
▼与謝郡与謝野町 ▼久世郡久御山町 ▼亀岡市

▼京丹後市 ▼京田辺市 ▼京都市上京区

▼京都市下京区 ▼京都市中京区 ▼京都市伏見区

▼京都市北区 ▼京都市南区 ▼京都市右京区

▼京都市山科区 ▼京都市左京区 ▼京都市東山区

▼京都市西京区 ▼八幡市 ▼南丹市

▼向日市 ▼城陽市 ▼宇治市

▼宮津市 ▼木津川市 ▼相楽郡精華町

▼福知山市 ▼綴喜郡宇治田原町 ▼綾部市

▼舞鶴市 ▼船井郡京丹波町 ▼長岡京市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

業務スーパー 与謝ウィル店 与謝郡与謝野町 温江５ ショッピング

まるぜん書店 野田川店 与謝郡与謝野町 石川９８０ ショッピング

AVANCERHAIR 久世郡久御山町 佐山籾池３３－４ サービス

理容サービス 久御山店 久世郡久御山町 林八幡講１－４ サービス

車検の速太郎 久御山店 久世郡久御山町 森大内３２７ ショッピング

焼肉 多来多来 久世郡久御山町 森村東２２３３ 飲食店

アストロプロダクツ 京都南店 久世郡久御山町 田井向野１５－１ ショッピング

リラクゼ－ションサロン花音 亀岡市 三宅町２丁目５－７　 サービス

焼肉のひら山　亀岡店 亀岡市 千代川町高野林西田６－１ 飲食店

協同組合 亀岡ショッピングセンター 亀岡市 古世町２－４－１ ショッピング

大吉 並河店 亀岡市 大井町並河２－４－７　サンサーラ並河　１０
２ 飲食店

保津川あられ本舗 霰館工場直売店 亀岡市 大井町並河３－１１－４５ 飲食店

若菜屋亀岡店 亀岡市 大井町並河３－２８－１ 飲食店

cocofouato 亀岡市 大井町南金岐清水１２ ショッピング

お肉のスーパーやまむらや 亀岡店 亀岡市 大井町土田３－５４９ ショッピング

お好み焼はここやねん亀岡店 亀岡市 安町小屋場７７－３　コーポジョイ　１Ｆ 飲食店

宮脇書店 亀岡店 亀岡市 安町小屋場８１ ショッピング

［HC］株式会社ミゾツラ電器 亀岡市 旅籠町３１番地　 ショッピング

宮本屋 亀岡市 稗田野町佐伯大日堂３２ 飲食店

スピンヘアー亀岡店 亀岡市 篠町浄法寺中村１１－１ サービス

焼肉平壤亭亀岡店 亀岡市 篠町浄法寺中村３５－５ 飲食店

ココスアル・プラザ亀岡前店 亀岡市 篠町野条イカノ辻南１１１－１ 飲食店

ファーマーズマーケット たわわ朝霧 亀岡市 篠町野条上又３０ ショッピング

鮨処　さくら 亀岡市 篠町馬堀駅前２丁目６－１１　 飲食店

ミヤガワオ－ト 亀岡市 紺屋町２番地３　 ショッピング

レストランバー　アムール 亀岡市 追分町谷筋３７－８　カワモトビル１階 飲食店

いずみ西友店 亀岡市 追分町馬場通１５－１　西友内 ショッピング

鮮魚 福岡 亀岡市 追分町馬場通１５－１　西友内 ショッピング

平七水産 京丹後市 丹後町間人１７８９－１ ショッピング

味工房 ひさみ 京丹後市 丹後町間人１８３０ 飲食店

かに一番久美浜店 京丹後市 久美浜町３５０５－１ 飲食店

ジョイクックおくだ 京丹後市 久美浜町佐野１１６ ショッピング

エーコープ くみはま店 京丹後市 久美浜町向町２７３ ショッピング

木下酒店 京丹後市 久美浜町甲山１５１２ ショッピング
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森の中の家 安野光雅館 京丹後市 久美浜町谷７６４ ショッピング

