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加盟店名 所在地 ジャンル

揚げいん 桂川店 京都市西京区 下津林大般若町１７３ 飲食店 JS-0005-0448

焼肉 Dining 権 京都市西京区 樫原井戸１２－３ 飲食店 JS-0003-6755

串蔵 京都市西京区 樫原平田町１５－２０ 飲食店 JS-0002-0360

薩摩の牛太 桂店 京都市西京区 樫原盆山１５－１　リーファーストビル 飲食店 JS-0001-0808

薩摩の牛太桂店 1 京都市西京区 樫原盆山１５－１　リ－ファ－ストビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0060

寺蔵カフェ 京都市西京区 桂久方町１０３－１ 飲食店 JS-0000-6726

寿し処今 京都市西京区 桂朝日町１１１　　 飲食店 ZN-0001-8845

もぐら 京都市西京区 桂南巽町１２８－２　ユウプラザＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3445

アカツキバル 京都市西京区 桂野里町５０－２６　SUN ２桂松１Ｆ 飲食店 JS-0002-2039

海雲亭洛西店 京都市西京区 御陵谷町４３－１　　 飲食店 ZN-0001-8663

焼肉処真 桂店 京都市西京区 御陵南荒木町７－１２ 飲食店 JS-0004-1595

京焼肉にしき 京都市西京区 松尾大利町２０－８　　 飲食店 ZN-0001-4639

旬彩味処 いずみ 京都市西京区 上桂森下町１－６８－２ 飲食店 JS-0003-3254

アジョシ桂五条店 京都市西京区 上桂前田町１３－４　　 飲食店 ZN-0001-8997

リコルディ 京都市西京区 川島粟田町３９－３　　 飲食店 ZN-0001-8819

た藁や 桂店 京都市西京区 川島北裏町６９　はつみビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1915

GLASS HOPPER 京都市西京区 川島北裏町７４－１　メイゾン桂東１０４ 飲食店 JS-0004-5738

炭焼きまるまる 京都市西京区 川島野田町５３－２　　 飲食店 ZN-0001-8797

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　 飲食店 ZN-2000-1468

かつ源洛西店 京都市西京区 大枝沓掛町１４－８　　 飲食店 ZN-0001-8808

中華レストラン 紅華 京都市西京区 大枝沓掛町９－６８ 飲食店 JS-0004-9318

錦わらい洛西店 京都市西京区 大枝原町３－１７　　 飲食店 ZN-0001-8602

嵐山谷口 京都市西京区 嵐山山ノ下町３０－２０　　 飲食店 ZN-0001-8587

RANMAN 京都市西京区 嵐山朝月町４３　グレーヒル嵐山１Ｆ 飲食店 JS-0000-6934

株式会社 松尾温泉京料理 鳥米 京都市西京区 嵐山朝月町６６　 飲食店 KI-0000-0315

嵐山さくら 京都市西京区 嵐山風呂ノ橋町２０－６　 飲食店 SL-2000-0300

エイリン 京都市西京区 桂後水町１－１ ショッピング JS-0003-0947

（株）日野屋 京都市西京区 桂坤町２８－８　 ショッピング KI-0000-0302

Atelier Akanece アトリエ アカネス 京都市西京区 桂艮町１３－９８ ショッピング SL-2000-2322

Doggy － J 京都市西京区 桂上野中町２４５ ショッピング JS-0004-1687

山田製油 本店 京都市西京区 桂巽町４ ショッピング JS-0001-8052

ガラージュ 桂店 京都市西京区 桂南巽町１３８－２ ショッピング JS-0000-1801

シニアペットケアステーション 京都市西京区 桂畑ヶ田町５９ ショッピング JS-0003-2749

せんぷく花えん上桂店 京都市西京区 桂畑ヶ田町６７　スーパーマツモト上桂店内 ショッピング KI-0000-0303

きひら化粧品店 京都市西京区 桂木ノ下町１４－２　 ショッピング SL-2000-4323

雑貨店 おやつ 京都市西京区 桂野里町１０－９ ショッピング JS-0005-6302

switch 京都市西京区 桂野里町１７　ミュー阪急桂３Ｆ ショッピング JS-0002-5723

せんぷく花えん 桂坂店 京都市西京区 御陵大枝山町５－２７－５　デイリーカナート桂坂店内 ショッピング KI-0000-0306

安藤漢方薬局 桂店 京都市西京区 山田大吉見町１８－５－２２ ショッピング JS-0003-9630

総合リサイクル＆ブランド王国 千代原口店 京都市西京区 山田中吉見町８－１ ショッピング JS-0000-1636
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ボンヌ・シャンス 京都市西京区 松室追上ゲ町２２－１　エリーパート２ ショッピング SL-2001-0394

ラ・パティスリー・ドゥ・ダーダ 京都市西京区 上桂宮ノ後町４１　　 ショッピング ZN-0002-2642

株式会社 マグリア 京都市西京区 上桂三ノ宮町５０－２０　 ショッピング SL-2000-0329

ウエストポイント京都 京都市西京区 上桂前田町２８－１４　　 ショッピング PK-0000-8654

胡錦館 京都市西京区 上桂前田町４９－１　 ショッピング KI-0000-0307

趣味のきもの やひろ 京都市西京区 川島粟田町４０－３　 ショッピング KI-0000-0310

Mahalo Cars 京都市西京区 川島権田町９－２ ショッピング JS-0003-0242

アランシア 京都市西京区 川島北裏町１２３－１１－１Ｆ　 ショッピング SL-2000-0369

京美人 京都市西京区 川島有栖川町３　オリエントビル３Ｆ ショッピング KI-0000-0311

アルモニー 桂店 京都市西京区 川島有栖川町７－３　KOEI ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-4560

