡与謝野町字金屋1730 リフレかやの里 0772-43-1730
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133 与謝野町 与謝郡与謝野町字三河内48番地1 京都府野田川ユースセンター 0772-42-2000

134 与謝野町 与謝郡与謝野町字岩滝68 橋立ベイホテル 0772-46-6100


