
【京都市北区】９７店舗 （令和４年３月１５日時点）

施設名称 施設市区町村 施設住所

GOLD ROLL 京都市北区 衣笠街道町13-9

京のそば処　花巻屋 京都市北区 衣笠御所ノ内町17-2

京都 喜Shin 京都市北区 衣笠西御所ノ内町37番地

おむらはうす金閣寺店 京都市北区 衣笠総門町10-9

和食NOWジョイ　金閣寺店 京都市北区 衣笠天神森町39

金閣寺いただき 京都市北区 衣笠馬場町30-5

肉左衛門　金閣寺店 京都市北区 衣笠馬場町42-10

畑嘉 京都市北区 雲ケ畑出谷町１３８

薬膳・漢方茶カフェcha-cafe-wa 京都市北区 紫竹下芝本町26

キリンキリン 京都市北区 紫竹下本町22-1

やましょう 京都市北区 紫竹下本町55-6

ULUCUS 京都市北区 紫竹下緑町31番地2

特撰和牛炭火一寸法師北山店 京都市北区 紫竹下緑町89 イマムラビル５F

ＫＯＮＯＮＥＫＩ 京都市北区 紫竹牛若町１－１－３

チャット 京都市北区 紫竹高縄町６３-２

まるたこ・まるテージ 京都市北区 紫竹上堀川町20　1階

立ち呑み食堂　おいない 京都市北区 紫竹西高縄町91-3

03 slow cafe 京都市北区 紫竹西桃ノ本町33

ほうき星 京都市北区 紫竹西野山町56番地クレセント三宝1F

THE HAMBURGER 京都市北区 紫竹東栗栖町７－４

自然cafe六合 京都市北区 紫野雲林院町18-1 （1F） 京都視力センタービル

卯凪 京都市北区 紫野雲林院町90-4 大徳寺アパート

北京亭北大路店 京都市北区 紫野下若草町17-1

一麦七菜 京都市北区 紫野下若草町32-3

大徳寺　一久 京都市北区 紫野下門前町20

ＣＡＦＥ　ＤＵ　ＭＯＮ 京都市北区 紫野下門前町44

絵本カフェＭｅｂａｅ 京都市北区 紫野下門前町５－５

北大路カレーうどん 京都市北区 紫野宮東町9の4 赤坂ビル1階A

旬菜松なみ 京都市北区 紫野上鳥田町26

コミュニティカフェ新大宮 京都市北区 紫野上門前町21

紫野　鮨長 京都市北区 紫野上門前町34

サクラキッチン 京都市北区 紫野西御所田町65

イタリア食堂ガロッパーレ 京都市北区 紫野西藤ノ森町4番地25

てあっしゅ 京都市北区 紫野東泉堂町１１ー１

鉄板焼昌南 京都市北区 紫野東野町３４

今宮堂 京都市北区 紫野東野町9

ＳＯＬＥ　ＣＡＦＥ 京都市北区 紫野東蓮台野町１０－１６

蕎麦ほり場 京都市北区 紫野門前町56-2

GRILLはせがわ 京都市北区 小山下内河原町68番地

なごみ 京都市北区 小山上初音町６５　北大路ノースコート１F

餃子の王将　烏丸北大路店 京都市北区 小山上総町10-10

リンゴハウス双葉 京都市北区 小山西花池町32

鮨　珍念　 京都市北区 小山西花池町6-7

那由多 京都市北区 小山東大野町43

よしだ家 京都市北区 小山北上総町39-4

ミスタードーナツ　北大路ビブレ店 京都市北区 小山北上総町49-1

清修庵北大路ビブレ店 京都市北区 小山北上総町４９ー１ 北大路ビブレ２階

べんけい 京都市北区 小松原北町63-5

株式会社　キャピタル東洋亭本店 京都市北区 上賀茂岩ケ垣内町２８－３

Cafe&BarChill'sKyoto 京都市北区 上賀茂御薗口町57-3

京料理さくらい　本館 京都市北区 上賀茂山本町39番地

京料理さくらい　別館 京都市北区 上賀茂山本町44－1番地

京　上賀茂　萬川 京都市北区 上賀茂菖蒲園町56－3



もり川 京都市北区 上賀茂池端町23-2

一膳飯屋　りいぼん 京都市北区 上賀茂朝露ケ原町28-20

玉屋かも川店 京都市北区 上賀茂朝露ケ原町30-19 玉屋かも川店

一二三 京都市北区 上賀茂朝露ケ原町9-4

キッチン　ぽっと 京都市北区 上賀茂梅ケ辻町16

佐右衛門カフェ 京都市北区 上賀茂柊谷町１２

ルルソンキボア 京都市北区 上賀茂豊田町52

うさぎ屋 京都市北区 上賀茂薮田町8ハウゼ上賀茂１０１号

閑臥庵 京都市北区 新御霊口町278

すみくらカフェ 京都市北区 西賀茂柿ノ木町25

西賀茂橋お食事処まっちゃん 京都市北区 西賀茂柿ノ木町5-1

ふきあげ 京都市北区 西賀茂今原町23-3

issara 京都市北区 西賀茂水垣町30-1 ジャルディーノ

そば処松庵 京都市北区 西賀茂坊ノ後町16-3

さくら亭 京都市北区 大宮田尻町41　シャンクレール春日Ⅱ　110号

定食にしむら食堂 京都市北区 大宮東総門口町３６－４

焼肉一番 京都市北区 大宮南田尻町21-2

ラーメン彩心 京都市北区 大宮南田尻町53-1大央ビル103

炭火焼肉　ひろ 京都市北区 大宮南田尻町67-1　松美ビル102

餃子の王将　御薗橋店 京都市北区 大宮南田尻町67-5

ばちや御園橋本店 京都市北区 大宮北ノ岸町11バイロンビルＢ1

にしむらや 京都市北区 大宮北椿原町４５　髙山ビル地下１階

ポルコロッソ 京都市北区 大将軍川端町85

鷹庵 京都市北区 大北山鏡石町５番地２

The Living Pavilion by Aman 京都市北区 大北山鷲峯町１番

美晴花 京都市北区 中川北山町73

おでん　どんぐり 京都市北区 等持院西町58-3　竹内ビル1F

中国酒家　黒猫軒 京都市北区 平野上八丁柳町35-4

和食さと　平野神社店 京都市北区 平野上八丁柳町６４

かつら 京都市北区 北野下白梅町74

Cafe＆Kitchen松吉 京都市北区 北野紅梅町76

あいつのラーメンかたぐるま北野白梅町店 京都市北区 北野上白梅町24　ジュノー雅１階

龍客 京都市北区 北野上白梅町24ジュノー雅104

はなふさ珈琲店（ノース） 京都市北区 衣笠東御所ノ内町ハウス５０

Anny Look 京都市北区 紫野雲林院町90

伊藤珈琲 京都市北区 小山北上総町43-3

フルーツパーラーいけだ 京都市北区 大宮北椿原町４２

ハーバーカフェ北野店 京都市北区 北野紅梅町88番地

ドーミー鴨川公園 京都市北区 出雲路俵町３６

ドーミー洛北 京都市北区 鷹峯木ノ畑町５１

ＮＥＸＴ　ＧＡＲＤＥＮ 京都市北区 大宮南田尻町68-2　シャレー御園橋2Ｆ　１号室

SWAY 京都市北区 上賀茂藤ノ木町２５番地２階南側

レッドオークル 京都市北区 小山下総町34-7

カラオケスタジオBUILD　白梅町店 京都市北区 北野上白梅町35-9

【京都市上京区】９９店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

KAMOGAWA BAKERY 京都市上京区 伊勢屋町３８６

ちりとり鍋伊山 京都市上京区 一条通御前西入西町59番地の2　ハイツ北野1階

有限会社糸源 京都市上京区 一条通七本松西入る滝ヶ鼻町４２９

魚伊 京都市上京区 一色町27-1

16 京都市上京区 一真町65-5 桝形ビル1階

京都ガーデンパレス　ブリランテ 京都市上京区 烏丸通り下長者町上ル龍前町６０５番地

お食事処　いこい 京都市上京区 下長者町通油小路西入大黒屋町３４番地の１

京もつ鍋ホルモン火洛 京都市上京区 下之町422



中摠　丹後 京都市上京区
河原町通荒神口下る上生洲町２４０番地
コートリビエール１階

りさちゃん食堂 京都市上京区 橘町６２１番地

串揚げ万年青 京都市上京区 筋違橋町５５４－２

美酒一献丸太町志むら 京都市上京区 駒之町545-1

はな篭 京都市上京区 駒之町546-1

割烹多幸金 京都市上京区 駒之町５５９－２０

Bistro Soruto 京都市上京区 元新在家町175-3 インペリアル御所西1階

季節の台所　空まめ 京都市上京区 元中之町516ー4

小松 京都市上京区 元百万遍町557

らーめん彦さく 京都市上京区 元北小路町152 グランパレ103

アジアンレストラン芙蓉園 京都市上京区 今出川町324

餃子の王将　白梅町店 京都市上京区 今出川通り御前西入る3丁目西町2-2

京料理割烹成萬 京都市上京区 作庵町535

cafe marble 智恵光院店 京都市上京区 笹屋町通智恵光院西入笹屋町一丁目５１９番地１

焼き鳥トリイロ 京都市上京区 紙屋川町１０１５ フラット北野１階

天下一品白梅町店 京都市上京区 紙屋川町1049-20

紙屋カフェ 京都市上京区 紙屋川町1049-21

ばちや今出川店 京都市上京区 室町通今出川築山南半町248　SAKURA、BLD今出川Ⅱ　3F

HANAMITSU 京都市上京区 室町頭町288-2

風街 京都市上京区 芝大宮町32-6

京料理　萬重　西陣本店 京都市上京区 芝大宮町９－１

DS+Cafe 京都市上京区 主税町1045-1

soco kitchen & bar 京都市上京区 出水町260

ortensia 京都市上京区 出水町274

鉄板焼　草庵 京都市上京区 出水通室町東入中出水町３８６番地１

馳走食堂おおの 京都市上京区 出水通千本東入尼ケ崎横町３５１番地４

ポワン・プール・ポワン 京都市上京区 春帯町345

石屋府庁前店 京都市上京区 春帯町355-4

京うまれ　ごはん日和　烏丸丸太町店 京都市上京区 春日町434-1 1階

Salon de Tanoya 京都市上京区 松屋町通一条下る新白水丸町462番地の6

欧風厨房まんじぇびやん 京都市上京区 上生洲町211

お料理とお酒ふくら 京都市上京区 上生洲町220-1 クリスタルハイツ１F

Le Pont 京都市上京区 上生洲町239

天喜 京都市上京区 上善寺町89

地球の幸せを夢みるバク 京都市上京区 上立売東町２９

炭焼とりこ 京都市上京区 信富町325-2　丸太町吉成ビル１F

お粥や福住 京都市上京区 新白水丸町

千ざ以 京都市上京区 真盛町727

BUMPY 京都市上京区 真盛町729-12

芳月 京都市上京区 真盛町730-1

登美之助 京都市上京区 真盛町742

サロン上七軒 京都市上京区 真盛町742番地

epice 京都市上京区 真如堂前町105

河村食堂 京都市上京区 靭屋町499-23

串幸 京都市上京区 西五辻東町 41-1

四川辣麺　大 京都市上京区 西五辻北町434 カメラセンタービル１F

おばんざい起世 京都市上京区 西上善寺町196-6

焼鳥一番千中店 京都市上京区 千本通下長者町下ル福島町３７５ヴィラポレール１０２号

千成食堂 京都市上京区 千本通丸太町上る小山町８７７千成ビル１F

Beer&Pastaスケルツォ 京都市上京区 相国寺門前町643-1

やきとり一番　河原町今出川店 京都市上京区 大宮町313

コーヒーショップべんがら 京都市上京区 大宮通鞍馬口下る北筋違橋町570奥田ビル

カーサビアンカ 京都市上京区 大原口町214

chouchou favori 京都市上京区 大猪熊町61

京の惣菜　あだち 京都市上京区 中務町491-24



大衆酒場寿海　千丸店 京都市上京区 中務町４９１－３

うおき 京都市上京区 東魚屋町385-1

レストラン　ブランベール 京都市上京区 東堀川通下長者町下る三丁目７番地　ルビノ京都堀川１階

めん馬鹿 京都市上京区 南伊勢屋町７５７－２

桜井屋 京都市上京区 馬喰町885

本宮的茶 京都市上京区 飛鳥井町275上田ビル1階

明石玉子焼の店ハーモニー 京都市上京区 福島町380 岡野マンション1階

京もつ鍋ホルモン朱々 京都市上京区 弁天町315

焼肉ホルモン　ニューみよし今出川店 京都市上京区 北小路室町３８８－２

天下一品　今出川店 京都市上京区 北小路室町390

エフシーダイニングテーブル 京都市上京区 北小路室町401-1

カヴァレッタ 京都市上京区 堀出シ町285-1 上野ビル2F

田丸弥堀川店 京都市上京区 堀川通上立売上ル竹屋町561

素食カフェ　Ren　堀川商店街店 京都市上京区 桝屋町1番地217号室

なか卯　烏丸店 京都市上京区 柳図子町336-3 sakuraビル1F

炭蔵 京都市上京区 油橋詰町94-1

Dining room YOU 京都市上京区 油小路下長者上る亀屋町152 御所西ロイヤルプラザ102号室

cafe一期一会 京都市上京区 老松町103 ハイムマサ1F

日本料理　花かがみ 京都市上京区 六軒町通五辻上る末広町18番地

knot café 京都市上京区 今小路通七本松西入東今小路町758番地1

茶房いせはん 京都市上京区 青龍町２４２

駿台堀川寮 京都市上京区 五町目２０５ー１　駿台堀川寮

萬亀楼 京都市上京区 猪熊通出水上ル蛭子町387

ドーミー京都西陣 京都市上京区 毘沙門町７６４

Cafe　bar　GIGAYA 京都市上京区 荒神町115-4 インペリアル阪　１階

TANKS 京都市上京区 相国寺門前町647-1ピュア烏丸1階

BARBAGLIORE 京都市上京区 俵屋町４６３－５

カラオケナンバーナイン西陣店 京都市上京区 中立売通日暮東入新白水丸町４６２番５６

鉄板焼　燔 京都市上京区 新町通中立売下る仕丁町330

螢 京都市上京区 新町通中立売下る仕丁町330京都ブライトンホテル1F

クーオ・ミディ 京都市上京区 新町通中立売下る仕丁町330京都ブライトンホテル1階

フェリエ 京都市上京区 新町通中立売下る仕丁町330京都ブライトンホテル1階

京都ブライトンホテル　宴会厨房 京都市上京区 新町通中立売下る仕丁町330京都ブライトンホテル1階

花閒 京都市上京区 新町通中立売下る仕丁町330京都ブライトンホテル2階

カフェ＆バーみやび 京都市上京区 北舟橋町857番地

西陣くらしの美術館　冨田屋 京都市上京区 石薬師町697-700

【京都市左京区】１７２店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

京懐石　美濃吉　本店　竹茂楼 京都市左京区 粟田口鳥居町65番地

奥貴船　兵衛 京都市左京区 鞍馬貴船町１０１番地

貴船べにや 京都市左京区 鞍馬貴船町17

貴船コスメティックス＆ギャラリー 京都市左京区 鞍馬貴船町27-1

株式会社貴船きらく 京都市左京区 鞍馬貴船町47

貴船荘 京都市左京区 鞍馬貴船町50

右源太 京都市左京区 鞍馬貴船町76番地

貴船倶楽部 京都市左京区 鞍馬貴船町76番地

料理旅館ひろ文 京都市左京区 鞍馬貴船町87

左源太 京都市左京区 鞍馬貴船町91番地

かどや 京都市左京区 鞍馬本町225番地

くら満荘 京都市左京区 鞍馬本町600番地

一乗寺乃り英 京都市左京区 一乗寺下リ松町31-2

まんが定食げんざえもん 京都市左京区 一乗寺河原田町46-7

中華そば高安 京都市左京区 一乗寺高槻町10番地

惠那く 京都市左京区 一乗寺高槻町20-2

はせ燦 京都市左京区 一乗寺松原町136



食菜　茶又 京都市左京区 一乗寺清水町8番地

あじひろ　北店 京都市左京区 一乗寺西水干町32

厨幾松 京都市左京区 一乗寺西水干町３２　１F

天天有 京都市左京区 一乗寺西杉ノ宮町49　1F

つるかめ一乗寺 京都市左京区 一乗寺赤ノ宮町22-10

veryberrycafe 京都市左京区 一乗寺谷田町1番ヴィベール北白川102号

来来亭一乗寺店 京都市左京区 一乗寺築田町2-1

天下一品　総本店 京都市左京区 一乗寺築田町95、96

餃子の王将　北白川店 京都市左京区 一乗寺築田町98-1

らーめんびし屋 京都市左京区 一乗寺東杉ノ宮町18-1杉ノ宮ビル１階

.CONVIVIAL 京都市左京区 一乗寺南大丸町109-6

焼肉市場 京都市左京区 一乗寺梅ノ木町55エクセレント・ビュー高野1F

秋華 京都市左京区 一乗寺樋ノ口町27 コーポラス禅1F東

有卦屋 京都市左京区 一乗寺樋ノ口町8-6

AOW 京都市左京区 一乗寺払殿町12-17ソアービル1階

珍遊一乗寺本店 京都市左京区 一乗寺払殿町24

CAFE&BAR OBBLi 京都市左京区 一乗寺払殿町48番地 コーポ吉沢1階

PIZZA MONSTAR HIDARI 京都市左京区 一乗寺払殿町52 ハイマート一乗寺101

焼肉屋いちなん 京都市左京区 一乗寺北大丸町51

むしやしない 京都市左京区 一乗寺里ノ西町78

「だる満」 京都市左京区 岡崎最勝寺町8-4

epice okazaki 京都市左京区 岡崎成勝寺町1-8

フロマージェリーアルモニー 京都市左京区 岡崎成勝寺町１－８ 地下１階

京料理六盛 京都市左京区 岡崎西天王町71

平安神宮会館 京都市左京区 岡崎西天王町97

京生麩のお店愛麩 京都市左京区 岡崎西天王町97-2 京都時代祭館十二十二区画１０

中国料理　龍門　岡崎店 京都市左京区 岡崎南御所町22-10

菜食屋アロアロ 京都市左京区 下鴨高木町４４

博多っ子 京都市左京区 下鴨松ノ木町2-19

そば処　源 京都市左京区 下鴨上川原町2

照月 京都市左京区 下鴨上川原町24

グリル生研会館 京都市左京区 下鴨森本町15

下鴨福助 京都市左京区 下鴨西高木町３７

手打ちうどん　さいとう 京都市左京区 下鴨西本町26-2 シャロム下鴨101

Trinity 京都市左京区 下鴨西本町41 大文字ビル1階

あんびしゃす花 京都市左京区 下鴨西本町44

炭焼　きむら 京都市左京区 下鴨西本町45

開晴亭北山本店 京都市左京区 下鴨前萩町5-8

Agartha 京都市左京区 下鴨前萩町５番 木村ビル１階Agartha本店

もつ鍋ダイニング　もつもん 京都市左京区 下鴨東本町２６－３　デミ洛北１F

株式会社　イノブン北山店 京都市左京区 下鴨南芝町39-1 北山ビル3Ｆ

MFS room 京都市左京区 下鴨梅ノ木町71-5

SAKURA CAFE 京都市左京区 下鴨北園町110-5

西洋割烹たかはし 京都市左京区 岩倉花園町247-3 艮宮(ごんきゅう)ビル1階

フランス料理エヴァンタイユ 京都市左京区 岩倉西五田町1-2

yangga 京都市左京区 岩倉忠在地町362-1 スカイハイツ岩倉 1F

餃子の王将　宝ヶ池店 京都市左京区 岩倉南桑原町51-2

和洋料理　河玄 京都市左京区 岩倉南三宅町11番地

宝ヶ池ゆば泉 京都市左京区 岩倉南三宅町70-1

レストランしらん 京都市左京区 吉田牛ノ宮町11-1

もぐらの宴 京都市左京区 吉田近衛町26-22

moon star 京都市左京区 吉田泉殿町1番地97

総本家 媽媽菜館六花 京都市左京区 吉田泉殿町4-9

ローストチキンダイニング　吉田チキン京大前店 京都市左京区 吉田本町26番地

プリモピアーノ 京都市左京区 京都市左京区浄土寺西田町81-1

松葉亭 京都市左京区 銀閣寺前町14-4



株式会社ワイズビー銀コロッケ 京都市左京区 銀閣寺前町15-2

台北茶藝館 京都市左京区 高野泉町6番５

にしき江戸川まつき 京都市左京区 高野竹屋町33-54

山ばな平八茶屋 京都市左京区 山端川岸町8－1

スピークイージー 京都市左京区 山端川原町7-7

グリル＆喫茶飛騨 京都市左京区 山端滝ケ鼻町4番地の6

お食事処　ごん太 京都市左京区 鹿ケ谷高岸町３０-１　１６-１０７

レストランとろとろ 京都市左京区 鹿ケ谷上宮ノ前町25-2 メゾン白川

南禅寺HARADA 京都市左京区 鹿ケ谷上宮ノ前町56-1

まんぷくおにぎり米都 京都市左京区 鹿ケ谷西寺ノ前町31-3

マんプクカツヤ 京都市左京区 鹿ケ谷西寺ノ前町33-5　1F

コイコイ商店 京都市左京区 鹿ケ谷法然院西町30番地1、30番地2

通りゃんせ 京都市左京区 若王子町24-1

ガーデンミュージアム比叡 京都市左京区 修学院尺羅ヶ谷四明ヶ嶽4

和旬彩美翔 京都市左京区 修学院大林町1-3 プロムナード修学院102号

ベーカリーレストランサンマルク　北山店 京都市左京区 松ケ崎小脇町4-1

うしまけた 京都市左京区 松ケ崎杉ケ海道町1-4

まつがさき商店　離れ 京都市左京区 松ケ崎堀町15-1

遊食邸　北山店 京都市左京区 松ケ崎木ノ本町8-2　アルプス北山1F

Gardencafeさいじき 京都市左京区 松ケ崎六ノ坪町10-4

錦わらい　宝ヶ池店 京都市左京区 上高野車地町103-1

八よし 京都市左京区 浄土寺上南田町62-5

銀閣寺いかな 京都市左京区 浄土寺下南田町134-4

gorey 京都市左京区 浄土寺西田町　８２ー１

素食カフェ　Ren　銀閣寺店 京都市左京区 浄土寺西田町115-15

京都爽庵 京都市左京区 浄土寺西田町78 アンソレイユ神楽岡1F

蕎麦処甚兵衛 京都市左京区 浄土寺石橋町27

京料理白水園 京都市左京区 浄土寺石橋町36

レストランNOANOA 京都市左京区 浄土寺石橋町37

お食事どころはしもと 京都市左京区 浄土寺石橋町37-4

カフェ　閣 京都市左京区 浄土寺石橋町５０

cafe &barベア～ 京都市左京区 浄土寺東田町60

味処 大銀 京都市左京区 浄土寺東田町60

Indigo 京都市左京区 浄土寺馬場町10

麺達 京都市左京区 新車屋町１５６－１　桑山ビル１Ｆ

Periferico 京都市左京区 新先斗町120-1

MAX1921 京都市左京区 新先斗町136－1

茶と糀　つきあかり 京都市左京区 正往寺町462-2 インペリアル岡崎101

正阿弥 京都市左京区 聖護院円頓美町17

かく谷老舗 京都市左京区 聖護院山王町39

モリオカ 京都市左京区 聖護院山王町43－2 パレステート日生112

＠膳洛 京都市左京区 聖護院山王町43-2パレステート日生熊野Ｂ３

ネクサス飲食部門　まんまるい 京都市左京区 聖護院川原町25-17

すてーき丼屋 京都市左京区 静市市原町７８－１

料理処はな 京都市左京区 川端二条上ル新生洲町104番地リヴァク鴨川Ⅱ2階

野むら山荘　 京都市左京区 大原野村町236

石屋出町本店 京都市左京区 田中下柳町29

ダイニングカフェシュクル 京都市左京区 田中下柳町5-2

おむらはうす出町柳店 京都市左京区 田中関田町22-75 ルミエール出町柳1階

もつ鍋　京亀 京都市左京区 田中関田町29番地

白河 京都市左京区 田中西高原町22-5

てんぐうどん店 京都市左京区 田中西大久保町47

ひらがな館 京都市左京区 田中西樋ノ口町87-1 メゾンド フルール1F

炭火焼肉いち鈴本店 京都市左京区 田中大堰町89-4

創作居酒屋ザザンザ 京都市左京区 田中飛鳥井町113-6

やき肉玄趣　江州 京都市左京区 田中門前町103



Ma Cantine 京都市左京区 田中門前町103-3

大力餅 京都市左京区 田中門前町24

おむら家百万遍店　 京都市左京区 田中門前町28

餃子の王将　百万遍店 京都市左京区 田中門前町28-13

百万遍PUBBARパバール 京都市左京区 田中門前町32-2 百八ビル302

かぶき寿司 京都市左京区 田中門前町32-5

居酒屋樽八 京都市左京区 田中門前町67

沖縄おきがる酒場いちゃりば 京都市左京区 田中門前町９０ 清水ビル２階

ハイライト食堂百万遍店 京都市左京区 田中門前町94

牛串石網焼　朋月 京都市左京区 田中野神町5-1

成駒寿司 京都市左京区 田中里ノ前町５３

雲呑ショップ７０ 京都市左京区 田中里ノ内町８２－１

炭火串焼とりと 京都市左京区 東丸太町9-5 神原ビル1階

中国料理 東北家 京都市左京区 東山三条上る南門前町536-5 長谷川ビル1F

ビストロレスト 京都市左京区 東門前町503-4

南禅寺順正 京都市左京区 南禅寺草川町60

料庭　八千代 京都市左京区 南禅寺福地町34

竈炊き立てごはん土井　本店 京都市左京区 八瀬花尻町41

天下一品銀閣寺店 京都市左京区 北白川久保田町60-21

かもん 京都市左京区 北白川久保田町60-25

創作料理おおきに屋 京都市左京区 北白川瀬ノ内町27-6

フレンチレストラン　リーボン 京都市左京区 北白川西瀬ノ内町7

進々堂京大北門前 京都市左京区 北白川追分町88

酒肴ふるや 京都市左京区 北白川東蔦町13-4

手打蕎麦　藤芳 京都市左京区 北白川東平井町２７－３

なやカフェ 京都市左京区 北白川堂ノ前町一番地デュ北白川102

ビリオン珈琲　北白川店 京都市左京区 一乗寺築田町95　第一メゾン白川

はなふさ珈琲店（イースト） 京都市左京区 岡崎東天王町43-5 レジデンス岡崎１F

MORE TIME 京都市左京区 下鴨東本町26-3 デミ洛北1F

ジャズカフェ　むーら 京都市左京区 高野清水町１２１

珈琲店　再願 京都市左京区 浄土寺下南田町133

VIA Juice&Deli Cafe 京都市左京区 聖護院山王町16-29

Tender Coffee 京都市左京区 聖護院山王町43-2 パレステート日生熊野101

Rhymin'　（ライミン） 京都市左京区 聖護院西町18-15

アイネスヴィラノッツェ宝ヶ池 京都市左京区 岩倉西五田町38

ドーミー百万遍 京都市左京区 田中大堰町１５０

ドーミー百万遍アネックス 京都市左京区 田中大堰町１５１

ｂａｒアシュクルク 京都市左京区 田中関田町３７－３

LUANA 京都市左京区 北白川追分町78-10

パブ＆サパー早苗 京都市左京区 聖護院山王町43-2 パレステート日生B1F13

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

有限会社旅館さわや本店 京都市左京区 聖護院川原町25 旅館さわや本店

ますや旅館 京都市左京区 大菊町１４５

【京都市中京区】５２８店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

MAIALE 京都市中京区 夷川室町西入る鏡屋町51-1　ホリケイビル1階

夷川燕楽 京都市中京区 夷川通り麩屋町西木屋町482番地

BISTRO  EL GINO 京都市中京区 一之船入町537-31 リベルタス御池201

招猩庵 京都市中京区 一之船入町537番地7

ラーメンムギュvol.2 京都市中京区 一蓮社町298-13

GRIDDLEFORCE　逸楽 京都市中京区 一蓮社町298-2

居酒屋ニュータコヤクシ 京都市中京区 一蓮社町２９８－６

隨縁亭 京都市中京区 烏丸通三条下ル饅頭屋町604

スパ「トリニテ」 京都市中京区 烏丸通三条下ル饅頭屋町604

ライブラリーカフェ 京都市中京区 烏丸通三条下ル饅頭屋町604



ホール・ケンジントン 京都市中京区 烏丸通三条下ル饅頭屋町604

ぎょうざ処　亮昌　新風館店 京都市中京区 烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館内１F

酒場トやさい　イソスタンド 京都市中京区 姥柳町190-2

烏丸ダイナーｆｌａｔ 京都市中京区 姥柳町２１３

エール室町 京都市中京区 円福寺町342-1　voice21　101

居酒屋  八起庵 京都市中京区 円福寺町342-1ボイスビル

牛しゃぶ牛すき食べ放題　但馬屋ドン・キホーテ河原町店 京都市中京区 塩屋町３２１　ドン・キホーテ四条河原町店７階

温野菜京都河原町蛸薬師店 京都市中京区 塩屋町３２４古城ビル地下１階

EL BOGAVANTE 346 京都市中京区 塩屋町53 ORYZA三条西洞院1F

Yamada’ｓ　Ｄeli&Market  KYOTO 京都市中京区 押油小路町233 京都スクエア１Ｆ

京料理かじ 京都市中京区 横鍛冶町112-19　京料理かじ

天ぷら東山 京都市中京区 下丸屋町401 福三ビル2F

poquito 京都市中京区 下丸屋町401-10 田中ビル1F

京料理とフレンチ龍のひげ 京都市中京区 下丸屋町401-5

シャバリバ 京都市中京区 下丸屋町４０３番地 ＦI Ｓビル１Ｆ

焼野菜　五十家 京都市中京区 下丸屋町421-5 ラディーチェ・マツヤビル1階

いろはかるた本店 京都市中京区 下樵木町197-2

天心 京都市中京区 下樵木町200-3サキゾービル1F

割烹　濱喜久 京都市中京区 下大阪町352-4

四都物語 京都市中京区 下八文字町688 ミツ星ビル1階

京の酒処1038 京都市中京区 下本能寺前町492-5　ゼスト御池地下街内

カスカードゼスト御池店 京都市中京区 下本能寺前町492番地1　ゼスト御池地下街

そじ坊京都ゼスト店 京都市中京区 下本能寺前町御池通寺町東入下本能寺前町492-1

イタリアン酒場COVO 京都市中京区 河原町三条上ル下丸屋町401 田中ビル2階

くいしんぼ 京都市中京区 河原町通三条下がる山崎町236

スーパードライ京都 京都市中京区 河原町通三条下ル大黒町５０ アサヒビール京都三条ビル１階

サンマルクカフェ+R京都河原町三条店 京都市中京区 河原町通三条下る二丁目山崎町237-6

酒肴いさ味 京都市中京区 河原町通三条下ル二丁目北車屋町265-1

ひさご寿し 京都市中京区 河原町通四条上ル塩屋町344

京家きよみず　木屋町 京都市中京区 河原町通四条上る米屋町378

やきにくALOHA 京都市中京区 河原町通大文字町235

ノースポイント 京都市中京区
河原町通竹屋町上る大文字町232
文華堂ビル一階ノースポイント

創作中華一之船入 京都市中京区 河原町通二条下ル一之船入町537番地

有喜屋京都ホテルオークラ店 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町５３７番地の４
京都ホテルオークラB2

