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［京都市右京区／左京区／北区］

加盟店名 所在地 ジャンル

京料理 濱登久 京都市右京区 花園伊町３１ 飲食店 JS-0000-9273

珠すし 京都市右京区 花園寺ノ内町１５ 飲食店 JS-0000-7336

佐近 京都市右京区 御室小松野町２５－３７ 飲食店 KI-0000-0005

ほぁんほぁん嵯峨嵐山店 京都市右京区 嵯峨広沢南野町２９－１　 飲食店 KI-0000-0006

嵐山亭 京都市右京区 嵯峨中之島町官有地　 飲食店 KI-0000-0007

鳥居本遊山 京都市右京区 嵯峨鳥居本一華表町６－３，６－９　 飲食店 ZN-0001-8586

泉仙 嵯峨野店 京都市右京区 嵯峨鳥居本六反町１１ 飲食店 KI-2000-0135

京都吉兆 嵐山本店 京都市右京区 嵯峨天竜寺芒ノ馬場町５８　 飲食店 KI-0000-0010

STEAK OTSUKA 京都市右京区 嵯峨天龍寺若宮町２１－３ 飲食店 JS-0005-3599

創作会席嵯峨旅籠屋 京都市右京区 嵯峨天龍寺若宮町４４１５２　 飲食店 ZN-0001-8589

HANANA 京都市右京区 嵯峨天龍寺瀬戸川町２６　 飲食店 KI-0000-0015

ぼるた 京都市右京区 嵯峨天龍寺瀬戸川町４－３ 飲食店 KI-0000-0014

自家製麺 新渡月 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町２０－４０ 飲食店 KI-0000-0011

嵐山 MITATE 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３３－２５　 飲食店 KI-0000-0016

INITY 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３５　　 飲食店 ZN-0002-2522

Doppo 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町８　　 飲食店 ZN-0002-2521

嵐山喜重郎 京都市右京区 嵯峨天龍寺北造路町１８－２７　 飲食店 ZN-0001-9004

廣川 京都市右京区 嵯峨天龍寺北造路町４４－１ 飲食店 KI-0000-0013

嵐山琥珀堂 京都市右京区 嵯峨天龍寺立石町１－４　　 飲食店 ZN-0001-9005

よーじやカフェ嵯峨野嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺立石町２－１３ 飲食店 KI-2000-0042

湯どうふ嵯峨野 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町４５　　 飲食店 ZN-0001-8573

熊彦 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町５－１　 飲食店 KI-0000-0020

甘味カフェふらっと 京都市右京区 嵯峨二尊院門前往生院町１４－２ 飲食店 KI-2000-0101

Ari CaFe 嵯峨焙煎所 京都市右京区 嵯峨二尊院門前北中院町５－５ 飲食店 JS-0004-8953

LITTLE HEAVEN 京都市右京区 嵯峨野開町８－２９ 飲食店 JS-0001-8820

M’sArome 京都市右京区 嵯峨野秋街道町２０－３　　 飲食店 ZN-0001-9015

鳥料理さがの 京都市右京区 山ノ内宮脇町１９－２ 飲食店 JS-0001-2465

やきべえ 京都市右京区 山ノ内山ノ下町２０－４ 飲食店 JS-0001-8051

ゆるり割烹 藤茂 京都市右京区 常盤一ノ井町７－４ 飲食店 JS-0001-7537

紫乃花 京都市右京区 常盤草木町３－４　　 飲食店 ZN-0001-8957

HOTBar ＋ Cafe 京都市右京区 西院乾町７０　グランドーリア西院 飲食店 JS-0005-8692

秀吉 京都市右京区 西院高山寺町１２－２　中地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8180

N ＋ 1 京都市右京区 西院高山寺町１４－４　Ｔ＆Ｃビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8920

赤まる 京都市右京区 西院高山寺町１５－２ 飲食店 JS-0002-4522

bourgeois － bar 京都市右京区 西院高山寺町１７　サン書房ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8892

酒と魚とオトコマエ食堂西院駅前店 京都市右京区 西院高山寺町９－１　　 飲食店 ZN-0001-8976

ほっとけや西院店 京都市右京区 西院三蔵町１５　富士ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8599

龍馬 光路 京都市右京区 西院三蔵町３２－２　ジョイテル西院１Ｆ 飲食店 JS-0002-6037

シアワセ横丁 京都市右京区 西院三蔵町４４　ルシェール西院東テンポ　 飲食店 ZN-0001-8750

和風ダイニング かすが 京都市右京区 西院松井町１７－１ 飲食店 JS-0002-6266
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酒菜家 わんど 京都市右京区 西院西高田町２－４ 飲食店 JS-0001-2603

野菜 de 肉 トンチョ 京都市右京区 西院西三蔵町１３－１マルクビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-7343

時代屋 西院店 京都市右京区 西院西三蔵町１５ 飲食店 JS-0003-0297

鉄板さくわん 京都市右京区 西院西三蔵町１５－２　アソシエビル１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0044

をりかみ 京都市右京区 西院西三蔵町１５－２　アソシエビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-4096

小だるま西院店 京都市右京区 西院西三蔵町１６－１　　 飲食店 ZN-0001-8818

ぶった 西院店 京都市右京区 西院西三蔵町１７－３２　３Ｆ 飲食店 JS-0004-2791

じぇいむす 西院店 京都市右京区 西院西三蔵町２０　　 飲食店 ZN-2000-4724

旬菜 ゆう庵 京都市右京区 西院西三蔵町２４－４　オリオンハウス１Ｆ 飲食店 JS-0004-2945

京の焼肉処弘西院店 京都市右京区 西院巽町４１－２　　 飲食店 ZN-0001-8998

楽家楽家 京都外大前店 京都市右京区 西院東貝川町１９　ラ・メゾン・ブランシュ２Ｆ 飲食店 JS-0000-4095

海鮮居酒屋 憩 京都市右京区 西院東淳和院町１－１　アフレ西院Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8972

ゆずの小町京都西院店 京都市右京区 西院東淳和院町２－１　いのしし堂西院ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1900

