
【宇治市】１０１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

OHANA cafe 宇治市 伊勢田町砂田３－１９

あぶらや 宇治市 宇治壱番33-1

炭焼き肉と京の野菜Nico 宇治市 宇治壱番59-1

旬菜魚庵はせ川 宇治市 宇治壱番８５－１

和風ダイニングちょうじ 宇治市 宇治宇文字２－３１

薩摩焼肉黒桜 宇治市 宇治下居39番2エスパシオンビル2F

ステーキ割烹花やしき 宇治市 宇治塔川１９

和食処 SATORI（茶莵里） 宇治市 宇治塔川２０番２１番号地

京料理・抹茶料理　辰巳屋 宇治市 宇治塔川3-7

ミヤコパンダ 宇治市 宇治半白19-11

カフェ和楽 宇治市 宇治妙楽１４３－１

あめあがり 宇治市 宇治妙楽144

びすとろＤ 宇治市 宇治妙楽154番地

はなれ中村製麺 宇治市 宇治妙楽155

舌にお礼を言わせたい　乱 宇治市 宇治妙楽24-1ミツダビル1階

Chop chop Banh Mi 宇治市 宇治妙楽41大阪屋マーケット内

元気食堂　宇治橋店　（宇治洋食屋カレー） 宇治市 宇治妙楽50番地

HOHOほうじ茶宇治本店 宇治市 宇治妙楽51番地2

宇治創こころ 宇治市 宇治妙楽５８

魚留 宇治市 宇治妙楽60-11

ますだ茶舗 宇治市 宇治蓮華21－3

ますだ茶舗　増田茶舗TEASTANDSHOP 宇治市 宇治蓮華21-6

CAFE&DINING UP 宇治市 羽拍子町3-2

La Cucina di I.K.U. 宇治市 五ケ庄西浦14-19

お好み焼き　知 宇治市 五ケ庄福角45-71

ほっとけや　近鉄大久保店 宇治市 広野町西浦87

焼肉　京城苑 宇治市 広野町西裏66-1

うどんそば大久保店 宇治市 広野町西裏９１－１

居酒屋　KAO'S 宇治市 広野町西裏99-16パール第２ビル１階

ダンスホール宇治 宇治市 広野町茶屋裏8－3レジデンス大久保駅前ビル二階

ゴーゴーカレー宇治大久保店 宇治市 広野町茶屋裏８－６

カトリのKitchen 宇治市 広野町東裏100-20

レストラン太陽 宇治市 広野町八軒屋谷1番地 山城総合運動公園(太陽が丘)公園センター内

宇治市植物公園無憂樹 宇治市 広野町八軒屋谷25-1

さん天　宇治小倉店 宇治市 小倉町久保６８－５

すぎむら洋菓子店 宇治市 小倉町神楽田２１－１グランドビルフナトウ１F

来良 宇治市 小倉町西浦5-12

鉄板居酒屋こころ 宇治市 小倉町西浦54-42

お好み焼き和庵 宇治市 小倉町西浦６２－１８

おもてなし　華のれん 宇治市 小倉町西浦６８－３８

BAR call 宇治市 小倉町西浦68番地の8

広島のお好み焼き　栞 宇治市 小倉町西浦７８－３　小倉ステーションパーク内

鮮魚まつした食堂 宇治市 小倉町西浦78-3オグラステーションパークビル

ミチル 宇治市 小倉町西浦88-43

はーじぃ 宇治市 小倉町西浦88-60

和食屋げん月 宇治市 小倉町天王３７－１４

宏美 宇治市 小倉町南浦６－２４

異食家styleよっしゃん 宇治市 小倉町蓮池130-52

厨　風土 宇治市 大久保町井ノ尻21-13高木テナント

和韓豚菜　紅家 宇治市 大久保町大竹52番地　源氏の湯館内

京極堂 宇治市 大久保町旦掠130-11 ハートフルビル1F



餃子の王将　国道大久保店 宇治市 大久保町田原76-1

まどか 宇治市 大久保町南ノ口44-2

和カフェ　あんあん 宇治市 大久保町南ノ口63－23

炉端屋  饗  太助 宇治市 大久保町北の山101-11

