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NIKUBARJIGORO 京都市山科区 安朱南屋敷町１３－２　　 飲食店 ZN-0001-8949

焼鳥かなざわ別館 京都市山科区 安朱北屋敷町１１－１　三品ビル　 飲食店 ZN-2000-6563

焼鳥かなざわ 京都市山科区 安朱北屋敷町１２　エスタシオンデ・山科１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6564

龍凰 京都市山科区 勧修寺東堂田町１１６ 飲食店 JS-0005-8516

肉重つづみ 1 京都市山科区 栗栖野打越町３２－５　　 飲食店 PK-0000-0101

デェイブ キッチン 京都市山科区 御陵中内町３８－８　 飲食店 SL-2000-3998

こてっぱん 京都市山科区 小野葛籠尻町１９－８　　 飲食店 ZN-0001-8738

鳥響本店 京都市山科区 西野山射庭ノ上町３４－１　第二ふもとビル１０２　 飲食店 ZN-0001-8912

テッパン焼  ぼす G 京都市山科区 西野山中臣町２６－１００　 飲食店 SL-2000-8994

太陽 京都市山科区 西野大鳥井町１００－１７４　 飲食店 ZN-0001-8796

焼肉 晋州 京都市山科区 西野楳本町４８－４ 飲食店 JS-0003-2202

天ぷら BAR G4 京都市山科区 大塚西浦町３７－７　花園マンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-7324

鳥響駅前店 京都市山科区 竹鼻西ノ口町５９ 飲食店 ZN-0001-8913

KAKIMARU 山科駅前店 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町５１－１　メゾングランドール１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9049

花たぬき山科駅前店 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町５１－１　メゾングランドール１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9053

利一 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町６１－６　　 飲食店 ZN-0001-8773

ちょいと。栞屋 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町６５　　 飲食店 ZN-0001-8974

Bar Ba Bar 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町６５　菊ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6592

ありが十。 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町６５－１　　 飲食店 ZN-0001-8977

亀八 山科駅前店 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町６５－１　山科アークスビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1743

ミートハンマーグリル 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町７４　アースビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7468

串勝 六角屋 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町７７－１ 飲食店 JS-0002-6580

居酒屋 おりべ 京都市山科区 東野舞台町５４ 飲食店 JS-0001-4871

うどんの天邑 京都市山科区 北花山大林町１５－３　 飲食店 KI-0000-0243

美松寿司 京都市山科区 椥辻草海道町３８－２４　 飲食店 KI-0000-0244

山壱商店 京都市山科区 椥辻池尻町１１－２ 飲食店 JS-0002-0082

てっぱん食道 しみず 京都市山科区 椥辻池尻町１１－２ 飲食店 JS-0002-5075

鉄板焼ごえもん 京都市山科区 椥辻東潰３２　ダウンスペース１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8893

東商店 京都市山科区 音羽乙出町１－５ ショッピング JS-0002-3093

ASSIST 京都市山科区 音羽前田町４８－１　 ショッピング SL-2000-6784

PARIO 京都市山科区 音羽役出町１－３０　 ショッピング SL-2000-6515

株式会社 ちきりやガーデン 京都市山科区 勧修寺閑林寺８５－１　 ショッピング KI-0000-0238

GRILL つづみ 京都市山科区 栗栖野打越町３２ ショッピング JS-0005-9708

レトワール フィラント 京都市山科区 御陵大津畑町５４－１４　 ショッピング SL-2000-4464

株式会社三輪タイヤ 京都市山科区 小野鐘付田町１０－２ ショッピング JS-0003-5054

CAZAN 京都市山科区 厨子奥尾上町１４－２２ ショッピング JS-0004-3291

プレーベル 京都市山科区 西野山Ｆ町４５　２Ｆ ショッピング JS-0003-5511

萬屋琳窕マツヤスーパービア店 京都市山科区 西野山射庭ノ上町３０１　　 ショッピング ZN-0003-1721

NAHR 京都市山科区 西野山射庭ノ上町３１１－９ ショッピング JS-0004-0423

ナチュラルウオール UOVO 京都市山科区 西野山中臣町２６－１８１ ショッピング JS-0005-5470
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株式会社和蘭 京都市山科区 川田　清水焼団地町８－２ ショッピング KI-0000-0239

平安玉凰陶苑 京都市山科区 川田　清水焼団地町８－６ ショッピング KI-2000-0100

ギャラリー洛中洛外 京都市山科区 川田岡ノ西町１－４　 ショッピング SL-2001-0072

有限会社陶花堂 京都市山科区 川田御出町３３　 ショッピング KI-0000-0240

清水焼の郷会館 京都市山科区 川田清水焼団地町１０－２　 ショッピング KI-0000-0241

有限会社 山亀 京都市山科区 川田清水焼団地町５－１４　 ショッピング KI-0000-0242

水の子関西 山科 京都市山科区 竹鼻西ノ口町３５－１ ショッピング JS-0004-1625

萬屋琳窕マツヤスーパー山科三条店 京都市山科区 竹鼻地蔵寺南町９－１　マツヤスーパー１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3091

sakkaflowers 京都市山科区 東野北井ノ上町２－１４　　 ショッピング ZN-0002-6892

野村屋 京都市山科区 北花山中道町６５－７ ショッピング JS-0004-8898

Hair Studio PIECE 京都市山科区 音羽役出町１－３０　山科ロイヤルビル１Ｆ サービス JS-0002-9397

HAIRMAKE STUDIO M 京都市山科区 音羽役出町１－３４　ハイブリッジ音羽１Ｆ サービス JS-0005-7718

SEIYOSHA 醍醐 京都市山科区 勧修寺閑林寺５５－５ サービス JS-0003-7123

ボディーショップオクムラ 2 京都市山科区 勧修寺西北出町５５　　 サービス PK-0000-0083

富山自動車工業所 京都市山科区 勧修寺泉玉町７３ サービス JS-0001-5222

Marais 京都市山科区 御陵中内町３　　 サービス ZN-0003-0503

有限会社オートモービル山開 京都市山科区 小山鎮守町５７－１ サービス JS-0003-9515

HairsalonUngrid 京都市山科区 小野蚊ヶ瀬町６７　ロイヤルハイツ小野１０５　 サービス ZN-0003-0007

すず薬局 醍醐店 京都市山科区 小野御霊町４３－１　１Ｆ サービス JS-0000-8962

クリーンマジック小野 京都市山科区 小野鐘付田町１１８ サービス JS-0003-3963

有限会社ドイオート 京都市山科区 小野西浦４８－４ サービス JS-0002-1820

クリーンショップおくむら 西野山ビア店 京都市山科区 西野山射庭ノ上町３０１－１　マツヤスーパー VIA ３０１店内 サービス JS-0004-8167

ミラーノブライダルコスチューム 京都市山科区 西野山射庭ノ上町３２－４ サービス JS-0004-9153

やすゐ薬局 京都市山科区 西野山百々町２２７－４２ サービス JS-0000-5948

SEIYOSHA フレスコ川田 京都市山科区 川田菱尾田１３ サービス JS-0003-7021

すず薬局大宅店 京都市山科区 大宅打明町３－６ サービス JS-0001-4329

クリーンショップおくむら山科三条マツヤ 京都市山科区 竹鼻地蔵寺南町９－１　マツヤスーパー山科三条店内 サービス JS-0004-8097

hair art EAZE 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町２９－２　町塚ビル５Ｆ サービス JS-0004-4375