サムソン桂店 京都市西京区 川島有栖川町８　サムソンビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6683

フラワーギャラリーマツキ 京都市西京区 大原野東境谷町２－５－８　ラクセーヌ１Ｆ ショッピング KI-0000-0312

TIRE GARAGE いいね 京都市西京区 大枝沓掛町１３－１９８ ショッピング JS-0004-3767

まつおえんげい 京都市西京区 大枝西長町３－７０　 ショッピング KI-0000-0313

株式会社れじぇんど 洛西店 京都市西京区 大枝中山町２－２７２ ショッピング JS-0000-8061

ビデオ 1 洛西店 京都市西京区 大枝中山町２－９４－１ ショッピング JS-0004-0818

モトラッド京都 京都市西京区 大枝中山町７－１５４ ショッピング SL-2001-1164

ハーレーダビッドソン京都／洛西 京都市西京区 大枝中山町７－１７０ ショッピング SL-2001-1163

西河鍼灸整骨院 京都市西京区 下津林大般若町１８０　ロイヤルシティ桂１Ｆ サービス JS-0004-9147

ラセーラ 桂 京都市西京区 下津林東芝ノ宮町２４ サービス JS-0003-7026

K’s HOU 京都市西京区 樫原石畑町１１－４　フレグランス桂１Ｆ サービス JS-0001-9871

Spinhair 京都市西京区 樫原佃２４　　 サービス ZN-0002-7229

フェリム 京都市西京区 樫原佃２４　　 サービス ZN-0003-0500

手もみ総本店 洛西店 京都市西京区 樫原秤谷町３４ サービス JS-0004-6036

りん整骨院 京都市西京区 桂下豆田町２１－１５ サービス SL-2000-1482

エラン 京都市西京区 桂下豆田町２１－３　 サービス SL-2000-0666

Cottage 京都市西京区 桂久方町８５－１ サービス JS-0003-6557

美容室 Ange 京都市西京区 桂艮町１３－９２ サービス JS-0001-3907

SOPOliini 京都市西京区 桂艮町１７－５６ サービス JS-0004-2925

SEIYOSHA 桂西口 京都市西京区 桂南巽町１４２ サービス JS-0003-7124

シェイプ上桂店 京都市西京区 桂畑ケ田町６７　スーパーマツモト上桂店内 サービス JS-0005-4145

スラップダッシュ 京都市西京区 桂野里町５０－７４　桂イーストサイドビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0493

Cubic 京都市西京区 桂野里町５０－７５　アソシエイトワダ３Ｆ サービス KI-0000-0304

hair with you 京都市西京区 御陵大原１－２３ サービス JS-0003-8228

hair with you EAST 京都市西京区 山田大吉見町１８－５　桂平安マンション１１３ サービス JS-0003-8207

プリンセスファンタジー桂店 京都市西京区 山田大吉見町５－１４　　 サービス ZN-2000-3110

マッシュフォーヘアー 松尾店 京都市西京区 松室追上ゲ町３４　 サービス SL-2000-8327

ラセーラ 桂中学前 京都市西京区 上桂森下町１－１２０ サービス JS-0003-7128

美容室 ル・レーヴ 京都市西京区 上桂森上町１７－３１ サービス JS-0001-8592

ラセーラ 桂川 京都市西京区 上桂北村町２１２ サービス JS-0003-7131

ILIOone 京都市西京区 川島滑樋町５３－１　コンドミニオ５３１　１Ｆ　 サービス PK-0000-8621

マッシュフォーヘアー 桂店 京都市西京区 川島調子町１０２－２　 サービス SL-2000-8326

Noble． 京都市西京区 川島調子町３４－１　参番館山口１Ｆ サービス JS-0001-5866

ハホヨワヘアー 京都市西京区 川島東代町２８－１　辻ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0494
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FrancoiseMarceau 京都市西京区 川島北裏町６９－５　桂駅前ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0479

髪化粧 trust 京都市西京区 川島有栖川町１４－６ サービス JS-0005-1628

チリ 桂店 京都市西京区 川島有栖川町９８　ウッズ桂２Ｆ サービス JS-0004-0240

Hair coordinate cherrystar 京都市西京区 川島六ノ坪町６３－８　バンブーシュート洛西口Ⅱ　２０１ サービス SL-2000-5503

スタジオ アイ 京都市西京区 大原野上里鳥見町７－７ サービス JS-0001-1607

ラセーラ 桂坂 京都市西京区 大枝沓掛町２－１２ サービス JS-0003-6976

CLAPHAIRDESIGN 京都市西京区 大枝沓掛町２－３２　清光ハイツ１Ｆ サービス ZN-0003-0483

Blu Blu 京都市西京区 大枝東長町１－３０６　ソレイユ三宅３ サービス JS-0001-7456

洛西動物病院 京都市西京区 大枝南福西町２丁目６－１ サービス JS-0003-8662

ヘアー スノッブ 京都市西京区 大枝南福西町３－１－１　 サービス KI-0000-0314

スタジオ アイ 嵐山店 京都市西京区 嵐山朝月町４４－１０ サービス JS-0003-7730

フィッツミー 桂千代原口店 京都市西京区 山田大吉見町１６－２　ベルジュール小嶋１Ｆ その他 JS-0003-9756

DINING BAR  YEAH 京都市南区 吉祥院九条町１－７　 飲食店 SL-2000-2191

寿司一品さかゑ 京都市南区 吉祥院九条町４７　ビッグヒル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2522