中国料理広東 宇治市 大久保町北ノ山101-5

お好み焼き鉄板焼家族亭 宇治市 木幡花揃11ー4

ビストロバルホースシュー 宇治市 木幡御園５－１６　１F

中国料理游鈴 宇治市 木幡西中３１－７　ハイクラスマンション１F

さん天　宇治木幡店 宇治市 木幡東中３２－４

よろずや三史 宇治市 木幡内畑10-4

旬彩　ダイニング　藤 宇治市 六地蔵札ノ辻町26番地2

相撲茶屋やぐら 宇治市 六地蔵町並３９－３

さかなや 宇治市 六地蔵町並４０－１２

BLUE PLANET 宇治市 六地蔵町並40-23

豚骨野郎六地蔵店 宇治市 六地蔵奈良町20-8

居酒屋おくだ 宇治市 六地蔵奈良町61-14

ラーメン食堂　麺ごころ 宇治市 莵道丸山1-156アミスタビル１ーA

いざかや明 宇治市 莵道丸山38-13

イタリア料理LaVita 宇治市 莵道森本12

cafe AINA 宇治市 莵道中筋16番地

お好み焼はここやねん　宇治三室戸店 宇治市 莵道田中３０番地－１１

京料理　岡もと 宇治市 莵道東隼上がり5-82

ビストロdeナカガワ 宇治市 莵道平町5-1

PHENIX　World　Restaurant 宇治市 槇島町薗場126－3

餃子の王将　槇島店 宇治市 槇島町十六33-4

ブリオファクトリーリストランテ 宇治市 槇島町吹前55-2

南大門宇治槇島店（京都焼肉南大門槇島店） 宇治市 槇島町中川原町２０７

喫茶　一休 宇治市 宇治塔川6-4

宇治茶道場「匠の館」本館 宇治市 宇治又振17

宇治茶道場「匠の館」 宇治市 宇治又振17-1

総本家大茶萬 宇治市 宇治妙楽160-13

抹茶共和国 宇治市 宇治妙楽26－2

赤門茶屋 宇治市 宇治蓮華21

PubHouse PLUS ONE宇治店 宇治市 開町６１－４　アクティブライフ１階テナント

喫茶　杏莉 宇治市 小倉町春日森40-18

御菓子司　富士笠 宇治市 小倉町西浦63-3

カラオケ喫茶　ラズベリー 宇治市 小倉町堀池27-17

ゴールデンゲート 宇治市 宇治宇文字2-14

Fairy 宇治市 小倉町神楽田12-2 1階

ラウンジRay 宇治市 小倉町神楽田33-48 小倉ビル1階

スナック圭 宇治市 小倉町南浦6-16

リユニオン　はるちゃん 宇治市 小倉町南浦9-7 Ｋプラザ1F

メンバーズシルク 宇治市 六地蔵奈良町61-12

ぴぃたぁ　へっど 宇治市 六地蔵奈良町61-13　1F

BARミルキーウェイ 宇治市 伊勢田町砂田132-2 東側店舗1階

ウエスタンバー　蛍石 宇治市 宇治宇文字2-7 ポップススクエアビル1F

バー翔 宇治市 広野町西裏100-72クラブハウス大久保3-10

カラオケパブドリーム 宇治市 小倉町山際1-23

カラオケスタジオＪ小倉店 宇治市 小倉町西浦７８－３オグラステーションパーク２階

亀石楼 宇治市 宇治紅斉２９番地



【城陽市】２７店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

和食さと　城陽店 城陽市 久世北垣内１５

韓丼城陽店 城陽市 久世北垣内31-1

手打ちうどんやまびこ青谷店 城陽市 市辺出川原1-2

居葡萄酒屋terroir"Y" 城陽市 寺田高田40-14

中華そば　ほそかわ 城陽市 寺田高田４４－７

肉匠 江渡蘭世 城陽市 寺田高田46-7

麺場　田所商店　城陽店 城陽市 寺田高田48-1

星待ちキッチン 城陽市 寺田今堀一番地　文化パルク城陽内

燻煙広場pace 城陽市 寺田水度坂15-452

木製ロケット 城陽市 寺田正道9ー14