京都ホテル観光ブライダル専門学校 京都市中京区 河原町二条下丸屋町396番地の3

おばんざい食堂　ひとつのおさら 京都市中京区 花立町２７４

松 京都市中京区 貝屋町５６９

Corno Rosso 京都市中京区 柿本町408-2

Go-En京都三条新町 京都市中京区 釜座町36番地

CUCINA KURAMOCHI 京都市中京区 釜座通丸太町下る桝屋町149番地サンモリタ1F

にほん酒食堂しずく 京都市中京区 瓦町540

洋食ヒグチ亭 京都市中京区 瓦之町メイゾン東洞院104

酒房CRAFTMAN 京都市中京区 観音町71

Roppakuya KADO 京都市中京区 観音堂町453-1

Trattoria LaVoce 京都市中京区 観音堂町456 シティキャスル四条1F

かわ屋　京都烏丸四条店 京都市中京区 観音堂町458番地　２階

和酒バル37℃ 京都市中京区 観音堂町470 道家商事ビル２階

めん房やまもと 京都市中京区 観音堂町473

綴ainomachi 京都市中京区 間之町通御池下る綿屋町５２８番地

御所　岩さき 京都市中京区 間之町通竹屋町上る大津町660番地1F

味房　かまん坐 京都市中京区 丸太町西洞院西入横鍛冶町116

丸太町十二段家 京都市中京区 丸太町通室町東入常真横町１８５番地

お食事処　やまびこ 京都市中京区 丸太町通西洞院東入田中町122番地

餃子の王将　府庁前店 京都市中京区 丸太町油小路東入横鍛冶町101



桟敷 京都市中京区 雁金町364番地

フランス料理シェモア 京都市中京区 亀屋町376

亀甲屋 京都市中京区 亀甲屋町601

トラットリア　ラ　パーチェ 京都市中京区 菊屋町531 オーゾーンビル1階

大國屋  鰻兵衛 京都市中京区 菊屋町５３４ー１３

大八寿司 京都市中京区 菊水鉾町576

焼き鳥　一 京都市中京区 菊水鉾町585

町家猫喫茶　うたねこ堂 京都市中京区 橘柳町１５５－４

Restaurant 信 京都市中京区 久遠院前町667-1

H DU PONT 京都市中京区 橋下町133-1

炭楽屋とりうめ 京都市中京区 橋下町135 先斗町ビル1階

草風土うしのほね 京都市中京区 橋下町136

プレマルシェ・オルタナティブ・ダイナー 京都市中京区 橋西町６７２ 2F

原価ビストロチーズプラス四条烏丸店 京都市中京区 橋弁慶町222 ヒライビル2F

吟醸くらうど 京都市中京区 鏡屋町50-2

Ｏｎｙｖａ 京都市中京区 玉植町223-2

研覃　ほりべ 京都市中京区 錦小路室町西入る天神山町273

錦平野 京都市中京区 錦小路通堺町東入ル中魚屋町４８９－１

HIGH　BALL BAR 京都烏丸1923 京都市中京区 錦小路通室町東入ル占出山町310　山益錦プラザ1F

よしだｐａｐａ 京都市中京区 錦小路通室町東入占出山町310-4

餃子の王将　四条大宮店 京都市中京区 錦大宮町116-2

再会酒場 京都市中京区 錦大宮町141-2階

ギラギラ 京都市中京区 錦大宮町１４４番３ファンシービル２階

浜焼ボーイと串カツガール 京都市中京区 錦大宮町154-5

いけまさ亭 京都市中京区 錦柳馬場東入東魚屋町168

karasumaoike UI 京都市中京区 金吹町459

餃子の王将　河原町三条店 京都市中京区 恵比須町435-4

寿しのむさし三条本店 京都市中京区 恵比須町440

藤や 京都市中京区 恵比須町447

イスタンブール　サライ 京都市中京区 恵比須町534-28松木ビル３F

本マグロと島ごはんぱなり 京都市中京区 恵比須町534-6 エリゼビル2階

炭火串焼とりと　河原町三条店 京都市中京区 恵比須町534番地6エリゼビル1階

鳥せゑ蛸薬師店 京都市中京区 元竹田町625

Irish PUB field 京都市中京区 元法然寺町683烏丸錦ビル2F

炭火串焼とりと 四条烏丸店 京都市中京区 元法然寺町683番地烏丸錦ビル1階奥

バンコクガーデン 京都市中京区 五丁目230-2

イタリア料理ロカレ 京都市中京区 御供町296

プレマルシェ 京都市中京区 御供町308

blanc pierre 京都市中京区 御幸町通夷川上る松本町5771階

Restaurant＆Cafe SALAO 京都市中京区
御幸町通御池上る亀屋町３７９番地１
コンフォール御幸町御池フェルテ1F

たかだ 京都市中京区 御幸町通四条上る大日町416

益や酒店 京都市中京区 御幸町通四条上る大日町426　1階

田村よしたか 京都市中京区 御幸町通竹屋町上る毘沙門町５４６－２

やきとり酒場　かづさ屋 京都市中京区 御射山町260 ロイヤルプラザビル2F-I号

肉味噌おでん　かづさ屋 京都市中京区 御射山町260 ロイヤルプラザビル2F-J号

La princesse kyoto 京都市中京区 御射山町２６０ロイヤルプラザビル２Ｆ

うまいもんや室町応援団 京都市中京区 御倉町64KBアネックス地下1階

烏丸DUE 京都市中京区 御倉町79 文椿ビルヂング1階

出石庵 京都市中京区 御池上る上本能寺前町470バインオークメッツ1F

酒場　たいげん 京都市中京区 御池通御幸町亀屋町370番地2 京都旅行会館　B1F

和彩　しっぽり屋 京都市中京区 御池通黒門西入る俵屋町190の1

京町屋サロンこいやまCafe 京都市中京区 鯉山町524

sumiyaki燈 京都市中京区 行願寺門前町2番地1

MOON and BACK 京都市中京区 高宮町５８５

錦へんこつ 京都市中京区 高宮町593



とにまる　文博店 京都市中京区 高倉通三条上ル東片町 京都文化博物館内　1F

酒亭　笹蔵 京都市中京区 高田町509-4

寿司しげとみ 京都市中京区 砂金町412-1 イズミビル1F

余志屋 京都市中京区 材木町

すみ家三条店 京都市中京区 材木町174　黄桜ビルB1

肉屋の台所木屋町ミート 京都市中京区 材木町174黄桜木屋町ビル３F

炭焼きビストロフラム 京都市中京区 材木町178-3日高ビル1F

京野菜料理　　京町屋すいしん 京都市中京区 材木町181

ごはんBAR健 京都市中京区 材木町181-2 ニュー京都ビル1階

焼鳥鶏原 京都市中京区 材木町182-2

オードヴィー 京都市中京区 材木町183-1 先斗町92ビル３f

京都串処東屋 京都市中京区 材木町186とりたねビル2F

ダイニングバールカ 京都市中京区 材木町186とりたねビル3F

オステリア　センプレ 京都市中京区 坂井町458-2

原価酒場けいすけ四条烏丸店 京都市中京区 阪東屋町658都証券ビルB1

Benjamin Steakhouse 京都店 京都市中京区 阪東屋町660-1 1階・2階

アーマー 京都市中京区 堺町通錦小路上る菊屋町531　オーゾービル1F

月ヶ瀬　堺町店 京都市中京区
堺町通御池下ル丸木材木町675
アーバンライフフォルムズ烏丸御池103号

祇園京料理花咲　錦店 京都市中京区 堺町通四条上ル八百屋町５４９

タリーズコーヒー京都寺町通り店 京都市中京区 桜之町４２５ー２　寺町ツルヤビル

霧社茶町 京都市中京区 桜之町430-8ジェイプライドビル１階

古早大鶏排 京都市中京区 桜之町431

樹 京都市中京区 笹屋町446－5ツインナガセ1F

焼き鶏・京山椒なべ とり粋 「三条店」 京都市中京区 三条新町釜座町36

食堂酒場たなか 京都市中京区 三条猪熊町６４２ハイツ白山１階

ＫＯＫＯＲＯ 京都市中京区 三条町３３４

オルト 京都市中京区 三条町337-2

BELLOTA  muamua 京都市中京区 三条通烏丸東入梅忠町20-1 烏丸アネックスビルB１F

Sunny 京都市中京区 三条通河原町東入る中島町105タカセビル9F

INDEPENDANTS 京都市中京区 三条通御幸町東入弁慶石町56番地1928ビルB1

ガーネッシュ 京都市中京区 三条通室町西入る衣棚町59-2

柳家 京都市中京区 三条通富小路東入中之町23

魏飯夷堂 京都市中京区 三条通堀川西入る橋西町661番地

漬×麹　Haccomachi 京都市中京区 三条通柳馬場西入桝屋町78番地1

御料理　樋渡 京都市中京区 三本木五丁目４９６－２

もつ鍋　利光 京都市中京区 山崎町236-5

アメリカングラフィティーズ 京都市中京区 山崎町２３６六角テラスビル

古都丸 京都市中京区 山崎町236六角テラスビル1F

ちゃちゃまる 京都市中京区 山崎町236六角テラスビル1F奥

京都美南 京都市中京区 山崎町238 あじびる河原町　7階

京辛麺　木屋町店 京都市中京区 山崎町258番地24　中和木屋町ビル1階西側

河道屋倖松庵分店 京都市中京区 指物町３１１番地コートドール大槻2階

たん熊北店　本店 京都市中京区 紙屋町355

炭火かず屋 京都市中京区 紙屋町364

ココロノコリ 京都市中京区 紙屋町369東側一階

Mr. Yong Men 京都市中京区 寺町通四条上る東大文字町312

京都炭火串焼つじや本店 京都市中京区 蒔絵屋町256関広ビルB1

くぐり鍋六白屋 京都市中京区 室町新町の間四条上る観音堂町452-1

うしのほね本店 京都市中京区 若松町137-12

京懐石　美濃吉　烏丸四条店 京都市中京区 手洗水町670番地 フクトクビルB１

京料理　貴与次郎 京都市中京区 宗林町９２

京料理　貴与次郎 京都市中京区 宗林町95

ひつじ食堂 京都市中京区 十文字町432-7-2

錦　おぶや 京都市中京区 十文字町458-1　ロア京都ビル1F



だいじょう 京都市中京区 小結棚町４２６番地新町錦ビル１階

焼肉どうらく　京都六角通り店 京都市中京区 松ケ枝町455

KOTOWARI 京都市中京区 松ケ枝町463

つろく 京都市中京区 松屋町51

二条たかくら　やまもと 京都市中京区 松屋町５５－１ 西本ビル１階

先斗町　かっぱ寿司 京都市中京区 松本町160　栞ビル１F

十祇家木屋町御池店 京都市中京区 上樵木町496 アイル竹島ビル一階西

山とみ 京都市中京区 上大阪町515 MIYUKIBLDG2F

おばんざい櫻川 京都市中京区 上大阪町516キヤマチジャンクションビル２F

河久 京都市中京区 上大阪町518

9o’clock 京都市中京区 上大阪町521 エンパイアビル901

ナンクル食堂 京都市中京区 上大阪町521 京都エンパイヤビル1F

こま井亭 京都市中京区 上大阪町532

Sama　Sama 京都市中京区 上大阪町532

三度目の正直 京都市中京区 上本能寺前町480-3

Lino 京都市中京区 上妙覚寺町230-2 秋山法衣ビル1F

(THISIS)SHIZEN 京都市中京区 場之町586-2 新風館内

京寿司　ふぐ料理　大黒 京都市中京区 新京極三条下がる桜之町397の4

MARUMARU雲の茶　新京極店 京都市中京区 新京極通三条下ル桜之町406番地33

珍遊　河原町六角店 京都市中京区 新京極通三条下る東入る松ケ枝町457番地7　六角会館1F

Brisket RONY 京都市中京区 新町通錦小路下ル小結棚町434番地4

いっかくじゅう四条新町店 京都市中京区
新町通錦小路下る小結棚町435番地
ジェイプライド四条烏丸1階

居様/IZAMA 京都市中京区 新町六角下る六角町361番　三井ガーデンホテル新町別邸1階

レストランおおたや 京都市中京区 真如堂町295

綱や　壬生店 京都市中京区 壬生下溝町19

キムチのミズノ 京都市中京区 壬生花井町23番地5

京都壬生　さかえ家 京都市中京区 壬生賀陽御所町３９－１

洋食彩酒アンプリュス 京都市中京区 壬生賀陽御所町64-18マキシムスリー1F

なか卯　四条壬生店 京都市中京区 壬生賀陽御所町77-1 洛西メゾン1F

イルポルト 京都市中京区 壬生御所ノ内町２６－５

どぼづけ屋 京都市中京区 壬生高樋町1

丼丸　京の魚河岸　三条本店 京都市中京区 壬生朱雀町1ー3

カフェ&ランチkado 京都市中京区 壬生松原町28-26

鳥茂 京都市中京区 壬生松原町40-39

肉酒家3610 京都市中京区 壬生森前町5　山田ビル1階

直志庵 京都市中京区 壬生森町50-1

創作タイ料理パッタイ 京都市中京区 壬生森町58-11ハウス偕1階

うまいもんや西院応援団 京都市中京区 壬生西土居ノ内町20-4

Burger RooM 京都市中京区 壬生西土居ノ内町20番地6 ラティス西院1階

提灯食堂 京都市中京区 壬生西檜町11-3壬生店舗2号

さかぶくろ 京都市中京区 壬生仙念町１０ー５　Ｂ１階

さらんばん 京都市中京区 壬生仙念町10-3

にこみ食堂　木むら 京都市中京区 壬生仙念町10番地9

香蘭 京都市中京区 壬生仙念町14

たこ焼き工房一休 京都市中京区 壬生仙念町19

ラーメン心元 京都市中京区 壬生相合町20番地20

麺毅家　本店 京都市中京区 壬生相合町３２番地

味三昧　郁兵衛 京都市中京区 壬生東高田町2-1 プエネリジェール西五条

Mixing 京都市中京区 壬生東高田町2-1プェネリジュール1F

京・寿司おおきに 京都市中京区 壬生東高田町41番地 おおきにビル

京のおばんざい　わらじ亭 京都市中京区 壬生東大竹町14

あさひ 京都市中京区 壬生東土居ノ内町11

炭吟醸 京都市中京区 壬生馬場町15-17

ほっこり酒場なごみ家 京都市中京区 壬生馬場町21-7

元祖熟成細麺香来　壬生本店 京都市中京区 壬生馬場町３５番５　クラール壬生１階



クース・クース 京都市中京区 壬生淵田町1-2　コウダビル2F

大黒屋 京都市中京区 壬生淵田町34番地2

素食カフェ　Ren　四条大宮店 京都市中京区 壬生坊城町12-7

味ごころ　談 京都市中京区 壬生坊城町１３の３　木村四条ビル１階

Pizzeria AL CAMINO 京都市中京区 壬生坊城町56-3 坊城ビル1階

インディアンレストラン　ティラガ 京都市中京区 壬生坊城町５６ー１浪花ビル１階

焼肉　あにき 京都市中京区 壬生梛ノ宮町１３－１６

御所南かまた 京都市中京区 杉屋町634 Do.Dream杉屋町１階

にしきの千松 京都市中京区 瀬戸屋町476

養老乃瀧円町店 京都市中京区 西ノ京円町22-2

洋食の店　ITADAKI　円町店 京都市中京区 西ノ京円町31-4

なかい家 京都市中京区 西ノ京小倉町22-14

天下一品二条駅前店 京都市中京区 西ノ京小堀町2-3

味処あきよし 京都市中京区 西ノ京職司町1-5御池ビル1階

タヴェルナ　イル　ヴィアーレ 京都市中京区 西ノ京職司町26-15 新近江ビル１F

二条えん 京都市中京区 西ノ京職司町4-9

魚貝料理いけやん 京都市中京区 西ノ京西円町27-2竹中ビル1階

お好み焼き焼きそばビッグ 京都市中京区 西ノ京西中合町12番地

高木商店 京都市中京区 西ノ京西中合町64

花登 京都市中京区 西ノ京船塚町18

庵山頭火 京都市中京区 西ノ京中御門西町47-3

雲の上はいつも晴れ 京都市中京区 西ノ京中御門東町140

ビストロオジェ 京都市中京区 西ノ京中保町52-1

カ・デル　ヴィアーレ   京都市中京区 西ノ京栂尾町117番地 カ・デル　ヴィアーレ

越後秘蔵麺無尽蔵京都二条家 京都市中京区 西ノ京栂尾町１－６BiVi二条１F

和食NOWジョイ　西大路三条店 京都市中京区 西ノ京島ノ内町19-1

らびっと倶楽部 京都市中京区 西ノ京東中合町２９アンビシャス御池２階

グローブマウンテン珈琲 京都市中京区 西ノ京東中合町55 ハイツウエストロード 1F

くっきんぐえくすぺりめんと番 京都市中京区 西ノ京内畑町26-5

麺屋はなび西大路太子道店 京都市中京区 西ノ京南上合町82-26

創作鉄板・お好み焼き　みやび 京都市中京区 西ノ京北円町１番地７

むろ井 京都市中京区 西ノ京両町

京やすけ花むらさき 京都市中京区 西ノ京壺ノ内町20－15

じじばば木馬亭 京都市中京区 西押小路町106　1F

もうやん 京都市中京区 西押小路町110-3

しじみ 京都市中京区 西革堂町205番地2　真崎ビル1F

錦わらい　大丸北店 京都市中京区 西魚屋町597 ミズコートビル1Ｆ

PIZZERIA BAR Le NAPOLI
（ピッツェリア バール レ・ナポリ 京都錦店）

京都市中京区 西魚屋町６０４　ファーストコート四条錦２階

串屋　長右衛門　京都烏丸店 京都市中京区 西魚屋町605番地 STビルB1

カレープラント 京都市中京区 西錦小路町262-8

麺ビストロNakano 京都市中京区 西錦小路町269松廣ビル1F

El Lagar 京都市中京区 西大黒町332-1

乍旨司 京都市中京区 西大黒町３３６－１０

KARAKURI 京都市中京区 西大文字町610

沖縄バルナンクル 京都市中京区 西大文字町615四富会館

Raku 楽 京都市中京区 西大文字町615四富会館１F

夷川餃子なかじま 京都市中京区 西洞院夷川下る薬師町652番1夷川ビル1F

DINING＋CAFE＆BAR　閏 京都市中京区 西洞院通御池上ル押西洞院町610番地

京・叡善 京都市中京区 西洞院通六角下ル池須町423-2西洞院食彩ろぉじ六角の道内1F

れんこんや 京都市中京区 西木屋町三条下る山崎町236

夢屋 京都市中京区 西木屋町通六角下ル北車屋町271第一観光ビル1F

有喜屋先斗町本店 京都市中京区 石屋町１２５番地

百歳牛肉麺　三条河原町店 京都市中京区 石橋町１４－１４

焼肉どうらくPREMIUM離宮　京都三条店 京都市中京区 石橋町25-1

京フレンチきしもと 京都市中京区 先斗町三条下る若松町141



やすべえ 京都市中京区 先斗町通り三条下る梅之木町142

東山望 京都市中京区 先斗町通り四条上る鍋屋町228

西里 京都市中京区 先斗町通り四条上る梅之木町143番地

京焼肉　新　先斗町店 京都市中京区 先斗町通三条下る四丁目松本町162番地

先斗町　花柳 京都市中京区 先斗町通三条下る若松町138-5

京料理　卯柳 京都市中京区 先斗町通三条下る東側若松町141-14

いろは北店 京都市中京区 先斗町通四条上ル鍋屋町２１５

一品香 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町220番5

先斗町　華　眺河 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町232-8

SEKAIYA 京都市中京区 占出山町301-1

まんざら亭　錦 京都市中京区 占出山町317

Le Nature 京都市中京区 占出山町３２０　小島ビル２階