工房レストラン MORI 京丹後市 久美浜町谷７６４ ショッピング

弁慶寿司 京丹後市 大宮町周枳２ 飲食店

炭火焼肉もしもしかめ 京丹後市 大宮町善王寺１１５４ 飲食店

金竜 京丹後市 大宮町河辺３１７４－１ 飲食店

ジュンテンドー 峰山店 京丹後市 峰山町新町１７０１ ショッピング

丹後やさい館 きちゃり〜な 京丹後市 峰山町荒山３９７ ショッピング

業務スーパー 峰山店 京丹後市 峰山町長岡４７２－１ ショッピング

魚菜料理 縄屋 京丹後市 弥栄町黒部２５１７ 飲食店

Shatte mo Coco 京丹後市 網野町島津２１４５ 飲食店

かに一番木津店 京丹後市 網野町木津３７６ 飲食店

とり松 京丹後市 網野町網野１４６ 飲食店

魚政 京丹後市 網野町網野２７０７－１７ ショッピング

ココス京田辺店 京田辺市 三山木垣ノ内７１－１ 飲食店

炭火焼肉はるな 京田辺市 三山木野神５７プエルタ２　１Ｆ 飲食店

レストラン銀風 京田辺市 同志社山手１丁目１１－４　シャーメゾンまは
たぎ同志社山手１Ｆ 飲食店

Aguhairraise松井山手 京田辺市 山手中央１－２　松井山手駅前ビル　２０２ サービス

朝日屋 ブランチ松井山手店 京田辺市 山手中央３－２　Ｂ１０６ 飲食店

お好み焼 きん太 松井山手店 京田辺市 山手南２－１－１ 飲食店

ナチュールシロモト 京田辺市 山手東１－２－１ 飲食店

ル・デコ美容室 京田辺市 山手東１－６－２　ハチゼンビル　２Ｆ サービス

パティスリーファシナシヨン 京田辺市 山手東１－６－２　ハチセンビル２号館 飲食店

エスクール emu 京田辺市 山手西２－２－１ サービス

珈琲＆紅茶館 京田辺市 東西神屋６０－２１ ショッピング

与楽 松井ヶ丘店 京田辺市 松井ヶ丘４－２－２０ 飲食店

HASUKI 京田辺市 河原２１－４　西口ビル４号室 飲食店

京呉服　やましろ屋 京田辺市 河原御影３０２７ ショッピング

ももたろう 京田辺市 河原食田１０－６９ 飲食店

ハピネスクローバー新田辺店 京田辺市 田辺中央１－７－２　ベルバール新田辺　２Ｆ サービス

オ－ダ－ス－ツ　aiiro 京田辺市 田辺十曽２ フォレストキタゲン１０１ ショッピング

有限会社魚為 京田辺市 田辺沓脱６ 飲食店

mane 京田辺市 花住坂２－２－２５ 飲食店

メッサ北野 京都市上京区 七本松通一条下る三軒町６５ ショッピング

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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キッチンパパ 京都市上京区 上立売通千本東入姥ケ西町５９１ 飲食店