京美人 城陽市 寺田西ノ口２２ー８

レストランシェル城陽店 城陽市 寺田袋尻19

カサトレント 城陽市 寺田袋尻24－5

天ぷらすぺいす　きら 城陽市 寺田大川原２０－１０

かっぽう仙羽亭 城陽市 寺田大川原４３－９

中国料理　かしの木 城陽市 寺田庭井182

温庵 城陽市 寺田東ノ口17-194

有限会社　松屋 城陽市 寺田東ノ口44-54

萬々亭 城陽市 寺田樋尻18-5

株式会社十両 城陽市 寺田樋尻48-28

もち月 城陽市 奈島フケ６９－１

花登寿司 城陽市 枇杷庄島の宮56-29

和食居酒家大すけ 城陽市 富野荒見田54-7

京都八百忠 城陽市 平川山道１１２

永楽 城陽市 平川山道１１２

京都きづ川病院食堂　キャロット 城陽市 平川西六反２６

Ｋ　BLEND 城陽市 久世南垣内18-2 クオンヌ城陽１階

【向日市】２１店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

餃子の王将　国道171号店 向日市 鶏冠井町清水11

美食人エピキュアほあんほあん 向日市 鶏冠井町西金村4番地の6

餃子の一来一来 向日市 向日町南山39-8

京料理　寿司　仕出し　矢尾卯 向日市 向日町北山３番地

居酒屋ふじ田 向日市 寺戸町瓜生１－１２

宝や　東向日駅前店 向日市 寺戸町渋川1-3

餃子の王将　東向日店 向日市 寺戸町渋川2-2

ゑゑ塩梅 向日市 寺戸町渋川2-34

E-Kitchen 向日市 寺戸町初田13-20

中国家常菜　春来 向日市 寺戸町初田27-3

雷屋　向日町 向日市 寺戸町西田中瀬2-23

手羽だるま東向日駅前店 向日市 寺戸町西田中瀬３－６

カフェ食堂 ホワイトファミリー京都西山高校店 向日市 寺戸町西野辺25 葵館1F

旬肴　久末 向日市 寺戸町二枚田13－49

安加郎 向日市 寺戸町梅ノ木１０ー１

U.I no coffee 向日市 上植野町吉備寺8-8

たこ焼き吉錦 向日市 上植野町切ノ口20-31

てっぱん居酒屋ココ 向日市 上植野町伴田9章貴ビル102

和食さと　向日店 向日市 森本町戌亥１

喫茶あんづ 向日市 寺戸町渋川２－３３

喫茶KAZU 向日市 寺戸町東ノ段４



【長岡京市】５６店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

カフェ食堂 ホワイトファミリー京都西短店ひっぱら 長岡京市 粟生西条26 述誠館1F

京料理　いっぷく亭　光明寺門前店 長岡京市 粟生川久保3番地

京・洛西  ぶへい 長岡京市 井ノ内小西48-1

利兵衛 長岡京市 一文橋1丁目１９－４

まるか食堂 長岡京市 一里塚2-14

IASI 長岡京市 一里塚２番２８

花平 長岡京市 奥海印寺北垣外20

のみくいや　はしげん 長岡京市 開田1-21-21

ブラッスリー　レイファーム 長岡京市 開田１－２－５　HMN

やきとり一番　長岡天神駅前店 長岡京市 開田１－２－５　HMN

餃子の王将　長岡天神店 長岡京市 開田1-3-3

OtisBlue 長岡京市 開田1丁目21-22

鮨市 長岡京市 開田2-8-9

肉十八　長岡京店 長岡京市 開田２丁目１－５

とんぼ 長岡京市 開田２丁目７－２

洋菜　鈴木 長岡京市 開田３－２－７　西村ビル1F

カレーハウスCoCo壱番屋阪急長岡天神駅前店 長岡京市 開田3-327-1

洋食屋AKIRA 長岡京市 開田３－８－１１藤田興産１階

カフェドアーバン 長岡京市 開田3丁目302ー1 小嶋ビル1F

酒と飯　菜～sai～ 長岡京市 開田3丁目4-14野村ハイツ102

