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士心 京都市中京区 衣棚通押小路上る上妙覚寺町２３０－１ 飲食店 JS-0001-9465

炭火楽家ここみ 京都市中京区 衣棚通六角上る了頓図子町４７５－１１ 飲食店 JS-0001-0619

招猩庵 京都市中京区 一之船入町５３７－７ 飲食店 JS-0002-2330

GRIDDLEFORCE 逸楽 京都市中京区 一蓮社町２９８－２ 飲食店 JS-0002-2651

益や 京都市中京区 一蓮社町２９８－２ 飲食店 JS-0003-5079

フィゲラス烏丸店 京都市中京区 一蓮社町３００　パームビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-8077

鴨いち 京都市中京区 烏丸通二条下る秋野々町５３１－２　 飲食店 ZN-0001-8937

酒場と野菜 イソスタンド 京都市中京区 姥柳町１９０－２ 飲食店 JS-0004-1230

炉路憶 京都市中京区 越後町１９７－５　　 飲食店 ZN-0001-8984

寺町 西むら 京都市中京区 榎木町９８－９　アンリービル１Ｆ 飲食店 KI-0000-0326

Ailes 京都市中京区 円福寺町３４２－１　　 飲食店 ZN-2000-3847

ビステッカ ナオキ 京都市中京区 塩屋町４７－２ 飲食店 JS-0004-0059

エル・ボガバンテ 346 京都市中京区 塩屋町５３　ORYZA 三条西洞院１Ｆ 飲食店 SL-2000-2455

味野里香 京都市中京区 押小路通衣棚西入上妙覚寺町２０８－６ 飲食店 JS-0002-7651

京都 鮨 やまざき 京都市中京区 押小路通御幸町西入る橘町６０４　ビイラ・スタジオーネ御所南 飲食店 JS-0002-9195

志喜 京都市中京区 押小路通高倉通西入る左京町１３７ 飲食店 JS-0001-4141

祇園平八 神泉苑 京都市中京区 押小路通大宮西　 飲食店 KI-0000-0327

佳久 京都市中京区 押小路通柳馬場西入竹屋町１６９－２ 飲食店 JS-0003-3397

焼肉ダイニング甲 京都市中京区 押小路通柳馬場東入等持寺町３４－１　ペペ御所南１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8867

Patisserie m s h 京都市中京区 押小路通麸屋町西入る橘町６３０ 飲食店 JS-0005-7390

ピョリヤ 京都市中京区 下丸屋町４０１　福三ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9029

COVO 京都市中京区 下丸屋町４０１－１０　田中ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4872

MAYUR 京都 京都市中京区 下丸屋町４０６　GLINTLAND ビル６Ｆ 飲食店 JS-0005-0060

炭火焼き ロッジ 京都市中京区 下丸屋町４１０　ユニティ河原町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0006-0060

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１Ｆ 飲食店 JS-0003-6558

中川酒店 木屋町店 京都市中京区 下丸屋町４２１－５　ラディーチェマツヤビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8752

亜弓 京都市中京区 下樵木町１９１－３ 飲食店 JS-0002-5707

京酒場 箱屋 京都市中京区 下樵木町１９１－６ 飲食店 JS-0002-8930

うまいもん焼 参 京都市中京区 下樵木町２０４－３ 飲食店 JS-0000-5593

寅屋 京都市中京区 下樵木町２０５－１ 飲食店 JS-0002-3270

京料理とフレンチ 龍のひげ 京都市中京区 河原町御池下る一筋目東入る３軒目 飲食店 KI-0000-0334

京野菜 桜肉 鴨肉 子鴨 京都市中京区 河原町三条下る大黒町４６－１ 飲食店 SL-2000-5502

浜町 京都市中京区 河原町三条上る恵比須町４４８－２ 飲食店 KI-0000-0338

濱喜久 京都市中京区 河原町四条上る下大阪町３５２－４ 飲食店 KI-0000-0340

あぐれま 京都市中京区 河原町通り三条上る東入恵比須町５３４－１８　ステラム２Ｆ 飲食店 KI-0000-0344

グリルノルマンディー 河原町店 京都市中京区 河原町通御池下る下丸屋町４０１－３ 飲食店 KI-0000-0347

ホルモン Dining 邦匠 京都市中京区 河原町通三条下る２丁目山崎町２３６　六角ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0884

焼肉 まるいち 京都市中京区 河原町通三条下る２丁目山崎町２３６－９ 飲食店 JS-0000-5148

舞しゃぶ 三条河原町店 京都市中京区 河原町通三条下る２丁目山崎町２３８　あじびる河原町９Ｆ 飲食店 JS-0003-1715

酒肴 いさ味 京都市中京区 河原町通三条下る２丁目北車屋町２６５－１ 飲食店 JS-0004-7377
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THERUGBYCLUBKYOTO 京都市中京区 河原町通三条下る大黒町７１－２１　CT・ BEACH ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6840

炭火焼肉 焼肉の岩さん 京都市中京区 河原町通三条下る大黒町７１－２２　ABC ミュージアム１Ｆ 飲食店 KI-0000-0350

寿しのむさし 三条本店 A 京都市中京区 河原町通三条上る恵比須町４４０ 飲食店 KI-0000-1013

寿しのむさし 三条本店 B 京都市中京区 河原町通三条上る恵比須町４４０ 飲食店 KI-2000-0068

京料理 藤や 京都市中京区 河原町通三条上る恵比須町４４７ 飲食店 KI-0000-0352

かき小屋フィーバー 三条木屋町店 京都市中京区 河原町通三条上る恵比須町５３４－３１ 飲食店 JS-0002-2159

Arfa cafe 京都市中京区 河原町通三条上る恵比須町５３４－３１　CEO 木屋町ビル 飲食店 JS-0000-6566

Another C 京都市中京区 河原町通三条東入中島町９６　三条木屋町ビル４Ｆ 飲食店 KI-0000-0357

祥風楼 京都市中京区 河原町通四条上る一筋目東入米屋町 飲食店 KI-0000-0362

ビヤホール ミュンヘン 京都市中京区 河原町通四条上る一筋目東入米屋町３８６ 飲食店 KI-0000-0363

ひさご寿し 京都市中京区 河原町通四条上る塩屋町３４４ 飲食店 KI-0000-0359

五十松 京都市中京区 河原町通四条上る米屋町３８４ 飲食店 JS-0000-5787

靖馬 京都市中京区 河原町通四条上る米屋町３８４－３　 飲食店 ZN-0001-8572

五十棲 京都市中京区 河原町通四条上る米屋町３８８ 飲食店 JS-0000-5788

おにかい 京都市中京区 河原町通四条上る米屋町３８８　２Ｆ 飲食店 JS-0000-1764

8010 月のあかり／くらうど！ 河原町 京都市中京区 河原町通蛸薬師下る塩屋町３２４　古城ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0611

いろり庵 三条河原町店 京都市中京区 河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９１　コーストビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6768

有限会社 河道屋倖松庵分店 京都市中京区 河原町通竹屋町下る指物町３１１ 飲食店 KI-0000-0374

YURURI 京都市中京区 河原町通竹屋町上る大文字町２３９　 飲食店 ZN-0001-8853

創作中華一之船入 京都市中京区 河原町通二条下る一之船入町５３７－５０　 飲食店 ZN-0001-8591

thekyotokitchen 京都市中京区 河原町通二条上る清水町３５９　AB ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5082

8080 鳥二郎 京都あじびる店 京都市中京区 河原町通六角下る山崎町２３８　あじびる５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3876

花八代 京都市中京区 河原町二条下る一之船入町５３７－１１ 飲食店 KI-0000-0382

ぱなり 京都市中京区 河原通三条上る恵比須町５３４－６　エリゼビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-8875

高倉錦 円屋 京都市中京区 貝屋町５６４－１３６ 飲食店 JS-0003-0559

VineriaCornoRosso 京都市中京区 柿本町４０８－２　　 飲食店 ZN-0001-8705

CUCINA KURAMOCHI 京都市中京区 釜座通丸太町下る桝屋町１４９　サンモリタ１Ｆ 飲食店 KI-0000-0383

岩さき 京都市中京区 釜座通御池上る下松屋町７２３　 飲食店 ZN-0001-8675

円屋 ハナレ 京都市中京区 観音堂町４５２－２３ 飲食店 JS-0003-0557

室町 円屋 京都市中京区 観音堂町４５４－２ 飲食店 JS-0003-0562

味輝 京都市中京区 観音堂町４５４－４ 飲食店 JS-0003-4574

TRATTORIALAVOCE 京都市中京区 観音堂町４５６　シティキャスル四条１Ｆ　 飲食店 SL-2000-4042

酒とお料理 つぐ 京都市中京区 観音堂町４６８ 飲食店 JS-0004-2243

LOTUS 京都市中京区 観音堂町４７０　道家商事ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4922

MUSEE 京都市中京区 観音堂町４７０　道家商事ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-6905

二条厨 京都市中京区 間之町通二条下る鍵屋町４５９－２　 飲食店 ZN-2000-2082

LUDENS 京都市中京区 間之町通二条上る夷町５６０－８ 飲食店 JS-0000-4092

京料理 立神 京都市中京区 丸太町２４－１ 飲食店 JS-0000-9642

Onyva 京都市中京区 丸太町通衣棚東入玉植町２２３－２ 飲食店 JS-0002-9408

Restaurant 幹 京都市中京区 亀屋町３９７－１　彩花亭ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5970

平 京都市中京区 橋下町１３５　２Ｆ 飲食店 JS-0003-5027

marble cafe 京都市中京区 橋下町１３５　４Ｆ 飲食店 JS-0003-4993

GARYU 京都市中京区 玉蔵町１３６ 飲食店 JS-0001-3753

味ろっこん 烏丸店 京都市中京区 錦小路通烏丸西入占出山町３１０－９ 飲食店 KI-0000-0389
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割烹凪 京都市中京区 錦小路通烏丸西入占出山町３１５－１　小野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8624

とりくら 京都市中京区 錦小路通烏丸東入元法然寺町６８５　ウィステリアビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6495

食宴酒家 マエダダイナスティー 京都市中京区 錦小路通烏丸東入元法然寺町６８５　ウィステリアビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5190

SHOW’S ダイニングバー 京都市中京区 錦小路通高倉西入魚屋町６０７　FORUM 四条烏丸２０１ 飲食店 ZN-0001-8940

桃天 錦小路店 京都市中京区 錦小路通高倉西入西魚屋町６０５　ST ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0002-5852

㈱冨美家 京都市中京区 錦小路通堺町西入中魚屋町４９３ 飲食店 KI-0000-0386

京都ステーキ南大門錦店 京都市中京区 錦小路通堺町東入中魚屋町４８４　錦晴梅ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7074

秀寅 京都市中京区 錦小路通室町東入占出山町３１０　ヤママス錦プラザ２Ｆ 飲食店 JS-0000-3212

ぎをん本家 重兵衛 京都市中京区 錦小路通室町東入占出山町３１０－６　 飲食店 KI-0000-0391

（有）井傳 京都市中京区 錦小路通西洞院東入西錦小路町２４５ 飲食店 KI-0000-0392

味彩のと与 京都市中京区 錦小路通柳馬場東入東魚屋町１７３　２Ｆ 飲食店 KI-0000-0396

omo・cafe 京都市中京区 錦小路通麸屋町上梅屋町４９９ 飲食店 KI-0000-0397

くりきんとん 京都市中京区 錦大宮町１１６　mivna 京都大宮４Ｆ 飲食店 JS-0004-5817

Karasumaoike UI 京都市中京区 金吹町４５９ 飲食店 JS-0004-7175

棲家 三条 京都市中京区 恵比須町４３５－５ ２Ｆ 飲食店 JS-0005-8664

がじゅ丸 京都市中京区 恵比須町４４６ 飲食店 JS-0003-8755

BAR NEXT 京都市中京区 恵比須町５３４－１８　ステラム１号室 飲食店 KI-0000-0400

CAPO 京都市中京区 恵比須町５３４－３５ 飲食店 JS-0000-1767

木山 京都市中京区 絹屋町１３６　ヴェルドール御所１０２ 飲食店 JS-0003-2983

焼肉 弘商店 烏丸錦 京都市中京区 元法然寺町６８１　服部ビル西館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8706

露飯 京都市中京区 元法然寺町６８５　ウィステリアビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-5187

上古屋 京都市中京区 古西町４２７　　 飲食店 ZN-0001-8927

遊人亭 京都市中京区 古西町４２７－３０ 飲食店 JS-0003-3441

blancpierre 京都市中京区 御幸町通夷川上る松本町５７７　 飲食店 ZN-0001-8715

京のじどり屋晃 京都市中京区 御幸町通錦小路　上る船屋町３９８　 飲食店 ZN-0001-8890

レストラン＆カフェ サラオ 京都市中京区 御幸町通御池　上る亀屋町３７９－１　コンフォール御幸町御池フェル 飲食店 ZN-2000-0183

京のおへそ 京都市中京区 御幸町通蛸薬師下る船屋町３８６　 飲食店 ZN-0001-8714

鮨 やぶ内 京都市中京区 御幸町通蛸薬師下る船屋町３９９　さしあのビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9115

COSTA 京都市中京区 御倉町６６－３　NP 御倉町ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7598

桜真 京都市中京区 御池之町３０９ 飲食店 JS-0000-8614

京華 京都市中京区 鯉山町５０７　ランブラス室町六角１Ｆ 飲食店 JS-0001-2375

京和膳 鯛廼鯛 京都市中京区 鯉山町５３５　室蛸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1568

きぃぼう 京都市中京区 高宮町５９４　　 飲食店 ZN-0001-9006

ビストロ ラマージュ 京都市中京区 高倉通押小路上る瓦町５５５－１　西村良ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0270