PURECLIP 京都市山科区 東野百拍子町２５－４ サービス JS-0005-7427

ガッツレンタカー 京都山科店 京都市山科区 東野片下リ町１８－１　サンファーストビル１Ｆ サービス JS-0003-5739

KON’SCYCLE 山科店 京都市山科区 椥辻草海道町３８－４２　　 サービス ZN-0002-6475

ロジエ美容室 京都市山科区 椥辻中在家町１７　プラザ椥辻２Ｆ サービス JS-0003-5698

SEIYOSHA 椥辻 京都市山科区 椥辻東潰９－１ サービス JS-0003-7022

真明電気 京都市山科区 御陵久保町５２－２４　 その他 SL-2000-5383

ドラッグひかり 西野山店 京都市山科区 西野山射庭ノ上町３０１　 その他 SL-2000-8042

Bistrot atout 京都市東山区 下河原町４９５ 飲食店 JS-0002-5744

アチェロ 京都市東山区 下河原町通八坂鳥居前下る上弁天町４３５－１ 飲食店 JS-0004-7055

鮨今井 京都市東山区 下河原通高台寺門前下河原町４８２－１　 飲食店 ZN-0001-9012

茶寮 都路里 高台寺店 京都市東山区 下河原通高台寺門前下河原町５３０ 飲食店 KI-0000-0655

デュ・ラン 侍家 京都市東山区 下河原通八坂鳥居前下る下河原町４６３－３１　 飲食店 SL-2000-9093

祇園にしかわ 京都市東山区 下河原通八坂鳥居前下る下河原町４７３　 飲食店 KI-0000-0656

日月房 旦 京都市東山区 下弁天町５８　 飲食店 KI-2000-0140

Spaniels 京都市東山区 亀井町４０　アトレチア祇園ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0666

RUTUBO 京都市東山区 亀井町５４－１　ウィッシュ河原町１Ｆ 飲食店 JS-0004-2038
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京料理ぎをん 西坂 京都市東山区 祇園花見小路四条下る東側 飲食店 KI-0000-0658

楽珍 京都市東山区 祇園四条切通し上る東側　ヤサカビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8848

京料理 古都梅 京都市東山区 祇園町南側５０６の１　 飲食店 KI-0000-0670

二軒茶屋 中村楼 1 京都市東山区 祇園町南側５０９　 飲食店 KI-0000-1020

祗園たけうち 京都市東山区 祇園町南側５２３－８　　 飲食店 ZN-0001-4549

ZEN CAFE 京都市東山区 祇園町南側５７０　 飲食店 KI-0000-0672

祇園にしむら 京都市東山区 祇園町南側５７０ー１６０　 飲食店 SL-2000-1082

旬の料理とおばんざい つぼみ 京都市東山区 祇園町南側５７０ー２３２　第三万治ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-4320

Bistro Grelot 京都市東山区 祇園町南側５７０－１１８ 飲食店 JS-0004-4580

ぎおん佐藤 京都市東山区 祇園町南側５７０－１１８　 飲食店 KI-0000-0673

祇園滝 京都市東山区 祇園町南側５７０－１１８　　 飲食店 ZN-2000-3824

ぎをん 萬養軒 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２０ 飲食店 KI-0000-0662

杢兵衛 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２０　 飲食店 KI-0000-0674

津田樓 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２１ 飲食店 JS-0000-3687

祗園たに本 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２１ 飲食店 KI-0000-0669

祇園 Calf 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２１　　 飲食店 ZN-0001-8924

辻糸 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２２ 飲食店 JS-0004-7329

蕪屋 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２３　　 飲食店 ZN-0001-8648

スペースジオン 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２３　ジオンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8719

割烹 いがらし 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２５ 飲食店 JS-0004-7103

ぎをんや満文青木庵 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２５　 飲食店 KI-0000-0676

甘多 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２５　 飲食店 SL-2000-0280

京都木村屋祇園花見小路 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２８ 飲食店 JS-0004-8721

にくの匠 三芳 京都市東山区 祇園町南側５７０－１５　　 飲食店 ZN-0001-8753

t．v．b 京都市東山区 祇園町南側５７０－１５５　　 飲食店 ZN-0001-8646

祇園 くらした 京都市東山区 祇園町南側５７０－１５７ 飲食店 JS-0000-4519

祇園京料理 花咲 祇園本店 京都市東山区 祇園町南側５７０－１７ 飲食店 JS-0002-2946

祇園京料理花咲 京都市東山区 祇園町南側５７０－１７ 飲食店 JS-0004-6547

祇園京料理 花咲 祇園本店 京都市東山区 祇園町南側５７０－１７ 飲食店 JS-0004-6687

祇園丸山 京都市東山区 祇園町南側５７０－１７１ 飲食店 KI-0000-0664

祇園鮨よし田 京都市東山区 祇園町南側５７０－１７９　　 飲食店 ZN-0001-4547

祇園なか花 京都市東山区 祇園町南側５７０－１９０ 飲食店 JS-0001-3090

祇園きだ 京都市東山区 祇園町南側５７０－１９２ 飲食店 JS-0002-6729

楽味 京都市東山区 祇園町南側５７０－２０５　　 飲食店 ZN-2000-5921

京料理 花郷 京都市東山区 祇園町南側５７０－２３５　　 飲食店 ZN-0001-8614

祇園迦陵 京都市東山区 祇園町南側５７０－２３５　　 飲食店 ZN-0001-8639

祇園迦陵 京都市東山区 祇園町南側５７０－２３５　　 飲食店 ZN-2000-2383

ぎをん 今 京都市東山区 祇園町南側５７０－６ 飲食店 JS-0000-7420

匠奥村 京都市東山区 祇園町南側５７０－６　 飲食店 KI-0000-0677

閼伽井 京都市東山区 祇園町南側５７０－７ 飲食店 JS-0000-0870

祇園 日 京都市東山区 祇園町南側５７０－８ 飲食店 JS-0000-9072

ステーキなか彦 京都市東山区 祇園町南側５７２－１０ 飲食店 JS-0002-0946

祇園ひいき 京都市東山区 祇園町南側如月小路５２３－１４　 飲食店 ZN-0001-8658

壹錢洋食 京都市東山区 祇園町北側２３８　 飲食店 KI-0000-0698
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御料理  味舌 京都市東山区 祇園町北側２４６ 飲食店 KI-0000-0695

D2nd 京都市東山区 祇園町北側２５４－９　OKI ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8899

すし処 北の幸 京都市東山区 祇園町北側２５６　イズミナイトビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3339

よーじやカフェ祇園店 京都市東山区 祇園町北側２６６　井澤ビル２Ｆ 飲食店 KI-2000-0041

祇園 呂色 京都市東山区 祇園町北側２６６　井澤ビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-6664