錦わらい吉祥院店 京都市南区 吉祥院御池町２０　　 飲食店 ZN-0001-8575

割烹 三源庵 京都市南区 吉祥院高畑町２６ 飲食店 JS-0000-0273

焼肉ひさご 京都市南区 吉祥院仁木ノ森町２５－３　　 飲食店 ZN-0001-8863

包鶏屋 京都市南区 吉祥院西ノ庄西浦町１９　　 飲食店 ZN-0001-8959

魚彩ダイニング まったく 京都市南区 吉祥院石原上川原町４６－６　 飲食店 SL-2000-3713

バグワティ タージマハル 京都市南区 吉祥院這登東町３３－２ 飲食店 JS-0003-2927

川辰 京都市南区 久世川原町６５　　 飲食店 ZN-0001-8749

楽旬魚菜しげ久世店 京都市南区 久世築山町３７８－１５　　 飲食店 ZN-0001-8766

我流鉄板 やす田 京都市南区 上鳥羽塔ノ森柴東町４－８ 飲食店 JS-0003-9507

焼肉 和牛屋 京都市南区 上鳥羽南中ノ坪町３２ 飲食店 JS-0000-6526

近江牛焼肉銘特屋 京都市南区 上鳥羽苗代町２１ 飲食店 ZN-0001-8981

居酒や和楽 京都市南区 西九条菅田町３２－１　　 飲食店 ZN-0001-8723

朝日食堂 京都市南区 西九条池ノ内町１０４ 飲食店 JS-0003-4347

美登利 京都市南区 西九条東比永城町８０　フレスコ東寺２Ｆ　 飲食店 SL-2000-4562

ほっといて 京都市南区 西九条比永城町１０２－６ 飲食店 JS-0003-3610

食彩工房 団居 京都市南区 西九条比永城町７０　 飲食店 SL-2000-9646

來人 京都市南区 西九条柳ノ内町２９　京都府食肉生活組合　 飲食店 ZN-0001-8810

焼肉処真 西大路駅前店 京都市南区 唐橋西平垣町１－６　LOFT １６ビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-9441

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　LOFT １６ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8776

蔵々 京都市南区 唐橋西平垣町１７ 飲食店 JS-0001-7501

味峯西大路店 京都市南区 唐橋西平垣町２４－１１　　 飲食店 ZN-0001-8795

Chan －ちゃん 京都市南区 唐橋西平垣町４５－２　ジャストビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6553

錦ねぎ太郎京都第一ホテル店 京都市南区 東九条下殿田町４５　　 飲食店 ZN-0001-8603

パラティク レストラン 九条店 京都市南区 東九条下殿田町５０－２ 飲食店 JS-0003-2607

カフェラウンジ凛 テルサ店 京都市南区 東九条下殿田町７０ 飲食店 JS-0004-3869

炭焼浪漫家 JR 京都駅八条口店 京都市南区 東九条上殿田町３０ 飲食店 ZN-2000-5873

トップスカフェ 京都駅八条口店 京都市南区 東九条上殿田町５３－１ 飲食店 JS-0004-5982

御肴ずっころばし 京都市南区 東九条西山王町１２－３　　 飲食店 ZN-0001-8969

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 飲食店 ZN-0001-8860

韓杯房 プルダ 京都市南区 東九条西山王町６ 飲食店 JS-0003-1888
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ちょぼちょぼ 京都市南区 東九条西明田町２２ 飲食店 JS-0002-7058

とり匠ふく井 京都市南区 東九条中殿田町１１－７　　 飲食店 ZN-2000-5851

まるゆう 東九条店 京都市南区 東九条東御霊町５８－１２ 飲食店 JS-0003-4783

京の焼肉処弘八条口店 京都市南区 東九条南山王町２５　サンコービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8917