居酒屋　八朔 京都市中京区 船屋町３９１－１

鮨　やぶ内 京都市中京区 船屋町399 さしあのビル2F

濱登久ハートンホテル京都店 京都市中京区 船屋町405ハートンホテル京都2階

燻製と地ビール和知 京都市中京区 帯屋町５７１ さたけビル4階

お好み焼はここやねん　四条大宮店 京都市中京区 大宮通四条上る錦大宮町１３５番地　１F

薬師 京都市中京区 大黒町42-3　山新ビル3階

紡　Dining　Bar 京都市中京区 大黒町46-5

KIHARU Brasserie by HARUHORO 京都市中京区 大黒町71-1、71-2、71-3、72-4、71-18

ひとしお 京都市中京区 大黒町88シルブープレビル1階ひとしお

一芯 京都市中京区 大黒町９０番地ドルチェヴィータ京都六角B1

chrome natural wine life 京都市中京区 大炊町201-3新町ロイヤルハイツ1F

炭焼工房まほろば 京都市中京区 大日町403-2 詩の小路プラスビル2F-S番

ヤク＆イエティ 京都市中京区 大日町403-2詩の小路PLUSビル（1F）

御幸町ONO 京都市中京区 大日町４２３

チドリアシ 京都市中京区 大文字町233-6

喜Ｂｕｎ上Ｊｏ 京都市中京区 大文字町２３７

スタンドうみねこコト 京都市中京区 蛸屋町１６０ー３

餃子の王将　河原町店 京都市中京区 蛸薬師河原町東入る備前島町317

室町二條みのや 京都市中京区 蛸薬師町270

然花抄院　室町本店 京都市中京区 蛸薬師町２７１－１

cafeowl 京都市中京区 蛸薬師通り西洞院東入る不動町165-2

春水堂　京都木屋町店 京都市中京区 蛸薬師通河原町東入備前島町３１０－２

風味堂 京都市中京区 蛸薬師通室町西入ル姥柳町189　エチカビル1階西側

ミートショップ　〇竹 京都市中京区 竹屋町通堺町西入ル和久屋町101

鮮魚　木村 京都市中京区 中魚屋町486

がんこ京都三条本店 京都市中京区 中島町101

じぶんどき京都三条大橋店 京都市中京区 中島町110 FORAM三条ビル3F

旅籠茶屋　池田屋　はなの舞 京都市中京区 中島町82 申和三条ビル

虎亭虎亭 京都市中京区 中島町96-2 三条木屋町ビル３Ｆ

料理屋　自在 京都市中京区 中之町12-3

うしのほね　あなざ 京都市中京区 中之町15-1

京都焼肉南大門四条寺町店 京都市中京区 中之町543-2

辰杏珠　京都寺町店 京都市中京区 中之町５５２

焼肉お富 京都市中京区 中之町573-4

サラダの店　サンチョ 京都市中京区 中之町浦寺町通り中元町572

Y's BURGER 京都市中京区 中之町東入る中之町５６５－7

串かつ希水 京都市中京区 朝倉町534 ホテル京都シャラガム1F

富小路天ぷらまつ井 京都市中京区 朝倉町540富小路マンション1階

手鞠鮨と日本茶　宗田 京都市中京区 町頭町110-1

メッシタ　パーネ　エ　ヴィーノ 京都市中京区 天神山町２７７　ｋ－ａｎ　１Ｆ

膳處漢ぽっちり 京都市中京区 天神山町２８３－２

元蔵　京都錦本店 京都市中京区 東魚屋町167 ルミナス錦1F

Trattoria CasaVerde 京都市中京区 東玉屋町492 小西ビル１F

がんこ高瀬川二条店 京都市中京区 東生洲町484-6



台湾タンパオ 京都市中京区 東側町503-18

有喜屋寺町店 京都市中京区 東側町508

Ｂｉｎｉ 京都市中京区 東洞院通丸太町下る三本木町４４５番地１

THE ALLEY 四条店 京都市中京区 東洞院通錦小路下る阪東屋町655 TKビル

CUCINA ITALIANA　東洞 京都市中京区 東洞院通竹屋町下ル三本木五丁目496番地3

有喜屋京都文化博物館店 京都市中京区 東片町623-1　京都文化博物館１F

コロラドコーヒーショップ マスサン 京都市中京区 東堀川通御池上る押堀町40番地

イタリア食堂　ビーコロ 京都市中京区 藤本町562 グランドゼニカ1-A 1F

風見鶏 京都市中京区 堂ノ前町２３０－２　大輝六角ビル１F

京料理やまの 京都市中京区 道場町21-3

BI AN CA　 京都市中京区 道場町４番地

昭月 京都市中京区 道場町５番地

節道 京都市中京区 道祐町135-1三条食彩ろぉじ堺町の道すずなの舗

ふみふみ 京都市中京区 奈良屋町291-3商都河原町ビル地下一階

お好み焼はここやねん　四条河原町店 京都市中京区 奈良屋町３０２　幸楽ビル２Ｆ

あじ屋 京都市中京区 鍋屋町211番地

伏見蔵先斗町南庵 京都市中京区 鍋屋町212-2

まゝや 京都市中京区 鍋屋町２１２－７

ミサキ 京都市中京区 鍋屋町219-2伊藤ビル一階

かしわ　木屋町店 京都市中京区 鍋屋町220-1

京都スタンド　きよきよ 京都市中京区 鍋屋町220番地1　FORUM木屋町先斗町ビル1F

もみじ 京都市中京区 鍋屋町225　一階

マルフク 京都市中京区 鍋屋町225萩原ビル一階奥

THE  VR  ROOM  KYOTO 京都市中京区 南車屋町280番地　キャニオンテラス1F

イタリア食堂910 京都市中京区 南車屋町282MORITA BLDG4Fチルコロ京都内

炭火焼鳥　てるの屋 京都市中京区 南車屋町288　京都ロイヤルビル1F　107号

遊旬　きん安 京都市中京区 楠町618号

堺萬 京都市中京区 二条室町西入る大恩寺町２４８－２

ＴＯＲＩ処　萬端 京都市中京区 二条通河原町西入ル榎木町６５　バンタンビル２Ｆ

ラ・プレーヌ・リュヌ 京都市中京区 二条通高倉西入松屋町55-1　西本ビル2F北側

即今藤本 京都市中京区 二条通寺町東入ル榎木町92-12

旬味　きのした 京都市中京区 二条通寺町東入る榎木町92-7佐野ビル1F

グリルデミ 京都市中京区 巴町80 パルマビル1F

御池酔心 京都市中京区 梅屋町358　アーバネックス御池ビルB1F

鉄亭 京都市中京区 梅忠町16-2進々堂ビル2F

占いCafe＆Bar　TWO GATES 京都市中京区 梅忠町28 M＆Iビル2階

じき宮ざわ 京都市中京区 八百屋町553-1

Xativa 京都市中京区 樋之口町466番地2

LEMONADE by Lemonica立誠ガーデンヒューリック京都店 京都市中京区 備前島町310-2

naturemian spice curry 京都市中京区 毘沙門町557-1

洛旬万菜こしの 京都市中京区 菱屋町３１ 栢森ビル２階

元気 京都市中京区 菱屋町36 プラザコラムビルB1

まんざら亭　三条高倉 京都市中京区 菱屋町47 横山ビル1F

京ねこ御殿 京都市中京区 菱屋町プラザコラムビル6F

酒とめし錦食堂 京都市中京区 富小路通錦小路下る西大文字町６０９番地

相伝京の味　なかむら 京都市中京区 富小路通御池下る松下町136

ごはんや嬉々 京都市中京区 富小路通四条上ル西大文字町605 松風第2ビルB1

要庵西富家 京都市中京区 富小路通六角下る骨屋之町562番地

ピノッキオ    京都市中京区 福屋町728-1　高倉ハイツ1F

酒場エビス 京都市中京区 米屋町378-1

ラーメン杉千代　四条河原町店 京都市中京区 米屋町380-6

マッチャハウス　京都河原町 京都市中京区 米屋町３８２－２

お野菜とワイン　五十松 京都市中京区 米屋町384

酒房　すいしん　河原町店 京都市中京区 米屋町384-1

オーヘンバックミュンヘン 京都市中京区 米屋町386

串焼きとおでん　五十棲 京都市中京区 米屋町388



坂之上商店　四条河原町店 京都市中京区 米屋町388  2F

煮野菜　おにかい 京都市中京区 米屋町388-2階

永楽屋　本店喫茶室 京都市中京区 米屋町３８９　２階

はげつう 京都市中京区 北車屋町271番地　第一観光ビル2階

燻吟かず家 京都市中京区 北車屋町276永吉ビル1F

ピエールプレシウーズ 京都市中京区 堀之上町129番プラネシア六角高倉3F

肉酒屋輪っか 京都市中京区 桝屋町163レジデンスMT 1F

富小路信 京都市中京区 桝屋町337番地

Brisa 京都市中京区 妙満寺前町446若林ビル1F

土佐屋　室戸 京都市中京区 木屋町三条下ル大黒町49

いも松 京都市中京区 木屋町通材木町材木町183　第六観光ビルＢ１

浪花ひとくち餃子チャオチャオ三条木屋町店 京都市中京区 木屋町通三条下る石屋町117

餃子の王将　三条店 京都市中京区 木屋町通三条下る石屋町118-1

Ace cafe 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町521エンパイヤビル10F

油小路おおみ 京都市中京区 薬屋町605

創作料理わ 京都市中京区 柳水町82 三洋六角ビル1F

京都一の傳　本店 京都市中京区 柳馬場通り錦上る十文字町435番地

和鉄板　ぞろんぱ 京都市中京区 柳馬場通三条下る槌屋町102-1

海鮮処一 京都市中京区 柳馬場六角下ル井筒屋町400-1 プラネシアビル2F

京都　柳馬場　ほん田亭 京都市中京区 柳八幡町75－6 LS京都ビル1階

エルク京都店 京都市中京区 裏寺町５９５－５

土鍋スープカレー近江屋清右衛門 京都市中京区 裏寺町607　２F

了頓図子　たけとこ 京都市中京区 了頓図子町475-10

GYOZA OHSHO　烏丸御池店 京都市中京区 両替町通姉小路上ル龍池町430

パリホンポ 京都市中京区 六角上ル了頓図子町475

満亭 京都市中京区 六角通河原町東入山崎町258

高倉小よこバル 京都市中京区 和久屋町357番地1

大義家 京都市中京区 壺屋町260-6 パンセ堀川1F

千房　丸太町七本松店 京都市中京区 聚楽廻松下町８－６

厚凛 京都市中京区 聚楽廻西町83番地4

キヨミズノジカン　泡と葡萄と 京都市中京区 麩屋町通錦小路上る梅屋町493路地奥

海鮮処  桑藤 京都市中京区 麩屋町東入鍛冶屋町 205番池

東山茶庵　ゼスト御池店 京都市中京区 下本能寺前町492-1 ゼスト御池内

ハーバーカフェ　ゼスト御池店 京都市中京区 下本能寺前町492の1

上島珈琲店　京都寺町店 京都市中京区 下本能寺前町５１９

上島珈琲店　河原町店 京都市中京区 河原町通蛸薬師下ル奈良屋町３０２

前田珈琲　本店 京都市中京区 橋弁慶町236

anaheim 京都市中京区 恵比須町４３５－３ 河原町三条ビル４Ｆ

幸せのパンケーキ　京都店 京都市中京区 御幸町通蛸薬師上る伊勢屋町354-1 伽羅ビル2F

コーヒータイム　ケーキとあっくん 京都市中京区 三条通大宮東入御供町292

前田珈琲　明倫店 京都市中京区 山伏山町546-2　京都芸術センター内

スマート珈琲店 京都市中京区 寺町通り三条上る天性寺前町537

Cafe bibliotic Hello! 京都市中京区 晴明町650番地

コーヒー＆クック　ドルフィン 京都市中京区 西ノ京南聖町1番地

コーヒーハウスドール 京都市中京区 西ノ京南聖町21

blend kyoto 京都市中京区 竹町通麸屋町東入笹屋町447

前田珈琲　御池店 京都市中京区 長浜町159　イーグルコート烏丸御池1階

上島珈琲店　京都四条烏丸店 京都市中京区 東洞院通錦小路下ル阪東屋町６５３－４

前田珈琲　文博店 京都市中京区 東片町623-1B　京都文化博物館内

Kyoto MAID Cafe CANDY 京都市中京区 木屋町通三条下ル材木町175番地京都ゴールデンビル2階

抹茶共和国　木屋町店 京都市中京区 木屋町通四条上る鍋屋町209番地

ラ・キャリエールクッキングスクール 京都市中京区 河原町二条下ル下丸屋町3９６番地の３

いっチャイナ 京都市中京区 材木町188-3 光ビル5階

ドーミー千本二条 京都市中京区 聚楽廻南町２４ー３

ドーミー京都二条 京都市中京区 聚楽廻南町２５ー４

cute-A 京都市中京区 材木町175番地京都ゴールデンビル2階



HAPPY kids 京都市中京区 橋下町135 先斗町ビル２階

スナック　わたしの 京都市中京区 西ノ京西円町6-8

メンバーズルームみんく 京都市中京区 西ノ京東中合町８番地

なかの待ち 京都市中京区 木屋町三条下ル材木町187番地2

JOKER 京都市中京区 下樵木町１９６ホテルぽんと地下１階

ｋｅｅｃｈ！？ 京都市中京区 下樵木町２０３－４　SAKIZO立誠校前ビル６０１

いべんとバー　わからん屋 京都市中京区 河原町三条下る山崎町236 シャイン会館3F

ノスタルジア 京都市中京区 河原町三条上ル下丸屋町406グリンドランドビルB1F

bar Pono 京都市中京区 河原町通三条下がる二丁目山崎町236番地11六角ビル1階

TASTE VIN 京都市中京区 河原町通三条下ル二丁目北車屋町276-30

花無心 京都市中京区 甘露町666

Bar orange 京都市中京区 橋下町131-1 エメラルド会館4階

Bar Bacchus 京都市中京区 橋下町135

サードフロアー 京都市中京区 錦小路通烏丸東入元法然寺町681 服部ビル3F

Sound Bar BOZ 京都市中京区 恵比須町442-1　ル・シゼームビル４F

BAR  NEXT 京都市中京区 恵比須町534-18 ステラム1号室

BAR志庵 京都市中京区 御倉町６８番地１　岡三ビル１階

hayasakaba 京都市中京区 高田町502花柳ビル1階北室

酒バー　月之舟入 京都市中京区 材木町184　1-105

Lucid 京都市中京区 山崎町234-6 NBビル4F

SNS bar 京都市中京区 山崎町234-6 NBビル4F

BARVOODOO 京都市中京区 山崎町236-3 六角ミュージアム地下

ＨＥＡＴ 京都市中京区 山崎町２３８－２六角河原町ビルB１F

Area 6 京都市中京区 山崎町２３８番地２ 六角河原町ビル１Ｆ

カフェ・ルンビータ 京都市中京区 山崎町258-19

京都坊主BAR 京都市中京区 山田町526

祇園舎 京都市中京区 山田町526 2F

SAKE BUMPY! 京都市中京区 紙屋町364 京都松屋ビル2F

BAR BASE 京都市中京区 紙屋町366麗峰会館1-3

BX 京都市中京区 紙屋町367-2たかせ会館1-4

yukitomo&bar 京都市中京区 紙屋町６７４番地８河村ビル２Ｆ南側

Deux Cochons 京都市中京区 新町通蛸薬師下る百足屋町372-3

JIJI 京都市中京区 壬生上大竹町22

リュ・リベラ 京都市中京区 西ノ京南円町31

BAR FREE 京都市中京区 石屋町115 辻田ビル

japanese bar 酒蔵 京都市中京区 石屋町122ー4 梅信庵

ハロードーリィー 京都市中京区 先斗町四条上ル松本町161-2

 SENT JAMES CLUB 京都市中京区 先斗町通三条下る材木町180-3-2F

Ｂａｒ　Ｓａｋｕｒａｉ 京都市中京区 先斗町通四条上ル西側鍋屋町214－1　朝日ビル２Ｆ

ＩｓＬａｙ　ｍｏｊｔｏ 京都市中京区 蛸薬師通烏丸東入一蓮社町298番地2　Y.J.K.蛸薬師2階

日本酒BAR○△□ 京都市中京区 池須町423-2 西洞院食彩ろおじ六角の道二階

BAR OUT LOOP-WAY 京都市中京区 東木屋町通り四条上る鍋屋町209-3 木屋町岡本ビル5F

mixologybar smooth 京都市中京区 鍋屋町214番地ヨシキビル一階

Arrows 京都市中京区 鍋屋町219-2 伊藤ビル4F

テルノヤノマエ 京都市中京区 南車屋町288　京都ロイヤルビル1F　103号

Bar Alchemist 京都市中京区 柏屋町170 かつやビル2F

凛ト 京都市中京区 柏屋町173番地の2 B1

Sports bar Sweety 京都市中京区 北車屋町272番地1

B 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町521エンパイヤビル7F

バー　マリブ 京都市中京区 木屋町通四条上ル下樵木町203-4元立誠校前SAKIZOビル3F

バーシェーブル 京都市中京区 油屋町146　ラポルトビル2F

mr.kanso二条城店 京都市中京区 六角大宮町２０５番地デトム・ワン四条大宮１０１

Ｂｅｅ　ＫＡＷＡＲＡＭＡＣＨＩ 京都市中京区
河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９１
河原町ＤＥＣＫ　Ｂｙ　ＣＯＡＳＴ７階



IRISH PUB WISTERIA 京都市中京区 紙屋町371

The Highbury 京都市中京区 石屋町119

ホテル　本能寺 京都市中京区 下本能寺前町522番地

京都ホテルオークラ　カフェ　りょーい 京都市中京区 河原町通二条下ル一之船入町384番地ヤサカ河原町ビル

京都ホテルオークラ　カフェ・レックコート 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町537番地の4
京都ホテルオークラ

京都ホテルオークラ　チッペンデール 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町537番地の4
京都ホテルオークラ2F

京都ホテルオークラ　宴会場 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町537番地の4
京都ホテルオークラ3F

京都ホテルオークラ　入舟 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町537番地の4
京都ホテルオークラ6F

京都ホテルオークラ　桃李 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町537番地の4
京都ホテルオークラB1F

京都ホテルオークラ　パネッテリアオークラ 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町537番地の4
京都ホテルオークラB2F

京都ホテルオークラ　ピトレスク 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町537番地の4
京都ホテルオークラH17F(16F)

京都ホテルオークラ　ときわ 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町537番地の4
京都ホテルオークラH17F(16F)

京都ホテルオークラ　オリゾンテ 京都市中京区
河原町通二条南入一之船入町537番地の4
京都ホテルオークラH17F(16F)