串くら 本店 京都市中京区 高倉通御池上る柊町５８４　 飲食店 KI-0000-0408

Pinocchio 京都市中京区 高倉通竹屋町下る福屋町７２８－１　高倉ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8754

にほん酒食堂しずく 京都市中京区 高倉通二条下る瓦町５４０　　 飲食店 ZN-0001-8838

炭火と天ぷら 割烹なかじん 京都市中京区 高倉六角滕屋町１７５　 飲食店 KI-0000-0411

じろく亭 京都市中京区 材木町１７４黄桜ビル　４Ｆ 飲食店 JS-0003-0802

Candy 京都市中京区 材木町１７５　京都ゴールデンビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9969

cocott －α 京都市中京区 材木町１７５　京都ゴールデンビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-9972

安だち 京都市中京区 材木町１７６　　 飲食店 ZN-0001-9030

SK － North － 京都市中京区 材木町１７６　木屋町ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6859

牛串 ぶんぞう 先斗町店 京都市中京区 材木町１７６－３　ダイコービル 飲食店 JS-0002-1405
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吉乃 京都市中京区 材木町１７６－３　ダイコービル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1879

あおい 京都市中京区 材木町１８１－２　ニュー京都ビル１０３ 飲食店 JS-0002-5161

つゆしゃぶ 山福 京都市中京区 材木町１８７ 飲食店 JS-0000-8083

cherry 京都市中京区 材木町１８８－３　光ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-2969

先斗町 華楽 京都市中京区 材木町１８８－７ 飲食店 JS-0005-8372

酒菜米べゑ 京都市中京区 阪東屋町６６４－２５ 飲食店 JS-0004-0332

イノダコーヒ本店 京都市中京区 堺町三条下る道祐町１４０ 飲食店 KI-0000-0413

じき 宮ざわ 京都市中京区 堺町通四条上る八百屋町５５３－１ 飲食店 JS-0003-5076

あるとれたんと 京都市中京区 堺町通姉小路下る大阪材木町６９５－１　 飲食店 ZN-0001-8607

タントタント 京都市中京区 堺町通姉小路下る大阪材木町６９７　 飲食店 ZN-0001-8606

焼鳥かなざわ六角店 京都市中京区 桜之町４０６－２１　　 飲食店 ZN-2000-6562

BrasserieVAPEURS 三条新町 京都市中京区 三条新町西入釜座町３０ 飲食店 JS-0000-9723

食堂酒場 たなか 京都市中京区 三条猪熊町６４２　ハイツ白山１Ｆ 飲食店 JS-0003-2162

わがまま屋 京都市中京区 三条通り東洞院西入梅忠町２２　中井ビルＢ１Ｆ 飲食店 KI-0000-0423

烏丸 DUE 京都市中京区 三条通烏丸西入御倉町７９　文椿ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3916

ベジョータ烏丸三条店 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Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8804

喫茶葦島 京都市中京区 三条通河原町東入大黒町３７　文明堂ビル５Ｆ 飲食店 KI-0000-0430

神戸牛 丹山 鉄板焼 京都市中京区 三条通河原町東入中島町８４－１　 飲食店 ZN-0001-9039

とにまる ぶんぱく店 京都市中京区 三条通高倉京都文化博物館　ろうじ店舗内 飲食店 SL-2001-1440

イノダコーヒ 三条支店 京都市中京区 三条通堺町東入桝屋町６９ 飲食店 KI-0000-0435

本家 田毎 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１２ 飲食店 KI-0000-0442

かつくら 三条本店 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１６ 飲食店 KI-0000-0438

リプトン三条本店 1 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１６　 飲食店 KI-0000-1015

リプトン三条本店 2 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１６　 飲食店 KI-2000-0065

ガーネッシュ 京都市中京区 三条通室町西入衣棚町５９－２ 飲食店 JS-0002-2392

お好み焼 鉄板焼 ひのき 京都市中京区 三条通室町西入衣棚町６１　サンムロビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0664

うまいもんや室町応援団 京都市中京区 三条通室町東入御倉町６４　KB アネックスビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8832

酒陶 柳野 京都市中京区 三条通新町西入釜座町３３　１Ｆ 飲食店 JS-0000-0138

とり粋 京都市中京区 三条通新町西入釜座町３６　　 飲食店 ZN-0001-8809

アンパン 京都市中京区 三条通新町西入釜座町３７ 飲食店 JS-0000-5740

洛旬万菜 こしの 京都市中京区 三条通東洞院東南角　菱屋町３１　２Ｆ 飲食店 KI-0000-0447

かめかめ食堂 京都市中京区 三条通東洞院東入菱屋町３６　プラザコラム１０２　 飲食店 ZN-0001-8862

料理屋 自在 京都市中京区 三条通富小路西入中之町１２－３　 飲食店 ZN-0001-8637

雪月花サロン 京都市中京区 三条通富小路西入中之町２０　サクラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4556

柳家本店 京都市中京区 三条通富小路東入中之町２３　 飲食店 KI-0000-0451

うしのほねあなざ 京都市中京区 三条通柳馬場東入中之町１５－１　 飲食店 ZN-0001-8635

東洞院 SOU 京都市中京区 三文字町２２５東－Ａ 飲食店 JS-0004-2385

御料理 樋渡 京都市中京区 三本木５丁目４９６－２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-6688

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１Ｆ 飲食店 JS-0002-4567

SALUD 京都市中京区 山崎町２３６－１１　六角ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6550

Room 京都市中京区 山崎町２４６　クラリオンビル４０１　 飲食店 ZN-2000-3559

CASTLE WEST 京都市中京区 山崎町２５８　２Ｆ 飲食店 JS-0004-9180

Pub ＆ Diner FUEL 京都市中京区 山崎町２５８－２２　３Ｆ 飲食店 JS-0005-4936

e －とこ屋 京都市中京区 山崎町２５８－２４ 飲食店 JS-0002-2852
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株式会社 本家鳥初 京都市中京区 姉小路通河原町西入恵比須町４２８ 飲食店 KI-0000-0455

総本家 河道屋本店 京都市中京区 姉小路通御幸町西入姉大東町５５０ 飲食店 KI-0000-0456

THE ROCKIN’HEARTS 京都市中京区 姉大宮町西側７２－４ 飲食店 JS-0005-0645

A bar kyoto 京都市中京区 紙屋町３６６麗峰会館２Ｆ 飲食店 JS-0002-2890

馬野郎 京都市中京区 紙屋町３６８－１　SAKIZO ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-8918

棲家 本店 京都市中京区 紙屋町３７０－１－１４　２Ｆ 飲食店 JS-0002-8718

ミック 京都市中京区 紙屋町３７３－１　紙屋会館２Ｆ　 飲食店 SL-2000-2070

Precious 京都市中京区 紙屋町６７４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4377

京の焼肉処弘四条木屋町店 京都市中京区 紙屋町６７４－２　　 飲食店 ZN-0001-9022

ウイズ・ユー 京都市中京区 寺町通錦上る　 飲食店 KI-0000-0476

カフェ＆ブラッスリー パリ 21 区 京都市中京区 寺町通錦上る　 飲食店 KI-0000-0477

京都ダイニング 市場小路 寺町店 京都市中京区 寺町通錦上る　 飲食店 KI-0000-0478

3 度目の正直 京都市中京区 寺町通御池上る上本能寺前町４８０－３　 飲食店 ZN-0002-5853

株式会社 三嶋亭 京都市中京区 寺町通三条下る桜之町４０５　 飲食店 KI-0000-1016

三嶋亭 1 京都市中京区 寺町通三条下る桜之町４０５　 飲食店 KI-2000-0107

三嶋亭 2 京都市中京区 寺町通三条下る桜之町４０５　 飲食店 KI-2000-0108

直会 撰 京都市中京区 寺町通三条上る天性寺前町５２９ 飲食店 JS-0002-7839

京都焼肉ホルモン南大門四条寺町店 京都市中京区 寺町通四条上る中之町５４３－２　 飲食店 ZN-0001-9002

ELLORA 京都市中京区 寺町通四条上る中之町５４８－５　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0544

インディアンレストラン アショカ 京都市中京区 寺町通四条上る中之町５５９　菊水ビル３Ｆ 飲食店 KI-0000-0486

鉄板焼 世都 京都市中京区 寺町通蛸薬師上る東側町４９８　 飲食店 SL-2000-0841

もりとし 京都市中京区 寺町六角下る式部町２６５ 飲食店 KI-0000-0518

TAKANOYA 京都市中京区 蒔絵屋町２５５ 飲食店 JS-0004-3589

TAKANOYA 京都市中京区 蒔絵屋町２５５ 飲食店 JS-0005-9315

京夕け 善哉 京都市中京区 室町通夷川上る鏡屋町４４－３ 飲食店 KI-0000-0520

お好み焼 鉄板焼 ひのき 四条烏丸店 京都市中京区 室町通錦小路下る菊水鉾町５６９　カワツカシュコウビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2458

京季節料理凛月 京都市中京区 室町通御池上る御池之町３０８　 飲食店 ZN-0001-8672

TeppanSteakHouse 青山 京都市中京区 室町通姉小路下る役行者町３５９－１　 飲食店 ZN-0001-8872

瓢亭 MARU 京都市中京区 室町通新町の間四条上る　四条烏丸ビル 飲食店 KI-0000-0522

室町二條みのや 京都市中京区 室町通二条下る蛸薬師町２７０　 飲食店 SL-2000-4855

本家 尾張屋 京都市中京区 車屋町通二条下る仁王門突抜町３２２ 飲食店 KI-0000-0524

グリル フレンチ 京都市中京区 小川通御池上る下古城町３７７　 飲食店 KI-0000-0525

ほいっぽ 京都市中京区 少将井御旅町３５２－１　ラフト１Ｆ 飲食店 JS-0002-2289

焼肉どうらく京都六角通り店 京都市中京区 松ヶ枝町４５５　　 飲食店 ZN-0001-4695

御幸町田がわ 京都市中京区 松本町５７５ 飲食店 ZN-0001-8982

寿司深川龍丈 京都市中京区 松本町５７６－２　　 飲食店 ZN-0001-8914

日本一学生を応援する居酒屋ここでのめ 京都市中京区 樵木町２０２－１－４Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-8955

割烹露瑚 京都市中京区 上樵木町４９１－６　 飲食店 SL-2000-7926

大原家 京都市中京区 上大阪町５１５　MIYUKI ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1962

craft dining upit 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 飲食店 JS-0003-9093

韓杯房プルダ三条木屋町 京都市中京区 上大阪町５１６　キヤマチジャンクションビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-4535

割烹なか川三条木屋町 京都市中京区 上大阪町５３２－２０　フォーラム木屋町Ｂ１Ｆ 飲食店 SL-2001-0100

寺町ハンバーグ 極楽蜻蛉 京都市中京区 常盤木町５５ 飲食店 JS-0003-2302

京寿しふぐ料理 大黒 京都市中京区 新京極三条下る桜之町３９７－４ 飲食店 KI-0000-0528
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新京極 田ごと 京都市中京区 新京極通り四条上る中之町５４７ 飲食店 KI-2000-0021

花たぬき河原町店 京都市中京区 新京極通三条下る東入松ケ枝町４５６－６　YOGI ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-9050

レストラン スター 京極店 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５３９ 飲食店 KI-0000-0543

キリンシティー新京極店 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５３９　Ｂ１Ｆ 飲食店 KI-0000-0541

tsujikawa 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５７７　 飲食店 ZN-2000-1614

焼鳥 おこし 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５７７－１２ 飲食店 JS-0002-8286

BrisketRONY 京都市中京区 新町通錦小路下る小結棚町４３４－４　 飲食店 ZN-2000-6494

むかでや本店 京都市中京区 新町通錦小路上る百足屋町３８１　 飲食店 KI-0000-0564

ワインと串揚げ こぱん 烏丸店 京都市中京区 新町通四条上る東入観音堂町４７０　道家ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4609

天正 京都市中京区 真如堂町３２３－４ 飲食店 JS-0002-6531

SUMIYA PINN 京都市中京区 神明町７４－５ 飲食店 JS-0002-2370

たん弥 京都市中京区 壬生御所ノ内町　１２ 飲食店 KI-0000-0565

旬菜家 さら 京都市中京区 壬生高樋町１ 飲食店 JS-0004-6372

京の焼肉処 弘 本店 京都市中京区 壬生朱雀町２－６　　 飲食店 ZN-0001-8878

元祖力肉 みよ志 京都市中京区 壬生朱雀町８－１３ 飲食店 JS-0000-7109

パッタイ 京都市中京区 壬生森町５８－１１ 飲食店 JS-0003-7742

食宴酒家 マエダダイナスティー西入ル 京都市中京区 壬生西土居ノ内町１９ 飲食店 JS-0002-5188

LeDessin 京都市中京区 壬生西檜町１１ 飲食店 ZN-2000-2622

蘭桂坊 京都市中京区 壬生西檜町６　エスティーハウス１Ｆ 飲食店 JS-0001-1272

香蘭 京都市中京区 壬生仙念町１４　朝和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6063

あかやしろ 焔 京都市中京区 壬生仙念町１４－１ 飲食店 JS-0001-9980

ステーキ食堂正義 京都市中京区 壬生仙念町１８－２　　 飲食店 ZN-0001-4667

京町屋 Dining 楓 京都市中京区 壬生仙念町１９－１ 飲食店 JS-0004-6797

相撲茶屋  大関 京都市中京区 壬生土居ノ内町１９ー２１ 飲食店 SL-2001-0341

郁兵衛 京都市中京区 壬生東高田町２　 飲食店 KI-0000-0570

牛々亭 京都市中京区 壬生東高田町２－２　 飲食店 KI-0000-0571

京・寿司おおきに 京都市中京区 壬生東高田町４１ 飲食店 SL-2000-4852

酒彩 ぎんなん 京都市中京区 壬生東檜町９－１ 飲食店 JS-0004-7684

楓 はなれ 京都市中京区 壬生淵田町１－１ 飲食店 JS-0004-6796

味ごころ談 京都市中京区 壬生坊城町１３－３　木村四条ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8836

