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［京都市下京区／上京区］

加盟店名 所在地 ジャンル

京都綾小路 満月の花 京都市下京区 綾材木町２０６－１ 飲食店 SL-2000-1902

京家 きよみず 京都市下京区 綾材木町２０７－５ 飲食店 JS-0001-5627

京料理 およね 京都市下京区 綾小路高倉西入神明町２３０ 飲食店 KI-0000-0032

京都焼鳥製作所 京都市下京区 綾小路通寺町西入る足袋屋町３２４　アイカーサ綾小路 飲食店 ZN-0001-8868

京風居酒屋・割烹楽庵 京都市下京区 綾小路通東洞院　東入神明町２４１－１　 飲食店 ZN-0001-8583

El Rincon 京都市下京区 綾小路通東洞院東入神明町７２４ 飲食店 JS-0003-8057

KAKIMARU 綾小路店 京都市下京区 綾小路通富小路　西入塩屋町６６　 飲食店 ZN-0001-9048

ざんぐり綾富 京都市下京区 綾小路通富小路東入塩屋町７２　グランシャトレー１０２ 飲食店 SL-2000-6778

京ちゃばな 南新町店 京都市下京区 夷之町７２７ 飲食店 JS-0003-6231

菜花亭 1F 京都市下京区 烏丸塩小路東塩小路町７２１－１　１Ｆ 飲食店 KI-0000-1004

菜花亭 2F 京都市下京区 烏丸塩小路東塩小路町７２１－１　２Ｆ 飲食店 KI-2000-0114

菜花亭 3F 京都市下京区 烏丸塩小路東塩小路町７２１－１　３Ｆ 飲食店 KI-2000-0128

CRAFTMAN 京都市下京区 烏丸通綾小路下る二帖半敷町６４３－１　小町ジュエリー烏丸ビル１～３Ｆ 飲食店 ZN-0001-8869

がんこ京都駅ビル店 京都市下京区 烏丸通塩小路下る　京都駅ビル２Ｆ 飲食店 AX-0000-0275

キムカツ京都烏丸店 京都市下京区 烏丸通四条下る水銀屋町６２０　COCON 烏丸Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-4691

喜はる 京都市下京区 永原町１４７－２ 飲食店 JS-0004-0181

天下の焼肉大将軍 京都駅前店 京都市下京区 塩小路通烏丸通西入東塩小路町５７７ 飲食店 KI-0000-1005

天下の焼肉大将軍 京都駅前店 京都市下京区 塩小路通烏丸通西入東塩小路町５７７ 飲食店 KI-2000-0092

シオリヤ太陽族 京都市下京区 下り松町１６８－７　　 飲食店 ZN-0001-9036

鉄板焼結 京都市下京区 下珠数屋町通間之町西入西玉水町２８４　サンオリジン司１Ｆ 飲食店 ZN-2000-5413

三栄 京都市下京区 河原町通四条下る２筋目東入稲荷町３１９ 飲食店 KI-0000-0038

NIKOLABO 京都市下京区 河原町通四条下る２丁目稲荷町３２９　エリッツ四条河原町ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7227

大関 京都市下京区 花屋町通櫛笥西入薬園町１５２ 飲食店 KI-0000-0042

とり粋本店 京都市下京区 花屋町通櫛笥西入薬園町１６５　島原会館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6928

乙文 京都市下京区 花屋町通壬生西入薬園町１５８ 飲食店 KI-0000-0043

GOICHI PIZZA 京都市下京区 葛籠屋町４９８　デイジーコート１Ｆ 飲食店 JS-0000-9221

和楽味 いしまる 京都市下京区 間之町通五条下る２丁目塗師屋町１２７－１ 飲食店 JS-0001-5542

日本酒とおばんざいの京酒場 みとき 京都市下京区 鶏鉾町５０１　カワモトビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0491

呑福 京都市下京区 御供石町３６８　北阪ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9712

ロッキングチェア 京都市下京区 御幸町通仏光寺下る橘町４３４－２　 飲食店 ZN-0001-8674

TRATTORIA MIYAKO 京都市下京区 高材木町２２１－４　 飲食店 SL-2000-8722

りらく 京都市下京区 高材木町２２８－１　アルテビル高倉１Ｆ 飲食店 JS-0002-8663

焼肉 弘商店 四条高倉 京都市下京区 高倉通四条下る高材木町２２４－２　 飲食店 ZN-0001-8827

豚しゃぶ英京都四条烏丸店 京都市下京区 高倉通四条下る高材木町２２６　前田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5284

炭火串焼 チャブヤ 京都市下京区 高倉通仏光寺上る西前町３６７－７ 飲食店 JS-0000-1512

ロティーチキン＆ジャッキータコス 京都市下京区 高辻通烏丸東入匂天神町６４２－３　 飲食店 ZN-0001-8859

観山 京都市下京区 高辻通高倉東入泉正寺町４６５－２　たかくらビル 飲食店 JS-0002-7888

天下の焼肉 大将軍 京都市下京区 黒門通四条下る下り松町１４６ 飲食店 KI-0000-1006

天下の焼肉 大将軍 京都市下京区 黒門通四条下る下り松町１４６ 飲食店 KI-2000-0090

WineCafe 京都烏丸 京都市下京区 骨屋町３１６エムシービル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8026

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト
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四季の味すぎうら七条店 京都市下京区 材木町４９７－４　第１マスイビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8849

季節料理 きぬがわ 京都市下京区 坂東屋町２８４ 飲食店 JS-0002-1527

RISTORANTE 美郷 京都市下京区 堺町通松原下る鍛治屋町２４６－２　 飲食店 ZN-0001-8650

涛〃 TOUTOU 京都市下京区 桜木町９９ 飲食店 JS-0005-0320

串鉄板 ぞろんぱ 京都市下京区 山王町５４２ 飲食店 JS-0003-7722

ザ・ドア 高倉店 京都市下京区 四条高倉下高材木町２４４　 飲食店 KI-0000-0047

HARI 京都市下京区 四条高倉通下る西側　SS ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-2884

Brasserie AG 京都市下京区 四条通河原町東入真町６８　京都住友ビル７Ｆ 飲食店 JS-0003-2981

越後 叶家 京都市下京区 四条通河原町東入真町６８　京都住友ビル８Ｆ 飲食店 KI-0000-0054

京懐石美濃吉 四条河原町店 京都市下京区 四条通河原町東入真町６８　京都住友ビル内 飲食店 KI-0000-0052

サムライラウンジ 京都市下京区 四条通高倉西入立売西町６８－２ 飲食店 JS-0002-8019

田ごと 四条本店 京都市下京区 四条通寺町東入御旅町３４ 飲食店 KI-0000-0062

本家 尾張屋 四条店 京都市下京区 四条通寺町東入貞安前之町６２４ 飲食店 KI-0000-0057

STEAK ＆ STEAK ステーキ ステーキ 京都市下京区 四条通室町東入函谷鉾町７８　SUINA 室町Ｂ１Ｆ 飲食店 KI-0000-0066

祭 京都市下京区 四条通小橋西入真町９５　グルモンドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8742

旬肴家秀 京都市下京区 四条通西洞院東入新釜座町７１９　 飲食店 ZN-0001-8576

キルケのお酒 京都市下京区 四条通大宮東入立中町４７８　鳥居ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2242

FiveStar 京都市下京区 四条通大宮東入立中町４７８　鳥居ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8987

イノダコーヒ 四条支店 B2 京都市下京区 四条通東洞院東入立売西町６６　京都証券ビルＢ２ 飲食店 KI-0000-0070

ハイボール京都四条 京都市下京区 四条通木屋町東入橋本町１０９　ビュッフェビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8759

すし酒場 平島 京都市下京区 市之町２６０－１ 飲食店 JS-0003-7319

dining cafe 11 京都市下京区 寺町通松原下る植松町７２５―３　片岡ビル１０１ 飲食店 SL-2000-7720

オステリア エ バール ポレンタ 京都市下京区 寺町通仏光寺下恵美須之町５４６－１　 飲食店 KI-0000-0090

しゅん逢 紗々木 京都市下京区 寺町通仏光寺上る中之町５８２ 飲食店 KI-0000-0091

焼肉 仁 京都市下京区 七条御所ノ内西町６６－５ 飲食店 JS-0003-3178

六角や 京都駅前店 京都市下京区 七条通烏丸西入東境町１７２　ネオビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4573