お好み焼 鉄板焼 ろぐ 西大路五条店 京都市右京区 西院東中水町７　日商岩井朱雀マンション１０１ 飲食店 JS-0000-0663

インドレストラン サーガル 京都市右京区 西院東中水町７－１０４　 飲食店 SL-2000-0812

barkiichigo 京都市右京区 西院北矢掛町３４　入屋ハイツ１０２　 飲食店 ZN-2000-2812

よってきゃあ YAKEATO 京都市右京区 西院北矢掛町３４－６ 飲食店 JS-0001-4246

かしわ 京都市右京区 西院北矢掛町３６－１５ 飲食店 JS-0002-6188

にし野 京都市右京区 西院北矢掛町３６－１６ 飲食店 JS-0003-6446

みさき 京都市右京区 西院矢掛町２８－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-8775

日本食 柔坐 京都市右京区 西京極西池田町１３－７ 飲食店 JS-0000-9624

たいちろうや 京都市右京区 西京極西池田町６２－３ 飲食店 JS-0001-9219

かんしゃ歓げい 京都市右京区 西京極堤町３５－１ 飲食店 JS-0004-3193

うまみりゅう 京都市右京区 西京極堤町４３－８ 飲食店 JS-0003-7019

焼肉あり福 京都市右京区 西京極北裏町４－１３ 飲食店 KI-0000-0024

串かつ・炭焼風串やき がんばり 京都市右京区 西大路四条１００ｍ下る西側 飲食店 KI-0000-0025

大衆酒場 天 太秦天神川店 京都市右京区 太秦下刑部町１４７ 飲食店 SL-2000-0084

魚菜めしまつぼっくり 京都市右京区 太秦桂木町５－１０　ラ・パルフェ・ド・ルミナス 飲食店 JS-0002-0884

本格炭火焼肉ぜっぴん 京都市右京区 太秦帷子ヶ辻町１１－２０　　 飲食店 ZN-0001-8934

IKEYA デリカテッセン 京都市右京区 太秦帷子ヶ辻町１１－５３ 飲食店 JS-0001-5429

ブラッスリー せき 京都市右京区 谷口円成寺町１７－３　 飲食店 KI-0000-0027

京料理 萬長 京都市右京区 谷口園町２４　 飲食店 KI-0000-0029

割烹 竹下 京都市右京区 谷口垣ノ内町５ 飲食店 JS-0001-8575

染葉 京都市右京区 梅津後藤町３４－１２ 飲食店 JS-0001-1977

炭火焼肉 焙屋 京都市右京区 梅津神田町４６ 飲食店 KI-0000-0030

花たぬき梅津店 京都市右京区 梅津南町１－４　　 飲食店 ZN-0001-8828

中川米穀店 京都市右京区 宇多野福王子町４０－２　　 ショッピング PK-0000-8282

イトウ薬局 京都市右京区 花園伊町３１ー２　 ショッピング SL-2000-6125

京都おはし工房 京都市右京区 花園天授ヶ岡町１６－５　 ショッピング KI-0000-0003

堀園芸 京都市右京区 花園木辻南町１－４　 ショッピング KI-0000-0004

亀屋廣清 京都市右京区 京北周山町西丁田１０－２ ショッピング JS-0003-6300

亀屋廣清 1 京都市右京区 京北周山町西丁田１０－２　　 ショッピング PK-0000-8199

ケーキハウス　フレジェ 京都市右京区 嵯峨広沢南野町１１－５　　 ショッピング PK-0000-8484

鍵工房 嵯峨店 京都市右京区 嵯峨広沢南野町６８　ケーヨーデイツー嵯峨店内 ショッピング JS-0003-8245
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嵯峨やまじょう 京都市右京区 嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町１４　 ショッピング ZN-0002-7006

レンタル着物じゅぱん 京都市右京区 嵯峨大覚寺門前八軒町３－１０８ ショッピング JS-0001-2172

ドラッグひかり 嵯峨店 京都市右京区 嵯峨中通町２３－５ ショッピング AL-0000-0268

BLACK PAINT 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天竜寺瀬戸川町２６－１　 ショッピング KI-0000-0009

佐藤ふとん店 京都市右京区 嵯峨天竜寺油掛町１ ショッピング KI-0000-0008

おばあのかすりや 京都市右京区 嵯峨天龍寺車道町６　 ショッピング SL-2000-8681

かくれ布や 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町１－３ ショッピング JS-0001-6908

よしとよ 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町２０－１０－１ ショッピング JS-0003-8631

石川竹の店 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３５　 ショッピング SL-2000-3065

忍屋 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３７－１２ ショッピング JS-0004-7344

嵐香堂 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３７－１４ ショッピング JS-0005-3278

嵐山まるん 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３７－１６　 ショッピング KI-0000-0017

サロンドロワイヤル 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３７－１７ ショッピング JS-0004-0138

招喜屋 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３７－３　嵐山まつもとビル１・２Ｆ ショッピング JS-0001-0142

憧屋 ふくろうの館 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３７－８ ショッピング JS-0001-0402

京越 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町６－１ ショッピング JS-0003-7233

アトリエ セイジロウ 京都市右京区 嵯峨天龍寺北造路町５０　 ショッピング KI-0000-0018

京・嵐山マルシェ 京都市右京区 嵯峨天龍寺北造路町５－３　　 ショッピング ZN-0002-3413

和んこ堂 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺立石町１－３８　オルゴール博物館内 ショッピング JS-0004-2555

よーじや 嵯峨野嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺立石町２－１３ ショッピング KI-0000-0019

アジアン雑貨ハイダウェイ 京都市右京区 嵯峨天龍寺龍門町２０　荒木マンション１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6248

スヌーピーショコラ 京都 嵐山〔1〕 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町２２－３ ショッピング JS-0005-5696

スヌーピーショコラ 京都 嵐山〔2〕 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町２２－３ ショッピング JS-0005-5697

スヌーピーショコラ 京都 嵐山〔テイク〕 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町２２－３ ショッピング JS-0005-5698

のレン 嵐山 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町３－２５　嵐山スクウェア１Ｆ ショッピング JS-0001-9664

あかひめ 本店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町３－５６　Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0004-6087

豆政 嵐山昇龍苑店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町４０－８　嵐山昇龍苑内 ショッピング KI-0000-0012

ブティック NITTA 京都市右京区 常盤窪町１０－１ ショッピング JS-0002-7657

プルミエールプーペ 京都市右京区 常盤窪町１９－２ ショッピング JS-0005-3795

エイリン 四条店 京都市右京区 西院乾町６６ ショッピング JS-0003-0948

良販商店 西院店 京都市右京区 西院坤町５１－３　サウスウエスト１Ｆ ショッピング JS-0002-4229

バルーンショップ MALEC 京都市右京区 西院三蔵町２－２ ショッピング JS-0001-8981

京都リサイクル王国 京都市右京区 西院西貝川町７４－２ ショッピング JS-0002-8849

パゴン 本店 京都市右京区 西院西溝崎町１７ ショッピング JS-0000-5943

アベニュー 京都市右京区 西院西三蔵町２１－３　 ショッピング SL-2000-5177

ひごつ堂 京都市右京区 西院巽町２６ ショッピング JS-0003-0972

京都古着王国 西院店 京都市右京区 西院巽町３２－３　笹傅ビル ショッピング JS-0000-4356

びぃずや ろっかく 京都市右京区 西院東今田町１０－４　メゾンド六角１Ｆ ショッピング JS-0003-8895

J GARDEN 京都市右京区 西院平町３３－１　サンフェニ西院１Ｆ ショッピング JS-0001-7448

フラワーコテージ タバタ 京都市右京区 西院北矢掛町３６　フェニックス西川１Ｆ ショッピング KI-0000-0022

ねむりのアトリエ 杉村屋 京都市右京区 西京極郡町９２　エスワンビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0023

Madame Mion 京都市右京区 西京極東大丸町６４－１ ショッピング JS-0003-1744

M selection 京都市右京区 西京極北庄境町５２ ショッピング JS-0003-0103

有限会社アウトベルク 京都市右京区 太秦下刑部町１４－９　　 ショッピング ZN-2000-3795
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焼肉さの 京都市右京区 太秦垣内町　１０ ショッピング SL-2001-1047

佐野屋総本店 京都市右京区 太秦森ケ西町３ ショッピング SL-2001-1272

メガネのヤマモト 京都市右京区 太秦多薮町４５－１９　 ショッピング SL-2001-0458

太清クリーニング　2 京都市右京区 太秦棚森町６－６３　　 ショッピング PK-0000-7987

太清クリーニング　1 京都市右京区 太秦棚森町６－６３　　 ショッピング PK-0000-7988

パティスリーヒロヤ京都太秦 京都市右京区 太秦樋ノ内町１－１０　 ショッピング SL-2000-2051

穂久彩 京都市右京区 太秦北路町２５－１７ ショッピング JS-0004-0545

グランス 京都市右京区 太秦北路町２９－３ ショッピング KI-0000-0026

きものと婦人服の店 カワシマ 京都市右京区 谷口園町１７　 ショッピング KI-0000-0028

株式会社ウメヅ電化センター 京都市右京区 梅津フケノ川町１３－１９ ショッピング JS-0005-6107

（株）近藤ふとん店 京都市右京区 梅津前田町６０－１ ショッピング KI-0000-0031

KARERENA 京都市右京区 花園寺ノ前町４０－３１ サービス JS-0002-0802

resort for hair 京都市右京区 嵯峨苅分町３０－４ サービス JS-0002-7968

手もみ総本店 嵯峨店 京都市右京区 嵯峨広沢御所ノ内町３２－３ サービス JS-0004-6039

hair and nail Lien 京都市右京区 嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町５－５ サービス JS-0001-4615