居酒屋どっく 長岡京市 開田4-2-9　

古都久 長岡京市 久貝2丁目15-17坪内マンション1階

喫茶すいーと 長岡京市 久貝2丁目15-5

うお寿 長岡京市 今里２－１７－８

お好み焼き　克 長岡京市 今里3丁目8-5

クレープコーヒーちいちゃん 長岡京市 柴の里1-122

おかんの台所よっちゃん 長岡京市 柴の里1-126

和食さと　城ノ里店 長岡京市 城の里１４－１

酒食房　和 長岡京市 神足1-17-19

あさひ 長岡京市 神足1-3-19

てっぽう 長岡京市 神足1-7-5

遊膳いこい 長岡京市 神足1-9-13

京もつ鍋ホルモン朱々長岡京店 長岡京市 神足1丁目7-6

呑、喰、空間　にし田 長岡京市 神足2-8-41

炭火やき鳥　かじ庵 長岡京市 神足2丁目3番1号バンビオ1号館1F

風来房 長岡京市 神足大張8番地

居酒屋　たぬき 長岡京市 滝ノ町２丁目6-3

有限会社京長岡魚常 長岡京市 調子1丁目24番31号

おばんざいとお酒　なかの邸 長岡京市 調子１丁目31.32.33.34番合併

つくねダイニング　空 長岡京市 長岡1丁目4-3

クチネッタジラソーレ 長岡京市 長岡1丁目６－１ メゾンハマグチ１F

ひがしや 長岡京市 長岡２丁目２６－１７

お食事処わかたけ 長岡京市 天神1-1-2

洋食とワインおおつか 長岡京市 天神1丁目1-56 姉川ビル２階

まちバルＳＵＢＡＣＯ 長岡京市 天神１丁目７－３

大衆酒場　寿海本店 長岡京市 天神１丁目７ー２９

開田茶屋龍八 長岡京市 天神2丁目15－13 長岡天満宮境内　



味楽園 長岡京市 天神5丁目15-1

長岡京圓仁 長岡京市 天神一丁目2-19-1F

ダイニングレイモンド 長岡京市 馬場見場走り13-6

焼肉のこのみ 長岡京市 野添１丁目１５－７

喫茶ピンクダイアモンド 長岡京市 友岡

ルミエールカフェ 長岡京市 友岡2-411-4

ドトールコーヒーショップ長岡天神店 長岡京市 天神1-1-7

Secret Base 長岡京市 一里塚2-34

楓（メイプル） 長岡京市 長岡１丁目２番１８号

【八幡市】１８店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

わちる　朝日屋 八幡市 欽明台中央20-14-1F

かつ屋　ソフィアモール店 八幡市 欽明台北一番

餃子の王将　八幡店 八幡市 戸津中代60-1

ステーキ廣瀬 八幡市 川口西扇13-2

八光 八幡市 男山吉井3-15

牛宗まるなか男山店 八幡市 男山金振27-3

cafe27 八幡市 男山泉15-1ヒルサイドビレッジ

やきとり大吉八幡男山店 八幡市 男山泉3-19

カフェ　カナリヤ 八幡市 男山八望３－１B47棟　１０７

フランス料理ビストロ気まぐれ市場 八幡市 八幡柿ケ谷13-4

手打ちうどん　佳奈 八幡市 八幡源氏垣外35-6　レイワアールズ　112号

朝日屋 八幡市 八幡高坊１１－４

松花堂店 八幡市 八幡女郎花43

ガンジス川八幡店 八幡市 八幡水珀１８番８号

麺場　田所商店　八幡店 八幡市 八幡水珀５９－１

竹取温泉灯りの湯 八幡市 八幡中ノ山８２－１

麺処　森元　松井山手店 八幡市 美濃山出口13－1

カラオケ喫茶壱 八幡市 男山石城6-2



【京田辺市】２９店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

お好み焼　ももたろう 京田辺市 河原食田１０－６９

たどつや 京田辺市 河原食田6番地レインボービル１階