ぎゃらりぃ栞屋 京都市下京区 七条通烏丸西入東境町１７６　 飲食店 ZN-0001-8975

京都七条焼肉酒場やまだるま 京都市下京区 七条通加茂川筋西入稲荷町４５９　 飲食店 ZN-0001-8671

くしかつ処 はな串 京都市下京区 七条通新町東入夷之町７２６ 飲食店 JS-0000-4939

牛たん処 たん味屋 京都駅前店 京都市下京区 七条通新町東入西境町１５３－３ 飲食店 JS-0003-4566

Wine 蔵しおり 京都市下京区 七条通新町東入西境町１５８　 飲食店 ZN-0001-8979

パチョコーネ 京都市下京区 七条通油小路東入大黒２２０　 飲食店 ZN-0001-8854

sketch． 京都市下京区 室町通綾小路下る白楽天町５０２　福井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8024

グリル 葵 京都市下京区 室町通松原上る高辻町６０７－２　関ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8616

まそほ 離れ 京都市下京区 室町通木津屋橋下る東塩小路町５７９－２４　 飲食店 ZN-0001-8582

百味飲食 京都市下京区 若宮通五条上る布屋町９２－１ 飲食店 JS-0001-9918

梅小路コラボ 京都市下京区 朱雀正会町１－１　KYOCA １Ｆ 飲食店 SL-2000-9045

京・朱雀 すし市場 京都市下京区 朱雀堂ノ口町８０　京都市中央市場内 飲食店 KI-0000-0100

焼肉の文屋 京都市下京区 朱雀内畑町２－３　　 飲食店 ZN-0001-8755

牛澤串吉 京都市下京区 朱雀内畑町４４－４　なんど工房ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2309

舞坂 本店 京都市下京区 朱雀北ノ口町２ 飲食店 KI-0000-0101

ほしぞら 京都市下京区 順風町３１２－１　河原町ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3442

むろまち加地 京都市下京区 松原通新町東入中野之町１８５ 飲食店 KI-0000-0105

四季 京都市下京区 上夷町１５７ 飲食店 JS-0005-4909
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Wine ＆ Highiball つちや 京都市下京区 上柳町２２０－５　 飲食店 SL-2000-7038

笹屋 京都市下京区 上柳町３１５－１０ 飲食店 JS-0002-9434

BDY エスニック 京都市下京区 植松町７１７　幸兵ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1861

茶花 七条新町店 京都市下京区 新シ町１４０－２ 飲食店 JS-0003-6169

レストラン 七番館 京都市下京区 真苧屋町２１０ 飲食店 KI-0000-0107

炭火どり 京都市下京区 真苧屋町２１０　K-UP 七条ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1024

創作茶ダイニング 煎右衛門 京都市下京区 真苧屋町２１０　K-UP 七条ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-9970

フレンチマン 京都市下京区 真苧屋町２２０－８　オグシビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8883

京都鉄板焼き grow 河原町 京都市下京区 真町８８－３　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4606

ハウス ミュンヘン 京都市下京区 真町９８－３　 飲食店 KI-0000-0110

常木屋 京都市下京区 神明町２４３ 飲食店 JS-0003-2251

焼肉矢澤 京都 京都市下京区 神明町２４３　綾小路通東洞院東入ル雅綾小路ビル１Ｆ 飲食店 AL-0000-0054

京やき肉 よし田 京都市下京区 諏訪町五条下る横諏訪町３１３－１　 飲食店 KI-0000-0111

Brique 京都市下京区 諏訪町通松原下る弁財天町３３６ 飲食店 JS-0000-8834

ブドウヤ tsk 京都市下京区 清水町４５４－１４　朝日河原町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9520

こりょうり たか屋 京都市下京区 西境町１６５　GEM ７ 飲食店 JS-0003-0180

焼肉 金太郎 京都市下京区 西七条赤社町３３　コーポ御前１０７ 飲食店 KI-0000-0112

あかやしろ 京都市下京区 西七条赤社町４７ 飲食店 JS-0001-9948

串処 眞三朗 京都市下京区 西七条中野町１２－１７　　 飲食店 ZN-0001-8702

焼肉処真 西七条店 京都市下京区 西七条南月読町１－３ 飲食店 JS-0004-1784

井政 京都市下京区 西七条南中野町４３　 飲食店 KI-0000-0119

いはら田 京都市下京区 西七条比輪田町２６　 飲食店 KI-0000-0127

串焼き串カツ処 どんどん 京都市下京区 西七条北衣田町１１－２西大路七条西１００ｍ北側 飲食店 JS-0001-5298

やきとり大吉 西七条店 京都市下京区 西七条北東野町２５ 飲食店 JS-0003-5976

円亭 京都市下京区 西新屋敷中堂寺町７０　　 飲食店 ZN-0001-8834

彩席 ちもと 京都市下京区 西石垣通四条下る斎藤町１１６　 飲食店 KI-0000-0134

由兵衛 京都市下京区 西石垣通四条下る斎藤町１１８　 飲食店 KI-0000-0135

鳥弥三 京都市下京区 西石垣通四条下る斎藤町１３６　 飲食店 ZN-0001-8656

銀水 京都市下京区 西石垣通四条下る斎藤町１４０－１２ 飲食店 KI-0000-0133

ちもと 京都市下京区 西石垣通四条下る斎藤町１４０－５ 飲食店 KI-0000-0132

BOCCA del VINO 京都市下京区 西石垣通四条下る斉藤町１３８－９ 飲食店 KI-0000-0131

Vineriah 京都市下京区 西石垣通四条下る斉藤町１４０－２５　 飲食店 ZN-0001-9035

喜むつ 京都市下京区 西前町３７４－１ 飲食店 JS-0001-5969

龍谷ミュージアムショップカフェ 京都市下京区 西中筋通正面下る丸屋町１１７ 飲食店 KI-0000-0933

花たぬき京都駅西店 京都市下京区 西洞院通七条下る東塩小路町６０７－１０　サンプレ京都ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-9052

くりた 京都市下京区 西木屋町通り四条下る船頭町２３４－３ 飲食店 KI-0000-0137

辰むら 京都市下京区 西木屋町通四条下る船頭町１９７ 飲食店 ZN-0001-8807

肉バルじゅー 京都市下京区 西木屋町通四条上る真町９７　イマージアム５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9026

8027 赤から／ニクジロー／ MOON 京都市下京区 西木屋町通四条上る真町９７　イマージアム６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0815

SURFDISCO 京都市下京区 西木屋町通四条上る真町９７　イマージアム８Ｆ 飲食店 JS-0004-1123

barvela 京都市下京区 西木屋町通松原上る三丁目市之町２６０－８　 飲食店 ZN-2000-6688

Reloom 京都市下京区 西木屋町通松原上る二丁目天満町４５６－２　 飲食店 ZN-0001-8768

おばん菜処多加田 京都市下京区 醒ヶ井通四条下る高野堂町４０４　行政書士会館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1069