松井別館花かんざし 京都市中京区 高倉通六角東入ル堀之上町126番地

NISHIYAMA RYOKAN 京都市中京区 山本町433 NISHIYAMA RYOKAN

金波樓 京都市中京区 瀬戸屋町467

旅館三賀 京都市中京区 朝倉町526番地

FORNI　（イタリアンレストラン　フォルニ） 京都市中京区 二条通り堀川東入矢幡町301番地

都季　-TOKI-　（鉄板焼レストラン） 京都市中京区 二条通堀川東入矢幡町301番地

THE GARDEN BAR　（ザ・ガーデンバー） 京都市中京区 二条通堀川東入矢幡町301番地

トミーリッチイン京都 京都市中京区 福長町109

旅館こうろ　時の庭 京都市中京区 堀之上町114

松井本館 京都市中京区 柳馬場通六角下ル井筒屋町405番地

綿善旅館 京都市中京区 柳馬場六角下る井筒屋町413

【京都市東山区】２７５店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

祇園白川ラーメン 京都市東山区 稲荷町北組567-26

京料理いそべ 京都市東山区 円山町市有地

菊乃井本店 京都市東山区 下河原町459

高台寺　羽柴 京都市東山区 下河原町530　京洛市ねね　２階

ひさご 京都市東山区 下河原通八坂鳥居前下る下河原町484番地

松葉亭 京都市東山区 下河原通八坂鳥居前下る金園町407番地

日月房　旦 京都市東山区 下弁天町58

花こま 京都市東山区 下弁天町58-1

紫洸 京都市東山区 祇園石段下下ル月見町1番地

中村楼 京都市東山区 祇園町南側509

sono58 京都市東山区 祇園町南側525-2 創木祇園ビル1階

玄品京都祇園 京都市東山区 祇園町南側528-4

萬常 京都市東山区 祇園町南側５３３

祇園石屋 京都市東山区 祇園町南側539

ぎおん石　そば処 京都市東山区 祇園町南側555　阪下ビル3階

鉄板ダイニング　祇園だんらん 京都市東山区 祇園町南側570-100

Bistro Grelot 京都市東山区 祇園町南側570-118

花の井 京都市東山区 祇園町南側570-120

翠雲苑 京都市東山区 祇園町南側570-121

祇をん　たかはし 京都市東山区 祇園町南側570-121

あんず家 京都市東山区 祇園町南側570-130

萬燕楽 京都市東山区 祇園町南側570-143

祇園はやかわ 京都市東山区 祇園町南側570-164



祇園京料理花咲 京都市東山区 祇園町南側570－17

祇園丸山 京都市東山区 祇園町南側570-171

祇をんきらら 京都市東山区 祇園町南側570-232 第三万治ビル1階

豆寅　祇園 京都市東山区 祇園町南側５７０－２３５

祇園おかだ 京都市東山区 祇園町南側５７０－６

津田楼 京都市東山区 祇園町南側570番121

ステーキなか彦 京都市東山区 祇園町南側５７０番地１

茶寮都路里　祇園本店 京都市東山区 祇園町南側573-3　祇園辻利本店ビル２階

祇園もりさん 京都市東山区 祇園町南側585番地

すし処　北の幸 京都市東山区 祇園町北側２５６番地　イズミナイトビル1階

かぼちゃのたね 京都市東山区 祇園町北側267 祇園了郭ビル１階

お食事処　新 京都市東山区 祇園町北側281-1-1 祇園ファーストビルB１　新

プランチャー健 京都市東山区 祇園町北側282-3 太田ビル1階

ふぐ松 京都市東山区 祇園町北側２８２番地６アミカビル２　１階

夛な加　匠心庵 京都市東山区 祇園町北側286

たつみ 京都市東山区 祇園町北側323番地　祇園会館南側1F

味ごころぎをんやじま 京都市東山区 祇園町北側347－51

京星 京都市東山区 祇園町北側３４７－９　双葉ビル１階

株式会社三笑焼とりとりすけ 京都市東山区 祇園町北側３４７都観光ビル１階

アジア料理　Asiatica　アジアティカ 京都市東山区 祇園町北側347番地12　ニュー祇園ビル2階

ＢＯＲＮ・ＳＡＩ 京都市東山区 祇園町北側347番地150 Re:CubeGION Ⅱビル1F

清正 京都市東山区 祇園町北側347番地31 祇園ユウキビル1Ｆ

元祖いもぼう平野家本店 京都市東山区 祇園町北側362番地

いもぼう平野家本家 京都市東山区 祇園町北側362番地

祇園円山堂 京都市東山区 祇園町北側627

京料理 志ぐれ 京都市東山区 祇園町北側官有地

蛸長 京都市東山区 宮川筋1-237

宮川町わた亀 京都市東山区 宮川筋4丁目322番地の1

ごはんや蜃氣楼 京都市東山区 宮川筋6丁目361番地2

旨酒旬彩こなから 京都市東山区 宮川筋8丁目423-2

きし鮓 京都市東山区 宮川筋五丁目３３３番地１

宮川町　さか 京都市東山区 宮川筋四丁目319-1-5

鴨きく 京都市東山区 宮川筋二丁目246番地

割烹まつおか 京都市東山区 弓矢町25

広東御料理　竹香 京都市東山区 橋本町３９０番地

祇園炭火焼京遊 京都市東山区 橋本町401 八百平ビル一階

AKAGANE RESORT 京都市東山区 金園町400番

レストラン田むら 京都市東山区 元町３９１－１

祇園えもん 京都市東山区 古門前通大和大路東入四丁目石橋町296-3

ゆば泉 京都市東山区 五条橋東6丁目583-113

CAFE OTOWA 京都市東山区 五条橋東6丁目583-31

たこ焼きBAR たこ朗 京都市東山区 五条橋東二丁目15番地2号

京居酒屋 Sherry 京都市東山区 五条通大橋東入東橋詰町30

政右衛門 京都市東山区 高台寺南門通り東入桝屋町３４９－２１

高台寺　京料理花咲　萬治郎 京都市東山区 高台寺北門前通下河原東入鷲尾町518

そば茶寮　澤正 京都市東山区 今熊野剣宮町33-22

カフェ３３ 京都市東山区 三十三間堂廻り６４４番地２

トラットリア　セッテ 京都市東山区 三十三間堂廻り６４４番地２

東山バー 京都市東山区 三十三間堂廻り６４４番地２

東山 京都市東山区 三十三間堂廻り町６４４番地２

中国料理　龍門　本店 京都市東山区 三条通大橋東入4丁目七軒町16番地　正中ビル1階

ピッグ＆ホイッスル 京都市東山区 三条通大橋東入ル大橋町115尚美ビル2F

京都のチーズ屋さん　プチシャレ 京都市東山区 山田町494

竈炊き立てごはん土井　祇園店 京都市東山区 四条通花見小路通西入祇園町南側572番1

居酒屋しば 京都市東山区 四条通川端上ル常盤町172 アサヒ6号館1階602

餃子の王将　祇園八坂店 京都市東山区 四条通東大路東入祇園町南側540-3



無双心ラーメン 京都市東山区 小松町558－2

祇園ほそみ 京都市東山区 小松町560-10祇園ZEN BUILDING101号

建仁寺祇園丸山 京都市東山区 小松町566-16

cafe　SAGAN 京都市東山区 松原通大和大路東入二丁目轆轤町93

うまーま 京都市東山区 鐘鋳町４１９

川ばた 京都市東山区 上弁天町428-2

粥有十利・祇園 京都市東山区 上弁天町４２９－２

京ト麺　祇園東山つじ華 京都市東山区 上弁天町430

割烹　新家 京都市東山区 常盤町177　第七小橋会館1階

京料理井筒 京都市東山区 常盤町１７８

祇をん辰巳の間 京都市東山区
新橋大和大路東入二丁目橋本町382番地1
モトサンビル７階B号室

韓国食堂釜山 京都市東山区 新橋通花見小路東入林下町422番地3ぎおん107ビル1階

蓮月茶や 京都市東山区 新橋通大和大路東入3丁目林下町442番地

京家きよみず　祇をん新橋 京都市東山区 新橋通大和大路東入る二丁目橋本町416

春夏秋雪　京乃宿　ギオン福住 京都市東山区 新橋通大和大路東入三丁目林下町４３７番地

白川たむら 京都市東山区 新門前大和大路東入二丁目中之町248-6

天下一品知恩院前店 京都市東山区
新門前通大和大路東入4丁目松原町２７２番地５
コミュニティー祇園ビル1F

レストラン　マチャプチャレ 京都市東山区 正面通鞘町西入上堀詰町２９０

割烹　藤村 京都市東山区 清井町488-2

清修庵清水店 京都市東山区 清水２丁目２１１－４ 三十六峰清水２階

京料理日月庵 京都市東山区 清水2丁目232-2

マッチャハウス　マッチャハウス京都産寧坂 京都市東山区 清水３－３３７

有喜屋清水吉晴庵 京都市東山区 清水3丁目334番地　清水産寧坂　青龍苑内

京の味処うえ村 京都市東山区 清水三丁目318

清水順正 おかべ家 京都市東山区 清水二丁目239

鶏匠舞　佐平 京都市東山区 清本町352SAKIZO花見小路ビル1階

merci 京都市東山区 清本町360 グレースビル3F

麺処むらじ祇園本店 京都市東山区 清本町373-3

イタリアン割烹心 京都市東山区 清本町374-13ismビル1F

マンインザムーン　祇園店 京都市東山区 清本町376花見小路末吉北西角星の子鈴宝ビル1F

喫茶noho 京都市東山区 西川原町476-1河松マンション1階南側

お食事処明日香 京都市東山区 西町１４４

有限会社　わらじや 京都市東山区 西之門町555

四季の味 おくむら 京都市東山区 西之門町563

青柳 京都市東山区 石橋町306-7

京料理　高澤 京都市東山区 泉涌寺東林町37番地

はり清 京都市東山区 袋町294

祇園末友 京都市東山区 大和大路四条下ル四丁目小松町151-73

八坂通り燕楽 京都市東山区 大和大路通り四条下る小松町594番3

登希代 京都市東山区 大和大路通り新橋上がる元吉町42

和牛焼肉　徳 京都市東山区 大和大路通三条下ル三丁目弁財天町２６ 拓美ビル２F

アンニョンテラス 京都市東山区 大和大路通三条下ル三丁目弁財天町２６ 拓美ビル３F

なんやかん屋 京都市東山区 大和大路通三条下ル弁財天町12　祇園シャトービルB1F

和 藤たて 京都市東山区 大和大路通四条下がる二丁目亀井町59番地

コーヒー＆らうんじ　紅ゆき 京都市東山区 大和大路通四条下る4丁目小松町572

井筒茶店 京都市東山区 大和大路通四条上る常盤町178番地　北座ビル二階

祇園ろはん 京都市東山区 大和大路通市場上る廿一軒町232番地

串揚げ　みしの 京都市東山区 大和町1　洛悠M1ビル2階

蕎麦流々　千角 京都市東山区 大和町18-16

Italian bar datten 京都市東山区 大和町21番地2

祇園おばんざいおりべ 京都市東山区 大和町23-1花七軒二階

HANA吉兆 京都市東山区 大和町3-2

洋食かるみあ 京都市東山区 大和町6

チャイニーズバル　タリタリ 京都市東山区 中之町200　カモガワビル1F



カラオケBAR騒げ！やっさん ～LYF738～ 京都市東山区 中之町244-1 汀館4階 403号

智積院茶寮　桔梗 京都市東山区 東大路通七条下ル東瓦町964番地

YOBOO.TEAHOUSE 京都市東山区 南西海子町434-7 1階

wine&beer ESTRE 京都市東山区 南西海子町南西海子町４３４－６　１階

前田珈琲　高台寺店 京都市東山区 南町八坂鳥居前下ル南町415

季節料理祗園きたむら 京都市東山区 廿一軒町236 鴨東ビルB1F

祇園八軒 京都市東山区 博多町82番地

つぶら乃京都本店 京都市東山区 八坂上町368-1-8

祇園肉亭　新 京都市東山区 八坂新地清本町366-2

とり百鶏笑座 京都市東山区 八坂新地富永町１０７－３阿部ビル１階

旬味花りん 京都市東山区 八坂新地富永町108番地　本田ぎをんビル１階

フレンチ　ル　シェーヌ 京都市東山区 八坂鳥居前東入円山町604番地

長楽館カフェ 京都市東山区 八坂鳥居前東入円山町604番地

寿司さ久ら 京都市東山区 八坂鳥居前東入円山町7-3先

京料理修伯 京都市東山区 八坂通東大路東入2丁目金園町392

遊食邸　祇園店 京都市東山区 毘沙門町４０－３

祇園天ぷら割烹はせがわ 京都市東山区 富永町127 備前屋ビル1F

中華茉莉花 京都市東山区 富永町132-6

粉もん屋八東山駅前店 京都市東山区 分木町68-6

祇園ひらつか 京都市東山区 弁財天町8　一番館ビル1階

ふく正 京都市東山区 弁財天町8ー1・2 祇園一番館1階-13号

茶匠清水一芳園京都本店 京都市東山区 本瓦町665

麺道楽大 京都市東山区 本町10丁目189

藤忠 京都市東山区 本町12-221

リトルドラゴン 京都市東山区 本町12丁目225リトルドラゴン

パンとコーヒーとひらりんと 京都市東山区 本町15-789

肉割烹ふたごTHE JUNEI HOTEL KYOTO 京都市東山区 本町4-139

Punk a vapore 京都市東山区 桝屋町363-25

我逢人かっぱ 京都市東山区 末吉町７７

祇園　上茶谷 京都市東山区 末吉町７８－１ 西垣ビル１Ｆ

中野 京都市東山区 末吉町85　日宝ブリリアント祇園1階2号

Brasserie 京都市東山区 妙法院前側町４４５番地３

茶室「楓樹」 京都市東山区 妙法院前側町４４５番地３

祇園　より味知 京都市東山区 林下町424 アビリティ祇園1F

CANDY 京都市東山区 林下町４２４　アビリティ祇園ビル１FＢ号室

お食事亭　清水 京都市東山区 林下町431-1　祇園ファインビル1階

Le Soleil 京都市東山区 林下町432-4 パインヴィレッジ1階

千登利亭 京都市東山区 六軒町203

東山　さんご 京都市東山区 轆轤町121-4

ぎおん石　喫茶 京都市東山区 祇園町南側555　阪下ビル２階

ほそつじいへえ　TEAHOUSE　supported  by MLESNA 京都市東山区 四条通大和大路東入祇園町北側242　2F

ことたま　京都白玉専門店 京都市東山区 慈法院庵町５８４－５

「Pooh's?...」 京都市東山区 松原町２９４　祇園荘１階

甘春堂東店 京都市東山区 茶屋町52-1

カフェかねや 京都市東山区 白糸町570

無碍山房 京都市東山区 鷲尾町524

ドーミー清水五条 京都市東山区 袋町２８５

カラオケ　あれコレそれ 京都市東山区 八坂新地富永町125 リュエルクック２階

宴会場「ボールルーム」 京都市東山区 妙法院前側町４４５番地３

クラブ　ラッキー・フェイセス 京都市東山区 祇園町北側323番地　祇園会館3階

フィリピンクラブ　エンジェルロード 京都市東山区 橋本町415 日宝ラ・フェスタ祇園5階1，2号

祇園一櫻(ISSA) 京都市東山区 清本町358-1横田ビル4階

ムーンライト 京都市東山区 弁財天町7

ぎをん華恵 京都市東山区 祇園町南側570-161

祇園　千 京都市東山区 祇園町北側290-8　マルトー4ビル2F

Rise 京都市東山区 祇園町北側347-10



祇をん　飛鳥 京都市東山区 清本町374-8

CLUB　Kei 京都市東山区 清本町379番地1今井アートビル１階

ｃｌｕｂ　Ａsｕｍｉ 京都市東山区 八坂新地清本町３７４ー８　２階

祇園ROSE 京都市東山区 八坂新地富永町112-2キャッスルギオンB1F

ラウンジ　イクカ 京都市東山区 富永町125-8 サンサーフビル3Ｆ

祇園一葉 京都市東山区 富永町127　2階H号

ぎおん櫻 京都市東山区 祇園町北側343 ギオンプラザビル3F

ラウンジ愛 京都市東山区 祇園町北側344 アミカビル2F

伊美沙 京都市東山区 祇園町北側347-144 レモン会館2階

祇園もとじ 京都市東山区 祇園町北側347-181 2F

1year 京都市東山区 祇園町北側347-5コンラッド祇園1F

紬　つむぎ 京都市東山区 祇園町北側347-9

NEST 京都市東山区
新橋通大和大路東入二丁目橋本町４０６番地２
日宝エスポワール祇園１FB

祇をん　美都 京都市東山区 清本町374-6 寿光会館1階

RK倶楽部 京都市東山区 清本町378-1　アース祇園3F

proud 京都市東山区 清本町380-4不動ビル2階

貴代 京都市東山区 大和大路通四条下る大和町6番1 日宝モア祇園5階4号室

るんば・るんば 京都市東山区 大和町12綿治ビル2階

雨音 京都市東山区 大和町6-1　日宝モア祇園5階

悠・遊・YOU・・・ 京都市東山区 大和町６番地１　日宝モア祇園２階１号室

祇をん　KOYUKI 京都市東山区 八坂新地清本町357号　呑太呂ビル４階F

智子 京都市東山区 八坂新地清本町364番地　松湯ビル２Ｆ　２０１号室

祇をん　なる美菜 京都市東山区 富永町１３９－２ギオンサンビル２階A

スナックりんごの木 京都市東山区 末吉町83プレステージサカイ4A

HIROKO 京都市東山区 末吉町８５番地　日宝ブリリアント祇園５階 2号

祇園　you ＆ you 京都市東山区 末吉町98-1　再会ビル　202号

BUNBUN HOUSE 京都市東山区 林下町424アビリティ祇園5階

美竹 京都市東山区 下河原町499 美竹

TALISKER 京都市東山区 祇園町南側570-88祇園町南側ビル1F

ボビイ 京都市東山区 祇園町南側570－88祇園町南側ビル2階

Bar ARK 京都市東山区 祇園町北側254-9切通しOKIビル2階

B-STYLE 京都市東山区 祇園町北側281-1 祇園ファーストビル地階B-202号

THE BAR Straight 京都市東山区 祇園町北側281-1祇園ファーストビル3階

Bar Eniac 京都市東山区 祇園町北側２９０ー８　マルトー４ビル３F

ぶどうの蔵 京都市東山区 祇園町北側３００番地 ムーンビューティー祇園ビル５階

あそび屋おきどき 京都市東山区 祇園町北側347-113十季ビル2階B

ぎおんグルーヴ 京都市東山区 祇園町北側347-133 ザマインビル2F-A

フェローアンドフェロー 京都市東山区 祇園町北側３４７－２９ マルトー１３ビル４階

キッチンバーチャーミィー 京都市東山区 祇園町北側347-49クラヤビル１階101号

ワインバーM 京都市東山区 祇園町北側347-56リクロス祇園ビル1階

絵真 京都市東山区 祇園町北側３４７ー７０ステイブル祇園B1

富美祐 京都市東山区 宮川筋3丁目291

Bar HANARE 京都市東山区 宮川筋三丁目282番地1階

ぼんとん 京都市東山区 宮川町四丁目321

To Heart 京都市東山区 橋本町382-2モトサンビル

BAR　Sherry 京都市東山区 五条通大橋東入東橋詰町30 KANEDENビル2F

ウィンドミル 京都市東山区 鐘鋳町４１４－２ アサヒビル１０１号

紅とめこ 京都市東山区 常盤町１６１－４ ＫＴＭビル３Ｆ

Bar Sayaka 京都市東山区 常盤町164番地白川ビル3F西室

ROBBINS BAR 京都市東山区 新宮川筋松原下ル西御門町４４６

Ange 京都市東山区 新橋通大和大路東入二丁目清本町375-10

Re:Bar 京都市東山区 新門通大和大路東入2丁目中之町244 花見会館汀館２階

Rosa e uva 京都市東山区 清本町362リバティビルB1-2

pick up 京都市東山区 清本町370　ヤサカビルB1

Ｇｉｏｎ　ｍｏｕｓｓｅ 京都市東山区 清本町３７５第２ＩＨビル２階



祇園えん 京都市東山区 清本町380

ラ　ブリランテ 京都市東山区 清本町380-4 祇園不動ビル4階

Bar STAY 京都市東山区
大和大路通三条下る弁財天町8番地1 8番地2
祇園一番館ビル4階35室

祇園　和音 京都市東山区 大和町6番地1 日宝モア祇園5階

はでな 京都市東山区 廿一軒町236 鴨東ビル３階B号室

ワインバー　玄 京都市東山区 八坂新地清本町３６８－７

祇園さあや 京都市東山区
八坂新地大和大路東入末吉町７９番地２，８０番地２
サカタビル3F

Bar finesse 京都市東山区 八坂新地富永町131番地たから船ビル1FB号室

haku gion 京都市東山区 富永町138番地ユニバース会館207

サラダ 京都市東山区 末吉町79 第一EFビル１階

骨董ＢＡＲ　文人墨客 京都市東山区 末吉町80番地　室谷ビル302号

Barここ 京都市東山区 末吉町日宝ブリリアント祇園2階

縁　ENISHI 京都市東山区 林下町421番地　プレサージュ祇園ビル2F1号

CHELSEA 京都市東山区 林下町427 東新橋ビル4F-D

加奈 京都市東山区 祇園町北側３２９　GionKotoビル２Ｆ

アトランティス祇園店 京都市東山区 常盤町155 農園会館１階

Salon du vin et du the 祇をん香kou 京都市東山区 祇園町南側506-2

SPACE・LAB 京都市東山区 常盤町１７８

ライブスポット　ビルボード 京都市東山区 祇園町北側318番地　ソニアビル地下

叶家 京都市東山区 祇園町北側282番地の17

湊家 京都市東山区 宮川筋4丁目301番地

藤島 京都市東山区 宮川筋四丁目319

イ 京都市東山区 新橋通大和大路東入元吉町47

川久 京都市東山区 西御門町456

柚子屋旅館　一心居 京都市東山区 祇園町南側５４５

ハイアットリージェンシー京都　バンケット（宴会）部門 京都市東山区 三十三間堂廻り６４４番地２

八坂ゆとね　馳走　木草弥 京都市東山区 南町413番地

坂の上 京都市東山区 鷲尾町502番地

旅館元奈古 京都市東山区 鷲尾町５１１

サウナ　ルーマプラザ 京都市東山区 祇園町南側575フジビル5F

とりいち京都一号店 京都市東山区 今熊野池田町4ー14グラードレッドケン2階

【京都市下京区】３１８店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

蔵倉 京都市下京区 飴屋町246-1

御肴凸鉾 京都市下京区 飴屋町254

カフェ　セルジュ 京都市下京区 綾材木町195 ラ　ジョーネ四条1階

ももてる 京都市下京区 綾材木町197番地1

DEUX FILLES 京都市下京区 綾材木町199-2 ソンコア綾材木町1階

ハイライトカツサンド 京都市下京区 綾材木町208

京都綾小路 満月の花 京都市下京区 綾小路通堺町東入綾材木町206-1

いっかくじゅう烏丸店 京都市下京区 綾小路通東洞院東入神明町248番地 グランジュール綾小路B1

酒バルJinsuke 京都市下京区 綾小路通柳馬場西入綾材木町208

原価ビストロチーズプラス 京都市下京区 夷之町714  エビススクエア3F

キンカーオ 京都市下京区 稲荷町448番地　鴨川ビル２Ｆ

カフェダイニングアンバーコート 京都市下京区 烏丸高辻東入高橋町６３０番地

バーダーレー 京都市下京区 烏丸高辻東入高橋町６３０番地

日本料理嵯峨野 京都市下京区 烏丸高辻東入高橋町６３０番地　２階

中国料理翡翠苑 京都市下京区 烏丸高辻東入高橋町６３０番地　２階

鉄板焼豊園 京都市下京区 烏丸高辻東入高橋町６３０番地　２階

炭火焼酒房　すいしん　京都駅前店 京都市下京区 烏丸通り七条下ル東塩小路町719

京すいしん 京都市下京区 烏丸通り七条下ル東塩小路町719　SKビル1F

鶏三和JR京都伊勢丹店 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町 JR京都伊勢丹B2階

六本木樓外樓京都店 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 ホテルグランヴィア京都16F



ジェイアール京都伊勢丹アンティカフェ 京都市下京区
烏丸通塩小路下る東塩小路町９０１
ジェイアール京都伊勢丹　１１F

パティスリー＆カフェ　デリーモ京都店 京都市下京区
烏丸通塩小路下る東塩小路町９０１
ジェイアール京都伊勢丹 JR西口改札前 イートパラダイス

ジェイアール京都伊勢丹葵茶屋 京都市下京区
烏丸通塩小路下る東塩小路町９０１
ジェイアール京都伊勢丹１１階

マールブランシュ　ジェイアール京都伊勢丹店
ロマンの森カフェ

京都市下京区
烏丸通塩小路下る東塩小路町901
ジェイアール京都伊勢丹３F

京料理　栄寿庵 京都市下京区
烏丸通塩小路下ル東塩小路町901
京都駅ビル専門店街The CUBE 11階

ビュー＆ダイニング　コトシエール 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地

スカイダイニング＆ラウンジ　サザンコート 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地

カフェレストラン　ル・タン 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地

ロビーラウンジ　グランジュール 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地

ホテルグランヴィア京都　主厨房 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地

鉄板焼　五山望 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地

メゾンカイザーＪＲ京都伊勢丹店 京都市下京区
烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地
ジェイアール京都伊勢丹地下１階

グランヴィアラウンジ 京都市下京区
烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地
ホテルグランヴィア京都　16F

日本料理　浮橋 京都市下京区
烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地
ホテルグランヴィア京都　3F

GuestHouse「塩小路楽粋」 京都市下京区
烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地
ホテルグランヴィア京都　8F