TERAS 京都市南区 東九条北烏丸町１３　　 飲食店 ZN-0001-8751

紡空 京都市南区 東九条北烏丸町１３　　 飲食店 ZN-0001-9042

天ぷら玄 京都市南区 東九条北烏丸町６－６　　 飲食店 ZN-2000-5159

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　 飲食店 ZN-0001-8683

ちゃんこ しん川 京都市南区 東九条柳下町７０－１ 飲食店 JS-0002-1665

D － Light 京都市南区 八条内田町２５－６　 飲食店 SL-2000-2433

藤ノ井商店 金物本店 京都市南区 吉祥院三ノ宮西町６８ ショッピング JS-0000-2566

きものサロン 川崎 京都市南区 吉祥院車道町１０－３　 ショッピング KI-0000-0789

もみじ薬局 京都市南区 吉祥院八反田町３２　　 ショッピング PK-0000-8866

西京自販株式会社 京都市南区 久世上久世町１６８－１ ショッピング JS-0003-8470

テニスステーション久世 京都市南区 久世中久世町２－４７ ショッピング AD-0000-0400

太陽薬品　京都南営業所　8 京都市南区 上鳥羽尻切町１２　　 ショッピング PK-0000-8717

装栄 京都店 京都市南区 上鳥羽清井町３５ ショッピング JS-0005-3519

城南堂薬局 京都市南区 上鳥羽南中ノ坪町１２２ ショッピング JS-0005-7775

株式会社泰和 京都市南区 上鳥羽南鉾立町１９－１ ショッピング JS-0003-9956

ブティック もろほし 京都市南区 西九条院町１７　都ホテル京都八条Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0000-0547

ルチクル 京都市南区 西九条院町１７　都ホテル京都八条Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0001-4205

鉄道模型専門店 亜鉄社 京都市南区 西九条比永城町１０２－８ ショッピング JS-0005-4048

和の店 かわちや 京都市南区 大宮通八条下る二丁目東寺東門前町３９ ショッピング KI-0000-0791

萬長 京都市南区 唐橋西平垣町１９　 ショッピング KI-0000-0792

ホーマン 京都市南区 唐橋川久保町１２－２ ショッピング JS-0000-6674

株式会社ツインズ 京都市南区 唐橋川久保町３４ ショッピング JS-0001-8979

岩田呉服店 京都市南区 東九条西札ノ辻町３４　 ショッピング KI-0000-0794

コミックショック 八条口店 京都市南区 東九条西山王町１－１５　三星ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3845

洋服の病院 本社 京都市南区 東九条石田町３１－２ ショッピング JS-0002-1730

日本自動車工作株式会社 京都市南区 吉祥院観音堂町３ サービス JS-0004-5362

みやはた鍼灸整骨院 京都市南区 吉祥院九条町４６－３ サービス JS-0002-9559

AUTOPASSAGE 京都市南区 吉祥院西ノ庄東屋敷町５３ サービス AD-0000-0383

フェイバリット ビューティ ヨシミ 京都市南区 吉祥院西浦町９ サービス JS-0005-4502

大央自動車株式会社 京都市南区 久世大薮町２３４－９ サービス JS-0001-9436

camino 京都市南区 四ツ塚町７８　マリネットＡ－ワン１０５ サービス JS-0002-7804

株式会社リ・ユージュ 京都市南区 上鳥羽塔ノ森柴東町１１－１ サービス JS-0005-5311

ブリリオ 京都駅前店 京都市南区 西九条院町２４－２　プリオーレ京都駅前５０３ サービス JS-0005-4374

和洋創作弁当ヒルタ　1 京都市伏見区 羽束師志水町１７０－３０　　 飲食店 PK-0000-8211

ヒルタ 京都市伏見区 羽束師志水町１７０－３０　　 飲食店 ZN-0001-8879

黄桜商店 京都市伏見区 塩屋町２２８　 飲食店 KI-2000-0045

かっぱ天国 京都市伏見区 塩屋町２２８　 飲食店 KI-2000-0046

醪音 伏見店 京都市伏見区 観音寺町２１２－１　伏見ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3719

鳳 京都市伏見区 雁金町７０４－２　　 飲食店 ZN-0001-8774

本日のおすすめ伏見店 京都市伏見区 久我森の宮町１５－６５　　 飲食店 ZN-0001-8911
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焼き鳥まるまる百合屋 京都市伏見区 久我本町１１－２８　　 飲食店 ZN-0001-8929

Piccolo bambino 京都市伏見区 魚屋町５７３　川口ビル１０７ 飲食店 JS-0003-0257

Trattoria Invito 京都市伏見区 魚屋町５７４　ハイツ桃山１０２号　 飲食店 SL-2000-1502

魚三楼 京都市伏見区 京町３－１８７　 飲食店 KI-0000-0798

ミンミン桃山店 京都市伏見区 京町４丁目１５７－１　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4655

まる福 伏見桃山店 京都市伏見区 京町４丁目１６８－３　仁科ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8600

FoodsBar 栞屋 京都市伏見区 御堂前町６２１　　 飲食店 ZN-0001-8968

鳥せい本店 京都市伏見区 上油掛町１８６ 飲食店 KI-0000-0799

藤丸 京都市伏見区 上油掛町１９７－１ 飲食店 JS-0001-0329

Kitchen 問屋町 京都市伏見区 上油掛町２０８－２　　 飲食店 ZN-0001-8900

ごん平 京都市伏見区 新町４丁目４５７ 飲食店 KI-0000-0800

花涼ん 京都市伏見区 新町４丁目４６３　コーポ蒼園２－Ｃ 飲食店 JS-0004-8562

串だいにんぐ炭焼浪漫家藤森店 京都市伏見区 深草キトロ町３３－１０　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9046