Bar Vespa KYOTO 京都市東山区 祇園町北側２６６　井澤ビルＢＦ 飲食店 KI-0000-0681

俺の空 京都市東山区 祇園町北側２７０－２　ホワイトビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8946

Cheri 京都市東山区 祇園町北側２７９－３ 飲食店 JS-0005-9113

割烹千ひろ 京都市東山区 祇園町北側２７９－８　　 飲食店 ZN-0001-8592

京ラーメンさだかず 京都市東山区 祇園町北側２８１－１　祇園ファーストビル 飲食店 JS-0006-0140

舞妓飯 京都市東山区 祇園町北側２８１－１　祇園ファーストビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4249

音 京都市東山区 祇園町北側２８１－１　祇園ファーストビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8906

B － STYLE 京都市東山区 祇園町北側２８１－１　祇園ファーストビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0845

OLAII WINE ＆ MEAL 甲斐 京都市東山区 祇園町北側２８２－１６　　 飲食店 ZN-0001-8933

プランチャー健 京都市東山区 祇園町北側２８２－３ 飲食店 SL-2000-6877

夛な加 匠心庵 京都市東山区 祇園町北側２８６　 飲食店 KI-2000-0130

祇園なか原 京都市東山区 祇園町北側２８６－５　 飲食店 KI-0000-0706

Astyle 京都市東山区 祇園町北側２９０－６　道場ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4595

いづ重 京都市東山区 祇園町北側２９２ 飲食店 KI-0000-0683

ぶどうの蔵 京都市東山区 祇園町北側３００ 飲食店 SL-2000-0711

鉄板居酒屋 わ 京都市東山区 祇園町北側３００　ムーンビューティー祇園３Ｆ 飲食店 JS-0005-2648

penguin 京都市東山区 祇園町北側３４２　アメニティあさ田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8789

ぎをん梅の井 陶泉房 京都市東山区 祇園町北側３４３　 飲食店 KI-0000-0709

藤石 京都市東山区 祇園町北側３４３　ギオンプラザビル５Ｆ 飲食店 KI-0000-0710

Fam 京都市東山区 祇園町北側３４３　ギオンプラザビル５Ｆ 飲食店 ZN-2000-3731

グリル 大仲 京都市東山区 祇園町北側３４７ 飲食店 JS-0001-0381

祇園 うゑ柳 京都市東山区 祇園町北側３４７　 飲食店 KI-0000-0711

だるまさん 京都市東山区 祇園町北側３４７　みきビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1009

アン・プラ・デリシュー 京都市東山区 祇園町北側３４７　祇園東ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8718

barDUMBO 京都市東山区 祇園町北側３４７－１０３　ラ・ルナールビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6171

もとさん家 京都市東山区 祇園町北側３４７－１０８　楽宴小路 飲食店 JS-0002-4594

祇園えんどう 京都市東山区 祇園町北側３４７－１１８　　 飲食店 ZN-0001-8748

祇園 壹凛華 京都市東山区 祇園町北側３４７－１２５　吉村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8799

5 － GOBAR 京都市東山区 祇園町北側３４７－１３６　ローレルビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8803

BORN・SAI 京都市東山区 祇園町北側３４７－１５０　Re:CubeGION Ⅱ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9658

アジアティカ アイランド 京都市東山区 祇園町北側３４７－１６　祇園東ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-5304

じゃまん 縁 京都市東山区 祇園町北側３４７－１６５ 飲食店 JS-0004-0127

清正 京都市東山区 祇園町北側３４７－３１　祇園ユウキビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6591

OVATALIAN 京都市東山区 祇園町北側３４７－３１　祇園ユウキビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7184

BARALPHA 京都市東山区 祇園町北側３４７－４３　富貴ビル４Ｆ 飲食店 ZN-2000-4162

日本料理 祇園 つじや 京都市東山区 祇園町北側３４７－５１ 飲食店 JS-0000-3547

味ごころ ぎをん やじま 京都市東山区 祇園町北側３４７－５１ 飲食店 KI-0000-0660

おが和 京都市東山区 祇園町北側３４７－５１　第一雅ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4881

ぎをん どろや 京都市東山区 祇園町北側３４７－５１　第一雅ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3394
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TRUNK 京都市東山区 祇園町北側３４７－５６ 飲食店 JS-0004-6660

福寿 京都市東山区 祇園町北側３４７－６７　第５雅会館１０３　 飲食店 ZN-0001-9028

我ん家 京都市東山区 祇園町北側３４７－６８ 飲食店 JS-0003-0923

祇園 縁家 京都市東山区 祇園町北側３４７－７０　ステイブル祇園２Ｆ 飲食店 JS-0003-3046

ぎをん蘆田 京都市東山区 祇園町北側３４７－９２　 飲食店 SL-2000-1578

おやじ野 京都市東山区 祇園町北側３４７－９９ 飲食店 JS-0003-7621

志ぐれ 京都市東山区 祇園町北側官有地　 飲食店 KI-0000-0712

祇園 松乃 京都市東山区 祇園南座東四軒目　 飲食店 KI-0000-0715

ダイニングバー×アート MITOKO 京都市東山区 祇園富永町１３２　おかるビル２Ｆ 飲食店 KI-0000-0659

まもりや 京都市東山区 宮川筋２丁目２３９　　 飲食店 ZN-0001-8653

宮川町 鮨 さんし 京都市東山区 宮川筋２丁目２３９－５ 飲食店 JS-0005-1434

BistroKAWANO 京都市東山区 宮川筋４丁目３２１－６ 飲食店 JS-0001-2971

舞妓飯 祇園宮川町店 京都市東山区 宮川筋４丁目３２２－７ 飲食店 JS-0005-2297

河なみ 京都市東山区 宮川筋５丁目３２７－２　 飲食店 KI-0000-0716

きし鮓 京都市東山区 宮川筋５丁目３３３－１ 飲食店 KI-2000-0111

ごはんや蜃氣楼 京都市東山区 宮川筋６丁目３６１　　 飲食店 ZN-0001-8649

しげ森 京都市東山区 宮川筋６丁目３６２ 飲食店 JS-0000-1058

宮川町 さか 京都市東山区 宮川筋四条下る宮川筋四丁目３１９－１－５ 飲食店 KI-0000-0717

ステーキハウス純心庵 京都市東山区 弓矢町２４－１　 飲食店 SL-2000-3246

祇園 重なが 京都市東山区 橋本町３９８－３３９６－２　祇園神聖ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-8705

あずーる うえ 京都市東山区 橋本町４０６－２　クライム祇園４Ｆ 飲食店 JS-0005-0893

京家きよみず ぎをん新橋 京都市東山区 橋本町４１６ 飲食店 JS-0002-3413

ナマステダウラギリ 京都市東山区 玉水町８０－２ 飲食店 JS-0004-1345

祇園にし 京都市東山区 月見町２１－２－１０１ 飲食店 JS-0002-5931

いがらし 京都市東山区 古門前通東大路東入四丁目石橋町２９５－４ 飲食店 KI-0000-0718

とにまる 茶わん坂店 京都市東山区 五条橋東６丁目５３９－１　 飲食店 SL-2001-1442

Sherry 京都市東山区 五条通大橋東入東橋詰町３０　KENEDEN ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-8609