山角や楼 京都市中京区 壬生坊城町２４－３　正美堂第２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1860

厨房 ながの 京都市中京区 壬生坊城町４８－３　壬生坊城第２団地１－１０１ 飲食店 JS-0004-1871

PizzeriaALCAMINO 京都市中京区 壬生坊城町５３－６　坊城ビル１０４　 飲食店 ZN-2000-3754

京色二条店 京都市中京区 晴明町６５６－１　　 飲食店 ZN-0001-8830

ツキトカゲ 本店 京都市中京区 晴明町６７２－２ 飲食店 JS-0000-7188

フレンチバード 京都市中京区 晴明町６７４　ヴァインオークニック１Ｆ 飲食店 JS-0001-5749

丸福 京都市中京区 正行寺町６６９ 飲食店 ZN-0001-8989

やきとり大吉 円町店 京都市中京区 西ノ京円町１２ 飲食店 JS-0003-1352

居酒屋 koyaji 円町店 京都市中京区 西ノ京円町２２　　 飲食店 ZN-0001-8840

担担麺 胡 京都市中京区 西ノ京円町２４－３ 飲食店 JS-0004-6946

炭焼商店おまる 京都市中京区 西ノ京下合町３６ 飲食店 JS-0005-8463

京料理 釣生洲 京都市中京区 西ノ京御輿岡町１５ 飲食店 KI-2000-0138

さかき 京都市中京区 西ノ京小堀町１－８　カミューレメリーランス１Ｆ 飲食店 KI-0000-0574

KameBar8 京都市中京区 西ノ京職司町２６　ティモネ御池１Ｆ 飲食店 JS-0001-4320
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はなはな 京都市中京区 西ノ京職司町２６－１２　アパル御池１Ｆ 飲食店 JS-0001-6497

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　　 飲食店 ZN-0001-8685

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１Ｆ 飲食店 JS-0000-8372

花登 京都市中京区 西ノ京船塚町１８御前御池上る 飲食店 KI-0000-0575

ちゃばな 円町店 京都市中京区 西ノ京中御門東町１３８　紀ノ国屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6168

イタリア料理 カ・デル・ヴィアーレ 京都市中京区 西ノ京栂尾町１１７　　 飲食店 ZN-0001-8689

花たぬき御池店 京都市中京区 西ノ京東中合町７８　丸萬ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9054

アニモ 京都市中京区 西ノ京銅駝町６７　　 飲食店 ZN-0001-8746

炭火焼肉 王 京都市中京区 西ノ京南原町８４ 飲食店 JS-0001-6971

御料理こしの 京都市中京区 西ノ京伯楽町２５－２　大前荘１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9020

Dip jyoti 京都市中京区 西ノ京北壺井町１０４ 飲食店 JS-0004-7003

鉄板れすとらん まる 京都市中京区 西ノ京冷泉町７ 飲食店 JS-0005-1579

HUONG VIET 京都市中京区 西押小路町１１８ 飲食店 JS-0003-3082

LeNAPPOLI 京都錦店 京都市中京区 西魚屋町６０４　ファストコート四条錦２Ｆ 飲食店 SL-2000-3453

アロック 京都市中京区 西魚屋町６０４　ファストコート四条錦４Ｆ 飲食店 JS-0005-1018

BeerMan 京都市中京区 西魚屋町６０７　フォーラム烏丸２０２　 飲食店 ZN-0001-9010

BAR 京もーど 京都市中京区 西錦小路町２４７－１　山久ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1043

ごはんや 嬉々 京都市中京区 西大文字町６０５ 飲食店 JS-0003-3972

棲家 富小路 京都市中京区 西大文字町６１５　メディナ四条富小路２Ｆ 飲食店 JS-0002-8717

Dining ＋ Cafe ＆ Bar 閏 京都市中京区 西洞院通御池上る押西洞院町６１０　 飲食店 ZN-0001-8621

ilpozzo 京都市中京区 西洞院通三条下る柳水町７７－２ 飲食店 JS-0001-9396

大黒屋 京都市中京区 西木屋町蛸薬師東入南車屋町２８１ 飲食店 KI-0000-0583

たん熊 北店 京都市中京区 西木屋町通り四条上る紙屋町３５５ 飲食店 KI-0000-0584

たこやき王子 京都木屋町店 京都市中京区 西木屋町通六角下る北車屋町２７２－１ 飲食店 JS-0003-3043

旬菜 いまり 京都市中京区 西六角町１０８ 飲食店 JS-0001-0709

木春 京都市中京区 醒ヶ井通錦小路下る藤西町５９５－２　 飲食店 ZN-2000-0868

京おばんざい えん 京都市中京区 石屋町１２２－５ 飲食店 JS-0003-9909

ミンミン三条店 京都市中京区 石屋町１２６　　 飲食店 ZN-0001-4650

富美家 京都市中京区 先斗町三条下る橋下町１３４　 飲食店 ZN-0001-8664

一粒庵 京都市中京区 先斗町四条上る柏屋町１６９ 飲食店 KI-0000-0585

たから 京都市中京区 先斗町通り四条上る柏屋町１７３－２ 飲食店 KI-0000-0586

orange 京都市中京区 先斗町通橋下町１３３－１　エメラルド会館４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8842

先斗町 焼肉やまかわ本店 京都市中京区 先斗町通三条下る２若松町１３７－７ 飲食店 JS-0004-6719

松坂牛 焼肉の GANSAN 先斗町別邸 京都市中京区 先斗町通三条下る２丁目若松町１３７－１１ 飲食店 KI-2000-0136

よし菜 京都市中京区 先斗町通三条下る２丁目若松町１４１－１ 飲食店 KI-0000-0588

くしかんざし久 京都市中京区 先斗町通三条下る下樵木町１９２　 飲食店 KI-0000-0590

先斗町 百練 京都市中京区 先斗町通三条下る橋下町１３３－１　エメラルド会館１Ｆ 飲食店 JS-0002-9499

MARBLE ROOM 京都市中京区 先斗町通三条下る橋下町１３５　先斗町ビル４Ｆ 飲食店 KI-0000-0587

花心亭 みのこう 京都市中京区 先斗町通三条下る材木町１８８－８ 飲食店 KI-0000-0589

うしのほね本店 京都市中京区 先斗町通三条下る若松町１３７－１２　 飲食店 ZN-2000-6443

先斗町佳粋 京都市中京区 先斗町通三条下る若松町１３７－３　 飲食店 ZN-0001-8922

先斗町花柳 京都市中京区 先斗町通三条下る若松町１３８－５　 飲食店 ZN-0001-8722

京料理卯柳 京都市中京区 先斗町通三条下る若松町１４１－１４　 飲食店 ZN-0001-8744

炙り焼き かつの 京都市中京区 先斗町通四条上る下樵木町２０３　高喜ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4980
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彩味たき井 京都市中京区 先斗町通四条上る松本町１６１　大国ビル１Ｆ 飲食店 KI-0000-0592

京町 京都市中京区 先斗町通四条上る東側梅之木町１５６　 飲食店 ZN-0001-8643

旬肴 ひなか 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町２１４－１ 飲食店 JS-0000-3510

串ェ門 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町２２７ 飲食店 JS-0003-8354

一花 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町２２７ 飲食店 JS-0003-9175

烹祥庵 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町２２７　紫光会館１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8902

Italiana スフィーダ 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町２３２－１０　 飲食店 ZN-0001-8942

春神 京都市中京区 先斗町通四条上る柏屋町１６９－３　 飲食店 ZN-0001-8763

開陽亭 京都市中京区 先斗町通四条上る柏屋町１７３－３　 飲食店 KI-0000-0593

いろは北店 京都市中京区 先斗町通四条上鍋屋町２１５ 飲食店 KI-0000-0591

炭焼芹生 京都市中京区 占出山町２９９　ヒラタビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9031

逸品 はし長 京都市中京区 泉正寺町３２３　松本ビル１０１ 飲食店 JS-0000-6590

BEER PAB TAKUMIYA 京都市中京区 船屋町４００ 飲食店 JS-0005-9210

Leclat 京都市中京区 相生町２８１ 飲食店 JS-0004-5959

焼肉いってつ GRAZIE 烏丸店 京都市中京区 帯屋町５７１　さたけビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8851

サーモンキング 京都市中京区 大黒町４２　大黒町ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1013

Lani cafe 京都市中京区 大黒町７１－２３ 飲食店 JS-0001-8660

にくしま 京都市中京区 大倉町２０７－２ 飲食店 JS-0005-4320

益や酒店 京都市中京区 大日町４２６　デコ２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9270

和食房つるや勇寿 京都市中京区 大文字町４１－１　ハイツクリオネ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8897

炭火 ろぐ 京都市中京区 大文字町４２－６ 飲食店 JS-0003-2414

Fluffy’s Cafe 京都市中京区 蛸薬師通り新京極東入る裏寺町５９５－３ 飲食店 JS-0005-9352

オステリアバスティーユ 京都市中京区 蛸薬師通烏丸東入一蓮社町３１０　メゾン高見１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8817

IL Ciliegio 京都市中京区 蛸薬師通烏丸東入一蓮社町３１２　I・Company 蛸薬師ビル２Ｆ 飲食店 KI-0000-0595

風枝 京都市中京区 蛸薬師通室町西入姥柳町１８９　エチカビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8622

Bruno 京都市中京区 蛸薬師通富小路東入油屋町１４６　ラポルトビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0504

Charcoal 京都市中京区 炭之座町４１６－１７ 飲食店 JS-0004-4930

TRATTORIA nudo 京都市中京区 池元町４０１－１　御池ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9100

遊旬きん安 京都市中京区 竹屋町間之町東入楠町６１８　 飲食店 ZN-0001-8820

ふじ亭 京都市中京区 竹屋町通り冨小路東入魚屋町４３９ 飲食店 KI-0000-0601

魚料理 なかの 京都市中京区 竹屋町通烏丸東入清水町３８６－１ 飲食店 JS-0000-8613

Restaurant 青いけ 京都市中京区 竹屋町通高倉西入塀之内町６３１ 飲食店 JS-0001-4405

株式会社 実伶 京都市中京区 竹屋町通室町東入亀屋町１４３－２ 飲食店 KI-0000-0602

京料理やまの 京都市中京区 竹屋町通室町東入道場町２１－３　 飲食店 KI-0000-0603

日本酒とおばんざいの京酒場 けんすい錦 京都市中京区 中魚屋町４９９　２Ｆ 飲食店 JS-0004-5845

お好み焼 とんとん 京都市中京区 中筋町４９３ 飲食店 JS-0003-0004

旅籠屋アームデュギャルソン 京都市中京区 中町通夷川上る鉾田町２９２　 飲食店 ZN-0001-8590

がんこ三条本店 京都市中京区 中島町１０１　三条大橋西 飲食店 AX-0000-0276

Sunny 京都市中京区 中島町１０５タカセビル９Ｆ 飲食店 JS-0005-8866

ハヂメ 京都市中京区 中之町５６５－２３ 飲食店 JS-0001-2313

旬ダイニング すいば 京都市中京区 中之町５６５－２３　ハレの日花遊小路２Ｆ 飲食店 JS-0003-6631

モリタ屋 本店 京都市中京区 猪熊通四条上る錦猪熊町５２１ 飲食店 KI-0000-0605

Lajolla 京都市中京区 長浜町１５４－２ 飲食店 JS-0002-1654

和鉄板 ぞろんぱ 京都市中京区 槌屋町１０２－１ 飲食店 JS-0001-4153
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株式会社茨木屋 寺町店 京都市中京区 天性寺前町５２２－７　 飲食店 KI-0000-0607

棲家 新京極 京都市中京区 東側町５０８ 飲食店 JS-0002-8716

京都牛光 京都市中京区 東側町５３４　天清ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2523

Leje 京都市中京区 東大文字町３０６ 飲食店 JS-0004-7093

Bini 京都市中京区 東洞院通丸太町下る三本木町４４５－１ 飲食店 JS-0005-0763

焼肉 北山 東洞院店 京都市中京区 東洞院通錦小路下る阪東屋町６６４－２４　東洞院ビル　 飲食店 ZN-0001-8712

三條尾張屋 京都市中京区 東洞院通三条下る三文字町２１６－１ 飲食店 KI-0000-0608

LIBERTE 京都店 京都市中京区 東洞院通六角下る御射山町２７３ 飲食店 JS-0005-7861

omoya 東洞院 京都市中京区 東洞院通六角下る御射山町２８３ 飲食店 KI-2000-0115

すい月 京都市中京区 東木屋町通四条上る鍋屋町２２９　 飲食店 ZN-0001-8758

草木嵩之 京都市中京区 堂之前町２３０－２　大輝六角ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9546

鉄板ビストロ マクロ 京都市中京区 道祐町１３５－１ 飲食店 JS-0004-4339

菜の雫 京都市中京区 道祐町１３５－１　三条食彩ろぉじ 飲食店 JS-0005-9459

和彩たか 京都市中京区 鍋屋町２０９－３　木屋町岡本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4978

JellyBeansRocket 京都市中京区 鍋屋町２０９－３　木屋町岡本ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4327

京・黒桜 京都市中京区 鍋屋町２１１－２ 飲食店 JS-0002-2918

天の川 京都市中京区 鍋屋町２１１－３　１Ｆ 飲食店 JS-0003-6702

鮨くいじーぬ しゃり 京都市中京区 鍋屋町２１１－３　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6699