酒菜 しげ楽 京都市伏見区 深草スゝハキ町２４－３ 飲食店 JS-0001-1914

時代屋 深草店 京都市伏見区 深草スゝハキ町２６ 飲食店 JS-0003-0295

麺好坊 蓮 京都市伏見区 深草一ノ坪町２７－１８ 飲食店 JS-0003-0044

久楽 京都市伏見区 深草五反田町６－４　コーポ豊後１Ｆ西側　 飲食店 ZN-0001-8670

旬食彩 OHSUMI 京都市伏見区 深草紺屋町４－６　エトワール伏見１Ｆ 飲食店 JS-0001-2521

京料理 寿司 松廣 京都市伏見区 深草小久保町２４４　 飲食店 KI-0000-0808

Ken づ yaBAL 京都市伏見区 深草西浦町２丁目１１６－５　 飲食店 ZN-0001-8943

焼肉酒場 わっそ 京都市伏見区 深草西浦町５丁目１０－１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0210

勇気凛々 京都市伏見区 深草西浦町６丁目６２　　 飲食店 ZN-0001-8928

和食 さんしろう 京都市伏見区 深草西浦町６丁目７７－１０１ 飲食店 JS-0003-8019

Chaps 京都市伏見区 深草西浦町７丁目７３－３　西山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1658

一本槍 京都市伏見区 深草西浦町７丁目７６　　 飲食店 ZN-0001-8781

焼肉どころ鼎 京都市伏見区 深草直違橋南１丁目４９１－１　 飲食店 ZN-0001-4521

季節料理みのり 京都市伏見区 深草直違橋片町５２７　　 飲食店 ZN-0001-8682

とと河岸 京都市伏見区 深草飯食町８３９－１　エステート２１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-4572

ナマステタージマハル伏見店 京都市伏見区 深草鈴町２－２８　　 飲食店 ZN-0001-8884

土井活鰻 京都市伏見区 深草鈴塚町２－２　豊和マンション１Ｆ 飲食店 JS-0004-0886

お好み焼 半蔵 京都市伏見区 石田大受町３－１　ヴィエント醍醐１Ｆ 飲食店 JS-0004-3990

串ダイニング遊 醍醐店 京都市伏見区 醍醐御霊ヶ下町１２ 飲食店 JS-0001-0941

醍醐なら原 京都市伏見区 醍醐高畑町６８－６　　 飲食店 ZN-0001-8895

串焼 NAKATO 京都市伏見区 竹田真幡木町　８４ 飲食店 SL-2000-0805

時代屋 竹田店 京都市伏見区 竹田西桶ノ井町１４６ 飲食店 JS-0003-0296

ととや 京都市伏見区 竹田西桶ノ井町４１－１　メゾン竹田１０３ 飲食店 JS-0004-1244

だるま屋 京都市伏見区 竹田中内畑町１７１　　 飲食店 ZN-0001-8618

GAFU 京都市伏見区 中油掛町１０６－７ 飲食店 KI-2000-0053

阿津満寿司 京都市伏見区 東大手町７６２　 飲食店 KI-0000-0822

時代屋 大手筋店 京都市伏見区 東大手町７８４－５ 飲食店 JS-0002-4481

黒木屋 京都市伏見区 東浜南町６５５－１　　 飲食店 ZN-0001-8769

寿し長 京都市伏見区 桃山町山ノ下４８－１３　 飲食店 KI-0000-0839

田中家 京都市伏見区 桃山町山ノ下５５－１８ 飲食店 JS-0000-1962

焼肉 安べえ 京都市伏見区 桃山町松平筑前１４ 飲食店 JS-0000-7288
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キッチン ゼロ 京都市伏見区 桃山町中島町３２－１ 飲食店 JS-0002-0606

辻政 京都市伏見区 南浜町２６０ 飲食店 JS-0003-1979

きらく 京都市伏見区 納屋町１１３　 飲食店 KI-0000-0845

Dining Bar BARNEYS 京都市伏見区 納屋町１２２ 飲食店 JS-0004-1947

伏水酒蔵堂 京都市伏見区 納屋町１４１ 飲食店 KI-2000-0060

漁祭 伏見店 京都市伏見区 伯耆町１１　メゾンムカイデ 飲食店 JS-0003-4567

Lag Wagon 京都市伏見区 伯耆町１１　メゾンムカイデ２Ｆ 飲食店 JS-0000-4052

カフェ桃山 78 京都市伏見区 風呂屋町２６０－２　 飲食店 SL-2000-0752

伏水酒蔵小路 京都市伏見区 平野町８２－２　 飲食店 KI-0000-1026

EARTH 京都市伏見区 片原町２９６－１ 飲食店 JS-0004-3859

寿司処 大将 京都市伏見区 片原町２９６－１　 飲食店 SL-2000-1500

吉招庵 京都市伏見区 本材木町６８０－１ 飲食店 KI-2000-0139

旬彩遊膳えんり庵 大手筋支店 京都市伏見区 両替町４－２９１－１　辻熊ビル２Ｆ 飲食店 KI-0000-0861

きくもと 京都市伏見区 両替町４－３０５　 飲食店 KI-0000-0862

た藁や伏見桃山 京都市伏見区 両替町４丁目２９２－１　西野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5335

串もんまるまる大手筋店 京都市伏見区 両替町４丁目２９６　古賀コーポ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8857