釜座 京都市東山区 高台寺南門通下河原東入桝屋町３６３－１２ 飲食店 JS-0002-4095

かわら林 京都市東山区 今熊野宝蔵町３７－３　 飲食店 KI-0000-0722

大谷園茶舗 京都市東山区 今熊野椥ノ森町７　 飲食店 SL-2001-0408

鮨楽味 京都市東山区 三吉町３３２－６　　 飲食店 ZN-0001-9032

Feel“ 京 ”Good 京都市東山区 三条通大橋東入大橋町８８　辻野ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-2346

肉料理 川もり 京都市東山区 三条通白川橋東入五軒町１１３　ルモン白川１Ｆ 飲食店 JS-0005-6538

白川京とみ 京都市東山区 三条通北裏白川筋　西入石泉院町３９３－３ 飲食店 KI-0000-0720

茶寮 都路里 本店 2 Ｆ 京都市東山区 四条通祇園町南側５７３－３　２Ｆ 飲食店 KI-0000-1022

茶寮 都路里 本店 3 Ｆ 京都市東山区 四条通祇園町南側５７３－３　３Ｆ 飲食店 KI-2000-0040

ぎをん川柳 京都市東山区 四条通大和大路上る廿一軒町　鴨東ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8837

やぐ羅 本店 京都市東山区 四条通大和大路西入　 飲食店 KI-0000-0727

Cafe 倭楽 京都市東山区 四条通大和大路東入祇園町南側５５１ 飲食店 KI-0000-0730

ほそつじいへえ TEA HOUSE supportedby 京都市東山区 四条通大和大路東入祇園町北側２４２ 飲食店 KI-0000-0731

お食事 ほうざん 京都市東山区 七軒町４－１三条大橋東４丁目 飲食店 JS-0004-4820

やまびこ 京都市東山区 小松町１４３　カスティーヨ東山 飲食店 JS-0002-4375

欧風馳走 meli － melo 京都市東山区 小島町１４３－１５ 飲食店 JS-0002-1650

京料理 上野 京都市東山区 上弁天町４２７－２　　 飲食店 ZN-0001-8629
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祇園東山つじ華 京都市東山区 上弁天町４３０　　 飲食店 ZN-0001-8739

割烹 きたむら 京都市東山区 新宮川町松原下る西御門町４４１ 飲食店 KI-0000-0734

川久 京都市東山区 新宮川町松原下西御門町４５６ 飲食店 JS-0001-8440

ほんじょう 京都市東山区 新宮川町通松原下る西御門町４４０－１２　 飲食店 ZN-2000-1964

サガン 京都市東山区 新橋大和大路東入元吉町７０ 飲食店 KI-0000-0735

鉄板焼き 萬隆 京都市東山区 新橋通大和大路東入２丁目橋本町３８２－２　モトサンビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1983

株式会社 ニ教 京都市東山区 新橋通大和大路東入２丁目橋本町３８５－１ 飲食店 KI-0000-0739

かとう 京都市東山区 新橋通大和大路東入２丁目橋本町３８７ 飲食店 JS-0000-1292

竹香 京都市東山区 新橋通大和大路東入２丁目橋本町３９０ 飲食店 KI-0000-0737

クルザ 京都市東山区 新橋通大和大路東入２丁目橋本町３９８　祇園八百伊ビル５Ｆ 飲食店 ZN-2000-4074

ユキフラン 佐藤 京都市東山区 新橋通大和大路東入２丁目橋本町４０１　八百早ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7106

Silber 京都市東山区 新橋通大和大路東入２丁目橋本町４０１　八百平ビル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-4010

修 京都市東山区 新橋通大和大路東入２丁目橋本町４０３　 飲食店 ZN-0001-8630

メンバーズドラム 京都市東山区 新橋通大和大路東入３丁目林下町４２０　日宝バッカス祇園４Ｆ－Ｃ 飲食店 ZN-2000-0603

ぎをん津﨑 京都市東山区 新橋通大和大路東入３丁目林下町４３６－２　L&L ビル１Ｆ 飲食店 KI-0000-0738

京さくら 京都市東山区 新橋通大和大路東入橋本町４１０－７　日宝アミ祇園ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8757

ハードロックカフェ 京都 京都市東山区 新橋通大和大路東入元吉町６７ 飲食店 AX-0000-0014

祇園 Loop Salon 京都市東山区 新橋通大和大路東入元吉町７１－９　 飲食店 KI-0000-0740

T・O・P 京都市東山区 新橋通大和大路東入二丁目橋本町４０６－２　クライム祇園３ 飲食店 ZN-2000-2995

RITZ 京都市東山区 新橋通大和大路東入林下町４２５－４　幸生ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-0073

GionBarJOKER 京都市東山区 新橋通大和大路東入林下町４３６－２　エル会館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4088

リストランテ 245 京都市東山区 新門前通花見小路東入中之町２４５－１　 飲食店 KI-0000-0742

アコースティック 京都市東山区 新門前通大和大路東入２丁目中之町２４４－２　さくらビルＢ 飲食店 ZN-2000-1310

ダバヌラニ祇園店 京都市東山区 新門前通大和大路東入４丁目松原町２７２－５　コミュニティ祇園ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-8951

千花 京都市東山区 新門前通大和大路東入西之町２２７－３ 飲食店 JS-0004-5376

京料理 道楽 京都市東山区 正面通本町西入正面町３０４ 飲食店 KI-0000-0744

文の助茶屋 清水店 京都市東山区 清水３丁目３３３－３ 飲食店 KI-0000-0750

京料理 花かがみ 京都市東山区 清水４丁目１６１　きよみずビル１Ｆ 飲食店 KI-0000-0749

祇園 Droog 京都市東山区 清本町３５２　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2555

鶏匠舞佐平 京都市東山区 清本町３５２　SAKIZO 花見小路　 飲食店 ZN-0001-8950

Happy and goodness 京都市東山区 清本町３５３－１　花見小路ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1046

グリース 京都市東山区 清本町３５３－１　花見小路ビルＢ１ 飲食店 JS-0002-0954

フレッシュ マーケット 京都市東山区 清本町３５８－１　 飲食店 SL-2000-7755

京都祗園あのん 京都市東山区 清本町３６８－２　　 飲食店 ZN-0001-8874

祇園葵 京都市東山区 清本町３７１－２　　 飲食店 ZN-0001-8767

とり焼き鶏料理 かしわ 京都市東山区 清本町３７４－５ 飲食店 JS-0002-5819

祗園羽場 京都市東山区 清本町３７４－９　　 飲食店 ZN-0001-9001

祇園服部 京都市東山区 清本町３７５－８　サワキビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-6594