チカキッサタブコ 京都市下京区 泉正寺町４８６　ルネ丸高Ｂ１ 飲食店 SL-2000-6738
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湯どうふ 喜幸 京都市下京区 船頭町２０２ 飲食店 JS-0004-6964

matatabi 京都市下京区 船頭町２２５－３　２Ｆ 飲食店 JS-0003-5893

高瀬川くりお 京都市下京区 船頭町２３７－１　　 飲食店 ZN-2000-1150

ミンミン四条店 京都市下京区 船頭町２３７－９　　 飲食店 ZN-0001-4651

中華ダイニング 縁〔ゆかり〕 京都市下京区 船鉾町３９７－１ 飲食店 JS-0001-6063

エール新町 京都市下京区 船鉾町４００　　 飲食店 ZN-2000-3848

ピッツェリア エ バール ラヴォーチェ 京都市下京区 足袋屋町３１７ー２ 飲食店 SL-2000-8785

Crafthouse kyoto 京都市下京区 大宮町２１１ 飲食店 JS-0004-6994

カプリ食堂 京都市下京区 大堀町４７９ 飲食店 JS-0002-8161

La Mer giki 京都市下京区 茶磨屋町２２８ 飲食店 JS-0004-8507

京都 いと 京都市下京区 中居町１１２－１ 飲食店 JS-0004-7658

isoism 京都市下京区 中居町１１４ 飲食店 JS-0002-6469

株式会社 満る安 京都市下京区 中堂寺前田町３ 飲食店 KI-0000-0141

菜ノ菜 京都市下京区 中之町５６６－２ 飲食店 JS-0000-5230

京彩和食古者夜志 京都市下京区 猪熊通四条下る松本町２８３　 飲食店 ZN-0001-8778

京都酒蔵館 京都市下京区 釘隠町２３６　寅ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1853

フランス料理店 ア・プ・プレ 京都市下京区 的場通新町東入銭屋町２４９ 飲食店 JS-0000-7000

京恋 CafeBar 京都市下京区 天使突抜３丁目４５２　　 飲食店 ZN-0001-9017

たてや 京都市下京区 天神前町３３６－２ 飲食店 JS-0003-8761

かに料理 山よし 四条河原町店 京都市下京区 天満町２７２　 飲食店 KI-0000-0142

りょうりや 御旅屋 京都市下京区 天満町４５６－２ 飲食店 JS-0000-7294

いち藤 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 飲食店 KI-0000-0143

おそば処 葵 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 飲食店 KI-0000-0145

すし昌 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 飲食店 KI-0000-0148

とり八 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 飲食店 KI-0000-0149

京都 生そば もり平 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 飲食店 KI-0000-0151

粋花 KYK 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 飲食店 KI-0000-0154

孫兵衛 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 飲食店 KI-0000-0155

鉄板焼き・お好み焼・京とんちん亭 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 飲食店 KI-0000-0156

京風中華 ハマムラ 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　近鉄名店街内 飲食店 KI-0000-0153

東洋亭近鉄みやこみち店 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　近鉄名店街内 飲食店 KI-0000-0157

京を味わう個室空間 うぐいす 京都市下京区 東塩小路町５４４－２　ON ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1643

京甚兵衛 京都市下京区 東塩小路町５５７－１　YU-AIKyotoStation ビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-6435

居酒屋 京の旬菜 いろどり 京都市下京区 東塩小路町５７７　大将軍ビル３Ｆ 飲食店 KI-0000-0161

京ちゃばな 京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町５７８ 飲食店 JS-0003-6230

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　 飲食店 ZN-0001-8611

楽坐本店 京都市下京区 東塩小路町６９０－２　３　　 飲食店 ZN-0001-8628

石庵 京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町６９３ 飲食店 JS-0003-4564

まそほ京都店 京都市下京区 東塩小路町６９３　　 飲食店 ZN-0001-8610

中華ひさご 京都市下京区 東前町４０２　　 飲食店 ZN-0001-8915

京料理 加茂川 京都市下京区 東前町４０６－１ 飲食店 JS-0003-7699

310saredowa 西洞院本店 京都市下京区 東町５８１－２ 飲食店 JS-0003-6171

樂仙樓 京都市下京区 東洞院通四条下る元悪王子町３７　 飲食店 ZN-0001-8839

花たぬき 京都駅前店 京都市下京区 東洞院通七条下る塩小路５１２－１　MIWA ビル　 飲食店 ZN-0001-8692
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丸福 京都市下京区 東洞院通七条下る塩小路町５３０－５ 飲食店 KI-2000-0099

酒と魚とオトコマエ食堂 京都市下京区 東洞院通七条下る東塩小路町５７６ 飲食店 ZN-0001-8941

ISLAND 京都市下京区 東洞院通七条下る東塩小路町５７７－２　 飲食店 ZN-0001-8574

ポポラーレ 京都市下京区 東洞院通七条下る東塩小路町５７７－２　 飲食店 ZN-0001-8593

mini bar 京都市下京区 東洞院通七条下る東塩小路町５７７－２　エムワンビル３Ｆ 飲食店 ZN-0001-8885

御肴凸鉾 京都市下京区 東洞院通七条上る飴屋町２５４　 飲食店 ZN-0001-8970

ごだん 宮ざわ 京都市下京区 東洞院通万寿寺上る大江町５５７ 飲食店 JS-0001-6344

カオニャオ ヒルズ 京都市下京区 燈籠町５７９ 飲食店 JS-0004-3054

一献うるうる 京都市下京区 燈籠町６０１－１　　 飲食店 ZN-0001-8889

あかやしろ 栄 京都市下京区 徳正寺町４１－３ 飲食店 JS-0001-9945

スパイスガール 京都市下京区 白楽天町５１１－１　ざ．らくちん室町横丁１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6016

角福 京都市下京区 白楽天町５１１－１　ざ・らくちん室町横丁２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8990

BISTRO BAR A VIN C 京都市下京区 白楽天町５２９　３Ｆ 飲食店 JS-0001-5003

BELLOTAconcha 京都市下京区 富小路通四条下る徳正寺町４８　 飲食店 ZN-0001-8752

志 京都市下京区 富小路仏光寺下る筋屋町１４４－８　 飲食店 ZN-0001-8956

のち家 京都市下京区 布屋町９６－１ 飲食店 JS-0001-2236

KAKIMARU 七条店 京都市下京区 福本町４０４－１０　　 飲食店 ZN-0001-9047

栞屋 京都市下京区 仏光寺通烏丸東入上柳町３２０　 飲食店 ZN-0001-8971

豆乳とんしゃぶ 寅太郎 京都市下京区 仏光寺通烏丸東入上柳町３３１　タカノハスクエアＢ１Ｆ 飲食店 KI-0000-0165

イベリコバル BELLOTAmucho 京都市下京区 仏光寺通室町西入糸屋町２２８　 飲食店 ZN-0001-8721

ほたんち 京都市下京区 仏光寺通室町東入釘隠町２３７　Daido 烏丸ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0637

割烹たいら 京都市下京区 仏光寺通柳馬場西入東前町４０１西側　 飲食店 ZN-0001-8771

鳥初鴨川 京都市下京区 木屋町通り高辻上る和泉屋町１６９ 飲食店 KI-0000-0169

Brasserie Cafe ONZE 京都市下京区 木屋町通四条下る斎藤町１２５ 飲食店 JS-0001-0379

四季彩しをり 京都市下京区 木屋町通四条下る斎藤町１４０－２１　 飲食店 ZN-0001-8972

ルフージュ 京都市下京区 木屋町通四条下斎藤町１３８－３ 飲食店 KI-0000-0170

木屋町 末廣 京都市下京区 木屋町通松原下材木町　４３０ 飲食店 KI-0000-0171

京町家 焼肉 市場小路 木屋町店 京都市下京区 木屋町通松原上る天王町三丁目１５４－１ 飲食店 KI-0000-0172

佛沙羅館 京都市下京区 木屋町通松原上る美濃屋町１７３－１　 飲食店 ZN-0001-8584

なごみ 京都市下京区 木屋町通仏光寺上天王町１４３－１　サンバリエ木屋町１Ｆ 飲食店 KI-0000-0175

MAGICHOUR 京都市下京区 木津屋橋通烏丸西入東塩小路町５７８　まつやビル４Ｆ 飲食店 ZN-0001-8747

京おでんだいすけ 京都市下京区 木津屋橋通新町西入東塩小路町５９７－２　アパホテル京都駅北１Ｆ 飲食店 JS-0003-7867

四季の味すぎうら京都駅前店 京都市下京区 木津屋橋通新町東入東塩小路町５７９－１１　スタシオンスェリジェ 飲食店 ZN-0001-8815

鴨々 京都市下京区 木津屋橋通新町東入東塩小路町６９０－６－１ 飲食店 KI-0000-0176

とみせん 京都市下京区 木津屋橋通油小路東入南町５７６－４－２ 飲食店 JS-0000-2403

鶏コロール 京都市下京区 矢田町１２１　filNAKATA １Ｆ 飲食店 JS-0005-2292

マエダ文具店 京都市下京区 夷馬場町３５　　 ショッピング PK-0000-8533

ツカキ 京都市下京区 烏丸通仏光寺上る二帖半敷町６６１ ショッピング JS-0005-1078

葦島珈琲 京都市下京区 永原町１５１　 ショッピング KI-0000-0035

画箋堂本店 1 京都市下京区 河原町通り五条上る西橋詰町７５２ ショッピング KI-0000-0036

画箋堂本店 2 京都市下京区 河原町通り五条上る西橋詰町７５２ ショッピング KI-2000-0097

西村薬局 京都市下京区 河原町通五条上る西橋詰町７５８ ショッピング KI-0000-0037

（有）谷口シャツ 京都市下京区 河原町通松原下る植松町７１０－５　 ショッピング KI-0000-0039

四条 nikiniki 京都市下京区 河原町通西木屋町角真町９１　 ショッピング KI-0000-0040
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（株）京都八田屋 京都市下京区 河原町仏光寺下る富永町３６２　 ショッピング KI-0000-0041