天よし 京都市中京区 鍋屋町２１３ 飲食店 JS-0001-3346

味自慢相撲鶏 京都市中京区 鍋屋町２２０－１ 飲食店 JS-0002-6168

京都 立呑 きよきよ 京都市中京区 鍋屋町２２０－１ 飲食店 JS-0004-1471

HoneyBetterBar 京都市中京区 鍋屋町２２０－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3086

ワインと炭火焼き隠家 京都市中京区 鍋屋町２２０－６　弥栄ビル先斗町２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7294

花見ざんまい 京都市中京区 鍋屋町２２１　木屋町５０ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-1672

BARDRAM 京都市中京区 南車屋町２８２－１　シルバービル２Ｆ北側　 飲食店 ZN-0001-4555

39 餃子 京都市中京区 南車屋町２８８　京都ロイヤルビル１Ｆ奥 飲食店 JS-0003-5359

れすとらん西島 京都市中京区 二条通河原町東入樋之口町４６３　西村ビル１Ｆ 飲食店 KI-0000-0610

二条有恒 京都市中京区 二条通寺町西入丁子屋町６９４－３　 飲食店 ZN-0001-8877

二条有恒 京都市中京区 二条通寺町西入丁子屋町６９４－３　 飲食店 ZN-2000-2414

即今藤本 京都市中京区 二条通寺町東入榎木町９２－１２　 飲食店 ZN-0001-4658

旬味 きのした 京都市中京区 二条通寺町東入榎木町９２－７　佐野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4289

二條 葵月 京都市中京区 二条通柳馬場東入晴明町６５９　バインオークファイン１Ｆ 飲食店 JS-0001-9110

京家 KIYOMIZU 錦麸屋町 京都市中京区 梅屋町４９３ 飲食店 JS-0005-0027

龍馬 三条烏丸店 京都市中京区 梅忠町２４　三条 COHJU ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5642

cafe ＆ diningBambi 京都市中京区 白壁町４４２ 飲食店 JS-0002-5710

BARDOTs 京都市中京区 八百屋町５３８－１　堺町錦ビルディング２Ｆ 飲食店 ZN-2000-4031

祇園京料理 花咲 錦店 京都市中京区 八百屋町５４９ 飲食店 JS-0002-2911

メキシコ食堂オラレ 京都市中京区 八百屋町５５５　澤栄ビル１０１ 飲食店 SL-2000-4700

ほんまもん和牛 肴家ひらり 京都市中京区 備前島町３０９－４ 飲食店 SL-2000-5969

寿司 ふじ吉 京都市中京区 尾張町２０３－１　　 飲食店 ZN-2000-0138

周知 京都市中京区 尾張町２０３－２ 飲食店 JS-0004-2123

炭火焼 木石 京都市中京区 尾張町２２０　塩田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1809

レストランドルチ 京都市中京区 毘沙門町５５３　御幸町ビル１０１ 飲食店 JS-0005-5064

京料理 なかむら 京都市中京区 富小路御池下る松下町１３６ 飲食店 KI-0000-0613
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とん漫 京都市中京区 富小路通姉小路下る福長町１１８－１ 飲食店 KI-0000-0618

京家きよみず 木屋町 京都市中京区 米屋町３７８ 飲食店 JS-0001-5645

酒場エビス 京都市中京区 米屋町３７８－１　 飲食店 SL-2000-8376

和カフェ 季の音 京都市中京区 米屋町３８４　くらもとビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-7533

ENIGMA Aflo 京都市中京区 北車屋町２６５　グランタックビル２０Ｂ 飲食店 JS-0001-4824

覚王 京都市中京区 北車屋町２６６－１ 飲食店 JS-0004-6513

焼き鳥とりしげ 京都市中京区 北車屋町２６７－１　bal 北ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6535

ザ・ドア 堀川店 京都市中京区 堀川通四条上る錦堀川町６４４　 飲食店 KI-0000-0619

ピエールプレシウーズ 京都市中京区 堀之上町１２９　プラネシア六角高倉３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4813

レモン 京都市中京区 桝屋町５１４　コリスアルタス１Ｆ 飲食店 JS-0005-8133

完熟近江牛鴨川 京都市中京区 末丸町２６５－１１Ｆ 飲食店 JS-0000-5503

山とみ 京都市中京区 木屋町御池下る上大阪町５１５　MIYUKI ビル２Ｆ 飲食店 KI-2000-0109

割烹やました 京都市中京区 木屋町御池上る　 飲食店 KI-0000-0620

京料理 竹島 ICHIGO 京都市中京区 木屋町御池上る上樵木町４９６　アイル竹嶋１Ｆ奥 飲食店 SL-2000-9271

CLUB DESERT 京都市中京区 木屋町四条上る下樵木町２００－２　 飲食店 KI-0000-0622

蘭 京都市中京区 木屋町四条上る鍋屋町２１２－６ 飲食店 KI-0000-0621

ガストロパブ タイグ 京都市中京区 木屋町通御池上る上樵木町４９８ 飲食店 KI-0000-0624

串かつ こぱん 先斗町店 京都市中京区 木屋町通三条下る材木町１８０－１　１Ｆ 飲食店 JS-0003-4560

さざんか亭六角店 京都市中京区 木屋町通三条下る材木町１８４　京都レジャーランド１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8709

亀八 京都市中京区 木屋町通三条下る材木町１８５－３ 飲食店 JS-0001-6535

BURST つんく bar 京都市中京区 木屋町通三条下る材木町１８８－３　光ビル東２Ｆ 飲食店 ZN-2000-2793

串の一休 京都市中京区 木屋町通三条下る石屋町１１５　　辻田ビル１Ｆ 飲食店 KI-0000-0625

魚棚ふみ文 京都市中京区 木屋町通三条下る石屋町１２１　先斗町松嶋屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 KI-0000-0626

和牛ステーキ弘 京都市中京区 木屋町通三条下る石屋町１２３　PONTONITE SANJYOOHASHI ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5406

マーサーブランチテラスハウスキョウト 京都市中京区 木屋町通三条下る石屋町１２３　PONTONITE SANJYOOHASHI ３・４Ｆ 飲食店 ZN-2000-5430

京料理 梅むら 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５１２ 飲食店 KI-0000-0623

臼松 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５１６　キヤマチジャンクションビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5231

ツバクロすっぽん食堂 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５１６　キヤマチジャンクションビル４Ｆ 飲食店 SL-2000-8788

燻し銀 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５１７－１ 飲食店 JS-0000-9768

河久 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５１８ 飲食店 KI-0000-0629

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 飲食店 JS-0005-8865

花美ばし 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５２４－１　 飲食店 ZN-0001-8608

KHAJURAHO 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５３０　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9040

モリタ屋 木屋町店 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５３１ 飲食店 KI-0000-0628

モリタ屋 木屋町店 離 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５３１ 飲食店 KI-2000-0093

こま井亭 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５３２ 飲食店 KI-0000-0627

OTAKU Bar iSM 京都市中京区 木屋町通四条上る鍋屋町２０９－３　岡本ビル４Ｆ 飲食店 KI-0000-0631

伏見蔵先斗町南庵 京都市中京区 木屋町通四条上る鍋屋町２１２－２　 飲食店 ZN-0001-8864

亀八別館 京都市中京区 木屋町通四条上る二丁目下樵木町２０８－３ 飲食店 JS-0001-6619

豆屋源蔵 京都市中京区 木屋町通二条下る上樵木町４９０－１　 飲食店 SL-2000-4291

京酒房 藤かわ 京都市中京区 木屋町通二条下る上樵木町４９１－４　 飲食店 SL-2000-3986

Do you 京都市中京区 木屋町通二条下る上樵木町４９１－７ 飲食店 JS-0001-9582

さつき 京都市中京区 木屋町通二条下る上樵木町４９５ 飲食店 JS-0001-8487

ワインと和食みくり 京都市中京区 木屋町通二条東入東生洲町３８－１ 飲食店 KI-0000-0632
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BARK6 京都市中京区 木屋町通二条東入東生洲町４８１　ヴァルズビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8720

洋彩 WARAKU 柳馬場店 京都市中京区 柳馬場錦小路下る瀬戸屋町４７０－２　錦柳ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5114

京色柳馬場店 京都市中京区 柳馬場錦小路下る瀬戸屋町４７３－１　 飲食店 ZN-0001-8760

翁樹庵 京都市中京区 柳馬場三条上る油屋町８７　 飲食店 KI-0000-0634

鮨すずか 京都市中京区 柳馬場通夷川東入俵屋町３０５　FORUM 夷川　 飲食店 ZN-0001-4572

L’ajitto 京都市中京区 柳馬場通二条下る等持寺町１－７ 飲食店 JS-0002-7350

海鮮処 一 京都市中京区 柳馬場通六角下る井筒屋町４００－１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-7959

有限会社 レ・シャンドール 京都市中京区 柳馬場六角下る井筒屋町４１９　ステューディオ４１９ 飲食店 KI-0000-0637

山とみ 京都市中京区 柳馬場六角下る井筒屋町４２１ 飲食店 KI-2000-0110

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１Ｆ 飲食店 JS-0002-2414

パエリアレストランバラッカ 京都市中京区 柳八幡町７８　　 飲食店 ZN-0001-8910

レストラン コム シェ ミッシェル 京都市中京区 柳八幡町８０－１　１Ｆ 飲食店 JS-0000-3200

ヤキニク甲 京都市中京区 油屋町１２０－１　　 飲食店 ZN-0001-9003

CANTINE AU DISCO 京都市中京区 油屋町９４ 飲食店 JS-0004-1355

B legumes a table 京都市中京区 油小路通錦小路下る藤本町５５９－１ 飲食店 JS-0004-8015

一華 京都市中京区 油小路通二条下る二条油小路町２６４－１ 飲食店 JS-0001-8269

ダイニング 百練 京都市中京区 裏寺町通四条上る中之町５７２　しのぶ会館２Ｆ 飲食店 JS-0000-1850

まえはら。 京都市中京区 両替町通二条上る北小路町１０８－１　 飲食店 ZN-0001-4571

満亭 京都市中京区 六角通河原町東入山崎町２５８　 飲食店 KI-0000-0638

キッチンゴン 六角店 京都市中京区 六角通高倉東入堀之上町１２９ 飲食店 JS-0003-1433

ひとしお 京都市中京区 六角通富小路東入大黒町８８　シルブープレビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3645

肉専科はふう 本店 京都市中京区 麩屋町夷川上る笹屋町４７１－１　 飲食店 ZN-0001-8585

プチレストラン ないとう 京都市中京区 麩屋町通押小路上る西側尾張町２１７　サンロータス池治１Ｆ 飲食店 KI-0000-0635

権太呂 四条本店 京都市中京区 麩屋町通錦小路下る桝屋町５２１　 飲食店 KI-0000-0649

すし処 満 京都市中京区 麩屋町通三条下る白壁町４３６　 飲食店 ZN-2000-7105

晦庵 河道屋 京都市中京区 麩屋町通三条上る下白山町２９５ 飲食店 KI-0000-0650

別館 K 家 京都市中京区 麩屋町通三条上る下白山町２９７　 飲食店 ZN-0001-8870

レモン 京都市中京区 麩屋町通四条上る桝屋町５１４　コリスアルタス１Ｆ 飲食店 JS-0000-4322

MICASADECO ＆ CAFE 京都市中京区 麩屋町通蛸薬師下る梅屋町４８０　１Ｆ 飲食店 JS-0004-0946

mumurik 京都市中京区 麩屋町通蛸薬師下る梅屋町４８８　Kooza 麩屋町１Ｆ 飲食店 JS-0000-7906

Agri 京都市中京区 麩屋町通二条下る尾張町２０８　クレール仲井Ｔ１０２ 飲食店 JS-0002-0969

天照杉 京都市中京区 麩屋町通二条下る尾張町２３６－１　 飲食店 ZN-2000-5127

さかな波波 京都市中京区 麩屋町二条下る尾張町２３１　麩屋町二条ビューハイツ 飲食店 KI-0000-0652

イオプラス 京都市中京区 伊勢屋町３５７　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0003-1597

島田装飾夷川店 京都市中京区 夷川通高倉西入山中町５４６－１ ショッピング KI-0000-0317

株式会社 宮崎 京都市中京区 夷川通堺町西入百足屋町１５２　 ショッピング KI-0000-0318

korut jewelleryworks 京都市中京区 夷川通新烏丸東入梅之木町１４７－２　新烏丸森ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1781

アトリエ・プーゼ 京都市中京区 夷川通東洞院東入山中町５３７ ショッピング KI-0000-0319

豆政 蘇枋庵 京都市中京区 夷川通柳馬場西入６丁目２６４ ショッピング KI-0000-0320

ヒーミー京都店 京都市中京区 夷川通両替町西入巴町８２ ショッピング JS-0003-2270

TEMBEA 京都市中京区 夷川通麩屋町東入布袋屋町５２７ ショッピング JS-0004-2732

OOO 京都市中京区 衣棚通二条上る竪大恩寺町７４０－１　顔のいえ１Ｆ ショッピング JS-0002-3173

シャーロックホームズ京都店 京都市中京区 一之船入町５３７－４　ホテルオークラ内コンフォート内　 ショッピング ZN-0002-4505

SABU 京都市中京区 烏丸通丸太町下る大倉町２０４ ショッピング JS-0005-5021
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京都寺内 四条烏丸店 京都市中京区 烏丸通四条上笋町６８８　第１５長谷ビル ショッピング KI-0000-0322

eNu 烏丸店 京都市中京区 烏丸通蛸薬師下る手洗水町６４６－２　烏丸第三スタービル２Ｆ ショッピング KI-0000-0324

岡崎印房 京都市中京区 烏丸通二条下る秋野々町５１９ ショッピング KI-0000-0325

ツカモト市田株式会社 京都市中京区 烏丸通六角下る七観音町６３４　カラスマプラザ２１２Ｆ ショッピング JS-0003-7509

Flower shop hirugao 京都市中京区 烏丸二条下る秋野々町５３０　翠洸ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5163