舞扇 京都市東山区 西之町２３２－２　　 飲食店 ZN-0001-8935

祇園えもん 京都市東山区 石橋町２９６－３ 飲食店 SL-2000-9337

りゅう庵 京都市東山区 川端四条上る常盤町１６９　 飲食店 SL-2000-6376

レストラン 菊水 京都市東山区 川端四条上る川端町１８７ 飲食店 KI-0000-0754

総本家にしんそば 松葉 京都市東山区 川端町１９２　 飲食店 KI-0000-0756

齋華 京都市東山区 泉涌寺山内町３５－３ 飲食店 JS-0001-8444
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建仁寺 祇園丸山 京都市東山区 大和大路四条下る４丁目小松町５６６－１６ 飲食店 KI-0000-0760

HANA 吉兆 京都市東山区 大和大路四条下る大和町３－２　 飲食店 KI-0000-0761

北斎 京都市東山区 大和大路通三条下る３丁目弁財天町１１　 飲食店 ZN-0001-8645

ビストロ MER 京都市東山区 大和大路通三条下る３丁目弁財天町１５　スペース新橋１Ｆ 飲食店 JS-0000-9041

ふく正 京都市東山区 大和大路通三条下る３丁目弁財天町８　祇園一番館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0302

babele’ 京都市東山区 大和大路通三条下る三丁目弁財天町１３　祇園ホワイトビル１Ｆ 飲食店 KI-0000-0765

やいま 京都市東山区 大和大路通三条下る三丁目弁財天町１４　エクセタコート１Ｆ１０３ 飲食店 JS-0003-1778

BAR PADDOCK 京都市東山区 大和大路通三条下る三丁目弁財天町８　祇園一番館ビル４Ｆ 飲食店 ZN-2000-0240

松本酒場 京都市東山区 大和大路通四条下る一丁目大和町１８－１８ 飲食店 JS-0003-1842

祇園 末友 京都市東山区 大和大路通四条下る四丁目小松町１５１－７３　 飲食店 ZN-0001-8695

祇園さゝ木 京都市東山区 大和大路通四条下る小松町５６６－２７　 飲食店 ZN-0001-8632

フィゲラス 京都市東山区 大和大路通四条上がる常盤町１５８　紅屋ビル３Ｆ　 飲食店 SL-2000-8076

DININGBAR W 京都市東山区 大和大路通四条上る２丁目常盤町１６５　みかくビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0111

祇園 抹茶カフェ 京都市東山区 大和大路通四条上る常盤町１５８－２　紅屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2033

紅とめこ 京都市東山区 大和大路通四条上る常盤町１６１－４　KTM ビル３Ｆ 飲食店 KI-0000-0766

松葉 北店 京都市東山区 大和大路通四条上る常磐町１４９－１　 飲食店 KI-0000-0768

七姫 京都市東山区 大和大路通四条上る廿一軒町２３６　鴨東ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9018

きたむら 京都市東山区 大和大路通四条上る廿一軒町２３６　鴨東ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8654

喜多八 京都市東山区 大和大路通四条上る冨水町１０９－１４ 飲食店 KI-0000-0763

富久 京都市東山区 大和大路通新橋下る元吉町７３ 飲食店 KI-0000-0764

祇園新橋  中谷 京都市東山区 大和大路通新橋通上る元吉町５９－１　 飲食店 SL-2000-3097

T － BAR 京都市東山区 大和町１５　アップルビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-6722

祇園割烹匠庵 京都市東山区 大和町１８－１１ 飲食店 JS-0000-0830

祇園おばんざい おりべ 京都市東山区 大和町２３－１　花七軒２Ｆ　 飲食店 SL-2000-6813

ひいらぎ亭 京都市東山区 知恩院前石橋町３０６－６ 飲食店 KI-0000-0769

in the Soup 京都市東山区 中之町２００　カモガワビル９Ｆ 飲食店 JS-0002-7229

沖よし 京都市東山区 東瓦町６７７ 飲食店 SL-2000-3229

居酒屋和〔やわらぎ〕 京都市東山区 東大路三条下る東入南西海子町４４０　セゾン東山１Ｆ 飲食店 ZN-2000-2903

レストラン 高須賀 京都市東山区 東大路七条下る東瓦町６９０ 飲食店 JS-0002-7076

KIMURA 京都市東山区 日吉町２２５ 飲食店 JS-0004-7174

肉やすず 京都市東山区 日吉町２２９－１　アクール七条１Ｆ 飲食店 JS-0002-2395

まる藤 京都市東山区 博多町６６ 飲食店 JS-0004-0737

株式会社いづう 京都市東山区 八坂新地　清本町３６７ 飲食店 KI-2000-0142

祇園 ひょうたん 京都市東山区 八坂新地清本町　３８０ 飲食店 KI-0000-0771

Lux － Ria 京都市東山区 八坂新地清本町３５３－１　花見小路ビル４Ｆ 飲食店 ZN-2000-4222

beyond 京都市東山区 八坂新地清本町３５４　アシストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1495

Adobar 京都市東山区 八坂新地清本町３６４　松湯ビル４Ｆ 飲食店 ZN-2000-2833

BASARA 京都市東山区 八坂新地清本町３６８　メトロビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8793

祇園たんと 京都市東山区 八坂新地清本町３７２　 飲食店 KI-0000-0773

WineBarYamawaki 京都市東山区 八坂新地清本町３７４－１２－１　豆六ビル５Ｆ 飲食店 ZN-2000-1097

離 LePeu 京都市東山区 八坂新地清本町３７５－６　　 飲食店 ZN-0001-8631

香 京都市東山区 八坂新地清本町３７５－６　　 飲食店 ZN-2000-0274

SAYAKA 京都市東山区 八坂新地富永町１０９－１　フジイビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1470

一鱗 京都市東山区 八坂新地富永町１１４　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8816
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あぶり家 ぶんぞう 祇園店 京都市東山区 八坂新地富永町１２３　花見会館１０２ 飲食店 JS-0002-1404

祇園 come 京都市東山区 八坂新地富永町１２３　花見会館２Ｆ 飲食店 ZN-2000-4404

ばくばくの花路 京都市東山区 八坂新地富永町１２３　花見会館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3990

祇園天ぷら割烹 はせがわ 京都市東山区 八坂新地富永町１２７　備前屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0231

BarFinesse 京都市東山区 八坂新地富永町１３１　たから船ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1176

BARROUND 京都市東山区 八坂新地富永町１４３　ギオン上田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1316

祇園まとゐ鮨 京都市東山区 八坂新地末吉町１０２ 飲食店 KI-0000-0774

祇園かっぱ 京都市東山区 八坂新地末吉町７７　　 飲食店 ZN-0001-8756

酒・一品 松うら 京都市東山区 八坂新地末吉町７８－５　花かつらビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5633

sourire 京都市東山区 八坂新地末吉町７９　第 1EF ビル２Ｆ 飲食店 KI-0000-0776

割烹さか本 京都市東山区 八坂新地末吉町７９－８０　 飲食店 KI-0000-0775

ITOHDININGKYOTO 京都市東山区 八坂新地末吉町８０　　 飲食店 ZN-0001-8579

わかばやし 京都市東山区 八坂新地末吉町９５　耀星ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0997