株式会社 堤淺吉漆店 京都市下京区 間之町通松原上る稲荷町５４０ ショッピング KI-0000-0044

森信三郎商舗 京都市下京区 橘町７８　 ショッピング SL-2000-9313

カギの救急車 五条通 京都市下京区 五条通油小路東入金東横町２４０ ショッピング JS-0003-8659

京・六条つちや 京都市下京区 艮町８６５－６　 ショッピング SL-2000-3985

市原平兵衞商店 京都市下京区 堺町通四条下る小石町１１８－１ ショッピング KI-0000-0045

池善化粧品店 京都市下京区 四条河原町西南角　 ショッピング KI-0000-0046

松屋 京都市下京区 四条高倉西入立売西町７６－２ ショッピング KI-0000-0048

株式会社  龍善堂 京都市下京区 四条通河原町西入御旅町２４ ショッピング KI-0000-0051

イノブン 四条本店 京都市下京区 四条通河原町西入御旅町２６ ショッピング KI-0000-1007

イノブン 四条本店 京都市下京区 四条通河原町西入御旅町２６ ショッピング KI-2000-0009

永楽屋細辻伊兵衛商店四条店 京都市下京区 四条通河原町西入御旅町３４ ショッピング KI-0000-0050

創作京履物 伊と忠 京都市下京区 四条通河原町東入真町８１　 ショッピング KI-0000-0055

常久 京都市下京区 四条通河原町東入真町８３ ショッピング KI-0000-0053

SHIPS 京都店 京都市下京区 四条通御幸町西入奈良物町３６６　１・２Ｆ ショッピング AX-2000-0021

ジュリア・オージェ 四条河原町店 京都市下京区 四条通御幸町西入奈良物町３７０　カワシマビル５Ｆ ショッピング KI-2000-0008

アルバ 1 京都市下京区 四条通寺町西入奈良物町３５８　日新火災ビル１Ｆ２Ｆ ショッピング KI-0000-1008

十三や 京都市下京区 四条通寺町東入１３　 ショッピング KI-0000-0064

のレン 四条通り店 京都市下京区 四条通寺町東入御旅宮本町１３ ショッピング JS-0002-8250

林万昌堂 京都市下京区 四条通寺町東入御旅宮本町３ ショッピング KI-0000-0063

スマートドクター河原町店 京都市下京区 四条通寺町東入御旅宮本町７　常盤ビルＢ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6002

ゑり善本店 京都市下京区 四条通寺町東入御旅町４９ ショッピング KI-0000-0058

四条センター 京都市下京区 四条通寺町東入貞安前ノ町６２４ ショッピング KI-0000-0061

ソフトバンク四条烏丸 京都市下京区 四条通室町西入月鉾町６１ ショッピング KI-0000-0065

有限会社 俵屋 京都市下京区 四条通小橋東入橋本町１０７ ショッピング KI-0000-0068

マルコ・ストリングス 京都市下京区 四条通西洞院西入傘鉾町５４　光月堂ビル２０３ ショッピング JS-0000-0253

サロン ぱれっと 京都市下京区 四条通西洞院東入郭巨山町１９ ショッピング JS-0003-6687

有限会社 ヤオイソ 京都市下京区 四条通猪熊西入立中町４８８ ショッピング KI-0000-0069

フルーツパーラー ヤオイソ 京都市下京区 四条通猪熊西入立中町４９６ ショッピング KI-2000-0095

福寿園 京都本店 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９ ショッピング KI-0000-0071

福寿園 京都本店 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９　２Ｆ ショッピング KI-0000-0074

福寿園 京都本店 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９　３Ｆ ショッピング KI-0000-0072

福寿園 京都本店 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９　４Ｆ ショッピング KI-0000-0073

福寿園 京都本店 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９　５Ｆ ショッピング KI-0000-0076

福寿園 京都本店 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９　Ｂ１Ｆ ショッピング KI-0000-0075

レディワタナベ 四条店 1F 京都市下京区 四条通富小路東入　 ショッピング KI-0000-1009

レディワタナベ 四条店 2F 京都市下京区 四条通富小路東入　 ショッピング KI-2000-0007

桐畑ノ寝具・雑貨 京都市下京区 四条通富小路東入立売東町２６　緑ノビル２Ｆ ショッピング KI-0000-0077

ル・ノーブル京都四条店 京都市下京区 四条通柳馬場西入立売中之町１０２－２ ショッピング KI-0000-0078

田中彌 京都市下京区 四条通柳馬場東入立売東町９ ショッピング KI-0000-0081

ドラッグひかり 四条堀川店 京都市下京区 四条通油小路西入藤本寄町２６－１　朝日生命ビル１F ショッピング AL-0000-0271

原田茶具商店 京都市下京区 四条通麩屋町西入立売東町１９－４ ショッピング KI-0000-0082

VimanabyY．S 京都市下京区 四条通麩屋町西入立売東町２４　みのや四条ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6917

みのや 京都市下京区 四条通麸屋町西入立売東町２４ ショッピング KI-0000-0083
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ノムラテーラー四条店 京都市下京区 四条通麸屋町東入奈良物町３６２ ショッピング KI-0000-0085

キリハタ 京都市下京区 四条通麸屋町東入奈良物町３６５ ショッピング KI-0000-0084

中村靴加工所 京都市下京区 四条堀川町２５５　野村ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-2922

KIMONO － PRO 京都市下京区 糸屋町２２５　京都仏光寺室町ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-4747

カラーボックス 京都市下京区 寺町通リ四条東入貞安前之町６１０－４－２　二世商会ビル ショッピング KI-0000-0089

Sleeping Beauty 京都市下京区 寺町通綾小路下る中之町５７３ ショッピング JS-0003-2995

ドラッグひかり 河原町寺町店 京都市下京区 寺町通松原下る植松町７３３　河原町 NNN ビル１Ｆ ショッピング AL-0000-0276

鍵工房 七条店 京都市下京区 七条御所ノ内西町４５　ケーヨーデイツー七条店内 ショッピング JS-0003-8246

太陽薬品　京都営業所　4 京都市下京区 七条御所ノ内北町７８－２　　 ショッピング PK-0000-8716

コタニ金物 京都市下京区 七条西洞院東入夷之町６８６－３ ショッピング SL-2000-2653

市原栄光堂 京都市下京区 七条大宮西入西酢屋町１０ ショッピング KI-0000-0093

丹治蓮生堂 京都市下京区 七条通烏丸西入中居町１１４　 ショッピング KI-0000-0094

はんこ屋さん 21 京都駅前店 京都市下京区 七条通新町西入夷之町７１６　NJ 小山１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4473