ラセーラ グルメシティ嵯峨 京都市右京区 嵯峨大覚寺門前八軒町８－３ サービス JS-0003-7023

SBETOH 京都市右京区 嵯峨中通町３７－１　嵯峨中通ビル１Ｆ サービス JS-0000-1400

ある日，hair story 京都市右京区 嵯峨中通町９－２　 サービス SL-2000-0404

HAIR MIYAVI 京都市右京区 嵯峨朝日町２－１６ サービス JS-0005-7705

あかひめ JR 嵯峨嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺車道町１ サービス JS-0002-6487

夢工房 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺瀬戸川町２１－４ サービス JS-0004-9914

夢京都 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺瀬戸川町２６ サービス JS-0002-4901

嵐電鹿王院薬局 京都市右京区 嵯峨北堀町２０－４７ サービス JS-0003-2156

ラセーラ 御池 京都市右京区 山ノ内御堂殿町４２－１ サービス JS-0003-7126

KON’SCYCLE 常盤店 京都市右京区 常盤一ノ井町４　　 サービス ZN-0002-6444

カワモト薬局 常盤店 京都市右京区 常盤窪町１１－３ サービス JS-0003-2155

癒し 京都市右京区 西院高山寺町１２－５　Join ビル３Ｆ サービス JS-0003-5952

HairCanneryRow 京都市右京区 西院高田町３１－２　長谷川ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0509

ヘアークリエイトコンテ 京都市右京区 西院小米町３６－７　カーサショウエイ サービス JS-0002-5941

ぴいぷる 天神川本店 京都市右京区 西院西貝川町５９－２ サービス JS-0005-9901

koti 京都市右京区 西院西三蔵町２４－５　スワン館２Ｆ サービス JS-0003-8980

uniQue 京都市右京区 西院西淳和院町４９　西京ビル１Ｆ サービス JS-0000-9042

Applause hair... 西院店 京都市右京区 西院巽町２６－２Ｆ サービス JS-0003-6297

MUGEN 整骨院 京都外大前 京都市右京区 西院東貝川町１８　スカーラ１２　１Ｆ サービス JS-0005-2332

ストローク 京都市右京区 西院東淳和院町２－１　いのしし堂ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-2032

KALEIDO 京都市右京区 西院日照町８４　カサクレール北村１Ｆ サービス JS-0004-4591

KON’SCYCLE 西大路店 京都市右京区 西院平町３１　　 サービス ZN-0002-6478

SEIYOSHA ミリオンタウン五条西小路 京都市右京区 西院六反田町３３ サービス JS-0003-7181

オートクチュール・ランコントレ西京極店 京都市右京区 西京極午町３７ サービス ZN-0003-0495

copain 京都市右京区 西京極西川町３ サービス JS-0001-5345

フランクリー 京都市右京区 西京極西池田町２７－１　エリーフラッツ１Ｆ サービス JS-0000-7743

endive 京都市右京区 西京極前田町８－１　 サービス SL-2000-5202

美容室 karen 京都市右京区 西京極堤町３５－１　ベルビスタ１Ｆ サービス JS-0000-1221

TRIL 京都市右京区 西京極豆田町６　京都友禅文化会館１Ｆ サービス JS-0001-5604
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glory 京都市右京区 西京極野田町５８　ネオ・ボナール華１Ｆ サービス JS-0001-4642

ラセーラ 嵯峨 京都市右京区 太秦開日町２－３ サービス JS-0003-7127

サイクルショップギフト太秦店 京都市右京区 太秦多藪町１４－９０　　 サービス ZN-2000-2686

Marry’s 帷子ノ辻 京都市右京区 太秦帷子ヶ辻町２３－１　　 サービス ZN-2000-1763

わかくさ薬局 梅津店 京都市右京区 梅津後藤町７－３４　右京 HIRANO ビル北１Ｆ サービス JS-0004-2301

Creerfeelcreate 京都市右京区 梅津中村町１２－５３　　 サービス ZN-2000-4802

サイクルショップギフト 京都市右京区 梅津北浦町４－６　　 サービス ZN-0002-6445

ブルートレイン 京都店 京都市右京区 西院西貝川町４３ エンターテインメント JS-0004-5811

嵯峩螺鈿・野村 京都市右京区 嵯峨釈迦堂大門町　２６ その他 SL-2000-9419

川勝總本家 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町４０－５３ その他 SL-2000-7085

シービーソウム 京都市右京区 西院日照町７４　パルティール藤Ⅱ　１Ｆ　 その他 SL-2000-6627

貴船ふじや 京都市左京区 鞍馬貴船町４０　 飲食店 KI-0000-0181

貴船喜らく 京都市左京区 鞍馬貴船町４７ 飲食店 KI-0000-0182

鳥居茶屋 京都市左京区 鞍馬貴船町４８　 飲食店 KI-0000-0183

左源太 京都市左京区 鞍馬貴船町９１　 飲食店 KI-2000-0118

焼肉おみいち 京都市左京区 一乗寺西閉川原町２　匠和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8881

アンティコ 京都市左京区 一乗寺赤ノ宮町２７　グレイン４８　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8620

まごころや 京都市左京区 一乗寺大新開町２０－３　 飲食店 KI-0000-0184

西洋膳所 おくむら 京都市左京区 一乗寺谷田町３　 飲食店 KI-0000-0185

唯食 いかわ 京都市左京区 一乗寺谷田町３３－２ 飲食店 SL-2000-7750

京都炭火焼鳥アホウどり一乗寺店 京都市左京区 一乗寺地蔵本町６－１　メイコービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8964

焼肉市場 京都市左京区 一乗寺梅ノ木町５５　エクセレント・ビュー高野１Ｆ 飲食店 SL-2000-3462

一乗寺 有卦屋 京都市左京区 一乗寺樋ノ口町８－６ 飲食店 JS-0000-5557

KARIN 京都市左京区 一乗寺里ノ西町１３ 飲食店 JS-0002-6892

岡崎茶寮 豆狸 京都市左京区 岡崎円勝寺町１４９ 飲食店 JS-0001-0672

イルヴェーゴ 京都市左京区 岡崎円勝寺町５７－８ 飲食店 JS-0005-9983

CAFE CUBE 京都市左京区 岡崎最勝寺町６－３ 飲食店 JS-0003-3152

権太呂 岡崎店 京都市左京区 岡崎南御所町１９　 飲食店 KI-0000-0188

コムシ コムサ 京都市左京区 岡崎法勝寺町１２４－４ 飲食店 JS-0003-0119

京料理 味ま野 京都市左京区 岡崎北御所町３３ 飲食店 KI-0000-0189

エス タージマハル エベレスト 下鴨店 京都市左京区 下鴨高木町３３－４ 飲食店 JS-0004-4250

菜食屋 アロアロ 京都市左京区 下鴨高木町４４ 飲食店 JS-0004-9538

そば処 みなもと 京都市左京区 下鴨上川原町２ 飲食店 JS-0004-8491

焼肉北山下鴨店 京都市左京区 下鴨水口町４７－１　カーサ下鴨１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8596

株式会社 福助 京都市左京区 下鴨西高木町３７　 飲食店 KI-0000-0191

バーボンハウスルシフェル 京都市左京区 下鴨西林町７－１　カーサ下鴨２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3707