いふじ 京都市東山区 八坂鳥居前東入円山町官有地　 飲食店 KI-0000-0778

鳥久 京都市東山区 八坂鳥居前東入円山町宮有地　 飲食店 KI-0000-0777

文の助茶屋 本店 京都市東山区 八坂通下河原東入八坂上町３７３－１ 飲食店 KI-0000-0780

PanicNOW 京都市東山区 八坂通新地清本町３５７　呑太呂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3810

TACkitchen 祇園 京都市東山区 八坂通新地末吉町８８－１　　 飲食店 ZN-0001-9021

CafeFiore 京都市東山区 毘沙門町２９－８　佐竹ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-8945

彦八 京都市東山区 毘沙門町４４　 飲食店 KI-0000-0783

京料理 祇園 おくおか 京都市東山区 毘沙門町４４－６６　 飲食店 SL-2000-1576

旬味 花りん 京都市東山区 富永町１０８　本田ぎをんビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3437

祇園 すぎもと 京都市東山区 富永町１０９－１　フジイビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5446

味らく山 京都市東山区 富永町１０９－２　　 飲食店 ZN-0001-8677

ミンミン祇園店 京都市東山区 富永町１２１　　 飲食店 ZN-0001-4654

ほそわり 京都市東山区 富永町１２９　赤坂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8299

炭焼 みや沢 京都市東山区 富永町１３８　ユニバース会館１Ｆ 飲食店 SL-2000-9780

cafe Istanbul 京都市東山区 富永町１３８　ユニバース会館３１３ 飲食店 SL-2000-1146

吉左ェ門、 京都市東山区 弁財天町１５　スペース新橋２Ｆ 飲食店 JS-0003-0225

よしなり 京都市東山区 弁財天町１５　スペース新橋３Ｆ 飲食店 JS-0001-9579

ぎをん 縄手 とり安 京都市東山区 弁財天町１８ 飲食店 JS-0003-0850

Gion － S 京都市東山区 弁財天町５　ルイ一世ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8936

パンとコーヒーとひらりんと 京都市東山区 本町１５丁目７８９ 飲食店 JS-0001-4416

むすび 京都市東山区 末吉町７８－５　花かつらビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2720

LePeu 京都市東山区 末吉町８０－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-8623

倶楽部 Imperial 京都市東山区 末吉町９８－３　井みねビル４Ｆ　 飲食店 PK-0000-0118

東山 吉寿 京都市東山区 妙法院前側町４２２ 飲食店 SL-2000-7865

インド・ベンガル料理チャクラ 京都市東山区 遊行前町５５８－６　クレサンテ五条坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8761

Contatto 京都市東山区 林下町４２１－２　スリーエスビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4569

笑蔵 京都市東山区 林下町４２４　アビリティ祇園４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8824

こゝ家 祇園別邸 京都市東山区 林下町４３４－２　　 飲食店 ZN-0001-8700

豆富料理 蓮月茶や 京都市東山区 林下町４４２　 飲食店 KI-0000-0786

ほたる 京都市東山区 鷲尾町５０２－１ 飲食店 JS-0003-6208

割烹 吉膳 京都市東山区 鷲尾町５０３－１４ 飲食店 JS-0001-8453
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四季宴 ぎおん 阪川 京都市東山区 祗園町南側５７０－１９９ 飲食店 KI-0000-0787

十六五 青蓮院店 京都市東山区 粟田口三条坊町１６　 ショッピング KI-0000-0653

和雑貨 花みずき 京都市東山区 夷町１５５－１ ショッピング JS-0001-0427

MadameDelluc 京都祇園店 京都市東山区 下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４３５－１ ショッピング JS-0004-9449

楽只亭 京都市東山区 下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４４０－１ ショッピング JS-0005-6668

鍵善良房  高台寺店 京都市東山区 河原町通高台寺表門前上る下河原５２６ ショッピング KI-0000-0657

祇園鳴海屋 京都市東山区 祇園町南側５２４－３ ショッピング JS-0001-8750

亀屋清永 京都市東山区 祇園町南側５３４　　 ショッピング ZN-0003-1722

祇園ギャラリー源右衛門 京都市東山区 祇園町南側５５５　京都祇園アパホテル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6253

近庄薬品 京都市東山区 祇園町南側５６７　 ショッピング KI-0000-0671

津田樓 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２１ ショッピング JS-0000-3688

不老庵 京都市東山区 祇園町南側５７０－２４０　　 ショッピング ZN-0002-2433

ぎをん結 京都市東山区 祇園町南側５７０－８　家屋番号２９番　 ショッピング ZN-2000-5838

松葉屋 京都市東山区 祇園町南側５７２－３ ショッピング KI-0000-0666

ギオン薬局 京都市東山区 祇園町南側５７３－１ ショッピング KI-0000-0661

MADONNA 京都市東山区 祇園町南側５７３－２　祇園零八ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0679

宇治茶祇園辻利 京都市東山区 祇園町南側５７３－３　 ショッピング KI-0000-0680

舞扇堂 祇園店 京都市東山区 祇園町南側５７９ ショッピング KI-0000-0668

株式会社 香鳥屋 京都市東山区 祇園町南側５８０ ショッピング KI-0000-0663

香鳥屋 京都市東山区 祇園町南側５８０ ショッピング KI-0000-0665

のレン 祇園店 京都市東山区 祇園町南側５８２ ショッピング JS-0002-3774

中井白金堂 祇園店 京都市東山区 祇園町南側５８３ ショッピング KI-0000-0667

祇園味幸 本店 京都市東山区 祇園町南側５９０　１Ｆ ショッピング JS-0000-3008

祇園まいこと 京都市東山区 祇園町北側２４４　 ショッピング KI-0000-0699

祇園まるん 京都市東山区 祇園町北側２４５　 ショッピング KI-0000-0700

むら田 京都市東山区 祇園町北側２４６　 ショッピング KI-0000-0701

祇園のもりた 京都市東山区 祇園町北側２５０ ショッピング KI-0000-0691

ちりめん服 祇園 京都市東山区 祇園町北側２５３ ショッピング KI-0000-0687

あぶらとり紙専門店 象 京都市東山区 祇園町北側２５３　 ショッピング KI-0000-0702

RAAK 祇園切通し店 京都市東山区 祇園町北側２５９－１ ショッピング KI-0000-0682

金竹堂 京都市東山区 祇園町北側２６３　 ショッピング KI-0000-0704

鍵善良房  本店 京都市東山区 祇園町北側２６４ ショッピング KI-0000-0692

株式会社 鍵善良房 京都市東山区 祇園町北側２６４　 ショッピング KI-0000-0705

原了郭 京都市東山区 祇園町北側２６７ ショッピング KI-0000-0693

よーじや  祇園店 京都市東山区 祇園町北側２７０－１１ ショッピング KI-0000-0688

祇園くろちく直営店 京都市東山区 祇園町北側２７５ ショッピング KI-0000-1021

祇園くろちく倭美坐 6 京都市東山区 祇園町北側２７５ ショッピング KI-2000-0029

豊田愛山堂 京都市東山区 祇園町北側２７７ ショッピング KI-0000-0697

古美術 近藤 京都市東山区 祇園町北側２７８ ショッピング JS-0003-8128

和雑貨 ゴージャス 京都市東山区 祇園町北側２８１－１　祇園ファーストビル１Ｆ ショッピング JS-0005-1493

三浦照明 株式会社 京都市東山区 祇園町北側２８２ ショッピング KI-0000-0696

かづら清老舗 京都市東山区 祇園町北側２８５ ショッピング KI-0000-0685

家傳京飴 祇園小石 京都市東山区 祇園町北側２８６－２　 ショッピング KI-0000-0707

祇園 GL 京都市東山区 祇園町北側２８７ ショッピング KI-0000-0690
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林泉楽堂 京都市東山区 祇園町北側２８９　 ショッピング KI-0000-0708