コリアンキッチンシジャン京都ポルタ店 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町902

こなな京都ポルタ店 京都市下京区 烏丸通塩小路下る東塩小路町902 京都駅前地下街ポルタ

グリルキャピタル東洋亭 京都市下京区 烏丸通塩小路下る東塩小路町902番地 京都駅前地下街ポルタ

魏飯吉堂 京都市下京区 烏丸通下ル東塩小路町721-1タワーサンドB1F

マンインザムーン　烏丸店 京都市下京区 烏丸通高辻下ル因幡堂町713井筒因幡堂ビル1F

ロティーチキン＆ジャッキータコス 京都市下京区 烏丸通高辻東入ル匂天神町642-3

京都季鶏屋 京都市下京区 烏丸通七条下る東塩小路町５９０番２号 ヨドバシカメラ１階

ぎょうざ処　亮昌　京都タワーサンド店 京都市下京区 烏丸通七条下ル東塩小路町721-1 京都タワービル　B1F

野菜酒場あしおと 京都市下京区 永原町153番地14

おうち割烹　あや富 京都市下京区 塩屋町６８

鶏居酒屋ごんじろ 京都市下京区 塩屋町６８番地

京都新阪急ホテル　京懐石　美濃吉 京都市下京区 塩小路新町東入 京都新阪急ホテル地下１F

天下の焼肉大将軍四条大宮店 京都市下京区 下り松町146　大将軍ビル

料理旅館　鶴清 京都市下京区 下材木町451

RAU CAFE 京都市下京区 河原町通四条下る2丁目稲荷町318番6 GOOD NATURE STATION3F

Hyssop 京都市下京区 河原町通四条下る2丁目稲荷町318番6 GOOD NATURE STATION4F

RAU PATISSERIE 京都市下京区
河原町通四条下る2丁目稲荷町318番地6
GOOD NATURE STATION1F

中国料理　桃園亭　河原町本店 京都市下京区 河原町通四条下る二丁目稲荷町335　宝源ビル13階

Kaikado Cafe 京都市下京区 河原町通七条上る住吉町３５２番地

ラーメン　ゆう 京都市下京区 花畑町582

和家 京都市下京区 柿本町592-5

がんこ西本願寺別邸 京都市下京区 柿本町600-1　聞法会館地下1階

Goichi 京都市下京区 葛籠屋町498デイジーコート1F

梅小路醗酵所 京都市下京区 観喜寺町15番地　1階

京野菜レストラン梅小路公園 京都市下京区 観喜寺町梅小路公園（「緑の館」内）

株式会社木乃婦 京都市下京区 岩戸山町416

京町家イタリアン'Rhoncus' 京都市下京区 橘町453

ウメ子の家四条河原町店 京都市下京区 橋本町105 PONTOビル2～4F

てらまち福田 京都市下京区 恵美須之町528 えびすテラス204

京もつ鍋ホルモン朱々京都四条大宮店 京都市下京区 五坊大宮町９３番地４

ｔｉｍｅｐｉｅｃｅ ｃａｆｅ 京都市下京区 御旅町１９池善ビル

四条本店 京都市下京区 御旅町３４

栞屋さらさら 京都市下京区 高橋町605

お数家いしかわ 京都市下京区 高材木町221-2



りらく 京都市下京区 高材木町228-1 アルテビル高倉1F

牛・キムラ 京都市下京区 高辻大宮町110-7宇田ビル２階

ビストロ希味 京都市下京区 高辻町587

菊乃井露庵 京都市下京区 斎藤町118

味浪漫　いしがま亭 京都市下京区 斎藤町135

まんざら亭　団栗橋 京都市下京区 斎藤町140 高岡ビル1F

バーンリムナーム 京都市下京区 斎藤町140番28

オーベルジュ麻布 京都市下京区 坂東屋町277-1

RISTORANTE　美郷 京都市下京区 堺町通松原下ル鍛冶屋町246番地2

餃子の王将　駅前店 京都市下京区 桜木町96-10

串鉄板ぞろんぱ 京都市下京区 山王町542

餃子と煮込み 京都市下京区 四条室町東入ル函谷鉾町７８ 番地SUINA室町１階１０８

ココロ 京都市下京区 四条町真町455-5セザンヌビル一階

株式会社　高島屋　京都店グリル　キャピタル　東洋亭 京都市下京区 四条通河原町西入真町５２ 京都高島屋　７Ｆ番地

株式会社　髙島屋　京都店　うなぎ徳 京都市下京区 四条通河原町西入真町５２番地

株式会社　高島屋　京都店たん熊本家 京都市下京区
四条通河原町西入真町５２番地
株式会社　高島屋　京都店　７F

みのる食堂　高島屋京都店 京都市下京区 四条通河原町西入真町５２番地高島屋京都店３階

HOHOほうじ茶河原町店 京都市下京区 四条通寺町東入二丁目御旅町20番地2

竈炊きたて御飯どい　SUINA室町店 京都市下京区 四条通室町東入函谷鉾町78番地

串八　四条烏丸店 京都市下京区 四条通室町東入函谷鉾町８７ケイアイ興産京都ビル地下１階

HIGH　BALL　BAR　京都1923 京都市下京区 四条通小橋東入橋本町109　サピエンス四条木屋町ビルB１

三代目鳥メロ四条烏丸店 京都市下京区
四条通新町東入月月鉾町５４番地
京都スカイパーキングビル２階

れすとらん松喜屋京都四条店 京都市下京区 四条通麩屋町西入立売東町28 サキゾービル2F

京の韓国家庭料理ハムケ 京都市下京区 市之町240-1河原町アペックスビル地下1階

小小幸福 京都市下京区 糸屋町２２９番地

オステリアエバール　ポレンタ 京都市下京区 寺町通仏光寺下る恵美須之町546-1

じじばばDOS 京都市下京区 七条烏丸西入東境町180リド飲食街　18号店舗

酒肴屋じじばば 京都市下京区 七条烏丸西入東境町180リド飲食街15.16号

餃子の王将　西八条店 京都市下京区 七条御所ノ内南町90-5

お好み焼　幸 京都市下京区 七条御所ノ内本町1-1

ろばた 京都市下京区 七条御所ノ内本町2-11

ふぅふぅてい 京都市下京区 七条御所ノ内本町37 雅パレス1F

炭焼鶏屋　八善 京都市下京区 七条御所ノ内本町67

東京新橋へそ京都駅前店 京都市下京区 七条通烏丸東入真苧屋町２０３番地

居酒屋ニューエビスノ 京都市下京区 七条通新町西入夷之町７２０－２

焼肉ホルモン　ニューみよし 京都市下京区 七条通新町西入夷之町７２０番地

じじばば第三酒場 京都市下京区 七条通新町東入新シ町138　1F

京料理　坂安 京都市下京区 七条通大宮東入大工町124

割烹いゝむら 京都市下京区 七条通東洞院西入真苧屋町216

THE　TERRACE　OF　KYOTO 京都市下京区 室町通四条下る鶏鉾町４９１ 池坊短期大学 B１F

相撲茶屋和-NAGOMI- 京都市下京区 若宮町479 GRANDEGEkamogawa1F

魚屋しらいし 京都市下京区 朱雀正会町1-1京果会館1F

京果トレーディング 京都市下京区 朱雀正会町１番地の1京果会館内

京・朱雀　すし市場 京都市下京区 朱雀堂の口町32番1.2.3

元祖熟成細麺香来　中央市場店 京都市下京区 朱雀分木町80番地　関連12号棟　1F

味の名門　総本家 京都市下京区 朱雀宝蔵町13

京都炭火串焼つじや梅小路北店 京都市下京区 朱雀北ノ口町51

魚問屋ととや 京都市下京区 朱雀北ノ口町64番地

浪速ひとくち餃子チャオチャオ四条河原町店 京都市下京区 順風町312-1

居酒屋　ニュー烏丸 京都市下京区 上柳町315-19

隠れ炉端家がぶりHANARE 京都市下京区 上柳町３１５－２０

KELP 京都市下京区 上柳町３１５－４

栞屋 京都市下京区 上柳町320

Nable Cafe Kyoto 京都市下京区 上柳町325

Len 京都市下京区 植松町709-3　1F



diningcafe11 京都市下京区 植松町725-3　片岡ビル1F

旬肴家秀 京都市下京区 新釜座町719

居酒屋ニューシンマチ 京都市下京区 新町通四条下ル四条町３４４－４

バル　agiyao 京都市下京区 深草町592-3　1階

魚料理　あぎやお 京都市下京区 深草町592-3　2階

天ぷら・割鮮酒処へそ 京都市下京区 真苧屋町１９７番地 ブーケガルニビル１階

BISTRO　仏男 京都市下京区 真苧屋町220-8 第一オグシビル2F

牛しゃぶ　牛すき　食べ放題　但馬屋 京都市下京区 真町６８　住友不動産京都ビル　７F

京懐石　美濃吉四条河原町店 京都市下京区 真町68 住友不動産京都ビルFOODHALL8F

牛角京都四条河原町店 京都市下京区 真町９７イマージアムビル２階

和食　晴ル 京都市下京区 神明町230-2

まいき 京都市下京区 菅大臣町198番地 Carl　Villa 1階

Wine蔵　しおり 京都市下京区 西境町158

すし岩 京都市下京区 西玉水町280番地

あいつのラーメンかたぐるま本店 京都市下京区 西七条西八反田町77 ガーディアン青山１階

まちかどマルシェNorakuro 京都市下京区 西七条石井町55

焼肉　金太郎 京都市下京区 西七条赤社町32コーポ御前107

中華そば　アサヒ製麺 京都市下京区 西七条赤社町３５－１

石窯バル６peace 京都市下京区 西七条東石ケ坪町１６ 御前IMビル１階

きんざん 京都市下京区 西七条南月読町92

むぎなわ庵 京都市下京区 西七条南月読町93-1貞金ビル1F-B

そば工房　ほへと 京都市下京区 西七条北東野町27

円亭 京都市下京区 西新屋敷中堂寺町70

彩席ちもと 京都市下京区 西石垣通四条下る斎藤町116

ＢＯＣＣＡ　ｄｅｌ　ＶＩＮＯ 京都市下京区 西石垣通四条下る斎藤町１３８番地９

京料理ちもと 京都市下京区 西石垣通四条下る斎藤町140-5

小さなケーキ屋さんとむて 京都市下京区 西洞院通り楊梅下る小柳町５０５

レストラン栄寿庵 京都市下京区 西洞院通塩小路下る南不動堂町802番地1階

招楽 京都市下京区 西洞院通仏光寺上ル綾西洞院町758-2　1F

和美処　互 京都市下京区 西木屋町通り仏光寺上がる市之町260-2

鳥せゑ四条木屋町店 京都市下京区 西木屋町通四条上る一筋目西入真町98-1 京信会館1F

焼肉ダイスケ 京都市下京区 石井筒町５１８番地

京都 中華料理 清華園 京都市下京区 川端町11

チカキッサタブコ 京都市下京区 泉正寺町463 ルネ丸高Ｂ１

観山 京都市下京区 泉正寺町465-2 たかくらビル102

京料理くりた 京都市下京区 船頭町234-3

POCHER 京都市下京区 船頭町２３７－５ー２階

高瀬川くりお 京都市下京区 船頭町273-1

エール新町 京都市下京区 船鉾町400

旨いもん酒場　イロドリ 京都市下京区 善長寺町139

Restaurant ai 京都市下京区 善長寺町１３９　AMI四条烏丸B１

焼肉はやし四条店 京都市下京区 善長寺町１５２　福井ビル１階

玉子とお酒とときどきワイン　たまこ 京都市下京区 相之町139番地

Chocolatier Double Sept 京都市下京区 相之町１４１TSビル１階

麺類・丼物・お食事処　山の家 京都市下京区 足袋屋町330

ごだん宮ざわ 京都市下京区 大江町557

京ごちそういしまる 京都市下京区 大黒町221

スペインバル　Santres 京都市下京区 大坂町392 豊栄ビル101

京都炭火串焼つじや四条御幸町店 京都市下京区 大寿町400

海鮮ときどきブタ 京都市下京区 大政所町680-1 第八長谷ビル地下一階

鶏専門店　山鶏 京都市下京区 中居町１１４

漬野菜　isoism 京都市下京区 中居町114

やきとり好きやねん 京都市下京区 中居町114-5

京料理 八清 京都市下京区 中堂寺前田町15-2

お食事処　金時 京都市下京区 猪熊通五条上る柿本町593-2　グレーシアス堀川101

そじ坊四条烏丸FTスクエア店 京都市下京区 長刀鉾町20FTスクエアB1F



PRONTO　四条烏丸店　ｂｙ　ＪＥＵＧＩＡ 京都市下京区 長刀鉾町33　 京都フコク生命四条烏丸ビル1F

タリーズコーヒー四条烏丸京都三井ビル店 京都市下京区 長刀鉾町８番　京都三井ビル地下１階

ぴん 京都市下京区 釘隠町２３２

京都鉄板たちばな 京都市下京区 釘隠町237 Daido烏丸ビル1階

川間食堂 京都市下京区 都市町１４１－２

旬彩Ｄｉｎｉｇ悠 京都市下京区 東塩小路釜殿町31-1

マンインザムーン京都駅店 京都市下京区 東塩小路釜殿町31-1

粋花ＫＹＫ京都店 京都市下京区 東塩小路釜殿町31-1

とり八 八条口店 京都市下京区 東塩小路釜殿町31-1 みやこみち内

SERENO食堂 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１ 近鉄みやこみち内

京和食　いち藤 京都市下京区 東塩小路釜殿町31-1 近鉄名店街みやこみち

京風中華　ハマムラ 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１近鉄名店街みやこみち内

本家第一旭本店 京都市下京区 東塩小路向畑町845

竈炊き立てごはん土井　八条口店 京都市下京区 東塩小路高倉町8-3

寿しのむさし京都駅八条口店 京都市下京区 東塩小路高倉町8-3 アスティロードレストラン街

鮮や一夜京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町544-3 京都駅前さくらビル3-5F

まんざら　えきよこ　串と酒 京都市下京区 東塩小路町564-2

天下の焼肉大将軍京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町577　大将軍ビル

京の四季いろどり 京都市下京区 東塩小路町577　大将軍ビル

アダン京都駅店 京都市下京区 東塩小路町５７８-２ あすなろビル２Ｆ

とさか 京都市下京区 東塩小路町579-24 ハウス24ビル４階

とろ麦　京都ヨドバシ店 京都市下京区 東塩小路町590-2 京都ヨドバシ6F

しゃぶしゃぶ　但馬屋　京都ヨドバシ店 京都市下京区 東塩小路町590-2 京都ヨドバシビル　６F

すみび和くら　京都ヨドバシ店 京都市下京区 東塩小路町590-2　京都ヨドバシビル６F

ハンバーグHIRO　京都ヨドバシ店 京都市下京区 東塩小路町５９０番２　京都ヨドバシビル　６F

とんかつ薩摩　京都ヨドバシ店 京都市下京区 東塩小路町５９０番２　京都ヨドバシビル　６F

もも焼き大山　京都ヨドバシ店 京都市下京区 東塩小路町５９０番２　京都ヨドバシビル　６F

すたんどばぁー楽 京都市下京区 東塩小路町598-2

和・にち 京都市下京区 東塩小路町600-2

アジアンバル607 京都市下京区 東塩小路町607-10サンプレ京都ビル2階

カフェ＆バー鴨川 京都市下京区 東塩小路町676-13 メルパルク京都１階

レストラン　円山 京都市下京区 東塩小路町676-13 メルパルク京都2階

まそほ京都店 京都市下京区 東塩小路町６９３

原価ビストロチーズ＋京都駅タワー前 京都市下京区 東塩小路町717-3飯田屋惣平ビル3階

ItalianBar KYOTO KIMURAYA 京都市下京区 東塩小路町717-3飯田惣平ビル1,2階

原価酒場けいすけ京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町717-3飯田惣平ビル４F5F

酔心　京都駅前B1店 京都市下京区 東塩小路町719　SKビルB1F

酔心　京都駅前B2店 京都市下京区 東塩小路町719　SKビルB２F

抹茶共和国京都タワー店 京都市下京区 東塩小路町721-1 京都タワーサンド１F

接方来　京都タワー店 京都市下京区 東塩小路町721-1　京都タワービル2F

龍馬　軍鶏農場　京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町７３６－２

京都　花の舞　中央口駅前店 京都市下京区 東塩小路町849 京都セレマビル５Ｆ

茶寮都路里　京都伊勢丹店 京都市下京区 東塩小路町９０１ ジェイアール京都伊勢丹 6階

ジェイアール京都伊勢丹松山閣 京都市下京区 東塩小路町901　ジェイアール京都伊勢丹11階

プロント京都駅ビル店 京都市下京区 東塩小路町901　京都駅ビル　キューブ内B1F

中村商店　京都拉麺小路店 京都市下京区 東塩小路町９０１　京都駅ビル１０階　京都拉麺小路内

錦わらい　京都駅ビル店 京都市下京区 東塩小路町901 京都駅ビル専門店街 The CUBE 11F

加賀屋京都店 京都市下京区 東塩小路町901ジェイアール京都伊勢丹8階

麺家いろは　京都駅ビル店 京都市下京区 東塩小路町９０１番　京都駅ビル１０階

長尾中華そば　京都拉麺小路店 京都市下京区 東塩小路町901番地　京都駅ビル10F

がんこJR京都駅ビル店 京都市下京区 東塩小路町９０１番地　京都駅ビル２階

そば酒房　徳兵衛 京都市下京区 東塩小路町９０１番地　京都駅ビル東ゾーン２F

接方来　京都駅ビル店 京都市下京区 東塩小路町901番地　京都駅ビル東ゾーン２F

京懐石美濃吉　竹茂楼　ホテルグランヴィア京都店 京都市下京区
東塩小路町901番地
京都駅ビル内　ホテルグランヴィア京都M3F

麺家さがの 京都市下京区 東塩小路町９０１番地ＪＲ京都駅山陰線ホーム



杵屋京都ポルタ店 京都市下京区 東塩小路町902

京料理　萬重 ポルタ店 京都市下京区 東塩小路町９０２　京都駅前地下街　ポルタ　513区画

とんかつＫＹＫ京都ポルタ店 京都市下京区 東塩小路町９０２番地

麺家京都上がも 京都市下京区 東塩小路町ＪＲ京都駅２・３番ホーム

麺家京都下がも 京都市下京区 東塩小路町ＪＲ京都駅４・５番ホーム

いろはかるた　京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町東入東塩小路579-16　法華クラブ京都ホテル内1F