開晴亭 北山本店 京都市左京区 下鴨前萩町５－８ 飲食店 KI-0000-0193

ステーキ割烹 渋谷 京都市左京区 下鴨南茶ノ木町２１－４ 飲食店 KI-0000-0201

日出鮨 京都市左京区 下鴨南茶ノ木町３９－１ 飲食店 KI-0000-0202

みよしや 京都市左京区 下鴨梅ノ木町７１－５　 飲食店 SL-2000-2727

cafe bali gasi 京都市左京区 下鴨北芝町３４　ブドワール北山１Ｆ 飲食店 JS-0000-2712

料理 照月 京都市左京区 下鴨北大路橋東詰 飲食店 KI-0000-0179

京のつくね家 京都市左京区 丸太町通川端東入東丸太町８－３　 飲食店 ZN-0001-8625

フランス料理 エヴァンタイユ 京都市左京区 岩倉西五田町１－２　 飲食店 KI-0000-0203
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鮨米 京都市左京区 岩倉忠在地町２７１－３ 飲食店 JS-0003-4727

宝ヶ池 ゆば泉 京都市左京区 岩倉南三宅町７０－１　 飲食店 KI-0000-0204

洛北 松乃鰻寮 京都市左京区 岩倉木野町１８９　 飲食店 KI-0000-0206

もぐらの宴 京都市左京区 吉田近衛町２６－２２ 飲食店 JS-0001-5985

とりのすけ百万遍店 京都市左京区 吉田泉殿町１－３４　ダイショウ百万遍ビル　 飲食店 ZN-0001-8765

ももじろう百万遍店 京都市左京区 吉田泉殿町４－５　　 飲食店 ZN-0001-8784

イタリア割烹 タヴォラ 京都市左京区 吉田泉殿町６３－７ 飲食店 JS-0003-4316

野菜とお肉の Bistro Encore 京都市左京区 吉田中阿達町２４－５ 飲食店 JS-0005-8382

焼肉こまち 京都市左京区 高野泉町１１－１７３ 飲食店 JS-0003-9392

ひばなや 京都市左京区 高野東開町１７－３　 飲食店 KI-0000-0209

季節割烹浦 京都市左京区 山端森本町２１－１９　　 飲食店 ZN-0001-8640

山ばな 平八茶屋 京都市左京区 山端川岸町８－１　 飲食店 KI-0000-0210

とろとろ 京都市左京区 鹿ヶ谷上宮ノ前町２５－２　メゾン白川　 飲食店 ZN-0001-8617

通りゃんせ 京都市左京区 若王子町２４－１　 飲食店 KI-0000-0212

梨門邸 京都市左京区 浄土寺上南田町３７ 飲食店 JS-0002-4256

神空楽カフェ 京都市左京区 浄土寺真如町１６２－２　平田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8805

牛おおた 京都市左京区 浄土寺真如町１６４－９　　 飲食店 ZN-0001-8745

すし甚 京都市左京区 浄土寺西田町１００－３８ 飲食店 KI-0000-0218

goya 京都市左京区 浄土寺西田町１１４－６ 飲食店 JS-0003-8754

一貫 京都市左京区 浄土寺西田町３０－２　 飲食店 KI-0000-0219

京料理 白水園 京都市左京区 浄土寺石橋町３６　 飲食店 KI-0000-0220

喜さ起 京都市左京区 浄土寺南田町１７３－５ 飲食店 JS-0000-8981

アジアンキッチン Lotus 京都市左京区 新丸太町４１－２ 飲食店 JS-0001-1761

京都炭火焼鳥アホウどり聖護院店 京都市左京区 聖護院山王町１６－２８　　 飲食店 ZN-0001-9023

聖護院嵐まる 京都市左京区 聖護院山王町２８　　 飲食店 ZN-0001-8703

＠膳洛 京都市左京区 聖護院山王町４３－２　パレステート日生熊野Ｂ－３ 飲食店 JS-0002-9813

はふう 聖護院店 京都市左京区 聖護院山王町８　　 飲食店 ZN-2000-0095

鮨 魚助 京都市左京区 聖護院東寺領町７－２ 飲食店 JS-0003-2179

バウスプリット 京都市左京区 聖護院東町１５　山秀ビル 飲食店 KI-0000-0226

洋食イノツチ 京都市左京区 聖護院蓮華蔵町３１　第２近建ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0860

山上 京都市左京区 川端通丸太町下る下堤町８６－３ 飲食店 KI-0000-0228

クウカイ 京都市左京区 川端通丸太町上る東丸太町７　２Ｆ 飲食店 JS-0004-0753

四季彩 ひさの 京都市左京区 川端二条東入新先斗町１３３　サンシャイン鴨川１Ｆ 飲食店 KI-2000-0141

京美茶屋 京都市左京区 大原勝林院町２３　 飲食店 KI-0000-0229

炭火串焼き隠家 京都市左京区 田中下柳町１３　　 飲食店 ZN-0001-9043

やきとりぜん 京都市左京区 田中下柳町１４　　 飲食店 ZN-0001-8597

ファラフェル ガーデン 京都市左京区 田中上柳町１５－２ 飲食店 JS-0001-6160

海活楽宴きゅんとや 京都市左京区 田中大堰町１５２　メゾン KOYO １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8882

Cibo 京都市左京区 田中大堰町２０２　エスペランサー TAKAGI １Ｆ 飲食店 JS-0003-4132

炭火やきとり まる 京都市左京区 田中門前町３２－２　百八ビル２０２　 飲食店 ZN-0001-8873

居酒屋樽八 京都市左京区 田中門前町６７ 飲食店 JS-0001-3430

Torico 京都市左京区 田中里ノ前町３４－２　珠光ビル百万遍１Ｆ 飲食店 JS-0001-7975

牛 こうの 京都市左京区 東丸太町１１－４　第二日吉ハイツ１Ｆ 飲食店 KI-2000-0137

鮨さえき 京都市左京区 南禅寺草川町８１ 飲食店 ZN-0001-9034
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中善 京都市左京区 北白川久保田町２６ 飲食店 JS-0000-2918

Tarita ッ pa．Barb。 京都市左京区 北白川久保田町５７－１ 飲食店 JS-0000-9803

Bistro 銀 京都市左京区 北白川小倉町４ 飲食店 JS-0001-1267

ALICE 京都市左京区 北白川上別当町１３－５ 飲食店 JS-0002-4057

ビンタン食堂 京都市左京区 北白川西町８２－３　光楽堂ビル　 飲食店 ZN-2000-2114

LUANA 京都市左京区 北白川追分町７８－１０ 飲食店 JS-0002-8028

La Fabrique CREVON 京都市左京区 粟田口鳥居町　２１－２０ ショッピング SL-2000-2680

キフネコスメティックス＆ギャラリー 京都市左京区 鞍馬貴船町２７　 ショッピング KI-0000-0180

［HC］有限会社水戸電機 3 号店 京都市左京区 一乗寺宮ノ東町１６ ショッピング JS-0001-8619

インテルナ ウエダ 京都市左京区 一乗寺向畑町１７ ショッピング JS-0002-5460

紫陽書院 京都市左京区 一乗寺西水干町１５－２　ファーストコーポ白川１Ｆ ショッピング SL-2000-6508

コミックショック 高野店 京都市左京区 一乗寺地蔵本町５　高野 KN ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0531