PARABOX 京都市中京区 永楽町２２４　とーべえビル３０１ ショッピング JS-0003-6226

mignon 京都市中京区 永楽町２３４ ショッピング JS-0004-0134

エイリン 御池店 京都市中京区 押西洞院町５９０－５ ショッピング JS-0003-0950

花だよ里 京都市中京区 横鍛冶町１０４ ショッピング KI-0000-0328

やさしい靴工房 京都市役所前店 京都市中京区 下丸屋町４０４　タケウチウイング１Ｆ ショッピング JS-0002-1236

Black House 京都市中京区 下丸屋町４１０　ユニティー河原町ビル３Ｆ ショッピング JS-0004-1039

月のいろ 京都市中京区 下丸屋町４１３－４－１０５　レスタージュ御池高瀬川１Ｆ ショッピング JS-0000-8987

BLACK PAINT 御所東店 京都市中京区 下御霊前町６３１－３　岡崎ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0330

musubi Kyoto 寺町店 京都市中京区 下本能寺前町５１５　ギャラリーカトビル１Ｆ ショッピング KI-2000-0020

三森美術 京都市中京区 下本能寺前町５１６　ウジモトビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0331

㈱ワタナベ楽器店ポピュラーミュージックスクール 京都市中京区 河原町夷川上る指物町３２２　京都本店２Ｆ ショッピング KI-0000-0332

ミュール ミュール 京都市中京区 河原町三条上る　 ショッピング KI-0000-0335

株式会社 キクオ書店 京都市中京区 河原町三条上る恵美須町４３０ ショッピング KI-0000-0337

京つけもの 大安 京都市中京区 河原町三条大黒町３６　 ショッピング KI-0000-0339

ギャラリー  にしかわ 京都市中京区 河原町四条上る塩屋町３３２　マロニエビル２Ｆ ショッピング KI-0000-0341

永楽屋 細辻伊兵衛商店 新京極三条店 京都市中京区 河原町西入石橋町１１　SMJ 三条共同ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0342

大学堂書店 京都市中京区 河原町通　三条下る大黒町５４ ショッピング KI-0000-0343

（株）ワタナベ楽器店 京都デジタル館 1F 京都市中京区 河原町通夷川上る指物町３２６ ショッピング KI-0000-0345

NADELL 京都市中京区 河原町通夷川上る指物町３３０－２ ショッピング JS-0001-4548

株式会社 ワタナベ楽器店 京都本店 京都市中京区 河原町通夷川上る指物町３３２ ショッピング KI-0000-0346

サロンドグレー／ゴールドファイル  京都ホテルオークラ店 京都市中京区 河原町通御池　京都ホテルオークラＢ１Ｆコンフォート内 ショッピング SL-2001-1417

宮秋養元堂薬局 京都市中京区 河原町通三条下る２丁目山崎町２５２ ショッピング KI-0000-0349

VOLCAN ＆ APHRODITE 河原町 京都市中京区 河原町通三条下る３丁目奈良屋町２８９ ショッピング JS-0003-5821

ブティック ティアラ 京都市中京区 河原町通三条下る大黒町３８－１ ショッピング KI-0000-0348

有限会社 京阪書房 京都市中京区 河原町通三条上る　 ショッピング KI-0000-0354

フォトハウス K 京都市中京区 河原町通三条上る恵比須町４３４－２　プチトール８８４ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-2632

小町ジュエリー 三条店 京都市中京区 河原町通三条上る恵比須町４３５－１０ ショッピング KI-0000-0353

株式会社 花政 京都市中京区 河原町通三条上る東入恵比須町４４３ ショッピング KI-0000-0356

アキノヤ印房 京都市中京区 河原町通三条上恵比須町４３９ ショッピング KI-0000-0351

永楽屋本店 京都市中京区 河原町通四条上る東側 ショッピング KI-0000-0365

永楽屋本店喫茶室 京都市中京区 河原町通四条上る東側 ショッピング KI-2000-0017

京都 和傘屋 辻倉 京都市中京区 河原町通四条上る米屋町３８０ ショッピング KI-0000-0361

Mon Parfait 京都河原町店 京都市中京区 河原町通四条上る米屋町３８８－２－８ ショッピング JS-0003-8590

三條サクラヤ写真機店 京都市中京区 河原町通蛸薬師下る塩屋町３２７　 ショッピング KI-0000-0368

株式会社 佐々浪ファーマシー 京都市中京区 河原町通蛸薬師下る塩屋町３２９ ショッピング KI-0000-0367

福田松花堂 京都市中京区 河原町通蛸薬師下る塩屋町３３８　 ショッピング KI-0000-0369

トミヤ 京都市中京区 河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９２ ショッピング KI-0000-0371

音楽館 清水屋 京都市中京区 河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９３ ショッピング KI-0000-0372

音楽館 清水屋 京都市中京区 河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９３ ショッピング KI-0000-0373
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染色工芸ぎゃらりー みみじやん 京都市中京区 河原町通竹屋町上る大文字町２３７ ショッピング JS-0000-6728

ジィーラ ソーレ 京都市中京区 河原町通二条下る２丁目下丸屋町４０１－５ ショッピング KI-0000-0377

よーじや 京都ホテルオークラ店 京都市中京区 河原町通二条下る一之船入町５３７－４　京都ホテル２Ｆ ショッピング KI-0000-0376

有限会社かつらぎ 京都市中京区 河原町通六角下る山崎町２４１ ショッピング KI-0000-0379

かざり屋 京都市中京区 河原町通六角下る山崎町２５６　 ショッピング KI-0000-0380

赤尾照文堂 京都市中京区 河原町通六角下る山崎町２５６　 ショッピング KI-0000-0381

京つけものタケダ 京都市中京区 花立町２５０ ショッピング JS-0005-7562

ANTIQUE belle 京都市中京区 丸屋町３３４ ショッピング JS-0003-8774

WISH 京都市中京区 丸太町堺町東入鍵屋町７５－２　大西ビル１Ｆ ショッピング ZN-0002-4486

河政印房 京都市中京区 丸太町通釜座東入梅屋町１７５－１　イカワビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1202

ピュア 京都市中京区 丸太町通御幸町西入る毘沙門町５３１－１　小松ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0384

アジアン雑貨 旅する雑貨屋ゆいゆい堂 京都市中京区 丸太町通新町西入大炊町１８５ー２　２Ｆ ショッピング SL-2000-3008

SushiDining 大八 京都市中京区 菊水鉾町５７６ ショッピング JS-0004-6080

京都さがの館 京都四条本店 京都市中京区 菊水鉾町５８２ ショッピング JS-0001-3112

三条眼鏡工房 京都市中京区 橋西町６６３　１Ｆ ショッピング JS-0003-1809

gouk 京都 GALLERY 京都市中京区 橋之町７４５ ショッピング JS-0004-4196

片山文三郎商店 京都市中京区 橋弁慶町２２１ ショッピング JS-0002-9269

山市商店 京都市中京区 錦小路堺町東入中魚屋町４８８ ショッピング JS-0005-5455

湯波吉 京都市中京区 錦小路通御幸町西入鍛冶屋町２１３ ショッピング KI-0000-0388

四寅 京都市中京区 錦小路通御幸町西入鍛冶屋町２２１ ショッピング KI-0000-0387

錦平野 京都市中京区 錦小路通堺町東入中魚屋町４８９－１ ショッピング KI-0000-0390

錦・高倉屋 京都市中京区 錦小路通寺町西入東大文字町２８９－２ ショッピング JS-0005-5300

喜久屋 京都市中京区 錦小路通富小路東入東魚屋町１９８ ショッピング JS-0002-9760

（有）千波 京都市中京区 錦小路通柳馬場西入中魚屋町４８６－１ ショッピング KI-0000-0385

株式会社池鶴果実 京都市中京区 錦小路通柳馬場東入東魚屋町１７１ ショッピング JS-0003-2597

錦 まるん 京都市中京区 錦小路通柳馬場東入東魚屋町１８０ ショッピング KI-0000-0395

㈱桝俉 本店 京都市中京区 錦小路通柳馬場東入東魚屋町１８１ ショッピング KI-0000-0394

健寿の京 錦店 京都市中京区 錦小路麩屋町西入梅屋町５０１ ショッピング KI-0000-0398

舞扇堂 錦店 京都市中京区 錦小路麩屋町東入鍛治屋町２１８－２ ショッピング KI-0000-0399

オーグリー 京都市中京区 御幸町通御池上る亀屋町３７６ ショッピング KI-0000-0402

une 京都市中京区 御幸町通三条下る海老屋町３１６　１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4499

GRASS 京都市中京区 御幸町通三条下る海老屋町３１６　２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4491

LALA 京都市中京区 御幸町通三条下る海老屋町３２４－１　 ショッピング ZN-2000-4690

BAO BAB 京都市中京区 御幸町通三条上る丸屋町３３３　エレメントビル１Ｆ ショッピング JS-0003-2182

常設 中国物産展 京都市中京区 御幸町通三条上る丸屋町３３８　プランタンハヤシビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0403

ANAgRAM 京都市中京区 御幸町通四条上る大日町４０６　スミビル２Ｆ ショッピング JS-0000-6350

Haole 京都市中京区 御幸町通蛸薬師下る船屋町３６３－１　MJ ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4488

FRAME 京都市中京区 御幸町通蛸薬師下る船屋町３６８　長谷川ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4501

prophet 京都市中京区 御幸町通蛸薬師上る伊勢屋町３４４　芝ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4484

雑貨店 SaRa Ra 京都市中京区 御幸町通六角下る伊勢屋町３３４ ショッピング JS-0002-8720

LIBERTE 京都店 京都市中京区 御射山町２７３ ショッピング JS-0005-8165

麻小路 京都市中京区 御池通堀川西入猪熊角　 ショッピング KI-0000-0404

花重 京都市中京区 御池通麩屋町東入　上白山町２６５ ショッピング KI-0000-0405

JILI 京都市中京区 鯉山町５３０　えび鈴ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0407
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京都文化博物館 ミュージアムショップ 京都市中京区 高倉通三条上る東片町６２３－１ ショッピング JS-0000-9918

くろちく文化博物館店 京都市中京区 高倉通三条上東片町６２３－１　 ショッピング KI-0000-0409

大極殿 京都市中京区 高倉通四条上る帯屋町５９０ ショッピング JS-0003-0652

こだわりふとんの店 富紗屋 京都市中京区 高倉通四条上帯屋町５７２　富紗屋ビル６Ｆ ショッピング KI-0000-0410

カギの専門店 チェックス 京都市中京区 今新在家西町３ ショッピング SL-2000-2395

左り馬モアーヌサロン 堺町店 京都市中京区 堺町錦小路上る中魚屋町　甍・林治ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0412

寝具御誂専門店 IWATA 京都本店 京都市中京区 堺町通姉小路下る大阪材木町７０１－２ ショッピング JS-0000-3797

ブティック花 京都市中京区 堺町通姉小路角　 ショッピング SL-2000-8680

ひとかん 京都本店 京都市中京区 桜之町４３０－５ ショッピング JS-0005-8891

Kazari 京都店 京都市中京区 桜之町４３８－１　弁天堂ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7494

京都よつば屋 寺町店 京都市中京区 桜之町４３９　 ショッピング KI-0000-0416

ROGER’S 京都市中京区 三条寺町下る永楽町２４０　丸美ビルＢ１Ｆ ショッピング KI-0000-0417

エバンス 京都市中京区 三条寺町通下る石橋町２ ショッピング KI-0000-0418

兼田電機商会 京都市中京区 三条千本東入　 ショッピング KI-0000-0419

チカタ薬局 京都市中京区 三条大宮東入御供町２７９ ショッピング KI-0000-0420

サラセン 京都市中京区 三条通り新京極東入石橋町１６ ショッピング KI-0000-0422

井筒八ッ橋本舗 三条店 京都市中京区 三条通河原町西入　 ショッピング KI-0000-0424

（株）平安堂薬局 京都市中京区 三条通河原町西入石橋町１４ ショッピング KI-0000-0426

株式会社 クリスタル・ワールド 京都市中京区 三条通河原町西入石橋町１４－７ ショッピング KI-0000-0421

（株）ニューローヤル 京都市中京区 三条通河原町西入石橋町２１－１ ショッピング KI-0000-0425

吉田源之丞老舗 京都市中京区 三条通河原町西入石橋町２３ ショッピング KI-0000-0427

有限会社 福井みすや針 京都市中京区 三条通河原町西入石橋町２６ ショッピング KI-0000-0429

古川翠香園 京都市中京区 三条通河原町西入石橋町２７ ショッピング KI-0000-0428

re：create 京都市中京区 三条通河原町東入中島町１０８ ショッピング JS-0002-9483

本家 船はしや 京都市中京区 三条通河原町東入中島町１１２ ショッピング JS-0003-8174

seisuke 88 本店 京都市中京区 三条通河原町東入中島町８３　はせ川ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0433

小刀屋忠兵衛 京都市中京区 三条通河原町東入中島町８７ ショッピング KI-0000-0432

株式会社 御所飴本舗 本店 京都市中京区 三条通河原町東入中島町９８ ショッピング KI-0000-0431

Pro Antiques ”COM” 京都市中京区 三条通高倉上る東片町６１６　京都文化博物館前 ショッピング KI-0000-0434

Anna Majic 京都市中京区 三条通高倉東入桝屋町５３－１　Duce mix ビルヂング２Ｆ ショッピング JS-0000-2293

Bonjour 京都市中京区 三条通高倉東入桝屋町５３－１　Duce mix ビルヂング３０５ ショッピング JS-0001-0458

京菓子司 ますね 京都市中京区 三条通寺町西入弁慶石町５５　 ショッピング KI-0000-0436

西春 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１　 ショッピング KI-0000-0444

絹の店 クボ 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１３ ショッピング KI-0000-0443