株式会社 トナミ 京都市下京区 七条通大宮西入花畑町８０ ショッピング KI-0000-0096

カメラチェーン コロナ 七条店 京都市下京区 七条通大宮西入花畑町９４ ショッピング KI-0000-0095

小寺ミシン電業商会 京都市下京区 七条通大宮西入花畑町９４ ショッピング KI-0000-0097

有限会社 第一印房 京都市下京区 七条通大宮東入大工町１００ ショッピング KI-0000-0099

丸正家具 京都市下京区 七条通大宮東入大工町１０３ ショッピング KI-0000-0098

市原亀之助商店 京都市下京区 室町通高辻上る山王町５５０ ショッピング JS-0003-0687

ROOMYCINA 京都市下京区 室町通仏光寺上る白楽天町５１５　ベラジオ四条烏丸３－１０１ ショッピング ZN-2000-1559

鍵市場 七条店 京都市下京区 朱雀裏畑町１－１ ショッピング JS-0003-6389

セントラル薬局 1 京都市下京区 朱雀裏畑町１５　 ショッピング KI-0000-0102

セントラル薬局 2 京都市下京区 朱雀裏畑町１５　 ショッピング KI-2000-0066

㈱岩田呉服店 京都店 京都市下京区 朱雀裏畑町２ ショッピング KI-0000-0103

ドラッグストアリブ 京都市下京区 松屋町４３８　タナックスビル１Ｆ ショッピング SL-2000-4093

株式会社山口忠兵衛商店 京都市下京区 松原通東洞院東入本燈籠町２０ ショッピング JS-0005-3726

八木仏具店 京都市下京区 上珠数屋町通東洞院西入上珠数屋町３２４ ショッピング JS-0005-7537

聖護院八ッ橋 四条店 京都市下京区 真町９１－３　 ショッピング KI-0000-0109

伊吹新八商店 京都市下京区 正面油小路西入珠数屋町１０３ ショッピング ZN-0003-1294

幸商会 京都市下京区 西七条中野町１２－９　 ショッピング KI-0000-0113

マスヤ文具店 京都市下京区 西七条中野町４０　 ショッピング KI-0000-0114

有限会社 米清 京都市下京区 西七条南衣田町２　 ショッピング KI-0000-0115

八甲 京都市下京区 西七条南衣田町７０　 ショッピング KI-0000-0116

寝具の はやし 京都市下京区 西七条南月読町７５　 ショッピング KI-0000-0117

めがねの村上 京都市下京区 西七条南月読町８７－１　 ショッピング KI-0000-0118

高級果物ワダ 京都市下京区 西七条南西野町４５ ショッピング JS-0002-2670

大谷呉服店 京都市下京区 西七条南東野町１６　 ショッピング KI-0000-0120

北尾商店 京都市下京区 西七条南東野町１６０　 ショッピング KI-0000-0121

株式会社 山定商店 京都市下京区 西七条南東野町１６９　 ショッピング KI-0000-0122

花平 京都市下京区 西七条南東野町１９　 ショッピング KI-0000-0123

株式会社 あさだ 京都市下京区 西七条南東野町３　 ショッピング KI-0000-0124

株式会社 チロルヤマモト 京都市下京区 西七条南東野町４　 ショッピング KI-0000-0125

米九米穀店 京都市下京区 西七条南東野町５　 ショッピング KI-0000-0126

グリーンフラワープラザ うえよし 京都市下京区 西七条比輪田町３５ ショッピング JS-0000-5956
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ソフィ・ワタナベ 京都市下京区 西七条北西野町９　 ショッピング KI-0000-0129

小さな工房 Jewelry Petit 五条烏丸店 京都市下京区 西錺屋町２５　つくるビル２０３ ショッピング KI-0000-0138

丸橋 京都市下京区 船鉾町３８０ ショッピング JS-0001-6075

カメラのニシワ 京都市下京区 大宮通松原上る１１３ ショッピング KI-0000-0139

中村屋 京都市下京区 大宮通仏光寺下る五坊大宮町７９ ショッピング KI-0000-0140

KASHIYAMA 京都市下京区 大政所町６８０－１　第八長谷ビル５Ｆ ショッピング JS-0005-5257

エイリン 丹波口店 京都市下京区 中堂寺坊城町１７－２ ショッピング JS-0003-0956

リサマリ 京都四条店 京都市下京区 貞安前之町６０９ ショッピング JS-0003-2073

京越 河原町店 京都市下京区 天満町４５６－２５ ショッピング JS-0002-4315

おおみや児島 京都駅店 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 ショッピング KI-0000-0144

おたべ 八条口店 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 ショッピング KI-0000-0146

京都アルファ 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 ショッピング KI-0000-0152

友楽堂 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１　 ショッピング KI-0000-0158

じゃこ兵衛 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 ショッピング KI-0000-0147

スリービー 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１みやこみち ショッピング JS-0002-6528

クロロフイル美顔教室 みどり屋 京都市下京区 東塩小路町６３７　アユマビルディング２Ｆ ショッピング KI-0000-0160

株式会社川勝法衣店 京都市下京区 東中筋通花屋町下る柳町３１９ ショッピング JS-0003-8274

ふたえ 京都市下京区 東中筋通六条上る天使突抜四丁目４５９－１１ ショッピング KI-0000-0162

けいとう 京都市下京区 東洞院四条下る元悪王子町５５－２－１　山一セントラルビルＴ２ ショッピング KI-0000-0163

上羽絵惣株式会社 京都市下京区 東洞院通高辻下る灯篭町５７９ ショッピング JS-0003-2704

漆器のアソベ 京都市下京区 東洞院通四条下る元悪王子町４７－５　 ショッピング KI-0000-0164

有限会社明石屋 京都市下京区 東洞院通七条下る東塩小路町５４７ ショッピング JS-0003-8534

倭紙の店 京都市下京区 東洞院通仏光寺上る扇酒屋町２９８ ショッピング JS-0004-1912

J － Cycle 高辻店 京都市下京区 燈籠町５７０　京都東洞院高辻ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0003-8535

lloomm 京都市下京区 鍋屋町２４４－１　　 ショッピング ZN-0002-2900

福永念珠舖 京都市下京区 不明門通花屋町下る高槻町３４０ ショッピング JS-0000-1680

京都洛央 櫛・かんざし司 うのはら 京都市下京区 不明門通松原下る吉水町４５５ ショッピング JS-0000-5124

SETSUKOTORII 京都市下京区 不明門通松原下る吉水町４６０ ショッピング JS-0001-3587

株式会社 茨木春草園 京都東急ホテル店 京都市下京区 堀川通五条下柿本町５８０　京都東急ホテル内 ショッピング KI-0000-0166

株式会社 松浦食器店 京都市下京区 堀川通松原上る来迎堂町７２６ ショッピング KI-0000-0167

ダイビングショップ オオノ 京都市下京区 本塩竈町５８６－２　 ショッピング SL-2000-9087

astre 京都市下京区 万寿寺通新町西入材木町１２８ ショッピング JS-0000-0838

クリーニング　ひまわり本店 京都市下京区 木屋町通正面上る富浜町１８２　 ショッピング PK-0000-7817

ぎぼし 京都市下京区 柳馬場通四条上る立売中之町１０８ ショッピング KI-0000-0177

ぶつぐ屋 北川 京都市下京区 油小路通正面下る玉本町２１３ ショッピング JS-0004-1152

（株）山村本店 京都市下京区 油小路通木津屋橋下る北不動堂町５２２ ショッピング JS-0003-9500

MARUKA 楽器 京都市下京区 立売中之町１００－２ ショッピング JS-0002-2238

アイケアコンタクト四条 京都市下京区 立売中之町９２　アオキビル７Ｆ ショッピング JS-0004-0087

株式会社 電化チェリ 京都市下京区 和気町１４－３５ ショッピング KI-0000-0130

Charme 京都市下京区 綾小路通室町西入善長寺町１３９　AMI 四条烏丸４０２ サービス ZN-2000-2162

アサヌマ写真スタジオ KKH 京都市下京区 烏丸通四条南入二帖半敷町６５２　からすま京都ホテルＢ１Ｆ サービス KI-0000-0033

O・B・S 京都市下京区 河原町通五条下る本塩竈町５８３－５　KAWARAMACHI PLACE サービス ZN-0003-0001

Sopokoti 京都市下京区 間之町通五条下る２丁目塗師屋町１１９ サービス JS-0004-4021

みやはた鍼灸整骨院 四条大宮院 京都市下京区 五坊大宮町７２－３ サービス JS-0004-2971
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ReMhair 京都市下京区 五坊大宮町７３－１　１Ｆ　　 サービス ZN-2000-2715