キャプテン 京都市左京区 一乗寺払殿１０　ベルフラール１Ｆ　 ショッピング KI-0000-0186

オブジェ 京都市左京区 一乗寺野田町２－２　ハイツ白川１Ｆ　 ショッピング SL-2000-5882

むしやしない 京都市左京区 一乗寺里ノ西町７８ ショッピング SL-2000-5005

特別企画展ショップ 6 京都市左京区 岡崎円勝寺町１２４　京都市美術館　 ショッピング ZN-2000-0528

梅心庵 平安神宮店 京都市左京区 岡崎円勝寺町１４０　ポルト・ド岡崎１０３ ショッピング JS-0002-9985

アートキューブショップ 京都市左京区 岡崎最勝寺町６－３　細見美術館Ｂ２Ｆ ショッピング JS-0003-5158

京都伝統産業ミュージアムショップ 京都市左京区 岡崎成勝寺町９－１　京都市勧業館Ｂ１Ｆ ショッピング KI-0000-1010

京都伝統産業ミュージアムショップ 2 京都市左京区 岡崎成勝寺町９－１　京都市勧業館Ｂ１Ｆ ショッピング KI-2000-0096

BACKEREI PERKEO 京都市左京区 岡崎天王町５４－１　クリヨン岡崎１Ｆ ショッピング JS-0005-5549

タチバナ商会株式会社 京都市左京区 岡崎南御所町２２－１１ ショッピング JS-0004-1681

京都市動物園 ミライハウス 京都市左京区 岡崎法勝寺町　岡崎公園内京都市動物園内　 ショッピング SL-2000-3996

川口美術 京都市左京区 下鴨宮河町６２－２３ ショッピング JS-0001-1378

Annex 京都市左京区 下鴨宮崎町１０６－２　　 ショッピング ZN-0002-6689

きものリサイクルショップ お花 京都市左京区 下鴨上川原町５－１ ショッピング JS-0003-1496

二十日 京都市左京区 下鴨森本町１３－６　　 ショッピング ZN-0002-5473

下鴨 せせらぎ 京都市左京区 下鴨神殿町１６－２　 ショッピング KI-0000-0190

（株）きよぞう 本店 京都市左京区 下鴨水口町１２－１ ショッピング KI-0000-0289

小林ドライブショップ 京都市左京区 下鴨水口町２４－３ ショッピング JS-0002-3759

フラワーショップ風花 京都市左京区 下鴨西本町１１－４　赤井ビル１・２Ｆ ショッピング KI-0000-0192

グラスアイケア 京都市左京区 下鴨前萩町５木村ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-0202

Bespoke Tailor Oguri 京都市左京区 下鴨東森ヶ前町１－２　 ショッピング KI-0000-0195

FARMHOUSE 京都市左京区 下鴨東半木町７０－１３ ショッピング JS-0005-0873

アーズローカス ニット工房 京都市左京区 下鴨東本町７　アーズローカスビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8560

（株）イノブン北山店 京都市左京区 下鴨南芝町３９－１　オリソービル ショッピング KI-0000-0196

イノブン 北山店 京都市左京区 下鴨南芝町３９－１　オリソービル ショッピング KI-0000-0199

BLACK PAINT 北山店 京都市左京区 下鴨南芝町５１　 ショッピング KI-0000-0200

アルマセングランピエ 京都市左京区 下鴨北茶ノ木町１４　　 ショッピング ZN-0002-6221

洋服の病院 北山店 京都市左京区 下鴨北野々神町２４ ショッピング JS-0002-1734

カギの救急車 下鴨店 京都市左京区 下鴨本町６ ショッピング JS-0003-8478

井上メガネ店 京都市左京区 丸太町通川端東入東丸太町９ ショッピング JS-0001-9178

画箋堂 京都精華大学店 京都市左京区 岩倉木野町１３７　京都精華大学本館１Ｆ ショッピング KI-0000-0205

鍵工房 川端店 京都市左京区 吉田上阿達町３６－１　ケーヨーデイツー川端店内 ショッピング JS-0003-8244
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株式会社 銀花園 百万遍店 京都市左京区 吉田泉殿町１－５　 ショッピング KI-0000-0207