株式会社 菊一文字 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１４ ショッピング KI-0000-0440

三条 タナカ 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１４ ショッピング KI-0000-1014

三条 たなか 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１４ ショッピング KI-2000-0064

大西京扇堂 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１８ ショッピング KI-0000-0441

株式会社京都トミヤ帽子店 京都市中京区 三条通大宮東入御供町２８４ ショッピング KI-0000-0446

Room 三条 京都市中京区 三条通東洞院東入菱屋町３３　珠光ビル三条２Ｆ ショッピング KI-0000-0448

idola 京都市中京区 三条通富小路西入中之町２０　SACRA ビル３Ｆ ショッピング KI-0000-0449

金市商店（ミール・ミィ） 京都市中京区 三条通富小路西入中之町２１　 ショッピング KI-0000-0450

MARcourt 京都市中京区 三条通富小路東入中之町２５ ショッピング JS-0001-7750

パゴン 三条店 京都市中京区 三条通富小路東入中之町３２ ショッピング JS-0000-5944
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SAVE MY BAG 京都三条店 京都市中京区 三条通柳馬場西入桝屋町７５　京王京都三条ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4729

ロジータ 京都市中京区 三条通麩屋町西北角 ショッピング KI-0000-0452

パティスリー 洛甘舎 京都市中京区 三文字町２２７－１　藤六ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-0521

キョート  サンメガネ 京都市中京区 四条寺町上る中之町　菊水ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0454

SUNDAY PEOPLE 京都市中京区 姉大宮町西側７２　村松ビル１Ｆ東側 ショッピング KI-0000-0457

メンズショップ  ヨシカワ 京都市中京区 寺町三条下る永楽町２２７ ショッピング KI-0000-0458

幸ミユキ堂 京都市中京区 寺町三条下る永楽町２３１ ショッピング KI-0000-0460

リサイクルブティック カトナ 京都市中京区 寺町三条下る永楽町２３８－１ ショッピング KI-0000-0459

喚風・白竹堂 京都市中京区 寺町三条角　 ショッピング KI-0000-0461

田丸印房 京都市中京区 寺町三条上る天性寺前町５２２ ショッピング KI-0000-0462

r りん 京都市中京区 寺町三条上る天性寺前町５２３ ショッピング JS-0005-0945

松や 京都市中京区 寺町蛸薬師角　 ショッピング KI-0000-0463

株式会社 亀屋良永 京都市中京区 寺町通り御池下る本能寺前町５０４ ショッピング KI-0000-0465

京屋運動具店 京都市中京区 寺町通り三条上る天性寺前町５２７ ショッピング KI-2000-0028

井筒八ツ橋本舗 京極一番街 京都市中京区 寺町通り四条上る東大文字町 ショッピング KI-0000-0467

ORIENT 京都本店 京都市中京区 寺町通り蛸薬師下る東側町５２２－１ ショッピング KI-0000-0469

JAPAN BLUE 京都市中京区 寺町通り蛸薬師下る東側町５３６－２ ショッピング KI-0000-0468

BSC ギャラリー 京都市中京区 寺町通り六角下る桜之町４３０－２ ショッピング KI-0000-0464

プティ・タ・プティ 京都市中京区 寺町通夷川上る藤木町３２ ショッピング JS-0001-5030

菊屋雑貨店 京都市中京区 寺町通押小路上る妙満寺前町４６９ ショッピング JS-0004-2633

福丸太平堂 京都市中京区 寺町通丸太町下る下御霊前町６３９－１ ショッピング KI-0000-0470

かづらせい 寺町店 京都市中京区 寺町通丸太町南西角下御霊前町６３８－１ ショッピング KI-0000-0471

傍視 京都市中京区 寺町通錦小路下る大文字町２９１ ショッピング KI-0000-0472

大書堂 京都市中京区 寺町通錦小路上る　 ショッピング KI-0000-0474

ロフトマン 1981 京都市中京区 寺町通錦小路上る円福寺前町　ウィズユービル１Ｆ ショッピング KI-0000-0473

鍾美堂  永松佛具店 京都市中京区 寺町通錦上る　 ショッピング KI-0000-0480

寺町ノムラテーラーハウス店 京都市中京区 寺町通錦上る円福時町２７８ ショッピング KI-0000-0479

NEW EDITION 京都市中京区 寺町通錦上る東側町５３３－１　２Ｆ ショッピング KI-0000-0475

株式会社喜聞堂 アートスペース余花庵 京都市中京区 寺町通御池上上本能寺前町４７５ ショッピング KI-0000-0481

あるーぢぇ 伊勢屋 京都市中京区 寺町通三条下る永楽町２２４　とーべぇビル ショッピング JS-0003-2166

Poco A Poco 京都市中京区 寺町通三条下る永楽町２３２　ダイシンビルＢ１Ｆ ショッピング KI-0000-0482

ROGER’S 京都市中京区 寺町通三条下る永楽町２４１　寺町六角ビル２Ｆ ショッピング KI-0000-0483

ガクブチのヤマモト 京都市中京区 寺町通三条上る天性寺前町５２２ ショッピング KI-0000-0484

バ・ルール寺町店 京都市中京区 寺町通三条上る天性寺前町５３６－２　 ショッピング ZN-2000-3468

合名会社 其中堂 京都市中京区 寺町通三条上る天性寺前町５３９ ショッピング KI-0000-0485

株式会社  寺村牡丹堂 京都市中京区 寺町通四条上る大文字町２９８ ショッピング KI-0000-0492

バッグ はせがわ 京都市中京区 寺町通四条上る大文字町３０５ ショッピング KI-0000-0488

ゑり正 京都市中京区 寺町通四条上る大文字町３０８ ショッピング KI-0000-0491

コレクションショップ ヤマモト 寺町店 京都市中京区 寺町通四条上る中之町５４１－５ ショッピング KI-0000-0487

Dead Sea 京都市中京区 寺町通四条上る中之町５４８－５　エル・シャトレ１Ｆ北面東側 ショッピング SL-2000-1078

帽子休假 京都市中京区 寺町通四条上る中之町５５２ ショッピング KI-2000-0027

京極一番街 京都市中京区 寺町通四条上る東大文字町 ショッピング KI-0000-0493

蓬莱堂茶舗 京都市中京区 寺町通四条上る東大文字町２９５ ショッピング KI-0000-0494

リーガルシューズ京都四条寺町店 京都市中京区 寺町通四条上る東大文字町３０６ ショッピング KI-0000-0489
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ゑり正 京都市中京区 寺町通四条上る東大文字町３０８ ショッピング KI-0000-0490

竹苞書楼 京都市中京区 寺町通姉小路上る下本能寺前町５１１ ショッピング KI-0000-0496

DONOBAN － KYOTO 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る円福寺前町２６８－３ ショッピング JS-0000-3545

有限会社 小野珠数店 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る円福寺前町２７２ ショッピング KI-0000-0500

loftman B．D． 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る円福寺前町２７３　 ショッピング KI-0000-1017

LOFTMAN B．D． 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る円福寺前町２７３　 ショッピング KI-2000-0023

GIAN 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る円福寺前町２７４－１０　 ショッピング ZN-0002-4487

ロフトマン コープ 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る円福寺前町２８０ ショッピング KI-0000-0498

LOFTMAN COOP ’Ohana 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る円福寺前町２８１　 ショッピング KI-0000-0501

GETTRY 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る東側町５０６－１ ショッピング KI-0000-0497

Carhartt WIP Store KYOTO 京都市中京区 寺町通蛸薬師上る中筋町４８６ ショッピング JS-0005-7034

art factory 京都市中京区 寺町通蛸薬師上る東側町４９８－３ ショッピング JS-0002-9707

古美術 志満家 京都市中京区 寺町通竹屋町下久遠院前町６６８－１ ショッピング KI-0000-0502

茶道美術居原田商店 京都市中京区 寺町通竹屋町上る下御霊前町６４８－３ ショッピング JS-0005-7190

二葉家具 京都市中京区 寺町通二条下る妙満寺前町４５７ ショッピング KI-0000-0504

清課堂 京都市中京区 寺町通二条下る妙満寺前町４６２　 ショッピング KI-0000-0506

ブティックリアン 京都店 京都市中京区 寺町通二条下る妙満寺前町４６６　えちごやビル１Ｆ ショッピング JS-0005-4958

株式会社 一保堂茶舗 京都市中京区 寺町通二条上る　 ショッピング KI-0000-0507

グランピエチヨウジヤ 京都市中京区 寺町通二条上る常盤木町５７　 ショッピング ZN-0003-1499

Patte d’oie 京都市中京区 寺町通二条上る常盤木町６５　ART ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-0725

ADORN 京都市中京区 寺町通二条上る西側妙満寺前町４４７－３　 ショッピング ZN-0002-2181

古美術 荷葉 京都市中京区 寺町通二条上る要法寺前町７０７－２　千田ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6313

ビザール 京都市中京区 寺町通二条上る要法寺前町７０７－２　千田ビル３Ｆ ショッピング JS-0002-6524

村上開新堂 京都市中京区 寺町通二条上常盤木町６２　 ショッピング KI-0000-0509

芸艸堂 京都市中京区 寺町通二条南入妙満寺前町４５９ ショッピング KI-0000-0510

ciaopanic 京都寺町店 京都市中京区 寺町通六角下る式部町２５１　 ショッピング SL-2000-5445

パーツクラブ京都寺町通店 京都市中京区 寺町通六角下る式部町２５６ ショッピング KI-0000-0513

ORIENT 寺町通店 京都市中京区 寺町通六角下る式部町２６３ ショッピング KI-0000-0511

BMC 2nd 京都市中京区 寺町通六角下る式部町２６６－１　式部町テナント１Ｆ ショッピング JS-0001-0246

メンズショップ マルヤマ 京都市中京区 寺町通六角下る櫻之町４０６　 ショッピング KI-0000-0514

コレクションショップ ヤマモト シービーズ店 京都市中京区 寺町通六角上る　 ショッピング KI-0000-0515

有限会社 伊藤組紐店 京都市中京区 寺町通六角上る永楽町２４３ ショッピング KI-0000-0516

room488 京都市中京区 寺町六角下る中筋町４８８－１６ ショッピング KI-0000-0517

永楽屋 細辻伊兵衛商店 本店 京都市中京区 室町通三条上る役行者町３６８ ショッピング KI-0000-0521

株式会社 優彩 京都市中京区 室町通四条上る菊水鉾町５６７ ショッピング JS-0000-8267

京都さがの館 京都市中京区 室町通四条上る菊水鉾町５８２　染都館２Ｆ ショッピング JS-0001-8650

永楽屋 室町店 京都市中京区 室町通蛸薬師上る西側　 ショッピング KI-0000-0523

Mocca 烏丸二条店 京都市中京区 秋野々町５０９ ショッピング JS-0001-7477

elephants 京都市中京区 十文字町４３７　SOZO クロスビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5505

かくれ布や 錦 京都市中京区 十文字町４５８－１　ロア京都ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-1067

トラドラレコード 京都市中京区 松ヶ枝町４５６－３　YOGI ビル３Ｆ ショッピング JS-0005-5892

ギャラリー幹 京都市中京区 上瓦町５２－５ ショッピング JS-0001-3513

モードコレクションサニー 京都市中京区 上本能寺前町４７８ ショッピング JS-0001-4917

フラヌール 京都市中京区 常盤木町４６－２ ショッピング JS-0002-0227
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骨董・寺町倶楽部 京都市中京区 常盤木町４８－２ ショッピング JS-0000-6785

左り馬 本店 京都市中京区 新京極錦小路上る東側町５２５ ショッピング KI-0000-0527

コポ  新京極店 京都市中京区 新京極四条上る中之町５３７ ショッピング KI-0000-0530

田丸眼鏡 京都市中京区 新京極四条上る中之町５３７ ショッピング KI-0000-0533

源久秀刃物店 京都市中京区 新京極四条上る中之町５４０－１ ショッピング KI-0000-0532

コレクションショップ  ヤマモト 京極店 京都市中京区 新京極四条上る中之町５６０ ショッピング KI-0000-0531

aimerfeel 新京極店 京都市中京区 新京極四条上る仲之町 ショッピング KI-0000-0529

越後屋 京都市中京区 新京極蛸薬師下る東側町５１５ ショッピング KI-0000-0535

つえるぶ 京都市中京区 新京極蛸薬師東側町５０３ ショッピング KI-0000-0534

京の四季 京都市中京区 新京極通錦上る東側町５２８－１ ショッピング KI-0000-0537

musubi Kyoto 京都市中京区 新京極通三条下る桜之町４９５－２ ショッピング KI-0000-0538

First － Arrow’s 京都店 京都市中京区 新京極通三条下る石橋町８ ショッピング JS-0002-7694

浦松 京都市中京区 新京極通四条上る中之町　５４８－３ ショッピング KI-0000-0544

田丸印房 本店 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５３７ ショッピング KI-0000-0546

大沢袋物店 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５４３　 ショッピング KI-0000-0547

のレン京極 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５５０ ショッピング JS-0002-1539

京極 井和井 1 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５５６ ショッピング KI-0000-1018

阪本漢方堂薬局 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５６４ ショッピング KI-0000-0545

よーじや本店 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５６５ ショッピング KI-0000-0542

charlie 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５７３－２ ショッピング JS-0002-7308

さばえめがね館京都寺町店 京都市中京区 新京極通四条上中之町５４８－５　エルシャトレビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0539

ブティック  ペルル 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る　 ショッピング KI-0000-0550

スマートフォンケースストア 新京極店 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る東側町５００ ショッピング JS-0002-1328

ROQUE 京都店 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る東側町５１１　１Ｆ ショッピング JS-0000-7872