Germoglio 京都市下京区 東境町172ネオヒルズビル2F

ぎゃらりぃ　栞屋 京都市下京区 東境町176

赤星 京都市下京区 東境町180リド飲食街

スーパードライルネサンス 京都市下京区 東洞院通塩小路下ル東塩小路町８４９セレマビルＢ１

京町しずく京都駅前店 京都市下京区
東洞院通七条下る二丁目東塩小路町730
大和開発京都駅前ビル5階

楽蔵うたげびすとろ家京都駅前店 京都市下京区
東洞院通七条下る二丁目東塩小路町730-4
大和開発京都駅前ビル4階

リーガロイヤルホテル京都　カザ 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　1階

リーガロイヤルホテル京都　宴会厨房 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　2階

リーガロイヤルホテル京都　皇家龍鳳 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　地下1階

リーガロイヤルホテル京都　グルマン橘 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　地下1階

リーガロイヤルホテルキョウト　鉄板焼　葵 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　地下1階

リーガロイヤルホテル京都　倶楽部グランド京都 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　10階

リーガロイヤルホテル京都
フレンチダイニング　トップオブキョウト

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　14階

たん熊リーガロイヤルホテル京都店 京都市下京区
東堀川通塩小路下る松明町1番地
リーガロイヤルホテル京都　地階

原価ビストロチーズプラス河原町店 京都市下京区 奈良物町361 SAKIZO SEEDビル3F

和ごころ泉 京都市下京区 匂天神町634の3

えんや 京都市下京区 波止土濃町364

コメダ珈琲店　西大路八条店 京都市下京区 梅小路高畑町17

フレンチマンJr 京都市下京区 白楽天町511-1 ざ、らくちん横丁2階

とんこつ鍋と餃子　縁楽と陽 京都市下京区 白楽天町511-1ざ、らくちん室町横丁1F

鮮や一夜ラクエ四条烏丸店 京都市下京区 函谷鉾町101 ラクエ四条烏丸B1階

魚とお野菜のイタリアンアルバータ 京都市下京区 函谷鉾町７８番地　SUINA室町Ｂ１Ｆ　Ｂ１０５

蕎麦酒場清修庵 京都市下京区 函谷鉾町７８番地 ＳＵＩＮＡ室町地下１階

FUNASTURU KYOTO KAMOGAWA RESORT 京都市下京区 美濃屋町180

モロッコ料理　LA　BARAKA 京都市下京区 富永町356　さくらビルBF

BELLOTA  concha 京都市下京区 富小路通り四条下ル徳正寺町41-8

HAMBURG　STAND 京都市下京区 福本町404-1

魚政 京都市下京区 仏具屋町168

cafe marble 京都市下京区 仏光寺通高倉東入ル西前町３７８

イベリコ　BAR　ベジョータ　ムチョ 京都市下京区 仏光寺通室町西入糸屋町228

京都コンシェルジュサロン 京都市下京区 文覚町384

焼鳥つじや京都駅西店 京都市下京区 北不動堂町522-9

京都炭火串焼つじや京都駅前店 京都市下京区 北不動堂町570-3

旅館あづまや 京都市下京区 堀川通七条上る丸屋町１２１

やきとり大吉堀川高辻店 京都市下京区 堀川通仏光寺下る吉水町335-2

ぎょうざ処　亮昌　高辻本店 京都市下京区 堀之内町263 1F

和食さと　京都五条店 京都市下京区 本塩竈町５９６

HAMBURG LABO 四条西洞院 京都市下京区 妙伝寺町６９４コンツェルト四条西洞院１０１号室

本家　たん熊 京都市下京区 木屋町通仏光寺下る和泉屋町１６８

京家きよみず　柳馬場本家 京都市下京区 柳馬場通綾小路下ル綾材木町207-5

コメダ珈琲店　四条大宮店 京都市下京区 立中町491

佐々木 京都市下京区 和泉屋町171番地

カフェラ　ジェイアール京都伊勢丹店 京都市下京区
烏丸通塩小路下ル東塩小路町９０１
ＪＲ京都伊勢丹店１１Ｆ



みのりカフェ　高島屋京都店 京都市下京区 四条通河原町西入真町５２番地　高島屋京都店3階

ウィーンの森　大丸京都店 京都市下京区 四条通高倉西入立売西町７９　大丸京都店５Ｆ

珈琲館　京都東本願寺前店 京都市下京区 真苧屋町１９５

メルパルク京都 会議室 京都市下京区 東塩小路町676-13 メルパルク京都5階

あい 京都市下京区 立中町４７８鳥居ビル地下一階

京、よしの 京都市下京区 七条御所ノ内本町2-12

きちや 京都市下京区 西七条南衣田町95

メインバー　オルビット 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地

Bar Rocking chair 京都市下京区 御幸町通仏光寺下ル橘町434－2

BAR奥 京都市下京区 高倉通四条下ル高材木町２２１-1

ASOBI　BAR　A151　一期一会 京都市下京区 斎藤町126ニュー木屋町ビル2F

KAO 京都市下京区 清水町２９７－１

リモーネの酒場 京都市下京区 西七条赤社町32 コーポ御前105

ANNIE　HALL　BAR 京都市下京区
西洞院通塩小路下ル南不動堂町802番地
京湯元ハトヤ瑞鳳閣1F

matatabi 京都市下京区 船頭町225-3 2F

matatabi離 京都市下京区 船頭町232-2 四条会館2階

cafe&bar ミルクディッパー 京都市下京区 中堂寺庄ノ内町1 マンションパール1F

GEAR 京都市下京区 釘隠町242

リーガロイヤルホテル京都　バー　グラナダ 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　地下1階

Five Star 京都市下京区 立中町478鳥居ビル7階

ダーツカフェガーデン京都 京都市下京区 西七条南衣田町30

都雅都雅 京都市下京区 貞安前之町613　火除天満宮ビル地下1階

旅館若みや 京都市下京区 夷之町701番地

からすま京都ホテル　桃李 京都市下京区 烏丸通綾小路下る二帖半敷町652からすま京都ホテル2F

からすま京都ホテル　宴会場 京都市下京区 烏丸通綾小路下る二帖半敷町652からすま京都ホテル3F

からすま京都ホテルお食事処　入舟 京都市下京区 烏丸通綾小路下る二帖半敷町652からすま京都ホテルB1F

からすま京都ホテル　アンカー 京都市下京区 烏丸通綾小路下る二帖半敷町652からすま京都ホテルB1F

R&Bホテル京都四条河原町 京都市下京区 市之町258番地1、258番地2、259番地、260番地

宿屋　枳殻荘 京都市下京区 住吉町357-1

京湯元ハトヤ瑞鳳閣2階瑞鳳閣 京都市下京区 西洞院通塩小路下る南不動堂町802番地2階

松本旅館 京都市下京区 東塩小路町５７９番地

レストラン佐野家 京都市下京区 東洞院通七条下る二丁目東塩小路町５３９番地

有限会社たき川旅館本館 京都市下京区 東洞通花屋町下る富田町365

旅館　京らく 京都市下京区 不明門通七条上がる粉川町２３１　京らく

【京都市南区】８６店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

天下一品　九条店 京都市南区 吉祥院九条町48

ポムの樹イオン洛南店 京都市南区 吉祥院御池町31番地イオン洛南ショッピングセンター1F

カフェ＆スパイスカレー　Doppo 京都市南区 吉祥院御池町6

ステーキハウスなかはら 京都市南区 吉祥院西ノ庄東屋敷町38-1

シースピリット 京都市南区 吉祥院前田町1-5

ライブレストラン　リンネ 京都市南区 吉祥院中河原西屋敷町３４

みね八 京都市南区 吉祥院長田町６５－３

有喜屋京都桂川店 京都市南区 久世高田町376-1　イオンモール京都桂川２F

鶏三和イオンモール京都桂川店 京都市南区 久世高田町376-1 イオンモール京都桂川3階

元之蔵　イオンモール桂川店 京都市南区 久世高田町３７６番１号

森商店　イオンモール京都桂川店 京都市南区 久世高田町376番1号 イオンモール京都桂川2Ｆ

CHISO　KOMACHI　イオン京都桂川 京都市南区 久世高田町３７６番１号　イオンモール京都桂川2F

拉拉飯店 京都市南区
久世高田町３７６番１号
イオンモール京都桂川2F（2065区画）

にぎりの徳兵衛イオンモール京都桂川店 京都市南区 久世高田町３７６番地　2階2079

天ぷら川辰 京都市南区 久世川原町65

中華そば専門店ふくなが 京都市南区 久世殿城町

めしや食堂京都久世店 京都市南区 久世東土川町15



鴨LABO 京都市南区 上鳥羽卯ノ花45

餃子の王将　上鳥羽店 京都市南区 上鳥羽中河原56-1

和食さと　上鳥羽店 京都市南区 上鳥羽堀子町９６

和食うおまん　都ホテル京都八条店 京都市南区 西九条院町１７地下１階

ナイトスポット　アニー 京都市南区 西九条開ケ町207　京月ビル地階1

ハイライト食堂十条店 京都市南区 西九条高畠町11-1

ためしてや 京都市南区 西九条森本町18

やきとり大吉十条大宮店 京都市南区 西九条森本町１９

馳どり屋東寺店 京都市南区 西九条西蔵王町1-2

一寸法師 京都市南区 西九条西蔵王町1-6

東寺通れもんぐらす 京都市南区 西九条蔵王町53京都プラザホテルオフィススクエア1F

お好み焼き慈恩弘国 京都市南区 西九条大国町3番地

天下一品　八条口店 京都市南区 西九条池ノ内町１０４

浅野日本酒店KYOTO 京都市南区 西九条鳥居口町１　イオンモールKYOTOSakura館1階

しゃぶしゃぶ但馬屋　イオンモールKYOTO店 京都市南区
西九条鳥居口町1番地
イオンモールKYOTO　sakura館　４F　B413

洋風創作料理ル・ブラン 京都市南区 西九条比永城町６０－２

食彩工房　団居 京都市南区 西九条比永城町70

うをとし 京都市南区 西九条豊田町32番地

ＣＡＭＯＳ　ＫＹＯＴＯ 京都市南区 大宮通八条上る大黒町２９０番地

狩野京文堂 京都市南区 唐橋経田町 5-2

京料理　岡庄 京都市南区 唐橋西寺町36番地

カフェブロス 京都市南区 唐橋西平垣町1-11

うまいもんや西大路応援団 京都市南区 唐橋西平垣町1-6ロフト16ビル7階

三丁目酒場 京都市南区 唐橋西平垣町1-9

まん長 京都市南区 唐橋西平垣町19番地

TEPPAN居酒屋　Chan-ちゃん 京都市南区 唐橋西平垣町45-2 ジャストビル2階

葱太郎　京都第一ホテル店 京都市南区 東九条下殿田町45　京都第一ホテル１Ｆ

光洋軒 京都市南区 東九条室町31番地

寿寿 京都市南区 東九条室町４７

居酒屋　たまき 京都市南区 東九条室町８－８

和食さと　大石橋店 京都市南区 東九条上御霊町１

Dolphins Cafe 京都市南区 東九条上御霊町５６番地

酒処たかみ 京都市南区 東九条上殿田町40-4

野の葡萄　京都八条口 京都市南区 東九条上殿田町４４－１ヴィアイン京都駅八条口１階

韓国料理　葉月 京都市南区 東九条西岩本町38-1

京馳走　佳辰 京都市南区 東九条西山王町12

御肴ずっころばし 京都市南区 東九条西山王町12-3

魚里ゐ夷 京都市南区 東九条西山王町16アーチウェイＨ・C

リーガグラン京都　Dining&Lounge　KOTONA 京都市南区 東九条西山王町1番地

おらが蕎麦京都アバンティ店 京都市南区 東九条西山王町31KYOTO　AVANTI　B1F

ちょぼちょぼ 京都市南区 東九条西明田町22

廣瀬米穀店お米屋カフェ 京都市南区 東九条石田町36

焼き鳥居酒屋吉鳥 京都市南区 東九条中御霊町49-2

懐古的未来 京都市南区 東九条中札辻町33-3-1

りょあん 京都市南区 東九条東山王町10-5 1F

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ぶどうの樹 京都市南区
東九条東山王町１４－１
ダイワロウネットホテル京都テラス八条東口１階

山水 京都市南区 東九条東山王町１９－１

レストラン　フローラ 京都市南区 東九条東山王町１９－１

室町 京都市南区 東九条南河辺町49-4

京都炭火串焼つじや京都駅八条口店 京都市南区 東九条南山王町26

ラーメン藤　本店 京都市南区 東九条南石田町111-1

お食事処ひさ 京都市南区 東九条南石田町65ー1

紡空 京都市南区 東九条北烏丸町12番地

TERAS 京都市南区 東九条北烏丸町13



居酒屋　喜遊 京都市南区 東九条北烏丸町14番地

立呑みENDO遠藤書店 京都市南区 東九条北烏丸町33

すいそう(水草) 京都市南区 東九条北烏丸町3番地1

スペインバル　Hablamos 京都市南区 東九条北烏丸町6-6 アルプスナインビル101

馬鹿凡人 京都市南区 東九条北烏丸町6-6アルプス9ビル　4Ｆ

焼肉マルミヤ亭 京都市南区 東九条北松ノ木町13-3

炭火焼肉ホルモン焼秀峰 京都市南区 東九条明田町6

居酒屋いしきり 京都市南区 東九条明田町6

京太郎 京都市南区 東寺東門前町東寺東門前町60アーバンヒル東寺1Ｆ

D-Light 京都市南区 八条内田町２５－６

カラオケ喫茶　フレンド 京都市南区 吉祥院西ノ庄渕ノ西町39

カフェ＆ランチJUN 京都市南区 吉祥院這登中町50-1

スナック紙芝居 京都市南区 吉祥院御池町30-6

ちょっと矢沢バー 京都市南区 吉祥院西ノ庄東屋敷町27-7

R&Bホテル京都駅八条口 京都市南区 東九条上殿田町41番地1号

【京都市右京区】１７８店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

かづき 京都市右京区 花園伊町30-3

濱登久　花園本店 京都市右京区 花園伊町31

やきとりやきとん　とりこ 京都市右京区 花園伊町31-5

餃子の王将　花園店 京都市右京区 花園伊町32-8

焼肉　大翔苑 京都市右京区 花園伊町４４－１０花園ビル１F１０８号

あわ津 京都市右京区 花園寺ノ前町45-1

僕のタコス 京都市右京区 花園寺ノ内町15

尚 京都市右京区 花園八ツ口町7-15

花園会館 京都市右京区 花園木辻北町1-5,1-4

四季料理　山陵汀 京都市右京区 京北井戸町上台１１

道の駅ウッディー京北 京都市右京区 京北周山町上寺田1-1

京都若狭路レストランゆげ 京都市右京区 京北上中町九免状18-5

篝 京都市右京区 御室小松野町25-20

小倉山cafe 京都市右京区 嵯峨亀山町4 西山ドライブウエイ内

らーめん嵐 京都市右京区 嵯峨広沢南野町12－2

おやじの台所　友 京都市右京区 嵯峨広沢南野町12-2

和食さと　嵯峨店 京都市右京区 嵯峨広沢南野町58-1

酒商おまっとう 京都市右京区 嵯峨釈迦堂大門町34番地

竹仙 京都市右京区 嵯峨釈迦堂藤ノ木町４６番地清凉寺境内

Cafe Dining Sera 京都市右京区 嵯峨釈迦堂門前南中院町29-4

嵐山亭 京都市右京区 嵯峨中ノ島町官有地　嵐山亭

遊月 京都市右京区 嵯峨中之島町官有地

嵐山　大市 京都市右京区 嵯峨中之島町官有地

渡月亭　松風閣 京都市右京区 嵯峨中之島町官有地無番地

Cook! a doodle-doo 京都市右京区 嵯峨朝日町22-57 1階

鳥居本遊山 京都市右京区 嵯峨鳥居本一華表町６－３

ヌーベルジャポネーゼ嵯峨嵐山 京都市右京区 嵯峨天龍寺広道町3番地4号

リキシャカフェ 京都市右京区 嵯峨天龍寺車道町２６

ル・ブション T masako 京都市右京区 嵯峨天龍寺瀬戸川町17

ぼくらの食堂 京都市右京区 嵯峨天龍寺瀬戸川町17-25　コスモプラザ小松102

嵐山ぎゃあてい 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町19番地8

自家製麺 新渡月 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町20-40

良彌 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町31番地

嵐山MITATE 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町33-25

レストラン嵐山 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町33番地

レストラン嵐山ビュッフェ　京おばんざい　日向萌 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町33番地