味福 京都市伏見区 両替町４丁目２９８－１ 飲食店 JS-0002-4882

カッパショップ 0 京都市伏見区 塩屋町２２８　 ショッピング KI-0000-1023

カッパショップ 1 京都市伏見区 塩屋町２２８　 ショッピング KI-2000-0052

黄桜伏水蔵 1 京都市伏見区 横大路下三栖梶原町５３　 ショッピング KI-0000-1024

オートモーション株式会社 京都市伏見区 横大路下三栖宮ノ後２５　 ショッピング SL-2000-2344

株式会社丸嘉 京都市伏見区 横大路貴船１１４ ショッピング JS-0002-1669

かつおか呉服店 京都市伏見区 下油掛町１４５　 ショッピング KI-0000-0795

トリヰ眼鏡店 桃山店 京都市伏見区 観音寺町２１４－３　 ショッピング KI-0000-0796

駿河屋 伏見本舗 京都市伏見区 京町３丁目１９０ ショッピング JS-0003-3525

株式会社カーステップ 京都市伏見区 向島清水町４６ ショッピング JS-0003-1362

ピーコック 向島店 京都市伏見区 向島二ノ丸町６８－３９ ショッピング JS-0003-5584

酒の器 Toyoda 京都市伏見区 上油掛町１９０ ショッピング JS-0004-1629

有限会社  カワライ薬局 京都市伏見区 新町４丁目４５３　 ショッピング KI-0000-0802

キタムラ洋品店 京都市伏見区 新町５丁目４９５　北本ビル１０１ ショッピング KI-0000-0804

大手筋コンタクトレンズ 京都市伏見区 新町５丁目５０５　植田ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-0736

七條甘春堂 大手筋店 京都市伏見区 新町５丁目５０９－１ ショッピング JS-0003-9849

（株）ジュヴァンセル 京都市伏見区 新町５丁目５０９－１　 ショッピング KI-0000-0805

京仏具はなびし 京都市伏見区 深草一ノ坪町２６－４　はなびしビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4320

聖護院八ッ橋 稲荷店 京都市伏見区 深草稲荷御前町６５ ショッピング KI-0000-0807

本家八ッ橋稲荷東店 京都市伏見区 深草開土町２　　 ショッピング ZN-0002-7085

株式会社 花の山重 京都市伏見区 深草直違橋北１丁目４６５－２ ショッピング KI-0000-0809

バンビーノ 京都市伏見区 深草北新町６３７－９ ショッピング JS-0000-2202

京するめノ里 京都市伏見区 深草綿森町１８ ショッピング JS-0005-4846

CORECOLLE 石田店 京都市伏見区 石田大受町３２－３４　　 ショッピング ZN-0002-4504

松田桃香園 京都市伏見区 大手筋２番街　 ショッピング KI-0000-0812

メンズショップフクヤ 京都市伏見区 大手筋３番街　 ショッピング KI-0000-0811

（有）柱谷ふとん店 京都市伏見区 醍醐南西裏町１－３５　 ショッピング KI-0000-1025

有限会社 柱谷ふとん店 京都市伏見区 醍醐南西裏町１－３５　 ショッピング KI-2000-0112
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株式会社スタジオグロ－ブ 京都市伏見区 竹田七瀬川町１１－７ ショッピング AD-0000-0250