TRINITY ガーネットビル店 京都市東山区 祇園町北側３４６－７２　ガーネットビル１Ｆ ショッピング JS-0000-9000

仁々木祇園本店 京都市東山区 祇園町北側３４７－１１５ ショッピング JS-0001-8566

京 MONO 匠・祇園・ない藤 京都市東山区 祇園縄手四条下る二丁目　 ショッピング KI-0000-0714

京越 祇園本店 京都市東山区 金園町３９８ ショッピング JS-0001-7095

京越 祇園新橋店 京都市東山区 元吉町５１ ショッピング JS-0003-1761

三髭堂 京都市東山区 元町３７０－１ ショッピング JS-0004-7828

古美術 泉 雅風庵 京都市東山区 元町３７２－３ ショッピング JS-0000-7688

古美術 花伝堂 京都市東山区 古門前通大和大路東入元町３８２－８ ショッピング JS-0000-0176

CYCLE GARDEN 京都市東山区 五条橋東２丁目９ ショッピング JS-0000-6863

陶 点睛 かわさき 京都市東山区 五条橋東５丁目４６３ ショッピング JS-0000-0509

陶磁器たきぐち 京都市東山区 五条橋東６丁目５８３－７２ ショッピング JS-0005-2864

高台寺まほうや 京都市東山区 高台寺下河原町５３０　 ショッピング KI-0000-0719

ハナビラヒトツ 二寧坂店 京都市東山区 高台寺南門通下河原東入桝屋町３４９－２４ ショッピング JS-0003-2325

ちりめん細工館 二寧坂店 京都市東山区 高台寺南門通下河原東入桝屋町３４９－６ ショッピング JS-0000-5827

尚絅居 京都市東山区 高台寺南門通下河原東入桝屋町３５０－２５ ショッピング JS-0003-9629

高台寺おりおり 京都市東山区 高台寺北門前通下河原東入鷲尾町５２２－１ ショッピング JS-0000-4078

中井白金堂 眼鏡部 京都市東山区 今熊野宝蔵町　２１－１４ ショッピング KI-0000-0721

洋服の病院 京阪三条店 京都市東山区 三条通大橋東入２－８２ ショッピング JS-0002-1735

めおと屋 いろゑ 京都市東山区 三条通南裏白川筋西入３丁目南西海子町４３４－５　松井ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4846

風光舎 京都市東山区 三条通白川橋東入五軒町１０６ ショッピング JS-0002-1051

BLOSSOM 京都店 京都市東山区 三町目１９－１　グランドパレス三条花見小路１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5580

鼓月 祇園店 京都市東山区 四条大和大路西入中之町２１０ ショッピング KI-0000-0723

京煎堂 京都市東山区 四条通り花見小路東入祇園町南側５６５－１ ショッピング KI-0000-0724

京煎堂 京都市東山区 四条通花見小路東入祇園町南側５６５－１ ショッピング KI-2000-0038

動物王国 京銀座堂 京都市東山区 四条通祇園町北側２７２ ショッピング KI-0000-0726

十六五 京都市東山区 四条通大和大路西入る中之町２１２ ショッピング KI-0000-0729

井澤屋 京都市東山区 四条通大和大路西入中之町２１１－２ ショッピング KI-0000-0728

漢字ミュージアムショップ 京都市東山区 四条通大和大路東入祇園町南側５５１ ショッピング KI-0000-0733

永楽屋 祇園花見小路 京都市東山区 四条通大和大路東入祇園町南側５７０－２３１ ショッピング KI-0000-0060

永楽屋 細辻伊兵衛商店 祇園店 京都市東山区 四条通大和大路東入祇園町北側２４２ ショッピング KI-0000-0732

ジャスミン 京都市東山区 小松町５６４－１ ショッピング SL-2000-9730

Routes ＊ Roots 京都市東山区 小松町５７０－２３ ショッピング JS-0003-9628

クラフト工房 縁側 京都市東山区 鐘鋳町４１９－２ ショッピング JS-0002-2040

caede 祇園八坂店 京都市東山区 上弁天町４４０ ショッピング JS-0003-4958

ストーンジュエリー 京都市東山区 常盤町１６１－１　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2191

株式会社いづみ屋 京都市東山区 新道通団栗下る上柳町１９６　 ショッピング KI-0000-0741

古美術 泉 京都市東山区 新門前通東大路西入梅本町２５５－１ ショッピング JS-0002-8898

SAKIZO SHOP 神宮道三条店 京都市東山区 神宮道通三条北西角　 ショッピング KI-0000-0743

山本商店 京都市東山区 清水１丁目２６２ ショッピング JS-0003-0433

聖護院八ッ橋岩月堂店 京都市東山区 清水２－２１８　 ショッピング KI-0000-0746

栄山堂 A 京都市東山区 清水２丁目２２６　　 ショッピング ZN-0002-2434

スヌーピーショコラ 京都 清水坂〔1〕 京都市東山区 清水２丁目２５２ ショッピング JS-0005-5693

スヌーピーショコラ 京都 清水坂〔2〕 京都市東山区 清水２丁目２５２ ショッピング JS-0005-5694
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スヌーピーショコラ 京都清水坂〔テイク〕 京都市東山区 清水２丁目２５２ ショッピング JS-0005-5695