Oops ！ 京都市下京区 高材木町２２８　京阪ビル１Ｆ サービス JS-0005-7170

リラクゼーションサロン COCOKY 京都市下京区 高倉通四条下る高材木町２１８　レックス TUBAKI ビル４Ｆ サービス PK-0000-9162

着物レンタル京縁庵 京都市下京区 材木町４７７－１ＫＳビル１Ｆ サービス JS-0004-3292

SEIYOSHA 四条西洞院 京都市下京区 傘鉾町５４ サービス JS-0003-7027

hair － design Campus 京都市下京区 四条大宮町３３　四条大宮ビル２０１ サービス SL-2000-0763

Hailey'5Cafe 京都河原町店 京都市下京区 四条通河原町北東角 コトクロス 4・5 階 サービス AL-0000-0069

fini 京都店 京都市下京区 四条通高倉西入立売西町８２　京都恒和ビル８Ｆ サービス JS-0002-5173

インフェイシャス 京都店 京都市下京区 四条通高倉西入立売西町８２　京都恒和ビル８Ｆ サービス JS-0002-5218

ROOM 京都市下京区 四条通小橋東入橋本町１１１　四条アイブリ屋ビル３Ｆ サービス KI-0000-0067

Huick 京都市下京区 四条通新町東入月鉾町４７－３四条新町ビル２Ｆ サービス JS-0000-9332

アドスムム西大路店 京都市下京区 七条御所ノ内北町６９　インペリアル京都１Ｆ サービス KI-0000-0092

ガッツレンタカー京都西大路駅前店 京都市下京区 七条御所ノ内本町１００　シャロンビル２Ｆ サービス JS-0002-8479

株式会社マジックハンド治療院 京都市下京区 七条通烏丸西入西境町１６２ サービス JS-0004-0810

ISA 京都駅前店 京都市下京区 七条通烏丸西入東境町１８６－２　スターウィン烏丸七条１Ｆテナント サービス JS-0004-1055

emma 京都 京都市下京区 七条通新町西入夷之町７１６　小山ビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0507

手もみ総本店 室町店 京都市下京区 室町通高辻上る山王町５７５　和幸ビル２Ｆ サービス JS-0004-6038

ソナ カスタム モーター 京都市下京区 朱雀宝蔵町４４　協栄ビル１０３ サービス JS-0003-6145

いなば動物病院 京都市下京区 松原通烏丸東入因幡堂町７２８－２ サービス JS-0003-5563

きものレンタル 和凛 京都市下京区 松原通烏丸東入俊成町４４４ サービス JS-0001-6969

For Nails 京都市下京区 上柳町３３４　集栄堂ビル４Ａ サービス SL-2000-1166

yuga 京都市下京区 真苧屋町２０８桜田ビル３Ｆ サービス JS-0002-3435

ark 京都市下京区 真町９０－５四条西木屋町　白鳥ビル３Ｆ　 サービス SL-2000-7127

Glory 西大路店 京都市下京区 西七条西石ケ坪町２７　花屋町ビル１Ｆ サービス JS-0004-9091

オートクチュール・ランコントレ七条店 京都市下京区 西七条南東野町１７　メゾンド・フローラ１Ｆ　 サービス ZN-2000-5268

カワモト薬局 七条店 京都市下京区 西七条南東野町１７０ サービス JS-0003-2157

美容室 FRAU 京都市下京区 西七条南東野町８８ サービス SL-2000-4376

笹寿し伍十 京都市下京区 西七条北衣田町３７　　 サービス ZN-0002-6611

SEIYOSHA 七条 京都市下京区 西七条北衣田町４９－１ サービス JS-0003-6971

coccolo hair EXgrace 京都市下京区 西酢屋町２ サービス JS-0001-0782

薬のマキノ 京都市下京区 西洞院通高辻下る高辻西洞院町７９６－３ サービス JS-0002-0019

total beauty CANTIK 京都市下京区 西木屋町通七条上る新日吉町１２９　１Ｆ サービス JS-0004-3974

SALON ROLL 京都市下京区 扇酒屋町２８４－３ サービス JS-0005-1073

ブルーム 京都市下京区 扇酒屋町２８６　ディアコート四条烏丸１Ｆ サービス JS-0000-9573

TabuLab8 京都市下京区 船鉾町３８４ サービス JS-0002-1232

emma 四条烏丸 京都市下京区 相之町１３７　ルシェル林２Ｆ　 サービス ZN-0003-0510

ROCAReTAforhair 四条大宮店 京都市下京区 大宮通仏光寺下る五坊大宮町７３－１－２Ｆ　 サービス ZN-0003-0496

hair make Dita 京都市下京区 中堂寺南町１０５　ゴールドハイツ五条２０４ サービス JS-0002-3848

シェイプ五条店 京都市下京区 中堂寺坊城町６０　スーパーマツモト五条店内 サービス JS-0005-4118

Sherie Hair 【シェリ 京都市下京区 中野之町１８２－１－２　サンハイツまつばら１Ｆ サービス SL-2000-5334

むげん整骨院 四条寺町 京都市下京区 貞安前之町６１９－３ サービス JS-0004-6137

グランツ 四条寺町 京都市下京区 貞安前之町６１９－３　２Ｆ サービス JS-0005-3473

咲く都 京都駅前 京都市下京区 東塩小路町５４４－１　野口ビル２Ｆ サービス JS-0004-7074

チリ 京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町５４４－２　ON ビル４Ｆ サービス JS-0004-0156
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夢美人 京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町５４４－２　ON ビル７Ｆ サービス JS-0002-7620

ヘアメイク タムタム 京都市下京区 東塩小路町５７８　まつやビル２Ｆ サービス SL-2000-7183

Luna 京都駅前店 京都市下京区 東塩小路町６０７　辰巳ビル２Ｆ サービス SL-2001-1378

CORE 京都市下京区 東洞院綾小路北東セントラルビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9997