百万遍薬局 京都市左京区 吉田泉殿町４　プルミエール１Ｆ ショッピング JS-0002-3577

ひらつか 京都市左京区 吉田中阿達町７　 ショッピング SL-2000-2569

宗教法人慈照寺売店 京都市左京区 銀閣寺町２ ショッピング JS-0002-0628

ドラッグひかり 高野店 京都市左京区 高野西開町４６－２ ショッピング AL-0000-0275

DOG ＆ LIFE East 京都市左京区 高野竹屋町３３－５２ ショッピング JS-0004-6094

株式会社なおかつ 京都市左京区 高野蓼原町６５ ショッピング SL-2000-4998

アンティークス トリュフ 京都市左京区 鹿ヶ谷西寺ノ前町６６　カサブロンセ１Ｆ ショッピング JS-0000-2404

よーじや 銀閣寺店 京都市左京区 鹿ヶ谷法然院町１５　 ショッピング KI-0000-0211

銀意匠 京都市左京区 鹿ヶ谷法然院町４３ ショッピング JS-0000-6706

スリープ・クリエート 眠むの木 京都市左京区 松ヶ崎小脇町１－１１　 ショッピング KI-0000-0214

オークレール 京都市左京区 松ヶ崎木ノ本町６－１　　 ショッピング ZN-0002-4494

フラワーショップ風花 上高野店 京都市左京区 上高野古川町１５　レジデンス L･H １Ｆ ショッピング KI-0000-0216

京都ホイールセンター 京都市左京区 上高野深田町６ ショッピング JS-0000-1436

プレシャス 京都市左京区 上高野仲町２－１　 ショッピング SL-2000-6809

ルネ エ ルネ京都店 京都市左京区 浄土寺西田町１１２－６ ショッピング JS-0001-6050

本家八ッ橋銀閣寺表店 京都市左京区 浄土寺石橋町５２　　 ショッピング ZN-2000-3120

メルシーマルギン 京都市左京区 浄土寺東田町４７　 ショッピング KI-0000-0221

こしぶ by しぶ柿 京都市左京区 浄土寺東田町６２ ショッピング JS-0002-3964

ユキ・パリスコレクション 京都市左京区 浄土寺南田町１４ ショッピング JS-0005-0435

花葉菜 京都市左京区 浄土寺南田町１７３－１５ ショッピング JS-0002-1727

童心彫房 京都市左京区 浄土寺南田町１７３－１５　静荘Ａ ショッピング JS-0002-0192

聖護院八ッ橋総本店 熊野店 京都市左京区 聖護院山王町１６　 ショッピング KI-0000-0224

聖護院八ッ橋総本店 京都市左京区 聖護院山王町６　 ショッピング KI-0000-0225

ドラッグひかり 東山二条店 京都市左京区 聖護院蓮華蔵町３１ ショッピング AL-0000-0266

APPLE ＆ DRAGON 京都市左京区 静市市原町６６１－２ ショッピング JS-0001-1732

ロマン商店 京都市左京区 石原町２８０－２　グランタック東山二条２０３　 ショッピング ZN-2000-1752

BRODISM 京都市左京区 孫橋町３１－５Ｓ　anjo 館１Ｆ ショッピング JS-0003-1485

洛禅三千院店 京都市左京区 大原勝林院町２９　　 ショッピング ZN-2000-0816

紙と織 山路 京都市左京区 大原勝林院町７４ ショッピング JS-0004-1918

こにし 京都市左京区 大原来迎院町３３８ ショッピング JS-0001-9979

しぶ柿 京都市左京区 大原来迎院町３９９の３ ショッピング JS-0003-8714

Fuzzy Clothed 京都市左京区 田中下柳町８－９　ドミトリーアルバ１Ｆ ショッピング KI-0000-0230

エイリン 今出川京大前店別館 京都市左京区 田中関田町２－７　思文閣会館 ショッピング JS-0004-2097

オレンジ画材 京都市左京区 田中関田町２－７　思文閣会館１Ｆ ショッピング JS-0000-0182

エイリン 今出川店 京都市左京区 田中関田町２８－４ ショッピング JS-0003-0954

きもの処 西田呉服店 京都市左京区 田中里の内町２１　 ショッピング KI-0000-0231

花の店 あづさ 京都市左京区 東大路仁王門下る東門前町５２８－６ ショッピング KI-0000-0232

有限会社 長瀬 京都市左京区 南禅寺草川町３５－４ ショッピング KI-0000-0233

ワインスポット ナカムラヤ 京都市左京区 二条通新東洞院東入新東洞院町２４９ ショッピング JS-0005-4213

フロリスト 井上花壇 京都市左京区 白川通銀閣寺道浄土寺西田町７０－１ ショッピング KI-0000-0234

SHOES SHOP 京屋 京都市左京区 北白川久保田町２１　 ショッピング SL-2000-3999

Au Bon Miel 京都市左京区 北白川久保田町６０－１３　 ショッピング SL-2000-2343

そうげん ブロカント 京都市左京区 北白川上終町１０－２ ショッピング JS-0000-2977
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そうげん カフェ 京都市左京区 北白川上終町１０－２ ショッピング JS-0000-3100

株式会社 光楽堂 京都市左京区 北白川西町８２　 ショッピング KI-0000-0235

洋服の病院 北白川店 京都市左京区 北白川大堂町１－４ ショッピング JS-0002-1732

B － LOCK 京都市左京区 北白川東瀬ノ内町４３　 ショッピング KI-0000-0236

ミソラザ 京都市左京区 一乗寺高槻町１２ サービス JS-0000-5599

ラセーラ 北白川 京都市左京区 一乗寺出口町１２－１ サービス JS-0003-7034

suibow 京都市左京区 一乗寺払殿町５１　log １０　１Ｆ サービス JS-0001-6240

ギャラリー 唯 京都市左京区 岡崎円勝寺町９１－１０２ サービス JS-0003-1516

SEIYOSHA 下鴨 京都市左京区 下鴨神殿町３－２ サービス JS-0003-6926

HAIRsalonBONDS 京都市左京区 下鴨西半木町７０－１　下鴨セクションＢ１Ｆ　 サービス ZN-2000-3163

メメントモリ美容室 京都市左京区 下鴨前萩町１３　木村ビル新館１Ｆ サービス JS-0004-7758

美容室ヘアーメイク パル 京都市左京区 下鴨膳部町１６－１　 サービス SL-2000-3522

HAIR corette 京都市左京区 下鴨南芝町５１－６　TK ビル１Ｆ サービス JS-0001-8038

BACKSTAGE 京都市左京区 下鴨梅ノ木町７１－１０　　 サービス ZN-0002-7224

フラックス ネイル 京都市左京区 下鴨夜光町２７－１　メゾンルミエール１Ｄ サービス JS-0003-4130

ラセーラ 宝ヶ池 1 京都市左京区 岩倉北桑原町１６ サービス JS-0003-7030

ラセーラ 宝ヶ池 2 京都市左京区 岩倉北桑原町１６ サービス JS-0003-7031

TAFhair 京都市左京区 高野西開町２６－１Ｆ サービス JS-0003-2572

ティアラ 高野 京都市左京区 高野西開町４８－４ サービス JS-0003-6933

コロコロ整骨院 高野院 京都市左京区 高野西開町５４ サービス JS-0004-3210

ラセーラ 東高野 京都市左京区 高野東開町９ サービス JS-0003-6944

BCY 京都市左京区 修学院泉殿町１５－６４　 サービス SL-2000-7748

ササヨアンドソーオン 京都市左京区 松ケ崎雲路町８－１２　ロシェルカップ１Ｆ東 サービス JS-0005-2545

エス・バランス 北山 京都市左京区 松ヶ崎堀町１－６ サービス JS-0003-9876

神空楽サロン   kagura 京都市左京区 浄土寺真如町１６２－２　平田ビル２Ｆ サービス SL-2000-8804

ウイットアルファ 京都市左京区 浄土寺東田町９３－６　 サービス SL-2000-3783

チルアウトバーバアンドリフレ 京都市左京区 新車屋町１５６－１　桑山ビル１Ｆ サービス JS-0004-0691

SEPTNAIL 三条本店 京都市左京区 孫橋町３１－４－２Ｆ サービス JS-0001-6146

Grace Hiroko 京都市左京区 田中関田町２６－１０　田中関田町Ｍビル３Ｆ サービス JS-0003-3630

Reposer 京都市左京区 田中西高原町７－８ サービス JS-0001-2505

sfreddo hair 京都市左京区 田中門前町１８－３　藤川門前町ビル１Ｆ サービス SL-2000-8191

スマイル薬局北白川店 京都市左京区 北白川大堂町６１　ホライゾンビル１Ｆ サービス JS-0002-1028

デジカメプリント激安王 北白川店 京都市左京区 一乗寺出口町１２－１　 その他 SL-2000-3705

ペットショップ ピーターパン 京都市左京区 一乗寺樋ノ口町５９ その他 JS-0000-1706

minna 京都市左京区 松ヶ崎河原田町６－７　シティパレス洛北１Ｆ その他 SL-2000-4617

閑臥庵 京都市北区 鞍馬口通寺町西入新御霊口町２７８ 飲食店 JS-0002-9953

しょうざん 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-0000-1027

しょうざん 楼蘭 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0073

しょうざん 紙屋川 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0074

しょうざん 溪涼床 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0075

しょうざん 染織工芸館 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0076

しょうざん 千寿閣 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0077

しょうざん わかどり 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0078

しょうざん 茶花園 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0079
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しょうざん 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0080

しょうざんブライダル 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0081

しょうざん 紙屋川 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0082

しょうざん 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 飲食店 KI-2000-0083

京都 喜 Shin 京都市北区 衣笠西御所ノ内町３７ 飲食店 JS-0004-2492

CafeBanimatar 京都市北区 衣笠総門町１３ 飲食店 ZN-0001-9011

京料理 乃し 京都市北区 岩ヶ垣内町３２　 飲食店 KI-0000-0868

京風鉄板焼 季りん 京都市北区 紫竹下本町２２－１　 飲食店 KI-0000-0870

Birichinata 京都市北区 紫竹上緑町５　グリーンハイツマーク１　１Ｆ 飲食店 JS-0002-7955

松太郎 京都市北区 紫竹西高縄町４ 飲食店 JS-0003-2000

お好み焼き 鉄板焼き 翔 京都市北区 紫竹西野山東町４３ 飲食店 JS-0003-3791

お好み焼・鉄板焼ダイニング なかなか 京都市北区 紫竹東高縄町３９－４　M&S 北山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6966

仁修樓 京都市北区 紫竹北栗栖町２－１２ 飲食店 JS-0005-7774

御料理 だんじ 京都市北区 紫野雲林院町２２ 飲食店 JS-0004-1910

ふぐ料理 ともえ 京都市北区 紫野下御輿町２７－４ 飲食店 KI-0000-0877

芝蘭 京都市北区 紫野下築山町５４－３　　 飲食店 ZN-0001-8644

ちゃばな 北大路堀川店 京都市北区 紫野下鳥田町２５－６ 飲食店 JS-0003-6173

ごはんとお酒 まるまつ 京都市北区 紫野下門前町２－２　マノワール紫野１Ｆ 飲食店 JS-0002-5232

泉仙 紫野店 京都市北区 紫野下門前町４２　 飲食店 KI-2000-0134

おばんざい 和さび 京都市北区 紫野宮東町１０－３　ルモン紫野 飲食店 JS-0003-4987

炭火焼肉 ながお 京都市北区 紫野十二坊町６－１４　 飲食店 KI-0000-0878

大徳寺 鮨長 京都市北区 紫野上門前町３４　　 飲食店 ZN-0001-4680

大徳寺さいき家 京都市北区 紫野上門前町７６　 飲食店 KI-0000-0880

焼肉こてら 京都市北区 紫野泉堂町２４－１　ロイヤルコーポⅡ　１Ｆ 飲食店 KI-0000-0883

皐盧庵茶舗 京都市北区 紫野大徳寺町１７－１ 飲食店 SL-2000-2655

泉仙 大慈院店 京都市北区 紫野大徳寺町４　大慈院内 飲食店 KI-2000-0133

紫野 川はた 京都市北区 紫野東野町８－１　船岡山ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9516