嵐山のむら 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町35-20

かづら野清修庵 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３７－１ 三十六峰かづら野２階



めん処こばやし 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町37-18

ジール 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町6-2　ウエストビル3F

嵐山喜重郎 京都市右京区 嵯峨天龍寺北造路町１８－２７

廣川 京都市右京区 嵯峨天龍寺北造路町44番地1

cafe+Boulangerie　京・嵐山マルシェ 京都市右京区 嵯峨天龍寺北造路町5-3

じょうたつ屋 京都市右京区 嵯峨天龍寺立石町2-1嵐山スクエア

嵐山うどん　おづる 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町２２－４

日本料理　京雅 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町33

嵐山熊彦 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町5-1

嵐山本店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町58

Cafe GROW Arashiyama 京都市右京区 嵯峨明星町1-1 京都バス本社１F

さがの食堂 京都市右京区 嵯峨野開町８

おかんの店　きらら 京都市右京区 嵯峨野開町8-31

ハイライト食堂御池店 京都市右京区 山ノ内宮脇町15-1

モラン 京都市右京区 山ノ内山ノ下町１３－１１

広島焼き　やきべえ 京都市右京区 山ノ内山ノ下町20-4マンションユーラク1階

よこちゃん家 京都市右京区 山ノ内山ノ下町２０番地６

エデン京都 京都市右京区 山ノ内西裏町15-16 コーポ千原1F

ミスタードーナツ　京都ファミリー店 京都市右京区 山ノ内池尻町1-1

かつ麦　京都ファミリー店 京都市右京区 山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー3F

京華苑 京都市右京区 山ノ内中畑町49-3 やまやすビル1階101

ゆるり割烹藤茂 京都市右京区 常盤一ノ井町7-4

和食さと　双ヶ丘店 京都市右京区 常盤森町７－１

淡路島バーガー京都太秦店 京都市右京区 常盤草木町３－４

せんしょう 京都市右京区 西院安塚町２３番地

麺屋黒船 京都市右京区 西院乾町70-1 ジェミニビル1F

ザめしや西京極店 京都市右京区 西院月双町１０４

居酒屋　おふくろ 京都市右京区 西院高山寺町12-18

餃子の王将　西院店 京都市右京区 西院高山寺町12-8

呑み処　赤まる 京都市右京区 西院高山寺町15-2

ほっとけや　西院店 京都市右京区 西院三蔵町15富士ビル地下1階

すいしん西院店 京都市右京区 西院三蔵町17

華串達 京都市右京区 西院三蔵町22-9

食呑　一文字 京都市右京区 西院寿町25の2

ちょっと一杯酒場　ぜろ 京都市右京区 西院寿町２８－４４

錦花 京都市右京区 西院寿町40興ビル1階

ろくだい 京都市右京区 西院春日町

からはげ 京都市右京区 西院西貝川町53-2

酒肴処たむら 京都市右京区 西院西高田町21-9

珈琲専門店トゥールビヨン 京都市右京区 西院西今田町12-18

中家 京都市右京区 西院西三蔵町11-1

喰う道　西院店 京都市右京区 西院西三蔵町12 西院ビル3F

をりかみ 京都市右京区 西院西三蔵町15-2 アソシエビル北側2階

酒うまし肴うまし強 京都市右京区 西院西三蔵町3-7

なか栄 京都市右京区 西院西三蔵町3番５

あじひろ西院店 京都市右京区 西院西淳和院町52-7

猫カフェTango 京都市右京区 西院西平町22

カムナカフェ 京都市右京区 西院西平町22

天下一品　西院店 京都市右京区 西院巽町2-2オヴェスト西院１階

焼肉大黒戎 京都市右京区 西院巽町40コジマビル2階

季節鍋こもりく 京都市右京区 西院追分町11-2

かつ麦　イオン京都五条店 京都市右京区 西院追分町25-1 イオンモール京都五条3F

そじ坊京都五条イオンモール店 京都市右京区 西院追分町25-1-113イオンモール京都五条３F

BIRD'SNEST 京都市右京区 西院追分町4-11

媽媽菜館六花 京都外大前店 京都市右京区 西院東貝川町30番地 ホワイトゴービル1階

うゑちゃん 京都市右京区 西院東貝川町４５



焼肉酒家　絆 京都市右京区 西院東貝川町5番地

PIZZA MONSTAR 京都市右京区 西院東今田町20 シャピタン六角１階

くいもの屋わん西院駅前 京都市右京区 西院東淳和院町1-1 アフレ西院 地下1階

インドレストランサーガル 京都市右京区 西院東中水町7日商岩井朱雀マンション104

餃子の王将　西大路五条店 京都市右京区 西院南高田町19-1

西院イタリアン　N＋1 京都市右京区 西院北矢掛町36-11

OKAGE 京都市右京区 西院北矢掛町36-14　西院会館F1ーB

かしわ　西院店 京都市右京区 西院北矢掛町36-15

エラマサ 京都市右京区 西院北矢掛町46-2 第2シンワ会館105号

肉左衛門 京都市右京区 西院北矢掛町46-2第二シンワ会館1F1号

5&co. 京都市右京区 西院北矢掛町46-2第二シンワ会館1F2号

炭のクチ 京都市右京区 西院矢掛町14春日マンション1F

らーめん鶴武者 京都市右京区 西院矢掛町28-2

Birreria Donnola 京都市右京区 西院六反田町54-1 プランドール西院1-1

くじら食堂 京都市右京区 西京極郡町46ラビットハイツ1F南

八つ橋庵とししゅうやかた 京都市右京区 西京極西衣手町３６

日本食柔坐 京都市右京区 西京極西池田町13-7豊成ビル1F

ひので 京都市右京区 西京極西池田町29番地

ちゃいなや 京都市右京区 西京極大門町20-25

かんしゃ歓げい 京都市右京区 西京極堤町35ベルビスタ1F

うまみりゅう 京都市右京区 西京極堤町43-8

天神川ダイナー 京都市右京区 西京極堤町44-2　SUGAビル１F

こばやし 京都市右京区 西京極徳大寺団子田町38番地田丸ビル1階

焼肉　おかき 京都市右京区 西京極南方町71-1

フジヤマプリン 京都市右京区 西京極北大入町68番地　フジヤマプリン内

ふぐ料理さこん 京都市右京区 西京極野田町59-1 セーブル葛野一階

大和学園　京都調理師専門学校　京味鶴　藤 京都市右京区 太秦安井西沢町4-5

大和学園　京都調理師専門学校　Le Grand Classique 京都市右京区 太秦安井西沢町4-5

大和学園　京都調理師専門学校　IL GRANDE BAMBINO 京都市右京区 太秦安井西沢町4-5

大和学園　京都製菓製パン技術専門学校
Shop＆Cafe　T's Miyabi

京都市右京区 太秦安井西沢町4-5

ミュージック＆ダンス　おしげ 京都市右京区 太秦一ノ井町33

Arrows 京都市右京区 太秦下刑部町１２　サンサ右京店舗103

点心厨房桃花 京都市右京区 太秦開日町2-1コーポエル１F

魚菜めし　まつぼっくり 京都市右京区 太秦桂木町5-10ラパルフェドルミナス101

餃子の王将　太秦店 京都市右京区 太秦御所ノ内町26

魚倶楽部錦はたなか 京都市右京区 太秦御所ノ内町28-7

わか葉 京都市右京区 太秦森ケ前町13番地

ピカポロンツァ 京都市右京区 太秦森ケ東町29-7

東映太秦映画村花見茶屋 京都市右京区 太秦東蜂岡町１０

喜らく 京都市右京区 太秦東蜂岡町１０

開化亭 京都市右京区 太秦東蜂岡町１０

忍者カフェ 京都市右京区 太秦東蜂岡町１０

可否茶館 京都市右京区 太秦東蜂岡町１０

石屋太秦店 京都市右京区 太秦北路町25-1

炉ばた焼 喜楽 京都市右京区 太秦帷子ケ辻町11-25

京料理　萬長 京都市右京区 谷口園町24

お食事処やまざき 京都市右京区 梅ケ畑高鼻町11

Food＆Drink観空台 京都市右京区 梅ケ畑菖蒲谷29

とがの茶屋 京都市右京区 梅ケ畑栂尾町 3

cafe&restaurantTOYO 京都市右京区 梅津後藤町1-6

寿司・割烹　勝 京都市右京区 梅津構口町43-10

レストランRIET 京都市右京区 梅津尻溝町8番地タウンハイツ嵐山102号

ピカいち 京都市右京区 梅津西浦町15-9 レディースヴィラ80-101

餃子の王将　梅津段町店 京都市右京区 梅津石灘町21

風味亭（ふうみ亭） 京都市右京区 梅津堤下町６３－３



齋 京都市右京区 梅津徳丸町8-5

魚新 京都市右京区 梅津北浦町11-1

くいしんぼう　かつき 京都市右京区 梅津林口町2-3

竹林の里 京都市右京区 龍安寺池ノ下町5の3

甘春堂嵯峨野店 京都市右京区 嵯峨釈迦堂大門町1-1

カラオケ喫茶　歌之門 京都市右京区 嵯峨釈迦堂門前裏柳町７　2階

TOGETSUCAFE 京都市右京区 嵯峨中之島町官有地無番地

ブック＆カフェトゥッティ 京都市右京区 嵯峨天龍寺広道町3番地4号

eXcafe京都嵐山本店 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町35-3

仙翁 京都市右京区 嵯峨二尊院門前往生院町２７

喫茶フレスコ 京都市右京区 太秦御所ノ内町２８

カラオケホール　カタビラ 京都市右京区 太秦帷子ノ辻町11番地1A　シャイン帷子ノ辻1F

ワンダアカフエ 京都市右京区 龍安寺西ノ川町3-31

ドーミー花園丸太町 京都市右京区 花園寺ノ前町８０

スナックみずほ 京都市右京区 山ノ内山ノ下町20番地

Karaoke Bar SPICA 京都市右京区 山ノ内養老町８－２１フローライトビルB1F

ラウンジM 京都市右京区 西院西高田町19-3永芳2階南

Ｌｉｌｙ 京都市右京区 西院巽町４番地ヤマト西院ビル２階

カラオケ喫茶&スナック愛歌 京都市右京区 太秦東蜂岡町9-31

喫茶グッド 京都市右京区 梅津中倉町２６－２２

BAR　G3 京都市右京区 西院高山寺町１２－１２高木テナント２階

BAR JURA 京都市右京区 西院西三蔵町17-1 N-YKビル3階

High Five 京都市右京区 西院巽町40京新ビル２階

ラウンジ愛 京都市右京区 西京極畔勝町43

京都府立ゼミナールハウス 京都市右京区 京北下中町鳥谷２番地

京都市宇多野ユースホステル 京都市右京区 太秦中山町29

高雄観光ホテル 京都市右京区 梅ケ畑高雄町5

高雄錦水亭 京都市右京区 梅ケ畑殿畑町40

Ｌ－ｃａｆｅ 京都市右京区 太秦御所ノ内町１６

【京都市伏見区】１７２店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

四季の味 おくむら 京都市伏見区 稲荷山官有地2

居酒屋ぴろん 京都市伏見区 羽束師志水町170-1

天下一品　下鳥羽店 京都市伏見区 下鳥羽城ノ越町108,109　110，112　伏見区保留地第2C1-1

牛角京都R1下鳥羽店 京都市伏見区 下鳥羽城ノ越町９６

和食さと　下鳥羽店 京都市伏見区 下鳥羽東柳長町４

餃子の王将　国道大手筋店 京都市伏見区 下鳥羽南柳長町64

ベーカリーレストランサンマルク　京都伏見店 京都市伏見区 下鳥羽六反長町121番地

醪音　伏見店 京都市伏見区 観音寺町２１２－１－２F

Cotelette×卵「君と、しろみ」 京都市伏見区 魚屋町563

サラダの店　サンチョ 京都市伏見区 魚屋町573

魚三楼 京都市伏見区 京町３丁目１８７

まる福　伏見桃山店 京都市伏見区 京町4-168-3 仁科ビル1階

天ぷらと旨い魚　こだわりや　伏見桃山駅前店 京都市伏見区 京町４－１７０－１ くれたけビル１Ｆ

麺場　田所商店　京都伏見店 京都市伏見区 京町4丁目152-1

中国料理くれたけ 京都市伏見区 京町4丁目170

たんとと和くら　伏見桃山店 京都市伏見区 京町4丁目170-1くれたけビル1F

鶴の湯 京都市伏見区 景勝町33-5

ビリオン珈琲　伏見桃山店 京都市伏見区 御香宮門前町184-3　蔵響館Ⅰ　2-5

天天有伏見大手筋店 京都市伏見区 御堂前町617-1 山京桃山ビル1-2

Foods　bar　栞屋 京都市伏見区 御堂前町621

游 京都市伏見区 向島西堤町8

たこ仙人 京都市伏見区 向島東定請１－９

呑み処まり 京都市伏見区 向島立河原町３３番地４０

国産ハイボール酒場　八一堂 京都市伏見区 車町272 龍馬通り弐番館2号



カエデフードサービス 京都市伏見区 車町２７２ 龍馬通り弐番館３号

ステーキレストラン大進亭 京都市伏見区 車町276番地

居酒屋かどや 京都市伏見区 小栗栖森本町20-241

おでん専門店べんがらや 京都市伏見区 上油掛町185-2

Kitchen問屋町 京都市伏見区 上油掛町208-2

から揚げの天才伏見桃山店 京都市伏見区 新町４丁目４５５番地２  松田テナントビル地上１階

和み処　三献 京都市伏見区 新町4丁目471 ベルエール桃山A1階

立呑み　ごうちゃん 京都市伏見区 深草キトロ町109-7 井尻ビル1F

お好み焼き　与作 京都市伏見区 深草キトロ町109-8

らーめん処　克享 京都市伏見区 深草ススハキ町24-3

ラーメントリトン 京都市伏見区 深草ススハキ町30-3ラーメントリトン

オレンジハウス 京都市伏見区 深草ヲカヤ町32-25

有限会社　けんどん屋 京都市伏見区 深草一ノ坪町41　パールハイツイナリ１F

コメダ珈琲店　京都伏見稲荷店 京都市伏見区 深草稲荷御前町66

Vivi cafe&BAR 京都市伏見区 深草稲荷御前町81番地4

鉄板焼きU-sanchi 京都市伏見区 深草稲荷御前町82-10

京料理清和荘 京都市伏見区 深草越後屋敷町8番地

ゲストスイート福菊 京都市伏見区 深草下川原町56-6

みむらや 京都市伏見区 深草枯木町35

キンパサラン 京都市伏見区 深草五反田町6-12

焼肉スタンドIgo 京都市伏見区 深草今在家町1番地20

カフェ　レストラン　ライラック 京都市伏見区 深草紺屋町11番地の5　グランテ　アングルビル1F

京料理・寿司　松廣 京都市伏見区 深草小久保町244

てっぺん 京都市伏見区 深草西浦町3-66-1

無名小吃 京都市伏見区 深草西浦町3丁目15-1

福門ラーメン 京都市伏見区 深草西浦町4-81

きりん亭 京都市伏見区 深草西浦町6-12

居酒屋　勇気凛々 京都市伏見区 深草西浦町6-62

和食　さんしろう 京都市伏見区 深草西浦町6-77　脇坂コーポ101

喫茶うずら 京都市伏見区 深草西浦町６丁目３１番地 ぷらっつ・うずら一階

一本槍 京都市伏見区 深草西浦町7-76

大河 京都市伏見区 深草西浦町7丁目45-1

いぶくろ食堂 京都市伏見区 深草西浦町七丁目67ダイケン商事ビル東棟1階

手打ち蕎麦・鮨いまふく 京都市伏見区 深草町通町26

狐火 京都市伏見区 深草直違橋４３３

カフェ&ランチ絵慕 京都市伏見区 深草直違橋4丁目374-4

大鶴食堂 京都市伏見区 深草直違橋7-256

焼肉どころ　鼎 京都市伏見区 深草直違橋南1丁目491番地1

ビアバルフランセ 京都市伏見区 深草東瓦町5-7

天馬鮨 京都市伏見区 深草飯食町781-1

ポポロヒロバ 京都市伏見区 深草飯食町８３９－４

とと河岸 京都市伏見区 深草飯食町８３９ー１ エステート２１　１階

鳥羽弥　京料理　仕出し　大たに 京都市伏見区 深草北新町626

明石播磨水産 京都市伏見区 深草北新町626-6