シアンメーキャップルーム 京都市下京区 東洞院通松原下る大江町５３３　２Ｆ　 サービス ZN-0003-0508

むげん整骨院 四条烏丸 京都市下京区 童侍者町１６９ サービス JS-0004-6138

Luna 本店 京都市下京区 奈良物町３７３　HI-REKS ビル４Ｆ サービス SL-2001-1963

夢工房 京都駅前本店 京都市下京区 南町５１１ サービス JS-0002-0693

カドリエ シトロニエ 京都市下京区 木屋町通松原上る３丁目市之町２５６－６ サービス KI-0000-0173

花霞 京都市下京区 立中町４７８　鳥居ビル６Ｆ サービス JS-0003-9696

AQUA Lash 四条大宮店 京都市下京区 立中町５０８　中川フジカメラビル２Ｆ サービス JS-0004-7975

Snob Eternita 京都市下京区 立売東町１４－４　イシズミビル　２Ｆ サービス KI-0000-0178

hairbase ao 京都市下京区 和気町１４－３１　ハイツパモナス１０１ サービス JS-0002-5509

Purpure 京都市下京区 鎌屋町２７　ヨネモトビル６０２ その他 SL-2000-6400

中村被服工業 七条直販店 京都市下京区 七条通西洞院西入大黒町２３１　 その他 SL-2001-0118

京屋玉露園 京都市下京区 中居町１１４　 その他 SL-2000-3993

革工房 GYPSY 京都市下京区 仏光寺通新町西入管大臣町２０１　ハイツエクラ１０１ その他 SL-2000-2536

京の夕凪 京都市上京区 一条通御前西入三丁目西町７２ 飲食店 SL-2000-4902

キッチン ゴン 西陣店 京都市上京区 下立売通大宮西入浮田町６１３　カサボニータ１０６号 飲食店 JS-0005-4644

京もつ鍋ホルモン 火洛 京都市上京区 丸太町通御前東入下之町４２２ 飲食店 JS-0003-1458

味彩 みたか 京都市上京区 橋西二町目６５２ 飲食店 JS-0005-1925

焼肉嘉 京都市上京区 駒之町５３５－３　　 飲食店 ZN-2000-7372

有限会社 西陣鳥岩楼 京都市上京区 五辻通智恵光院西入五辻町７５ 飲食店 KI-0000-0401

RACINE 京都市上京区 御前通今出川上る鳥居前町６６６－１２　 飲食店 ZN-0001-8680

なり田屋 京都市上京区 荒神口通河原町東入亀屋町１２５　 飲食店 ZN-0001-8657

居酒や 一揆 京都市上京区 今出川町３１９－４　２Ｆ 飲食店 JS-0002-0426

西角 京都市上京区 今出川通河原町西入一筋目上三芳町１３４　 飲食店 KI-0000-0252

カーサビアンカ 京都市上京区 今出川通寺町西入大原口町２１４ 飲食店 KI-0000-0253

くろすけ 京都市上京区 今出川通七本松西入真盛町６９９　 飲食店 KI-0000-0254

上七軒四季 京都市上京区 今出川通七本松西入真盛町７１４－８　 飲食店 ZN-0001-8594

焼肉ハウス京城苑 京都市上京区 今出川通小川西入中小川町２４１ 飲食店 JS-0001-8321

創作料理かわ道 京都市上京区 今薬屋町３２８　サンシティー御所西１Ｆ 飲食店 JS-0002-4510

DS ＋ CAFE 京都市上京区 主税町１０４５－１ 飲食店 JS-0005-7678

京都ホルモン焼うどん田中 京都市上京区 紹巴町２６　フラット長者町１Ｆ 飲食店 JS-0001-3945

畑かく 京都市上京区 上御霊前通烏丸西入内構町４３０ 飲食店 KI-0000-0259

SECOND HOUSE will 京都市上京区 上立売通室町西入御所八幡町１０３　同志社大学寒梅館７Ｆ 飲食店 KI-0000-0260

MARE 京都市上京区 新ン町５９３－４　 飲食店 SL-2000-1587

らくろう 京都市上京区 新町通今出川上る元新在家町１７５－３　インペリアル御所西１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8717

鮓 芳月 京都市上京区 真盛町７３０－１ 飲食店 JS-0004-3787

グランドバーガー 京都市上京区 真如堂前町１０７　ルネット御所１Ｆ 飲食店 JS-0005-7869

寿司割烹 かとう 京都市上京区 仁和寺街道御前西入下横町２０２ 飲食店 JS-0001-9108

弧玖 京都市上京区 青龍町２０４ 飲食店 JS-0002-9976

HANA 京都市上京区 青龍町２３４－３　田辺ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3370

やまに寿司 京都市上京区 千本下立売東田中町４１５ 飲食店 KI-0000-0264
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鳥よし 京都市上京区 千本通一条上る北伊勢殿構町６７５ 飲食店 KI-0000-0274

ときわ寿司 京都市上京区 千本通元誓願寺下る元４丁目４０６　 飲食店 KI-0000-0278

天喜 京都市上京区 千本通今出川上る上善寺町８９ 飲食店 KI-0000-0279

西陣 大江戸 京都市上京区 千本通笹屋町東入笹屋町３丁目６３８ 飲食店 KI-0000-0281

花たぬき千中店 京都市上京区 千本通中立売下る亀屋町５１　 飲食店 ZN-0001-9051

ダ・マエダ＆ラピス 京都市上京区 千本通中立売上る玉屋町３６ 飲食店 JS-0004-7984

株式会社 西陣魚新 京都市上京区 中筋通浄福寺西入中宮町３００ 飲食店 KI-0000-0288

Reine des pres 京都市上京区 中町通丸太町下る駒之町５３７－１ 飲食店 KI-0000-0290

有限会社 多幸金 京都市上京区 中町通丸太町下る駒之町５９９－２０　 飲食店 KI-0000-0291

祭家 京都市上京区 中務町４９１－２８ 飲食店 JS-0004-4650

四季 なか村 京都市上京区 中務町４９１－４０ 飲食店 JS-0002-2384

お粥や福住 京都市上京区 中立売通智恵光院東入新白水丸町４５４－１ 飲食店 KI-0000-0293

萬亀楼 京都市上京区 猪熊通出水上る蛭子町３８７ 飲食店 KI-0000-0295

京天神野口 京都市上京区 天神道上の下立売上る北町５７３－１１　 飲食店 ZN-0001-8741

鮨割烹 しきぶ 京都市上京区 土手町通丸太町下駒之町５５５－１ 飲食店 KI-0000-0296

今出川新町いかな 京都市上京区 徳大寺殿町３５０－４ 飲食店 JS-0005-2550

焼肉・ステーキ 岩井 京都市上京区 南伊勢屋町７５７－２　ササキビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9185

馳走食堂 おおの 京都市上京区 尼ケ崎横町３５１－４　 飲食店 SL-2000-0871

鮓はやし 京都市上京区 表町３１－１　グランコスモ御所１０１　 飲食店 PK-0000-0081

カプリ食堂 京都市上京区 武者小路町４５１－２　１Ｆ 飲食店 JS-0004-5918

食彩・酒彩 ぱせり 京都市上京区 武者小路通室町東入北小路室町４１３　錦松ビル１Ｆ 飲食店 KI-0000-0298

時代屋 今出川店 京都市上京区 堀出シ町２８３ 飲食店 JS-0003-0298

龍月庵 京都市上京区 桝屋町３６８　別所ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-5879

炭蔵 京都市上京区 油小路通一条下る油橋詰町９４－１ 飲食店 KI-0000-0301

Beer ＆ Pasta スケルツォ 京都市上京区 裏築地町９３－１６ 飲食店 SL-2001-0060

cafe 一期一会 京都市上京区 老松町１０３　ハイムマサ１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0174

山内弥商店 京都市上京区 一条通御前通西入上る大上之町５４　 ショッピング SL-2000-7715

株式会社 花工房 京都市上京区 烏丸通今出川下る観三橘町５６２－３ ショッピング KI-0000-0247

俵屋吉富 烏丸店 京都市上京区 烏丸通上立売上る柳図子町３３１－２ ショッピング JS-0004-2424

メディフット 京都市上京区 下長者町通新町東入西鷹司町４ ショッピング JS-0001-3985

アイミ自動車販売 京都市上京区 下長者町通智恵光院東入西辰巳町１０６－２　 ショッピング ZN-2000-5876

セカンド スパイス 京都市上京区 河原町丸太町上る桝屋町３５４－２　毎日新聞京都ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8126

サイクル ハテナ 京都市上京区 河原町通丸太町上る桝屋町３６７ ショッピング JS-0003-4830

平岡ふとん店 京都市上京区 河原町通荒神口下る上生洲町２１７ ショッピング KI-0000-0248

りんりん自転車店 京都市上京区 菊屋町５０６－１　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ西陣南１０３ ショッピング SL-2000-9506

しばはら薬局 京都市上京区 橋西二町目６５１－２ ショッピング JS-0005-1958

京湯葉 大島家 京都市上京区 筋違橋町５７１　 ショッピング KI-0000-0250

五辻の昆布 本店 1 京都市上京区 五辻通千本東入る西五辻東町７４－２ ショッピング KI-0000-1011

五辻の昆布 本店 2 京都市上京区 五辻通千本東入る西五辻東町７４－２ ショッピング KI-2000-0001

ヤオイソ 烏丸店 京都市上京区 御所八幡町１０４－１　岡本ビル１Ｆ ショッピング KI-2000-0094

ベルビ－モア 京都市上京区 御前通一条上る東竪町１１６－１ ショッピング AD-0000-0412

エイリン 丸太町店 京都市上京区 高島町３３８－２ ショッピング JS-0003-0955

アイランド・イノウエ 京都市上京区 今出川千本西入南上善寺町１４５ ショッピング KI-0000-0251

たきもの ゑびす 京都市上京区 今出川通七本松西入真盛町７４３－１ ショッピング JS-0004-9718
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洋服の病院 同志社前店 京都市上京区 今出川通室町東入今出川町３２９－２ ショッピング JS-0002-1737

スイートハートバルーン 京都市上京区 今出川通出町西入三芳町１６３－２　 ショッピング ZN-0002-3390

有限会社 集花園 京都市上京区 今出川通智恵光院西北小路町２４８ ショッピング KI-0000-0255

ワンフローリスト 京都市上京区 今出川通堀川東入飛鳥井町２７１ ショッピング KI-0000-0256

サイクルショップ カツヤマ 京都市上京区 今薬屋町２９８ ショッピング JS-0000-4339

仏壇・仏具サロン幸輪堂 京都市上京区 紙屋川町１０３８－２７　サンライズ北野　 ショッピング ZN-2000-3169

花フジ活花店 京都市上京区 寺町今出川西入　 ショッピング KI-0000-0257

（有）山ヨよ志ダ 京都市上京区 室町通り今出川上る築山北半町２１６－４ ショッピング KI-0000-0246

T・N・T cycle 京都市上京区 十四軒町３９５ ショッピング JS-0000-5289

MEDITATIONS 京都市上京区 出水町２５３　春日ビル３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5197