RiCH 京田辺市 河原食田6番地レインボービル211

鉄板焼・お好み焼き　HASUKI 京田辺市 河原北口21－4

レストランルスティク 京田辺市 興戸宮の前80

さんさん山城コミュニティカフェ 京田辺市 興戸小モ詰18-1

マクドナルド　山城田辺店 京田辺市 興戸塚ノ本７５－１

和食さと　京田辺店 京田辺市 興戸北鉾立７－１

よつ葉CAFE 京田辺市 三山木垣ノ内５５－１ ネクストスクエア１階

のみくい処 ともちゃん 京田辺市 三山木垣ノ内75エンデバー93 １階テナント

塩元帥 京田辺店 京田辺市 三山木中央５丁目2番地４

錦わらい　松井山手店 京田辺市 山手西1-11-1

和食さと　フレスト松井山手店 京田辺市 山手中央２－２

朝日屋　ブランチ松井山手店 京田辺市 山手中央3-2-B106

中国料理　香　XIANG 京田辺市 山手中央3-2ブランチ松井山手

Bistro　Toreador 京田辺市 山手東　１-２-７　クリニックステーションビル1階

肉十八　松井山手店 京田辺市 山手南２丁目２-３オオサキビル１F

鉄板バル藤村商店 京田辺市 松井ケ丘3丁目8-16

炭火焼鳥　美鶏 京田辺市 大住ケ丘1-16-5大隈ビル1F

taka m taka cafe 京田辺市 大住丸山33-3Tienda岡崎105

アラブ家庭料理専門店　七つの丘～Ｓｅｖｅｎ　Ｈｉｌｌｓ 京田辺市 大住池ノ谷５８－１　右２

魚為 京田辺市 田辺沓脱6

餃子の王将　新田辺店 京田辺市 田辺中央1-4-4

洋風居酒屋AgORA 京田辺市 田辺中央6丁目4-2

よってこ屋 京田辺市 田辺中央三丁目1-1 アメニティセブン1F

創作料理まつお 京田辺市 田辺鳥本１５

一休とんち寿司 京田辺市 田辺南里6

喫茶　ラポ 京田辺市 三山木小坂２７－１

SHOT BAR HONEy 京田辺市 河原食田6番地 レインボービル202



【木津川市】２１店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

酒房 あざみ 木津川市 加茂町駅西１-２-２

パネッテリアプルチーノ 木津川市 山城町上狛的場19-6

心穏 木津川市 山城町平尾不知田129-1

あいはうす鹿背山 木津川市 鹿背山当田68

「来来亭木津川店」 木津川市 州見台1丁目2-3

和食さと　木津店 木津川市 相楽高下２２－１

ギャラリーカフェ人と木 木津川市 相楽城ノ堀２６

ビストロヨシムラ 木津川市 相楽新堂前５ー２

萬鳥料理雉祥 木津川市 相楽袋樋1１－1

清修庵イオンモール高の原店 木津川市 相楽台１丁目１番１号 イオンモール高の原２階

無鉄砲総本店 木津川市 梅谷髯谷15-3

元気う．ＤＯＮ 木津川市 木津雲村９２

旅猫食堂 木津川市 木津池田2-5/2F

マクドナルド　２４号木津店 木津川市 木津奈良道５８－１

木津川市情報発信基地キチキチ 木津川市 木津南垣外１５-２

Cafe月の工房 木津川市 木津南垣外29-2

大佛汽茶 木津川市 加茂町兎並東前田２３－１

サウンドBM 木津川市 木津奈良道79

ハイスナック　リコ 木津川市 相楽城下12―6 岡野ビル１階

スナックMAーYA 木津川市 木津池田99-8

美加ノ原カンツリークラブ食堂 木津川市 鹿背山切通6

【大山崎町】４店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

Relish食堂 乙訓郡大山崎町 大山崎小字鏡田20-14

三笑亭 乙訓郡大山崎町 大山崎西谷1

HIRO 乙訓郡大山崎町 大山崎西谷4-1