清高堂 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る東側町５１２ ショッピング KI-0000-0552

Choice 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る東側町５１３ ショッピング KI-0000-0549

池田屋 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る東側町５１３ ショッピング KI-0000-0553

The 香水屋 京都京極店 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る東側町５２０ ショッピング JS-0002-6245

京都メモリー 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る東側町５２３ ショッピング KI-0000-0551

D．KELLY 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る東側町５２６ ショッピング JS-0003-1428

WTV セレクト京都新京極錦店 京都市中京区 新京極通蛸薬師下る東側町５３５－１ ショッピング KI-0000-0548

サンシティ京都新京極店 京都市中京区 新京極通蛸薬師上る東側５０３ ショッピング JS-0001-3315

鞄館 TANIMURA 京都市中京区 新京極通蛸薬師上る東側町４９８ ショッピング KI-0000-0554

京のふるさと 京都市中京区 新京極通六角下る桜之町４３９ ショッピング KI-0000-0557

KYOTO SPIRIT 京都市中京区 新京極通六角下る桜之町４４１－５ ショッピング JS-0003-3314

RAW EDGE 新京極店 京都市中京区 新京極通六角下る中筋町４８３－３ ショッピング JS-0003-4754

GRIZZLY 京都店 京都市中京区 新京極通六角下る中筋町４８７－４　 ショッピング ZN-0002-4510

The British Bag 京都市中京区 新京極通六角下る中筋町４９３ ショッピング JS-0005-1482

UNDERQQQ 京都市中京区 新京極通六角下る中筋町４９６ ショッピング KI-0000-0536

ニシダ 京都市中京区 新京極通六角下中筋町４８４　 ショッピング KI-0000-0558

川島明光堂 京都市中京区 新京極通六角桜之町４１９ ショッピング KI-0000-0555

hiroki － san 京都市中京区 新京極六角下る桜之町４３８ ショッピング KI-0000-0560

べんてん堂 東店 京都市中京区 新京極六角下る桜之町４４０－３ ショッピング KI-0000-0561

くろちく天正館 京都市中京区 新町通錦小路上る百足屋町３８０ ショッピング KI-0000-0563
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gomacro Salon 京都市中京区 神明町６７－３ ショッピング JS-0001-7982

wakuwaku 四条大宮店 京都市中京区 壬生賀陽御所町７７－１　らくさいメゾン２１Ｆ ショッピング JS-0002-8810

株式会社 まどか 京都市中京区 壬生御所ノ内町２７　 ショッピング KI-0000-0566

有限会社三条スタンプ 京都市中京区 壬生高樋町１７－１１ ショッピング JS-0004-3723

きものリサイクル＆レンタル朱雀 京都市中京区 壬生朱雀町１－１３　 ショッピング KI-0000-0567

山田薬品株式会社 山田薬局 京都市中京区 壬生上大竹町１９　 ショッピング KI-0000-0568

［HC］株式会社水戸電機商会 京都市中京区 壬生森町５７－３ ショッピング JS-0001-8299

堀尾ふとん店 京都市中京区 壬生仙念町１１　 ショッピング KI-0000-0569

グランス 東店 京都市中京区 壬生馬場町５－２　 ショッピング KI-2000-0071

ONO ＊ 京都市中京区 晴明町６５１－２　　 ショッピング ZN-2000-1757

エイリン 二条駅前店 京都市中京区 西ノ京永本町１４－４３ ショッピング JS-0003-0949

魚じるし 養老乃瀧 円町店 京都市中京区 西ノ京円町２２－２　 ショッピング KI-0000-0573

OKUDAKE ON WORKS 京都市中京区 西ノ京小倉町２２－９　 ショッピング SL-2001-1507

ラケットショップイチムラ 京都市中京区 西ノ京上平町１７　 ショッピング ZN-2000-4068

寿屋 中島薬局 京都市中京区 西ノ京池ノ内４　 ショッピング KI-0000-0576

（株）ヒコヤ 京都市中京区 西ノ京中保町３　 ショッピング KI-0000-0577

アーカスサーカス リサイクルショップ 京都市中京区 西ノ京東中合町７７ ショッピング JS-0002-8811

クルミ薬局 京都市中京区 西ノ京銅駝町７５－１－２　　 ショッピング PK-0000-8500

（有）フジモト電化 京都市中京区 西ノ京南上合町８２－２７ ショッピング JS-0004-6976

メガネのドルフィン 京都市中京区 西ノ京南聖町１　 ショッピング KI-0000-0578

有限会社 山田モーター商会 京都市中京区 西ノ京南聖町１　 ショッピング KI-0000-0579

洋服の病院 千本三条店 京都市中京区 西ノ京南聖町１８－２ ショッピング JS-0002-1731

ピチ＆チャプ ニシカワ 京都市中京区 西ノ京南聖町２１　三条通千本東入 ショッピング KI-0000-0580

ブティック はなむら 京都市中京区 西ノ京南聖町２１　津田ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0581

Kumiko 京都市中京区 西ノ京伯楽町２２－４　　 ショッピング ZN-0003-1235

（有）寝具の店 土肥 京都市中京区 西ノ京北壺井町８３　 ショッピング KI-0000-0582

KAIUL 京都市中京区 西魚屋町６００　ブリーズビル４Ｆ ショッピング JS-0003-7199

SABON 京都烏丸店 京都市中京区 西魚屋町６２１ ショッピング JS-0000-6415

AURA 京都店 京都市中京区 船屋町３６７　ロイヤルプラザ御幸町１０３　 ショッピング ZN-2000-7450

voulez vous 京都店 京都市中京区 船屋町御幸町通錦小路上る３７２　 ショッピング SL-2000-8371

FLOWER SHOP mocca 京都市中京区 大黒町３５－３ ショッピング JS-0003-7270

総本家 近清 京都市中京区 大阪材木町６９９フォルム洛中庵１０１ ショッピング JS-0000-1699

ステラ 烏丸店 京都市中京区 蛸薬師通烏丸西入る橋弁慶町２３１ ショッピング KI-0000-0594

ネオマート  河原町店 京都市中京区 蛸薬師通河原町西入裏寺町５９９ ショッピング KI-0000-0596

SARA 京都市中京区 蛸薬師通堺町通西入雁金町３７１　KT マンション２号館１Ｆ ショッピング KI-0000-0599

Umwelt 京都市中京区 達磨町５８８－１ ショッピング JS-0001-0589

YARN ＆ SOIL 京都市中京区 鍛冶屋町３６６ ショッピング JS-0002-2190

京都錦かね松 京都市中京区 中魚屋町４８０　 ショッピング SL-2000-3398

スヌーピー茶屋 錦店 京都市中京区 中魚屋町４８０－Ａ ショッピング JS-0004-4719

スヌーピー茶屋（物販） 錦店 1 京都市中京区 中魚屋町４８０－Ｂ ショッピング JS-0004-4720

スヌーピー茶屋（物販） 錦店 2 京都市中京区 中魚屋町４８０－Ｃ ショッピング JS-0004-4721

スヌーピー茶屋（テイク） 錦店 京都市中京区 中魚屋町４８０－Ｄ ショッピング JS-0004-4722

京のおまめはん 京都市中京区 中魚屋町５０５ ショッピング JS-0004-8171

亥之吉 京都市中京区 中魚屋町５１０－３ ショッピング JS-0003-1436
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株式会社クリスタル・ワールド 京都市中京区 中筋町４８３　 ショッピング KI-0000-0604

XLARGE KYOTO 京都市中京区 中筋町４９６－１ ショッピング JS-0004-3198

サンメガ 京都三条店 京都市中京区 中島町７３ ショッピング JS-0001-4589

酒屋くぼしま 京都市中京区 中島町８３－３ ショッピング JS-0003-2418

三条メルスリー 京都市中京区 中之町３２－１ ショッピング JS-0004-1278

小田織物 京都市中京区 中之町３６　 ショッピング SL-2000-5227

AmericanLounge 京都市中京区 中之町５３７－１　マルクスビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5117

HATLABO 京都市中京区 中之町５３８　いさみビル２Ｆ ショッピング JS-0003-4981

萬時 京都店 京都市中京区 中之町５７７　八兵衛長屋 ショッピング JS-0000-9054

gris － gris 京都市中京区 中之町９ ショッピング JS-0004-6782

SILVERS 京都店 京都市中京区 中之町新京極通四条上る５４８－６ ショッピング JS-0005-6741

石勘株式会社 京都市中京区 天神山町２８０ ショッピング JS-0004-4464

京都室町なないろや 京都市中京区 天神山町２８１ ショッピング JS-0005-6948

よーじや 三条店 京都市中京区 天性寺前町５２２　 ショッピング KI-0000-0606

テーラーハタノ 京都市中京区 天性寺前町５３８　 ショッピング SL-2000-6313

ほそかわ 京都市中京区 東魚屋町１６９ ショッピング JS-0003-9039

時計倉庫 TOKIA 京都店 京都市中京区 東側町５３３　 ショッピング SL-2001-1746

京裳庵 京都市中京区 東洞院通錦小路上る元竹田町６３７　 ショッピング ZN-0002-6054

COCOLO KYOTO 京都市中京区 東洞院通三条下る三文字町２０１ ショッピング JS-0003-0350

京都革靴修理 TakeShoe 京都市中京区 東洞院通六角上る三文字町２１９　六角ハイツ１Ｆ ショッピング JS-0000-6444

ウエストファイブ京都営業所 京都市中京区 東堀川通御池下る三坊堀川町５８ ショッピング JS-0004-7922

CITTADINA 京都市中京区 藤木町４３－２ ショッピング JS-0005-4339

taufe 京都市中京区 二条通河原町東入樋之口町４６０－１　ヨシムラビル２Ｆ ショッピング ZN-0002-4500

ジェニアル 京都市中京区 二条通寺町東入榎木町８０　 ショッピング KI-0000-0611

株式会社 茨木春草園 本社売店 京都市中京区 二條通河原町東入　樋之口町４６４ ショッピング KI-0000-0612

B － con 京都店 京都市中京区 梅忠町２４　三条 COHJU ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-6776

Achieve 京都市中京区 八百屋町１１２－２－１Ｆ ショッピング JS-0001-3666

ギャルリー田澤 木屋町店 京都市中京区 樋之口町４５８　 ショッピング KI-0000-0633

京野菜 錦 川政 京都市中京区 富小路通錦小路下る西大文字町５９７－１ ショッピング KI-0000-0614

Wa こん 京都市中京区 富小路通錦小路上る高宮町５７３　ピュアコート錦２０１ ショッピング KI-0000-0615

山城 京都市中京区 富小路通三条下る朝倉町５３９ ショッピング JS-0000-4882

BUGBAG 京都市中京区 富小路通四条上西大文字町６１３－３ ショッピング KI-0000-0617

ツヴィリング J．A．ヘンケルス京都 京都市中京区 富小路通姉小路下る福長町１１８－１ ショッピング JS-0003-8106

caede 富小路本店 京都市中京区 富小路通蛸薬師下る高宮町５８４ ショッピング JS-0003-4907

ATORIE 京都市中京区 富小路通六角下る骨屋之町５５２ ショッピング JS-0003-3417

きねや 株式会社 京都市中京区 富小路六角上る朝倉町５４３ ショッピング KI-0000-0366

きねや 京都市中京区 富小路六角上る朝倉町５４３ ショッピング KI-2000-0103

岡田金物店 京都市中京区 桝屋町３３７ ショッピング JS-0004-5429

narifuri 京都店 京都市中京区 桝屋町５２２ ショッピング JS-0004-7439

サロン ド ロワイヤル 京都市中京区 木屋町通御池上る上樵木町５０２－１ ショッピング JS-0000-9499

SAKIZO SHOP 三条大橋鴨涯本店 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５３０ ショッピング KI-0000-0630

VOGA 京都市中京区 柳水町８４　三洋六角ビル４０３　 ショッピング ZN-0002-4511

株式会社 鈴木松風堂 売店 京都市中京区 柳馬場通六角下る井筒屋町４０９－４１０　 ショッピング KI-0000-0636

TRINITAS 京都市中京区 油小路通り三条上る宗林町８２　ハイツサンローズ１０１ ショッピング JS-0005-5488
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VAPE WORX 京都市中京区 裏寺町６０７－２１　OKUDA ビル１Ｆ西 ショッピング SL-2001-0314

シルクロードトレーディングカンパニー 京都市中京区 裏寺町６１１ ショッピング JS-0005-1565

大極殿本舗六角店 京都市中京区 六角通高倉東入堀之上町１２０ ショッピング JS-0002-4081

ケーキ工房ケテル 京都市中京区 六角通高倉東入堀之上町１２８ ショッピング KI-0000-0639

かづら清老舗 六角店 京都市中京区 六角通麩屋町東入る八百屋町９８ ショッピング KI-0000-0642

安田念珠店 京都市中京区 六角通麩屋町東入八百屋町１１８　 ショッピング KI-0000-0643

山下宗 京都市中京区 聚楽廻西町７４　　 ショッピング PK-0000-8695

青木カメラ店 京都市中京区 聚楽廻東町３ ショッピング KI-0000-0645

ミルフルール 京都市中京区 蟷螂山町４６０　サンハイツ入江１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5581