旬菜 ふじ井 京都市北区 小山下内河原町１０９－５ 飲食店 JS-0004-1665

Mansoh 京都市北区 小山初音町１６－１２　マルシンビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4306

和食庵 さら 京都市北区 小山初音町９　 飲食店 KI-0000-0889

なごみ 京都市北区 小山上初音町６５ 飲食店 JS-0004-0648

NAYAINDIANOOR 京都市北区 小山西花池町１－３　　 飲食店 ZN-0001-8833

石松すし 京都市北区 小山北上総町４３－４，４３－８合地　 飲食店 ZN-0001-8894

北山 浪漫亭 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町１５　 飲食店 KI-0000-0903

エス タージマハル エベレスト 北山店 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町１５－６ 飲食店 JS-0003-2304

キャピタル東洋亭本店 京都市北区 上賀茂岩ケ垣内町２８－３　 飲食店 KI-0000-0904

北山洋食カフェ和蘭芹 北山本店 京都市北区 上賀茂高縄手町３６－１ 飲食店 JS-0002-9202

きたやま風凛 京都市北区 上賀茂高縄手町８９　 飲食店 KI-0000-0912

miyama162 京都市北区 上賀茂畔勝町２５－２ 飲食店 JS-0004-2111

キャロット＆悠心 京都市北区 上賀茂畔勝町９３ 飲食店 JS-0002-5477

ルルソンキボア 京都市北区 上賀茂豊田町５２　 飲食店 KI-0000-0918

傳八 京都市北区 上賀茂薮田町５７－３　　 飲食店 ZN-0001-8676

中華料理 紅華 京都市北区 大宮南椿原町２１－３ 飲食店 JS-0004-9361

にしむらや 京都市北区 大宮北椿原町４５　高山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8031



11 2020/8/27

［京都市右京区／左京区／北区］

加盟店名 所在地 ジャンル

濱一 京都市北区 大宮北椿原町４５　髙山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3845

インド料理ヌーラーニ 京都市北区 大将軍川端町２１　　 飲食店 ZN-0001-8667

味峰 京都市北区 大将軍東鷹司町１－１ 飲食店 JS-0001-4862

むろい 京都市北区 鷹峯黒門町６ 飲食店 JS-0002-9232

おたぎ 京都市北区 鷹峯土天井町１８　　 飲食店 ZN-0001-9024

GANESHA 京都市北区 平野宮西町５５　HAINES フェイム１Ｆ 飲食店 JS-0000-7526

権太呂 金閣寺店 京都市北区 平野宮敷町２６　 飲食店 KI-0000-0921

ももじろう白梅町店 京都市北区 北野下白梅町６６　　 飲食店 ZN-0001-8786

Trattoria LEON 京都市北区 北野下白梅町６７－３　MOMO ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3674

京都炭火焼鳥アホウどり北野白梅町店 京都市北区 北野上白梅町２４　ジュノー雅１０２　 飲食店 ZN-0001-8963

キタイ文具 京都市北区 鞍馬口通烏丸東入上江町２４１－１ ショッピング KI-0000-0864

五辻の昆布 金閣寺店 京都市北区 衣笠街道町１１－３　 ショッピング KI-0000-0865

本家八ッ橋金閣寺店 京都市北区 衣笠街道町１４－３　　 ショッピング ZN-2000-3118

招喜屋 金閣寺店 京都市北区 衣笠北天神森町３３－１ ショッピング JS-0000-4396

よーじや 金閣寺店 京都市北区 衣笠北天神森町３３－３ ショッピング KI-0000-0866

株式会社 トキヤ 京都市北区 烏丸通鞍馬口下る上御霊上江町２３３ ショッピング KI-0000-0867

とり山 本店 京都市北区 紫竹下緑町１　 ショッピング KI-0000-0871

フルール 京都市北区 紫竹下緑町２８ ショッピング JS-0005-3805

ドラッグひかり 御薗橋店 京都市北区 紫竹上堀川町２５－１ ショッピング AL-0000-0272

寝装品の店 いとうてる 京都市北区 紫竹西高縄町６　 ショッピング KI-0000-0872

森川果実店 京都市北区 紫竹西桃ノ本町４　 ショッピング KI-0000-0873

シューズタウン アミカ 京都市北区 紫竹西桃ノ本町５７ ショッピング JS-0003-0764

メガネ・時計 ヤマモト 京都市北区 紫竹西桃ノ本町７３　 ショッピング KI-0000-0874

京のおせん処 田丸弥 本店 京都市北区 紫竹東高縄町５ ショッピング KI-0000-0876

エイリン 紫野店 京都市北区 紫野下御輿町５－５ ショッピング JS-0003-0952

WON 京都店 京都市北区 紫野下鳥田町４７　 ショッピング SL-2001-1510

WON  AREA2 店 京都市北区 紫野下鳥田町４９　 ショッピング SL-2001-1508

MARGARET 京都市北区 紫野宮東町１－９６ ショッピング JS-0002-8477

PolarSta 京都市北区 紫野郷ノ上町４１－１４　　 ショッピング ZN-0003-1283

紫根本舗 京都市北区 紫野今宮町９７　　 ショッピング ZN-0002-2435

Run Design 京都市北区 紫野上門前町１００ ショッピング SL-2000-3911

シュハリ 京都市北区 紫野上門前町１００　１Ｆ　 ショッピング SL-2000-2926

（株）鎌田電機 京都市北区 紫野上門前町３ ショッピング JS-0000-3757

株式会社興石 京都市北区 紫野西御所田町１５ ショッピング JS-0003-4866

ドギージェイ フォト 京都市北区 紫野西蓮台野町５５－３ ショッピング JS-0004-3926

株式会社れじぇんど 北山店 京都市北区 紫野西蓮台野町７２－５ ショッピング JS-0000-8045

スペースコア 京都市北区 紫野泉堂町３－２　 ショッピング KI-0000-0884

野草の里京都 京都市北区 紫野泉堂町３－２　タクミビル５Ｆ ショッピング KI-0000-0885

宗教法人 大仙院 京都市北区 紫野大徳寺町５４－１ ショッピング JS-0000-9436

白馬 京都市北区 紫野門前町１６ ショッピング JS-0003-7107

京つけもの 新町 三宅 京都市北区 小山下初音町３５　 ショッピング KI-0000-0886

（有）大木光芸社 京都市北区 小山初音町１６　 ショッピング KI-0000-0888

アトリエ 欅舎 京都市北区 小山上総町１７　 ショッピング KI-0000-0890

フレームショップ巧 京都市北区 小山西花池町６－５ ショッピング JS-0000-7143
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ガラシャ 京都市北区 小山西元町１０　山下ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-3301