靴屋楽ちん 京都市伏見区 竹田七瀬川町３７８　パデシオン１Ｆ ショッピング KI-0000-0813

株式会社れじぇんど 伏見店 京都市伏見区 竹田浄菩提院町３１０ ショッピング JS-0000-8062

ファーストオート 京都支店 京都市伏見区 中島前山町５６ ショッピング JS-0005-4710

ギフト・陶器  しばた 京都市伏見区 中油掛町１０６－５　 ショッピング KI-0000-0815

コミックショック 新堀川店 京都市伏見区 島津町１１０ ショッピング JS-0001-0532

ザッカバッカー 京都市伏見区 島津町１１６ ショッピング JS-0004-6132

ハーレーダビッドソン京都 京都市伏見区 島津町１２１　 ショッピング SL-2001-1057

サハラ 京都市伏見区 東大手町７４９　 ショッピング KI-0000-0817

マルト花店 京都市伏見区 東大手町７５０ ショッピング KI-0000-0818

メンズショップ おくだ 京都市伏見区 東大手町７５１　 ショッピング KI-0000-0819

若由陶業  株式会社 京都市伏見区 東大手町７６３　 ショッピング KI-0000-0823

京極屋 京都市伏見区 東大手町７６９　 ショッピング KI-0000-0824

鼓月 大手筋店 京都市伏見区 東大手町７７０－１　 ショッピング KI-0000-0825

中塚家具 京都市伏見区 東大手町７７０－２　 ショッピング KI-0000-0826

わだかつ 京都市伏見区 東大手町７７２　 ショッピング KI-0000-0828

春城時計店 京都市伏見区 東大手町７７２　 ショッピング KI-0000-0829

小野デンキ 京都市伏見区 東大手町７７２－３　 ショッピング KI-2000-0044

浅野屋 京都市伏見区 東大手町７７３　 ショッピング KI-0000-0830

フェーメふじもと 京都市伏見区 東大手町７７５ ショッピング KI-0000-0831

株式会社  タカノ 京都市伏見区 東大手町７７８ ショッピング KI-0000-0833

靴の天国屋 京都市伏見区 東大手町７７８ ショッピング KI-0000-0834

油長茶舗 京都市伏見区 東大手町７７９　 ショッピング KI-0000-0836

吟醸酒房 油長 京都市伏見区 東大手町７８０　 ショッピング KI-0000-0837

ツチダ 京都市伏見区 東大手町７８１ ショッピング KI-0000-0838

おりがみ 京都市伏見区 東町２０１－１ ショッピング JS-0002-7654

BIG IN 京都市伏見区 桃山最上町５４－６ ショッピング JS-0001-8781

エール薬局伏見店 京都市伏見区 桃山町泰長老１１１　ウエルネス桃山１０１ ショッピング JS-0001-3824

ヒューマン 桃山店 京都市伏見区 桃山町和泉７－６ ショッピング JS-0003-7116

京・伏見 越後家 多齢堂 京都市伏見区 桃山南大島町７１－６２ ショッピング JS-0005-9298

Crair Antiques 京都市伏見区 鍋島町２６ ショッピング JS-0000-7114

京屋 京都市伏見区 南浜町２８０　　 ショッピング ZN-0002-2190

プレジオーサ 京都市伏見区 南部町６１－１３　 ショッピング KI-0000-0841

小林呉服店 京都市伏見区 納屋町１１０－２　 ショッピング KI-0000-0843

石本陽風堂 京都市伏見区 納屋町１１０－３　 ショッピング KI-0000-0844

㈱岩田呉服店 伏見店 京都市伏見区 納屋町１１６　 ショッピング KI-0000-0846

パピット・キンイチヤ 京都市伏見区 納屋町１２８　 ショッピング KI-0000-0847

（株）西尾呉服店 伏見店 京都市伏見区 納屋町１３４－１　パッサージュなやまち５番街 ショッピング KI-0000-0848

ミヨシヤ 京都市伏見区 納屋町１３５　 ショッピング KI-0000-0849

絵美化粧品店 京都市伏見区 納屋町１３５　 ショッピング KI-0000-0850

桃山堂 京都市伏見区 伯耆町１－２ ショッピング KI-0000-0852

LANE 京都市伏見区 伯耆町１－２　 ショッピング KI-0000-0851

アルモニー伏見店 京都市伏見区 伯耆町１－２　　 ショッピング ZN-0002-4506

ムラカミビジネス株式会社 京都市伏見区 伯耆町２ ショッピング KI-0000-0853
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花やす 京都市伏見区 伯耆町２ ショッピング ZN-0002-5579

みつや書店 京都市伏見区 伯耆町３－１　 ショッピング KI-0000-0854

有限会社 吉田時計店 京都市伏見区 伯耆町６－５　 ショッピング KI-0000-0856

ジンボ 京都市伏見区 平野町４７　 ショッピング KI-0000-0858

洋服の病院 大手筋店 京都市伏見区 平野町５１ ショッピング JS-0002-1733

Re born 京都市伏見区 平野町５１ ショッピング JS-0002-2513

京都メガネ館 京都市伏見区 平野町５５ ショッピング SL-2000-8840

スポーツアクト 2nd．STAGE 京都市伏見区 毛利町１５３　　 ショッピング ZN-0002-2882

ラビアンローゼウエダコー 京都市伏見区 両替町４－２９１－３ ショッピング KI-0000-0860

有限会社  トイズかめた 京都市伏見区 両替町４丁目２９１－２　 ショッピング KI-0000-0863

はせ犬と猫の病院 京都市伏見区 羽束師古川町２１９－１８ サービス JS-0002-4084

リバティカーコンビニ倶楽部 伏見店 京都市伏見区 横大路下三栖宮ノ後３９ サービス JS-0002-2674

レンタルのニッケン 京都営業所 京都市伏見区 横大路下三栖城ノ前町５１ サービス JS-0003-2129

アマルフィ 京都市伏見区 下鳥羽南三町７ サービス ZN-0002-2999

BARBER Saiwai バーバーサイワイ 京都市伏見区 下油掛町１５２ サービス SL-2000-7169

さくら鍼灸整骨院 京都市伏見区 久我森の宮町１－５５　 サービス SL-2000-5990

サイクルプロショップ リコ 伏見桃山店 京都市伏見区 京町３丁目１７９－１ サービス KI-0000-0797

cadena EYELASH SALON 京都市伏見区 京町北７－９－１－２０５　 サービス SL-2000-5997

カットハウス J 向島本店 京都市伏見区 向島二ノ丸町３８７ サービス JS-0004-8825

クリーンショップおくむら 伏見桃山店 京都市伏見区 讃岐町１５５ サービス JS-0004-8091

ISA 伏見桃山店 京都市伏見区 新町３丁目４７６－１　プランドール１Ｆ サービス JS-0004-1054

DOUXCE 京都市伏見区 新町４－４６２－３　 サービス KI-0000-0801

LIDY LASH 京都市伏見区 新町４丁目４７３　セジュール大手筋２Ｆ サービス JS-0003-1091

HAIR ART EARTH 京都市伏見区 新町５－５０９－１　塚本光月堂ビル２Ｆ サービス KI-0000-0803

Be － Lum 京都市伏見区 深草ヲカヤ町３２－７ サービス JS-0002-7017

レンタル着物 Nagomi 京都市伏見区 深草一ノ坪町１２－２ サービス JS-0002-2512

こころとからだ 康子整骨院 京都市伏見区 深草一ノ坪町３５－１３ サービス JS-0001-9614

Caramelink 京都市伏見区 深草下川原町１－１　コトーハイツＣ－１１３ サービス JS-0002-6421

CieL hair make up 京都市伏見区 深草下川原町１－１　コトーハイツＣ－１１４ サービス SL-2001-0936

Felice 京都市伏見区 深草下川原町１３０－７ サービス JS-0004-5388

アップトゥユー 京都市伏見区 深草勧進橋町５０－２７ サービス JS-0002-1667

HairSalonGift 京都市伏見区 深草紺屋町１１－５　グランデアングル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0489