ユ）ポガン 四条店 京都市中京区 麩屋町錦下る　桝屋町５１５－２ＰＭビル２Ｆ ショッピング KI-0000-0646

千枚漬本家大藤 本店 京都市中京区 麩屋町通錦小路下る　桝屋町５１０ ショッピング KI-0000-0648

白竹堂 本店 京都市中京区 麩屋町通六角上る白壁町４４８ ショッピング KI-0000-0651

beff 京都市中京区 伊勢屋町３６２　２Ｆ　 サービス KI-0000-0316

おいけ動物病院 京都市中京区 一之船入町５３７－２９ サービス JS-0001-1108

（株）STUDIO ARC 京都店 京都市中京区 烏丸通御池下る虎屋町５６６－１　井門明治安田生命ビルＢ１Ｆ サービス JS-0000-4640

KUNKUNLUHOlaishi 京都市中京区 烏丸通御池上る二条殿町５４３－３　 サービス ZN-0003-0004

fleuri 京都市中京区 烏帽子屋町５００－１０２ サービス JS-0000-7419

ROJETTA by snob 京都市中京区 下丸屋町４０７－２　ルート河原町ビル２Ｆ サービス KI-0000-0329

ギャラリー 知 京都市中京区 下御霊前町６３３　青山ビル１Ｆ サービス JS-0003-7763

salon Rita 京都市中京区 下御霊前町６３３　青山ビル２Ｆ サービス JS-0000-8283

アサヌマ写真スタジオ KHO 京都市中京区 河原町御池　京都ホテルオークラ５Ｆ サービス KI-0000-0333

Kayco VIVID 京都市中京区 河原町御池東入一之船入町５３７　リベルタス御池　９０１ サービス SL-2000-3483

ラ・キャリエール 京都市中京区 河原町三条上る　 サービス KI-0000-0336

タイ古式ほぐし処 Baan Phuukhao 京都市中京区 河原町三条上る恵比須町５３４－１６　長谷川ビル２Ｆ サービス KI-2000-0069

HAPPINESS by afloat 京都市中京区 河原町通三条下る奈良屋町２９９　ファーストコート河原町 サービス ZN-0003-0485

Be fine becs 京都市中京区 河原町通三条上る４１０　ユニティー河原町ビル２Ｆ サービス KI-0000-0355

snob enVAmp 京都市中京区 河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９３　清水ビル２Ｆ サービス KI-0000-0370

レーコ美容室 京都市中京区 河原町通二条南入一之船入町５３７－４　株式会社京都ホテル内 サービス KI-0000-0378

chill 京都市中京区 釜座町１１－１１京都釜座ビル１Ｆ サービス JS-0001-6161

やすゐ薬局 大黒店 京都市中京区 釜座通夷川下る大黒町６８２ サービス JS-0000-5907

薬局はなファーマシー烏丸丸太町 京都市中京区 丸太町通烏丸西入常真横町１９６　深井ビル１Ｆ サービス JS-0002-5221

brick 京都市中京区 丸太町通室町東入道場町３－６　オークローチェビル１Ｆ サービス JS-0001-8044

コンズサイクル御池店 京都市中京区 丸木材木町６７０　エスリード烏丸御池１Ｆ　 サービス ZN-0002-6446

Hair Studio ARS oike 京都市中京区 丸木材木町６７６　SHIKATA HUIT ビル２・３Ｆ サービス ZN-0002-9994

COCOTEA 堺町店 京都市中京区 丸木材木町６８４－１ サービス JS-0002-3012

Jail House 京都市中京区 亀屋町１６７－１　ディピュイ亀屋ビル４Ｆ サービス JS-0001-7031

Kurtis HAIR SALON 京都市中京区 久遠院前町６６９　サンアートビル２Ｆ サービス JS-0001-8911

SEIYOSHA 御池釜座 京都市中京区 橋之町７３４ サービス JS-0003-6968

ラトリエ ボザール 京都市中京区 錦小路通高倉西入西魚屋町６０５　ST ビル２Ｆ サービス JS-0003-3354

I ／ NOHAIRSTUDIO 京都市中京区 錦小路通高倉西入西魚屋町６１０　たいと錦小路３Ｆ　 サービス ZN-0003-0490

チリ 河原町店 京都市中京区 恵比須町４２９　ココクルビル４Ｆ サービス JS-0004-0157

ank 京都市中京区 鍵屋町４６９　DoDo ハウス１Ｆ サービス JS-0004-2130

ymNails 京都市中京区 元竹田町６３９－１　友和ビル４０１ サービス JS-0004-3433

merci hair salon 京都市中京区 御幸町通蛸薬師下る船屋町３９０　四寅ビル１Ｆ サービス JS-0000-1443
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CLUBCUTmisty 京都市中京区 御幸町通六角下る伊勢屋町３５４－１　伽羅ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0481

美容室クーランデール 京都市中京区 御倉町６８　プリオール烏丸三条２０２ サービス SL-2000-1812

anela 烏丸三条店 京都市中京区 御倉町７９　文椿ビルヂング１Ｆ サービス JS-0004-6563

joze 烏丸御池店 京都市中京区 御池之町３２４　御池幸登ビル２Ｆ サービス JS-0004-4798

LITA 京都市中京区 鯉山町５０７　ランブラス室町六角１０１ サービス KI-0000-0406

暮らしときれい美容室 京都市中京区 高倉通二条下る瓦町５４７　　 サービス ZN-0003-0504

スピンヘアー 京都市中京区 高倉通六角下る和久屋町３４７　 サービス ZN-0002-7231

エス・バランス 四条烏丸 京都市中京区 堺町通四条上る八百屋町５５５　澤栄ビル２０２ サービス JS-0003-9961

Angelot 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１３　マスコット２Ｆ サービス KI-0000-0439

Alma hair 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町４　さんてらすビル３Ｆ サービス JS-0005-4706

トロン温泉稲荷 京都市中京区 三条通神泉苑西入下る今新在家西町４ サービス KI-2000-0102

LOGICA HAIR DESIGN 京都市中京区 三条通大宮西入上瓦町５８ サービス JS-0000-8244

ひさだアートインダストリー 京都市中京区 三条油小路町１４４　 サービス SL-2000-1740

Vivimus Vivamus 京都市中京区 三条麩屋町東入弁慶石町３９　三条 TC ビル３Ｆ サービス KI-0000-0453

悟空のきもち 京都本店 京都市中京区 寺町通四条上る中之町５５９　菊水ビル６Ｆ サービス JS-0003-7820

株式会社 Opio HALI 京都市中京区 室町通錦小路下る菊水鉾町５６９　川塚ビル４Ｆ サービス JS-0003-8607

京都整体 からすまおいけ 京都市中京区 室町通御池下る円福寺町３４５　サウス御池ビル７Ｆ サービス SL-2000-2665

シンメトリー四条店 京都市中京区 十文字町４５８－１ サービス JS-0005-1707

ラセーラ 三条大宮 京都市中京区 上瓦町５３ サービス JS-0003-6975

凛靴 京都市中京区 上瓦町６２ サービス JS-0003-4165

SEIYOSHA 御池寺町 京都市中京区 上本能寺前町４９１－２ サービス JS-0003-6969

灯心庵 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５４６－４ サービス JS-0002-0289

Seulhair 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５７６－２Ｆ　 サービス ZN-0002-7393

Nary 河原町店 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５７７－６ サービス KI-0000-0540

クライミングジムアドスムム新京極店 京都市中京区 新京極六角下る中筋町４９０　京極７２ビル３Ｆ サービス KI-0000-0562

ネイルサロン Lee 京都市中京区 壬生賀陽御所町３－７－１０２ サービス JS-0004-1803

beoen salon brilliant 京都市中京区 壬生高樋町３６－１９　 サービス SL-2000-0687

SEIYOSHA ライフ壬生 京都市中京区 壬生西檜町２３ サービス JS-0003-6970

ヘアーサロン NA・NON 京都市中京区 壬生仙念町１０－５　明光苑１Ｆ サービス JS-0000-5725

Like．LikeHairResort 京都市中京区 壬生仙念町２２ サービス JS-0002-6153

Donthika 京都市中京区 壬生相合町３２－１ サービス JS-0000-9711

Applause eye... 西院店 京都市中京区 壬生土居ノ内町２１－６　３Ｆ サービス JS-0004-1945

ヘアサロン・ラフ 京都市中京区 壬生東土居ノ内町２７　１Ｆ サービス JS-0000-4365

Casa di Sonorita 京都市中京区 西ノ京永本町１４－２　 サービス SL-2000-6462

OSHARE DOROBO seed 京都市中京区 西ノ京小倉町１０６　ミルフローラＳＫ二条１Ｆ　 サービス ZN-0002-7228

Happis 京都市中京区 西ノ京職司町６９　IMPACTIKU 北 サービス JS-0000-2492

SEIYOSHA ライフ二条駅前 京都市中京区 西ノ京星池町２４８ サービス JS-0003-7024

ref 京都市中京区 西ノ京島ノ内町２２－２ サービス JS-0000-7190

SEIYOSHA 西大路御池 京都市中京区 西ノ京東中合町７８ サービス JS-0003-6973

Vivalait 京都市中京区 西ノ京南円町３３　コーポシャルマン１Ｆ　 サービス ZN-2000-1698

ラセーラ 馬代丸太町 京都市中京区 西ノ京伯楽町２２－４ サービス JS-0003-7125

Luglip 京都市中京区 西横町１６７－１　Will ２１烏丸御池２Ｆ サービス JS-0001-9200

凛靴 HANARE 京都市中京区 西横町１７４－１　天進ビル１ サービス JS-0003-4057

SaffyHairResort 京都市中京区 西六角町９８－４　　 サービス ZN-0003-0492
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加盟店名 所在地 ジャンル

ボディケアボディ 三条河原町店 京都市中京区 大黒町５１　１・２Ｆ サービス JS-0002-8219

beaute 京都市中京区 大黒町９０　ドルチェビータ１０１ サービス SL-2000-0572

eNu 河原町店 京都市中京区 蛸薬師通河原町東入備前島町３０７－２ サービス KI-0000-0598

カイロプラクティック 堺町六角 京都市中京区 中之町１９　ワタナベビル２Ｆ サービス JS-0004-2553

ラクイラ美容室 京都市中京区 中之町６　有本ビル２Ｆ サービス SL-2000-5116

GRACE para gel 京都市中京区 槌屋町８９－１　Kolme ２Ｆ サービス JS-0004-3239

Ragazzo 四条烏丸店 京都市中京区 天神山町２７９ サービス JS-0004-8763

錦美樹鍼灸整骨院 京都市中京区 天神山町２８１　石勘（株）第２別館２Ｆ サービス JS-0004-1970

ソアリス 京都市中京区 東夷川町６３６－４　池ビル１Ｆ サービス JS-0002-5061

NOBOL Hairsalon ＆ spa 京都市中京区 東生洲町４８４－６　オオイワビル２Ｆ　 サービス SL-2000-5107

rule アムズ 御所南サロン 京都市中京区 東洞院通竹屋町下る三本木５－４６４　 サービス SL-2000-9298

Hair make 逡巡の夢 京都市中京区 堂之前町２３０－２　大輝六角ビル２Ｆ サービス JS-0000-3511

十分屋 京都市中京区 二条通河原町東入樋之口町４５４ サービス JS-0000-0233

ヘアーズフェロー 京都市中京区 二条通高倉東入観音町６４　ヤマムラビル１Ｆ サービス SL-2000-1771

Ayumi 京都市中京区 八百屋町５５５　澤栄ビル２０１　 サービス PK-0000-8149

HairSalon はある 京都市中京区 毘沙門町５３５ サービス JS-0001-8532

Neuro Vets 動物神経科クリニック 京都市中京区 毘沙門町５５０－４　京都動物医療センタービル４Ｆ サービス JS-0005-9748

TIARA 京都市中京区 菱屋町３６　プラザコラムビル４０３ サービス JS-0004-2626

ボディケアボディ 四条河原町店 京都市中京区 米屋町３８０　TSUJIKURA ビル５Ｆ サービス JS-0002-8341

eyelash Lento 京都市中京区 桝屋町５３－１　Duce mix ビルヂング５Ｆ サービス JS-0004-0425

美容屋ちょんまげ 京都市中京区 木屋町通三条下る石屋町１１５　辻田ビル３Ｆ サービス JS-0001-0890

サンミーゴネイル 京都店 京都市中京区 裏寺町５９８　OKI ビル５Ｆ サービス SL-2001-1455

plaire 京都市中京区 六角通御幸町西入八百屋町１０６東　２Ｆ サービス JS-0000-7745

Licht KYOTO 京都市中京区 六角通柳馬場東入大黒町７１　Goshosando ２Ｆ サービス JS-0000-1266

nary 京都市中京区 六角通麩屋町東入八百屋町１０８－２ サービス KI-0000-0640

ふなっきーの部屋 京都市中京区 六角油小路町３２９　 サービス SL-2000-3554

Etoile du chouchou 京都市中京区 六丁目２７９－２　アヴニール御所南２１Ｆ サービス JS-0003-2183

KAILA 京都市中京区 滕屋町１８７－３　京都セントラルビル２Ｆ サービス KI-0000-0644

ROCAReTAforhair 京都市中京区 聚楽廻中町４０－７　１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0497

Kaguyahime doui 京都市中京区 麩屋町錦小路下る桝屋町５１６　ARGENT 四条ビル１Ｆ サービス KI-0000-0647

宇治屋 京都市中京区 錦小路通高倉東入中魚屋町５０１　 その他 SL-2000-3282

（時計修理・時計ベルト） 京都三条   勝屋 京都市中京区 三条通富小路東入中之町３３　 その他 SL-2000-3463

LINNET リネット 京都市中京区 姉小路通富小路西入菊屋町５６２　　森口ビル１Ｆ その他 SL-2000-6078

京友禅体験工房 丸益西村屋 京都市中京区 小川通御池下る壺屋町４４６　 その他 SL-2000-5410

B 京都市中京区 上大阪町５２１エンパイヤビル７Ｆ その他 JS-0003-9810

pet shop ひらた 京都市中京区 西ノ京西月光町２７－５　ライオンズ御前三条ビル１Ｆ その他 JS-0000-0516

かいうんや 京都市中京区 富小路通二条下る俵屋町１８８ その他 SL-2000-3995