有限会社 エースブライダル 京都市上京区 出水通千本東入尼ヶ崎横町３６４ ショッピング KI-0000-0258

ワタブンアートファブリック 京都市上京区 浄福寺通上立売上る大黒町６９３ ショッピング JS-0000-1766

西陣絹織 京都市上京区 浄福寺通上立売上る大黒町６９３　２Ｆ ショッピング JS-0001-7392

Kit 京都市上京区 新烏丸通丸太町上る信富町２９９ ショッピング JS-0001-0457

ドラッグひかり 新町店 京都市上京区 新町通今出川上る元新在家町１６７－１ ショッピング AL-0000-0267

森 呉服店 京都市上京区 西堀川通下長者町下る　 ショッピング KI-0000-0261

岡田梅寿堂 京都市上京区 千本今出川西北角南上善寺町１４７ ショッピング KI-0000-0266

ファッション モンプチ 京都市上京区 千本通一条上る泰童片原町６４５ ショッピング KI-0000-0271

サイクルショップ キタ 京都市上京区 千本通一条上る泰童片原町６５６ ショッピング KI-0000-0270

南よねや・ブティックヨネ 京都市上京区 千本通一条上る泰童片原町６５７ ショッピング KI-0000-0275

カマダ洋服店 京都市上京区 千本通一条上る泰童片原町６６３－９ ショッピング KI-0000-0269

中島ミシン電業店 京都市上京区 千本通一条上る泰童片原町６６６ ショッピング KI-0000-0273

エリーズ・ナカムラヤ 京都市上京区 千本通一条上る北伊勢殿構町６７５ ショッピング KI-0000-0268

新進ラジオ 京都市上京区 千本通丸太町上る小山町８７６ ショッピング KI-0000-0276

ドラッグひかり 千本今出川店 京都市上京区 千本通寺ノ内下る花車町４７０ ショッピング AL-0000-0270

協同組合ほていや 京都市上京区 千本通寺之内上る西五辻北町４２９ ショッピング KI-2000-0104

田村ふとん店 京都市上京区 千本通上長者町下る革堂前之町１１０ ショッピング KI-0000-0282

生活文具 やまもと 京都市上京区 千本通中立売上る玉屋町３７ ショッピング KI-0000-0285

株式会社 三宅時計舗 千本店 京都市上京区 千本通中立売上る西中筋町１１ ショッピング KI-0000-0272

野田薬局 京都市上京区 千本通中立売上る東石橋町２３ ショッピング KI-0000-0286

ボードウォークスポーツ京都店 京都市上京区 大宮町３３９－１ ショッピング SL-2000-6285

株式会社日の出や 京都市上京区 大宮通寺之内下る花開院町１０６ ショッピング KI-0000-0287

alphabet 京都市上京区 大宮通寺之内上る前之町４４３ ショッピング JS-0001-0042

スマイリング まるこし 京都市上京区 滝ケ鼻町４２９ ショッピング JS-0004-9038

ここから薬局 京都市上京区 中筋通大宮西入横大宮町１９２－１ ショッピング JS-0003-9491

有限会社 とりゐ 京都市上京区 中立売通六軒町西入三軒町６５－９ ショッピング KI-0000-0294

トリバザール 京都市上京区 東三本木通丸太町上る中之町４９６ ショッピング JS-0000-4888

naeclose 京都市上京区 東西俵屋町１４４ ショッピング JS-0004-7976

田丸弥 堀川店 北みせ 京都市上京区 百々町５４３　プラザ堀川寺の内１Ｆ ショッピング KI-0000-0297

エイリン 同志社前店 京都市上京区 堀出シ町３０６ ショッピング JS-0003-0957

田丸弥 堀川店 京都市上京区 堀川通上立売上る竹屋町５６１　 ショッピング KI-0000-1012

田丸弥 堀川店 美術部 京都市上京区 堀川通上立売上る竹屋町５６１　 ショッピング KI-2000-0098

美容室 FOR YOU 京都市上京区 一条通七本松西入滝ケ鼻町４２９－２３　オリオンプラザ１Ｆ サービス JS-0001-4414

SEIYOSHA 堀川丸太町 京都市上京区 下堀川町１４６ サービス JS-0003-6972
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PUZZLE 京都市上京区 河原町通丸太町上る枡屋町３５３－１　光ビル１Ｆ サービス JS-0003-5236

hair masyu 京都市上京区 河原町通今出川上る青龍町２５１－１　グランコスモ河原町２Ｆ サービス JS-0002-2356

京都府立病院院内ヘアーサロン 京都市上京区 梶井町４６５　Ｂ１Ｆ サービス ZN-2000-3593

To － Be 京都市上京区 今出川通御前西入紙屋川町１０３８－２２　 サービス ZN-0003-0486

FRIEND 京都市上京区 三軒町６５－４６ サービス JS-0000-9335

Blue Ocean 京都市上京区 仕丁町３２７ サービス JS-0003-4085

ペスコペスカ 京都市上京区 寺町通今出川下る真如堂前町１００－２　 サービス ZN-0003-0480

ラドゥーノヘアクリエーション御所北店 京都市上京区 寺町通今出川上る表町２７　　 サービス ZN-0003-0003

toto 京都市上京区 室町通今出川下る北小路室町３９８－２ サービス JS-0003-8243

SUBURB 京都市上京区 主計町２－４　フォルム一条東堀川１０３ サービス SL-2000-8190

かめちゃんの薬局 京都市上京区 出町通桝形上る後藤町１８９－１　ラ・ポン・アオイ１Ｆ サービス JS-0003-1512

アノン調剤薬局 堀川丸太町 京都市上京区 上堀川町１１３　ARM ファーストビル１Ｆ サービス JS-0003-3243

Domino 京都市上京区 真盛町７１４－１ サービス SL-2000-2181

釜座ゆう薬局 京都市上京区 西洞院通丸太町上る夷川町３８８－３ サービス JS-0004-1327

ナカノ美容室 京都市上京区 千本一条上る泰童片原町６５３ サービス KI-0000-0262

ブランシュ美容室 京都市上京区 千本元誓願寺上る松屋町３７２　 サービス KI-0000-0265

ピッポアニマルクリニック 京都市上京区 千本通下立売下る小山町８８８　エスポワール３ サービス JS-0002-0633

美容室スタンド 京都市上京区 千本通元誓願寺下る松屋町３７６　T'S コート１Ｆ サービス KI-0000-0277

M’S BarBer 京都市上京区 千本通上長者町上る百万遍町９１ サービス KI-0000-0283

ラドゥーノヘアクリエイション 京都市上京区 千本通中立売下る亀屋町５２　comfort １Ｆ サービス ZN-0003-0006

パリー美容室 京都市上京区 千本通中立売上る西中筋町１７ サービス KI-0000-0284

BlessHAIR クララ店 京都市上京区 大宮通今出川下る薬師町２２６　グラシオン西陣１０１ サービス ZN-2000-4498

SEIYOSHA 中堀川 京都市上京区 奈良物町４７２－１ サービス JS-0003-6940

LogisticshairGarden 京都市上京区 二番町１９７－３ サービス JS-0002-5415

JESSICA 京都市上京区 北小路室町３８８　ファーストコート御所室町２Ｆ サービス SL-2000-1272

ほぐしライフ 京都市上京区 北小路中之町２１０　アクアプレイス京都西陣１Ｆ サービス JS-0004-1880

レーコ美容室 本店 京都市上京区 油小路丸太町上る米屋町２７８ サービス KI-0000-0300

ナンバーナイン西陣店 京都市上京区 新白水丸町４６２－５６　　 エンターテインメント ZN-0001-8858

（有）横山竹材店 TAKENOKO 京都市上京区 油小路通下長者町上る亀屋町１５５　 その他 SL-2000-7831