KON’SCYCLE 伏見店 京都市伏見区 深草紺屋町４　　 サービス ZN-0002-6476

わかくさ薬局 伏見店 京都市伏見区 深草西伊達町８７－５５ サービス JS-0002-3885

SEPTNAIL 伏見店 京都市伏見区 深草西浦町７丁目６８ サービス JS-0001-6145

しゅ・しゅ・くるーる 京都市伏見区 深草西浦町８丁目１１５　武一ビル１０７ サービス SL-2000-6837

スマイル薬局藤森店 京都市伏見区 深草大亀谷大山町４２－２ サービス JS-0002-1026

knot Hair ex 京都市伏見区 深草大亀谷八島町　２３－５　ポアール墨染１Ｆ　 サービス SL-2000-1302

enhair 京都市伏見区 深草直違橋９丁目１９３ サービス JS-0000-3006

ヘアースタジオ 307 京都市伏見区 西大手町３０７－１３９ サービス KI-0000-0810

Base 京都市伏見区 西町３９２ サービス JS-0000-8241

The Premium BarBer Dampfer 京都市伏見区 石田大山町５６－７　 サービス SL-2000-0727

hair ＆ make Le ange 京都市伏見区 石田大山町８８－８ サービス JS-0001-1727

クリーンショップおくむら 本店 京都市伏見区 石田大受町５－６ サービス JS-0004-8074
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emit 京都市伏見区 醍醐下山口町１－１３ サービス JS-0005-2179

LoLo 京都市伏見区 醍醐構口町２７－１－１０３ サービス JS-0005-1709

クリーンショップおくむら ダイゴ店 京都市伏見区 醍醐高畑町１－３７　アルプラザ醍醐１Ｆ サービス JS-0004-8092

Anfang 京都市伏見区 醍醐西大路町１－２０ サービス JS-0001-7807

ヘアーサロン O．A．P 京都市伏見区 醍醐多近田町１８－３ サービス JS-0001-8219

パーマハウスクィーン 京都市伏見区 竹田浄菩提院町１２２　ビラアペックス京都竹田１Ｆ　 サービス ZN-0003-0484

シェイプ伏見店 京都市伏見区 竹田中島町２１３　スーパーマツモト伏見店内 サービス JS-0005-4123

Nuuka 京都市伏見区 竹田中内畑町１８１　コスモハイツ１０２ サービス JS-0003-1064

ヘアープロデュース ムスターファ 京都市伏見区 中油掛町１０６　 サービス KI-0000-0814

ガッツレンタカー京都伏見丹波橋駅前店 京都市伏見区 桃山井伊掃部西町１４－７ サービス JS-0005-0850

コンズサイクル MOMO テラス 京都市伏見区 桃山町山ノ下３２　MOMO テラス１Ｆ　 サービス ZN-2000-7181

HAIR Salao 京都市伏見区 桃山町山ノ下５５ サービス JS-0000-6181

美容室 BIBI 京都市伏見区 桃山町大島３８－２ サービス JS-0004-2843

クリーンショップおくむら 桃山店 京都市伏見区 桃山町大島３８－２　桃山南ショッピングセンター内 サービス JS-0004-8077

eari for the beauty 京都市伏見区 桃山町丹後１３－３　陵南ハイツ１Ｄ サービス JS-0003-0792

BLUE natural style 京都市伏見区 桃山町丹後１３－３　陵南ハイツ１Ｆ サービス JS-0001-7254

hairheal colpire 京都市伏見区 桃山南大島町６８－５ サービス JS-0002-0266

Cache Cache Salon 京都市伏見区 南新地５７－９ サービス JS-0003-1702

HAIR BAUM 京都市伏見区 南新地５８－１　EP １Ｆ サービス JS-0001-4417

ヘアースペース ジェルベ 京都市伏見区 日野谷寺町２３－１９ サービス JS-0002-0029

むげん整骨院 桃山大手筋 京都市伏見区 納屋町１２４ サービス JS-0004-6369

PURE MODE Kayo 京都市伏見区 納所南城堀１４－１８　　 サービス ZN-0003-0487

スマイル薬局 墨染店 京都市伏見区 墨染町６８８ サービス JS-0003-0807

JACKPOT 京都市伏見区 淀水垂町８２０－３ サービス AD-0000-0870

STUDIO DAIGO 京都店 京都市伏見区 醍醐大構町１６　 その他 SL-2000-8710

株式会社城谷自動車工作所 京都市伏見区 竹田向代町１６－１ その他 JS-0002-3667