株式会社松韻堂 京都市東山区 清水３－３１９ ショッピング SL-2000-7045

よーじや 清水産寧坂店 京都市東山区 清水３－３３４ ショッピング KI-0000-0745

くろちく 青龍苑 京都市東山区 清水３－３３４　　清水産寧坂青龍苑内 ショッピング KI-0000-0748

産寧坂 まるん 京都市東山区 清水３丁目３１７－１　 ショッピング KI-0000-0751

梅心庵 清水店 京都市東山区 清水３丁目３３１－１ ショッピング JS-0003-0205

きんとと家 京都市東山区 清水４丁目１５０－２ ショッピング JS-0002-9111

くろちく び和ん 京都市東山区 清水寺門前産寧坂北入清水３丁目３４０ ショッピング KI-0000-0753

産寧坂 まいこと 京都市東山区 清水寺門前産寧坂北入清水三丁目３１７ ショッピング KI-0000-0752

七條甘春堂 本店 京都市東山区 西之門町５５１ ショッピング JS-0003-9850

画箋堂 京都美術工芸大学店 京都市東山区 川端七条上る　 ショッピング KI-0000-0755

井筒八ツ橋本舗 祇園本店 京都市東山区 川端通四条上る常盤町１７８ ショッピング KI-0000-0757

Charite〔シャリテ〕 京都市東山区 泉涌寺雀ヶ森町１－３ ショッピング JS-0004-1897

Charite 京都市東山区 泉涌寺雀ケ森町１－３ ショッピング JS-0005-9414

たけわか 京都市東山区 大和大路四条下る１丁目大和町６－３ ショッピング KI-0000-0758

祇園 呉服 たけわか 京都市東山区 大和大路四条下る１丁目大和町６－３ ショッピング KI-0000-0759

Ryokaku 京都市東山区 大和大路新門前下西之町２１６－１ ショッピング KI-0000-0762

横山 本店 京都市東山区 大和大路通三条下る２丁目弁財天町２３ ショッピング JS-0001-3775

ことと 京都市東山区 大和大路通四条下る４丁目小松町１５０ ショッピング JS-0000-0477

福栄堂 京都市東山区 大和大路通四条上る二十一軒町２２６ ショッピング KI-0000-0767

京都国立博物館 ミュージアムショップ 2 京都市東山区 茶屋町５２７　ミュージアムショップ ショッピング JS-0002-4780

京都国立博物館 ミュージアムショップ 3 京都市東山区 茶屋町５２７　平成知新館Ｂ ショッピング JS-0002-4779

花企画フローラ祇園白川店 京都市東山区 中之町２４４の１　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-5583

株式会社 田なか 京都市東山区 南西海子町４４２　 ショッピング KI-0000-0770

京のおばんざい祇園藤村屋 京都市東山区 廿一軒町２３１ ショッピング SL-2000-7539

ギャラリー三上 京都市東山区 梅本町２７０－１ ショッピング JS-0002-3262

京和楽 京都市東山区 八坂上町３７９－２ ショッピング JS-0002-5820

かくれ布や 八坂通 京都市東山区 八坂上町３８５－６　１Ｆ ショッピング JS-0003-1578

きりしまフラワー京都 花見小路店 京都市東山区 八坂新地清本町３５２　サキゾウ花見小路ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0772

パゴン PAGONG 祇園店 京都市東山区 八坂新地清本町３７３ ショッピング JS-0000-5901

二年坂 まるん 京都市東山区 八坂通り二年坂西入　 ショッピング KI-0000-0779

舞扇堂 きよみず店 京都市東山区 八坂通二年坂西入　 ショッピング KI-0000-0781

白竹堂 綾扇 八坂の塔店 京都市東山区 八坂塔之下星野町８７－７　 ショッピング KI-0000-0782

人品 京都市東山区 分木町６５ ショッピング JS-0003-1476

大西漆器店 京都市東山区 分木町７１ ショッピング JS-0003-2181

やわらぎ薬局 京都市東山区 本町２２丁目４９２－２０ ショッピング JS-0004-8272

P － CUB 京都市東山区 本町８丁目８０－４ ショッピング JS-0001-0798

Nagomi 和 京都市東山区 桝屋町３４９ ショッピング JS-0003-0093

石畳 京都市東山区 桝屋町３５２　　 ショッピング ZN-2000-3623

花水庵 京都市東山区 林下町４００　 ショッピング KI-0000-0784

知恩院和順会館 1F 沙羅の木 京都市東山区 林下町４００－２　 ショッピング KI-0000-0785

京染創作服 四季 京都市東山区 祗園町南側５８５　 ショッピング KI-0000-0788

真刀 京都市東山区 轆轤町１０８－６　　 ショッピング ZN-0002-6816

Ragazzo ウェスティン都ホテル京都店 京都市東山区 粟田口華頂町１ サービス JS-0004-8761
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フォトスタジオモニカ 京都市東山区 下河原町通り高台寺下る南町４１５－２ サービス JS-0003-0539

レンタル着物ローズ 京都市東山区 下河原町通り高台寺下る南町４１５－２ サービス JS-0003-0733

和華 京都市東山区 祇園町南側５３７　ヒロビル１Ｆ サービス JS-0003-3330

サウナルーマプラザ メンズ 京都市東山区 祇園町南側５７５ サービス KI-2000-0034

カプセルホテル ルーマプラザ 京都市東山区 祇園町南側５７５ サービス KI-2000-0035

Nail Salon Mirey 京都市東山区 祇園町北側２７２－２Ｆ サービス KI-2000-0043

first 京都市東山区 祇園町北側２８１－１　祇園ファーストビル５Ｆ サービス JS-0005-3848

夢京都 祇園店 京都市東山区 祇園町北側３００　アクロス八坂ビル４Ｆ サービス JS-0001-4227

日吉堂 京都市東山区 祇園町北側３４７ サービス JS-0002-7853

山手倶楽部 51 京都市東山区 今熊野宝蔵町１７－２９　 サービス SL-2000-1878

京なでしこ 京都市東山区 四条通大和大路西入る中之町２００　鴨川ビル４Ｆ サービス JS-0003-7106

salon salute 京都市東山区 四条通大和大路西入る中之町２００　鴨川ビル８Ｆ サービス JS-0003-1630

PoshforHair 京都市東山区 七条通鞘町西入日吉町２２５　東栄ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-0695

ギオン スタジオ ルミュー 京都市東山区 上柳町１９２－２ サービス JS-0000-6246

京都写真館 和華 京都市東山区 清水３丁目３２３－５ サービス JS-0003-3099

hair make Dress 京都市東山区 清水５丁目１１９ サービス JS-0005-0490

セットサロン REN 京都市東山区 清本町３５１　ビルミヤザキ６Ｆ サービス SL-2000-1247

first 清水店 京都市東山区 辰巳町１０２ サービス JS-0005-3855

てくてく京都 清水 京都市東山区 辰巳町１１１ サービス JS-0005-4826

てくてく京都 清水 京都市東山区 辰巳町１１１　ファイブランド サービス JS-0004-1343

夢工房 祇園店 京都市東山区 中之町２４４－１　花見会館汀館５Ｆ サービス JS-0004-9870

花の都 京都市東山区 廿一軒町２２７　岩橋ビル２Ｆ サービス JS-0004-3627

京都華心 京都市東山区 弁財天町５　ルイ一世ビル５Ｆ　 サービス ZN-0002-5232

かおり美容室 京都市東山区 本町１２丁目２１９－２ サービス JS-0004-7620

夢京都 高台寺店 京都市東山区 桝屋町３６２－５　ますや２Ｆ サービス JS-0001-7701

BEAUTY SALON 京都市東山区 妙法院前側町４４５－３　フォーシーズンズホテル京都 サービス JS-0002-8190

ENOTECA Via Salaria 京都市東山区 一橋宮ノ内町２９－２５　 その他 SL-2000-3597

天天有 祗園店 京都市東山区 祇園町北側２９７－１　 その他 SL-2000-1931

清水三年坂美術館 京都市東山区 清水３丁目３３７－１　 その他 SL-2000-6308

高木酒店 京都市東山区 西之町２０５　 その他 SL-2000-1577