京都神具製作所 京都市北区 小山西元町１０　植物園ハイツ１Ｆ ショッピング JS-0004-6885

京都かめよし 京都市北区 小山西元町４７　 ショッピング SL-2000-3364

エイリン 北大路店 京都市北区 小山西上総町２０－１ ショッピング JS-0003-0951

ポケットくらぶ 京都市北区 小山西大野町５８－１　 ショッピング KI-0000-0892

株式会社 菊光堂 京都市北区 小山西大野町５８－４　 ショッピング KI-0000-0893

エイリン 烏丸鞍馬口店 京都市北区 小山町２２８－４ ショッピング JS-0003-0953

有限会社アメリカヤ楽器店 京都市北区 小山北上総町１４－１６ ショッピング KI-0000-0896

L.L.Bean 京都北大路店 京都市北区 小山北上総町４９－１　北大路ビブレ３Ｆ ショッピング AX-0000-0006

リスボンスポーツ 京都市北区 小山北大野町１　 ショッピング KI-0000-0898

喜むら呉服店 京都市北区 小山北大野町５９　 ショッピング KI-0000-0900

BOLTS HARDWARE STORE 京都市北区 上賀茂葵之森町７－１９ ショッピング JS-0003-6132

NENE． 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町１　セレス北山１Ｆ ショッピング JS-0003-2111

Piccolo Kyoto 京都市北区 上賀茂岩ケ垣内町１０３　１Ｆ ショッピング KI-0000-0901

京都北山 キョーワズ珈琲 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町４１　 ショッピング KI-0000-0905

ONLY 北山店 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町９８－１１　 ショッピング KI-0000-0908

ラ・ドログリー 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町９８－４　キャトルヴァンビル２Ｆ ショッピング KI-0000-0909

モンノールジュネス 京都市北区 上賀茂岩ケ垣内町９８－６　 ショッピング KI-0000-0910

ラルフ 京都市北区 上賀茂高縄手町１０７　ノースクレストビル１Ｆ ショッピング JS-0004-9551

PEACE house 京都市北区 上賀茂高縄手町７５　クルーセ神山１Ｆ ショッピング JS-0001-9835

小さな工房 Jewelry Petit 京都市北区 上賀茂今井河原町６６　Tree's ビルＢ－４ ショッピング KI-0000-0914

アメリ 京都市北区 上賀茂桜井町１０３－３　中嶋ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2836

ジュネス本店 京都市北区 上賀茂桜井町３１－１　北山グリーンハイツ ショッピング KI-0000-0915

DECENT 京都市北区 上賀茂桜井町６３ ショッピング JS-0001-2926

ユーヘイ・カミチェリーア 京都市北区 上賀茂桜井町６５　 ショッピング KI-0000-0916

ブティックバルザー 京都市北区 上賀茂桜井町８８－３ ショッピング JS-0002-7454

京都なり田 京都市北区 上賀茂山本町３５　 ショッピング KI-0000-0917

ティザーヌ 京都市北区 上賀茂土門町４－７　 ショッピング KI-0000-0899

DOG ＆ LIFE 京都市北区 西賀茂柿ノ木町２４ ショッピング JS-0004-6095

ドラッグひかり 西賀茂店 京都市北区 西賀茂大道口町８０－３ ショッピング AL-0000-0269

大こう本店 大宮店 京都市北区 大宮東小野堀町４４－２ ショッピング JS-0001-0846

Rosa Donna 京都市北区 大将軍坂田町６　 ショッピング SL-2000-1054

NORTH POLE 京都市北区 鷹峯上ノ町１５ ショッピング JS-0004-4569

株式会社北山都乾園 京都市北区 等持院中町１－１ ショッピング JS-0005-9678

ドラッグひかり 平野神社店 京都市北区 平野上八丁柳町５４ ショッピング AL-0000-0274

寝装品ハウス ミヤガワ 京都市北区 北大路通大宮東入紫野雲林院町４１ ショッピング KI-0000-0922

ドラッグひかり 白梅町店 京都市北区 北野下白梅町５５－１ ショッピング AL-0000-0273

ヨシカワ北野白梅町店 京都市北区 北野上白梅町２２ ショッピング JS-0002-6577

しょうざん プール 京都市北区 衣笠鏡石町４７　 サービス KI-2000-0084

teteateteHAIR 京都市北区 衣笠馬場町４６－６　 サービス SL-2001-0219

Lu Cocon ikuri 賀茂川店 京都市北区 紫竹上堀川町３０ サービス JS-0004-0073

HairDesign Q 京都市北区 紫竹西野山町４４－９　 サービス KI-0000-0875

SEIYOSHA 玄琢 京都市北区 紫竹西野山町４８－２ サービス JS-0003-7036

Hair Creation Vrai Coeur 京都市北区 紫竹東桃ノ本町１５－１ サービス SL-2000-9952
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FINO 京都市北区 紫野下鳥田町４６－１ サービス JS-0004-3846

KON’SCYCLE 北大路店 京都市北区 紫野上築山町４２　　 サービス ZN-0002-6479

メンズサロン カワムラ 京都市北区 小山下内河原町８３　 サービス KI-0000-0887

かもがわ動物クリニック 京都市北区 小山西花池町３０－１　シルクシティ花・紫明１Ｆ号館 サービス JS-0002-7522

ラセーラ 烏丸 京都市北区 小山西花池町６－１０ サービス JS-0003-7032

Beauty Hall ALBERT 京都市北区 小山西元町２６－３　ブレスビル２Ｆ サービス KI-0000-0891

ヘアーマジック トランプ 京都市北区 小山東大野町８２－３　 サービス KI-0000-0895

Terima kasih 京都市北区 小山南上総町６２－１　ラモンド１Ｆ サービス JS-0003-6872

COCOTEA 北大路店 京都市北区 小山北上総町１０－２ サービス JS-0002-2958

レーコ kitaooji 京都市北区 小山北上総町６－２　 サービス KI-0000-0897

eN la vida 京都市北区 小松原北町１３３－１ サービス JS-0004-8762

OrangeBike 衣笠キャンパス店 京都市北区 小松原北町５６－１２　　 サービス ZN-2000-3293

髪質改善クリニック by S ‐ Beaut 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町９０　フォレスト北山１Ｆ サービス KI-0000-0902

クラリール 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町９６　N プラド１Ｆ サービス KI-0000-0907

INDIE’S 京都市北区 上賀茂荒草町７６　ロイヤルハウス荒草１Ｆ サービス KI-0000-0911

ヘアーサロン リージェント 京都市北区 上賀茂今井河原町１０－６８　Virgo 北山１Ｆ サービス KI-0000-0913

サロン アスパイア トゥ 京都市北区 上賀茂藤ノ木町１４ サービス JS-0005-4236

S ＿ trust 京都市北区 大宮上ノ岸町１－７　ルーラルポンド２Ｆ サービス JS-0003-6358

ROCAReTAforhair 御薗橋店 京都市北区 大宮中総門口町３４　　 サービス ZN-0003-0506

有限会社 モンシャン 京都市北区 大宮東総門口町３９　シャトルさわだ１Ｆ サービス KI-0000-0920

ヘアーリンクス エボ 京都市北区 大宮北椿原町２－３ サービス JS-0002-0228

古川理髪院 京都市北区 大宮北椿原町４５　高山ビル２Ｆ サービス SL-2000-9216

Marry’s 西賀茂 京都市北区 大宮北林町２８　サンパティック御園橋１Ｆ サービス JS-0005-1746

クリーニング マックス 衣笠店 京都市北区 平野宮北町２３ サービス JS-0005-3388

カラオケスタジオ ビルド 白梅町店 京都市北区 北野上白梅町３５－９ エンターテインメント JS-0004-0217

（株）ワットムセン 京都市北区 紫野下門前町６３　 その他 SL-2000-6318

御薗橋 801 商店街振興組合 京都市北区 大宮東総門口町３９　シャトルさわだ１Ｆモンシャン方 その他 KI-2000-0070