SHOT BAR SUMIZOME 655番地 京都市伏見区 深草北新町655番地産友第一ビル

ステーキ＆チーズバル 肉喰い 2991 京都市伏見区 深草野田町17-2-102

居酒屋　いっさん 京都市伏見区 深草祓川町22

延歌スタジオ　歌基地 京都市伏見区 西柳町５５０ 延歌スタジオ　歌基地

京都さんちゃん 京都市伏見区 西柳町577-25

鉄板ダイニング憩処 京都市伏見区 石田桜木２１ー５ 荒堀ビル１階

和食さと　醍醐店 京都市伏見区 石田森東町５６－１

喫茶そば処久兵衛 京都市伏見区 石田大受町32-9

総本家　ラーメン醍醐 京都市伏見区 醍醐鍵尾町８番地４

ビストロオブリン 京都市伏見区 醍醐御園尾町２６－１３

味処さこん 京都市伏見区 醍醐構口町20-5

餃子屋壱番 京都市伏見区 醍醐構口町31-4



珈琲所　コメダ珈琲店　京都醍醐店 京都市伏見区 醍醐江奈志町10-19

手打ちとんかつ　かつ屋パセオダイゴロー店 京都市伏見区 醍醐高畑町30-1-2-46 パセオダイゴロー西館3F

旬菜めばえ 京都市伏見区 醍醐高畑町68ホワイトハウス1F

居酒屋 いっ心 京都市伏見区 醍醐上山口町13-18

餃子の王将　醍醐店 京都市伏見区 醍醐川久保町21-7

肉の醍醐 京都市伏見区 醍醐池田町1-1

茶房　柏三葉 京都市伏見区 竹田久保町２－９８

肥羊 京都市伏見区 竹田久保町70-10

和食さと　竹田店 京都市伏見区 竹田七瀬川町２－５

萬吉 京都市伏見区 竹田松林町８　2F

中華処揚子江 京都市伏見区 竹田西桶ノ井町２７

和菜　西じま 京都市伏見区 竹田段川原町270

餃子の王将深草竹田店 京都市伏見区 竹田中川原町365

だるま屋 京都市伏見区 竹田中内畑町171 第2コーポ森崎1F2号

中華川食堂 京都市伏見区 竹田中内畑町171第二コーポ森崎1F

アルフォルノ 京都市伏見区 竹田中内畑町2

有限会社二口屋 京都市伏見区 竹田内畑町２４０

車屋 京都市伏見区 中島外山町11番地

ホルモン焼肉たか家 京都市伏見区 中島外山町12

餃子の王将　城南宮店 京都市伏見区 中島外山町23-2

Flora 京都市伏見区 中島秋ノ山町54番地　鳥羽エクセレント102

居酒屋　松 京都市伏見区 中島前山町７３

炭火海鮮酒家　楽厘 京都市伏見区 中島中道町110

美ね寅 京都市伏見区 中島鳥羽離宮町72

anpeiji 京都市伏見区 中島樋ノ上町56

洋食屋コートレット 京都市伏見区 中油掛町94　プレアデス桃山１階

ザめしや京都伏見店 京都市伏見区 島津町139

ステーキ宮京都伏見店 京都市伏見区 島津町30-2

三代目鳥メロ伏見桃山店 京都市伏見区 東大手町７４９

餃子ノ酒場　いっちゃん 京都市伏見区 東大手町761番地桃山寿ビル1F

吟醸酒房油長 京都市伏見区 東大手町780

MAGUROGARAGE 京都市伏見区 東町205

雷屋伏見店 京都市伏見区 東町206

中国料理　大珉 京都市伏見区 東町207-3

京料理・仕出し　喜祥・甚平 京都市伏見区 桃山井伊掃部西町23-3

きなさ京都MOMOテラス店 京都市伏見区 桃山町山ノ下32京都MOMOテラス１F

がんこMOMOテラス店 京都市伏見区 桃山町山ノ下32番地MOMOテラス店1階

てっぺん桃山店 京都市伏見区 桃山町山ノ下55-15

居酒屋田中家 京都市伏見区 桃山町山ノ下55-18

安べえ 京都市伏見区 桃山町松平筑前14

餃子の王将　桃山店 京都市伏見区 桃山町西尾23-1

カスカード京阪丹波橋店 京都市伏見区 桃山筒井伊賀西町15番地　京阪丹波橋駅構内

OKONOMIHOUSEきゃべツッ子 京都市伏見区 桃山南大島町67-1内海ビル1F-2

錦わらい伏見桃山店 京都市伏見区 道阿弥町１３６

一汁三菜　有無 京都市伏見区 南新地４－１０８

参伍拾家太平一 京都市伏見区 南新地59―1パラッツオ伏見1F

鉄板串焼き　咲蔵 京都市伏見区 南浜町259

tanocca50 京都市伏見区 南部町50 川村ビル

珍遊　大手筋店 京都市伏見区 南部町50番地　川村ビル1F

寿司屋　大ちゃん 京都市伏見区 納屋町115番

中華ダイニングNAO 京都市伏見区 納屋町123-4

irokoi 京都市伏見区 納屋町124番地3 ユートピアプラザビル4階西

NEXT PASSION 京都市伏見区 納屋町１２４番地３ ユートピアプラザビル４階東

京料理　うを弥 京都市伏見区 伯耆町1番2番合地

餃子の王将　大手筋店 京都市伏見区 伯耆町5-1

LOCAVO 京都市伏見区 舞台町5-1マンション中川1階



カフェ桃山78 京都市伏見区 風呂屋町260-2

伏水焼鉄 京都市伏見区 平野町82-2

酒処　京町茶屋　伏見桃山店 京都市伏見区 平野町82-2　伏水酒蔵小路内

バル・バナ 京都市伏見区 平野町８２－２　伏水酒蔵小路内

寿司処　大将 京都市伏見区 片原町296-1

ANKH 京都市伏見区 墨染町６９３－１

中国料理　福園 京都市伏見区 墨染町704-3

京料理うを友 京都市伏見区 墨染町711番地

フェデリーニ 京都市伏見区 墨染町734

おやじのまんま 京都市伏見区 淀下津町31-1竹内ビル1F東

ゆきっぺ 京都市伏見区 淀池上町160-9 淀ビル

レストランキタガワ 京都市伏見区 淀本町173番79の2 金鈴ビル1F

居酒屋歩 京都市伏見区 淀本町220田中ハイツ一階

ピッコロバンビーノ 京都市伏見区 両替町3-323 川口ビル1階

餃子の舗食桃山 京都市伏見区 両替町3丁目324-2

ミスタードーナツ　伏見大手筋店 京都市伏見区 両替町4丁目292-1

ドトールコーヒーショップ伏見桃山駅前店 京都市伏見区 両替町4丁目293-1

カフェ　パタヤ 京都市伏見区 両替町4丁目300番4

喫茶くれたけ 京都市伏見区 京町4丁目170

クワズイモ 京都市伏見区 向島庚申町２７番地４

カラオケまんてん 京都市伏見区 向島中島町８５番地３３

油長茶舗・茶寮油長 京都市伏見区 東大手町779

cafe TAMA 京都市伏見区 東浜南町668-1

ドーミー桃山御陵 京都市伏見区 京町４－１４４

ドーミー京都くいな橋 京都市伏見区 竹田中島町234番地

Realize 京都市伏見区 向島二ノ丸町68-250

スナック　シンデレラ 京都市伏見区 西柳町550-2　エリーゼⅡ番館1階102

カラオケ夢 京都市伏見区 中島中道町135

酒彩きらら 京都市伏見区 観音寺町217番地近鉄高架下

cafe bar chaps 京都市伏見区 深草西浦町7-73-3 西山ビル2F

KONAMI 京都市伏見区 西柳町

bar quinella 京都市伏見区 西柳町550―2エリーゼ2番館302

TOPPEN 京都市伏見区 竹田西桶ノ井町136KM第一ビル302号

BAR CHANCE 京都市伏見区 桃山井伊掃部西町14-8丹波橋ビル1F

The ANSONIA CAFE 京都市伏見区 深草一ノ坪町41 パールハイツイナリ1035

善kyoto apartment hotel 1F カフェ縁 京都市伏見区 竹田段川原町239 善kyoto apartment hotel

【京都市山科区】６３店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

グリルバード 京都市山科区 安朱桟敷町23 ラクトA棟地下二階1204

finedining山科 京都市山科区 安朱桟敷町23番地

酒膳はたごやＪＲ山科駅店 京都市山科区 安朱中小路町5 ビエラ山科2F

餃子の王将　山科駅前店 京都市山科区 安朱南屋敷町27-2

麺家山科 京都市山科区 安朱北屋敷町　ＪＲ山科駅

御馳走ダイニングてっぺん 京都市山科区 安朱北屋敷町11-5

若狭湾天然活魚料理大将 京都市山科区 勧修寺東出町43番地　ニュープラザ小野F1

うさぎや 京都市山科区 勧修寺東出町77番地

お好み焼き鉄板焼き千度 京都市山科区 勧修寺縄手町10

京味あら川 京都市山科区 栗栖野華ノ木町22－4

つづみ 京都市山科区 栗栖野打越町32-5

餃子の朝日 京都市山科区 御陵四丁野町79-1

Regalo 京都市山科区 御陵進藤町13

カフェダイニングクリストファーロビン 京都市山科区 御陵大津畑町13メゾンドリビエール105

京琉酒彩　海月 京都市山科区 御陵大津畑町32-5 トゥモール山科1階

キッチン　はたけ 京都市山科区 御陵中筋町３－８

和食さと　山科店 京都市山科区 御陵中内町１０－１２



つけ麺　夢人 京都市山科区 御陵中内町38-14

デェイブキッチン 京都市山科区 御陵中内町38-8

寿司　料理　西仁 京都市山科区 四ノ宮岩久保町1-15

たまりば 京都市山科区 小山北溝町44-1

お好み焼はここやねん　山科駅前店 京都市山科区 上野御所ノ内町4-4ファインリバーやましな1F

串焼弘 京都市山科区 厨子奥若林町1-63

チャイナキッチン餃子王 京都市山科区 西野今屋敷町２７番地６号

あかりばさん 京都市山科区 西野山射庭ノ上町163-5　杉村ビル1F

TAKE CAFE 京都市山科区 西野山射庭ノ上町165-1

おふくろ 京都市山科区 西野大鳥井町19-3

ミックからだ元気館 京都市山科区 川田欠ノ上14-27

ダイニングパブおりべ 京都市山科区 大宅御供田町6 日宝サンフローラ一本道BF

ムッシュ　ふらいぱん 京都市山科区 大宅細田町50

ピックアップ山科 京都市山科区 大宅細田町65

旬菜料理　ひだまり 京都市山科区 竹鼻外田町8番地エスポワール京都105

かめちゃん 京都市山科区 竹鼻四丁野町23-14

あぶり渋屋 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町45

てっぱん屋 蘭 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町58-6

ちょいと。栞屋 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町65

手打ちとんかつ　かつ屋ラクト山科店 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町91 ラクトB棟4F

麦福 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町91 ラクトB棟4F

大衆酒場おりべ 京都市山科区 東野舞台町54

餃子の王将　京都東インター店 京都市山科区 東野北井ノ上町6-16

焼肉ホルモンいち 京都市山科区 東野門口町26-5ヴィエラ

魚菜　きときと 京都市山科区 北花山大林町13-7

うどんの天邑 京都市山科区 北花山大林町15-3

瑞秦 京都市山科区 椥辻西浦町３８―９

餃子の王将　椥ノ辻店 京都市山科区 椥辻草海道町12

Lodgepole 京都市山科区 椥辻草海道町9-1

櫻 京都市山科区 椥辻中在家町28-283

和食さと　椥辻店 京都市山科区 椥辻東潰２４

渋屋本店 京都市山科区 椥辻東潰27-1

オステリア　さとむら 京都市山科区 椥辻平田町213-2

花しん 京都市山科区 椥辻平田町224番地

キャビン 京都市山科区 小野西浦31-30

喫茶リリー 京都市山科区 西野左義長町6

プロムナード 京都市山科区 東野森野町2-52

カラオケ喫茶アンジェリーカ 京都市山科区 東野八代1-50

喫茶＆スナック　アロマ 京都市山科区 東野八代１番地36

らうんじ穂 京都市山科区 四ノ宮南河原町10-8

メンバーズ　咲良 京都市山科区 椥辻草海道町38番地　南西端

テンパブ 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町49-1

FREE TIME 京都市山科区 北花山大林町13-5

Live Studio58 京都市山科区 東野片下リ町63番5

ホテル3階宴会場 京都市山科区 安朱桟敷町23番地

ラパジュリア　東店 京都市山科区 大塚中溝59

【京都市西京区】５５店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

地酒処 ポエジ 京都市西京区 樫原久保町30-22

めん処のざき 京都市西京区 樫原平田町１４－１０

和食さと　京都桂店 京都市西京区 樫原盆山６－２

第一旭桂店 京都市西京区 桂西滝川町

あんかけやこはち 京都市西京区 桂巽町8-6

牛角桂川街道店 京都市西京区 桂朝日町１６９

立ち呑み　かけいち 京都市西京区 桂南巽町１２７　Ｋｏｔａｎｉ　ｈｏｍｅ　ビル１階



和風居酒屋　もぐら 京都市西京区 桂南巽町128-2　ユウプラザB１F

ミスタードーナツ　阪急桂駅前店 京都市西京区 桂南巽町133-2

Ｔｒｉｎｉｔｙ 京都市西京区 桂南巽町３５ー２

居食処 濱夕 京都市西京区 桂南巽町３８－３

圓-EN- 京都市西京区 桂野里町41-99

炭火焼たかほり 京都市西京区 御陵溝浦町26-23-1F

天下一品　五条桂店 京都市西京区 御陵溝浦町3

中華料理　再来 京都市西京区 御陵内町４－５

コリアンダイニングバーこむてじ 京都市西京区 山田車塚町1アンブランシュ２F

大勝軒　千代原口店 京都市西京区 山田車塚町5-2 デ、ブランシュ南側

ラーメン　一陽 京都市西京区 山田車塚町6-1フォレクレール101号

や満六 京都市西京区 山田出口町29

kamogawa style 京都市西京区 松室追上ゲ町22-1

トラットリア　カザレッチョ 京都市西京区 松室追上ゲ町29-5

居酒屋臣 京都市西京区 松室北河原町12-4

雷屋　上桂店 京都市西京区 上桂宮ノ後町5-8

味市千 京都市西京区 上桂森下町1-68

旬彩味処いずみ 京都市西京区 上桂森下町1－68－2

とりでん桂五条店 京都市西京区 上桂前田町58-5

魚美 京都市西京区 上桂東居町45

四季の味　粲 京都市西京区 上桂北ノ口町217

ばんざい角倉 京都市西京区 川島粟田町47

鉄板焼　慶kei 京都市西京区 川島東代町29 川島ハイツ1階

グラスホッパー 京都市西京区 川島北裏町

ａｌ　ｄｉ　ｌａ 京都市西京区 川島北裏町６７－８

喜鳥 京都市西京区 川島北裏町74-1 メイゾン桂東1 102

kitchen 1484 京都市西京区 川島有栖川町１２３－２

炭火やきとり　宝や 京都市西京区 川島有栖川町14番地の5

レストランスポンタネ 京都市西京区 大原野上里北ノ町697-1

餃子の王将　洛西芸大前店 京都市西京区 大枝沓掛町13

とんかつ　かつ源　洛西店 京都市西京区 大枝沓掛町１４－８

めだか食堂 京都市西京区 大枝西長町2-343

カフェ　フルック 京都市西京区 大枝西長町７－２１

カレーハウスココ壱番屋西京大枝中山店 京都市西京区 大枝中山町１－１２６

錦わらい　洛西店 京都市西京区 大枝塚原町3-17

洛西おかだ 京都市西京区 大枝南福西町２丁目7番地６

グランプリエ 京都市西京区 嵐山宮ノ前町44番地

CROSS 京都市西京区 嵐山上海道町48The Grand West Arashiyama　半地下

カフェリゾートらんざん 京都市西京区 嵐山西一川町８－３

渡月亭　碧川閣 京都市西京区 嵐山中尾下町54-4

スナック  ひろ美 京都市西京区 嵐山朝月町２ー6

希林 京都市西京区 嵐山朝月町３－５

京料理　鳥米 京都市西京区 嵐山朝月町66

京料理屋　嵐山さくら 京都市西京区 嵐山風呂ノ橋町20番地6

MYMUSIC 京都市西京区 上桂三ノ宮町５０ー３９第５コーポ中川２階

コメダ珈琲京都洛西店 京都市西京区 大枝沓掛町９－１４０

ＡＱＵＡ 京都市西京区 桂朝日町６６－１

ＤａｒｔｓＳｐｏｔＯＬＤ 京都市西京区 桂南巽町７７－１ エリア桂ビルＢ０３号