イングリッシュ・クラブ・カフェ・ヤマザキ 乙訓郡大山崎町 大山崎尻江５－２－３

【久御山町】７店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

麺処　森元　久御山店 久世郡久御山町 佐山東代1－3

ソウルフード 久世郡久御山町 佐山籾池33-4 KJビル2F

てっぺん 久世郡久御山町 林北畑91-1クレス久御山103

天天有　ひるまや 久世郡久御山町 市田和気38-2

清修庵イオンモール久御山店 久世郡久御山町 森南大内１５６ー１ イオンモール久御山１階

天下一品　久御山店 久世郡久御山町 田井向野17-1

SAKURA　COFFEE 久世郡久御山町 佐古外屋敷235-1　ふれあい交流館ゆうホール1F

【井手町】３店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

花登 綴喜郡井手町 井手宮ノ本94-9

呑み処さち 綴喜郡井手町 井手野畑１７

レストラン庵樹 綴喜郡井手町 多賀東北河原２－１３

【宇治田原町】５店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

魚定ぶんてん 綴喜郡宇治田原町 荒木西出１２

早蕨山荘赤政 綴喜郡宇治田原町 大字郷之口向井２６

かつぜん 綴喜郡宇治田原町 大字郷之口小字池ノ首61

魚よし 綴喜郡宇治田原町 立川平岡66-1

お茶の郷　木谷山 綴喜郡宇治田原町 岩山休場８



【笠置町】４店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

与一 相楽郡笠置町 笠置西通67-1

STATION 相楽郡笠置町 笠置佃44

ドライブインリバーサイド大扇 相楽郡笠置町 切山草畑30

料理旅館　松本亭 相楽郡笠置町 笠置笠置山20

【和束町】３店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

スーパーカネタ・和城 相楽郡和束町 釜塚牛ノ背１ー１

ｄａｎ　ｄａｎ　ｃａｆｅ 相楽郡和束町 石寺東谷１－１

寿し・和食　たくみ 相楽郡和束町 白栖南半田１７－１

【精華町】１３店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

お好み焼はここやねん　精華町店 相楽郡精華町 光台１－３－１　食彩プラザ内

かつアンドかつ　精華町店 相楽郡精華町 光台1-4-1 ビエラタウンけいはんな

ライン 相楽郡精華町 光台１丁目７　

Steak and Seafood BOSS 相楽郡精華町 光台１丁目７番地　けいはんなプラザ交流棟２階

閑清居 相楽郡精華町 四丁目光台1丁目の7 けいはんなプラザ1階

楽楽亭 相楽郡精華町 祝園幸田5-1

炭火焼鳥　和らく 相楽郡精華町 祝園西1-3-1

パティスリー　ル・フルティエ　祝園店 相楽郡精華町 祝園西1-9-46　せいかガーデンシティ1階

ホルモン　酒家　チング 相楽郡精華町 祝園西１丁目４２

つどい 相楽郡精華町 祝園大池22-4

鶴橋風月精華台店 相楽郡精華町 精華台9-2-4

オルタナティブカレー 相楽郡精華町 東畑南山中2-1

カラオケレインボー精華光台店 相楽郡精華町 光台1-4-1 ビエラタウンけいはんなB棟

【南山城村】３店舗

施設名称 施設市区町村 施設住所

童仙房山荘 相楽郡南山城村 童仙房小字道宣26-1

清風荘 相楽郡南山城村 北大河原川浦２番地

道の駅お茶の京都みなみやましろ村 相楽郡南山城村 北大河原殿田１０２