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

鳴海餅本店 京都市上京区 下立売通堀川西入西橋詰町２８３ 飲食店

山中油店 京都市上京区 下立売通智恵光院西入下丸屋町５０８ ショッピング

大市 京都市上京区 下長者町通千本西入六番町３７１ 飲食店

Reine des pres 京都市上京区 中町通丸太町下ル駒之町５３７１ 飲食店

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番地９ ショッピング

お粥や福住 京都市上京区 中立売通智恵光院東入ル新白水丸町４５４１ 飲食店

株式会社 西陣魚新 京都市上京区 中筋通浄福寺西入ル中宮町３００ 飲食店

ファーマーズ河原町丸太町店 京都市上京区 丸太町通河原町東入駒之町５３６ ショッピング

DS＋ CAFE 京都市上京区 主税町１０４５－１ 飲食店

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

ロジスティクスヘアガ－デン 京都市上京区 二番町１９７－３　 サービス

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

フレスコ 京都市上京区 今出川智恵光院西入ル西北小路町２４５　藤和
シティコ－プ　１０１ 飲食店

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

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

鶴屋吉信 No．1 京都市上京区 今出川通大宮東入二丁目西船橋町３４０－１ 飲食店

カーサビアンカ 京都市上京区 今出川通寺町西入ル大原口町２１４ 飲食店

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

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

Blue Ocean 京都市上京区 仕丁町３２７ サービス

心処「ありがとう」 京都市上京区 信富町３２４－２ ショッピング

日本料理　花かがみ 京都市上京区 六軒町五辻上る末広町１８番地 飲食店

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

葵匠 京都市上京区 出町通桝形上る青龍町２１８ 飲食店

ナカノ美容室 京都市上京区 千本一条上ル泰童片原町６５３番地 サービス

やまに寿司 京都市上京区 千本下立売東田中町４１５ 飲食店

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

ブランシュ美容室 京都市上京区 千本元誓願寺上ル松屋町３７２ サービス

エリーズ・ナカムラヤ 京都市上京区 千本通一条上ル北伊勢殿構町６７５ ショッピング

鳥よし 京都市上京区 千本通一条上ル北伊勢殿構町６７５ 飲食店

ファッション　モンプチ 京都市上京区 千本通一条上ル泰童片原町６４５ ショッピング

サイクルショップ キタ 京都市上京区 千本通一条上ル泰童片原町６５６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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南よねや・ブティックヨネ 京都市上京区 千本通一条上ル泰童片原町６５７ ショッピング

カマダ洋服店 京都市上京区 千本通一条上ル泰童片原町６６３９ ショッピング

中島ミシン電業店 京都市上京区 千本通一条上ル泰童片原町６６６ ショッピング

M'S BarBer 京都市上京区 千本通上長者町上ル百万遍町９１ サービス

田村ふとん店 京都市上京区 千本通上長者町下ル革堂前之町１１０ ショッピング

菊花美容室 京都市上京区 千本通下長者町上ル革堂前ノ町１１１ サービス

生活文具　やまもと 京都市上京区 千本通中立売上ル玉屋町３７ ショッピング

株式会社　三宅時計舗　千本店 京都市上京区 千本通中立売上ル西中筋町１１番地 ショッピング

パリー美容室 京都市上京区 千本通中立売上ル西中筋町１７ サービス

新進ラジオ 京都市上京区 千本通丸太町上ル小山町８７６ ショッピング

京つけもの 近為 本店 京都市上京区 千本通五辻上ル牡丹鉾町５７６ ショッピング

天喜 京都市上京区 千本通今出川上ル上善寺町８９ 飲食店

美容室スタンド 京都市上京区 千本通元誓願寺下ル松屋町３７６番地　Ｔ’ｓ
コート１階 サービス

協同組合ほていや 京都市上京区 千本通寺之内上ル西五辻北町４２９ ショッピング

西陣　大江戸 京都市上京区 千本通笹屋町東入ル笹屋町三丁目６３８ 飲食店

和次元 滴ヤ 京都市上京区 南町５１９－４ ショッピング

鮨割烹　しきぶ 京都市上京区 土手町通丸太町下駒之町５５５１ 飲食店

リカーマウンテン 今出川堀川店 京都市上京区 堀川今出川上ル南舟橋町３８２　三井ビル ショッピング

田丸弥　堀川店　美術部 京都市上京区 堀川通上立売上ル竹屋町５６１ ショッピング

田丸弥　堀川店 京都市上京区 堀川通上立売上ル竹屋町５６１ 飲食店

アイハート 堀川店 京都市上京区 堀川通下立売上ル西橋詰町２９０－５ ショッピング

NEW STANDARD CHOCOLATE 京都市上京区 堀川通出水上ル桝屋町２８ ショッピング

鼓月 出町店 京都市上京区 大宮町３１７ 飲食店

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

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

本田味噌本店 京都市上京区 室町通一条上る小島町５５８ ショッピング

京都つゆしゃぶCHIRIRI京都本店 京都市上京区 室町通丸太町上る大門町２６５ 飲食店

IL Ciliegio 京都市上京区 寺之内通室町西入納屋町１９０番地 飲食店

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

motion 京都市上京区 寺町通今出川上る四丁目阿弥陀寺前町３１　２
Ｆ サービス

有限会社 野呂本店 京都市上京区 寺町通今出川上ル立本寺前町７７ ショッピング

ペスコペスカ 京都市上京区 寺町通今出川下ル真如堂前町１００－２ サービス

ふく吉 京都市上京区 役人町２３５－２　おおきに迎賓館 飲食店

SWEETS CAFE 北野ラボ 京都市上京区 御前通一条上ル馬喰町９１４　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヤオイソ　烏丸店 京都市上京区 御所八幡町１０４１岡本ビル１Ｆ ショッピング

十割そばカフェバ－ 京都市上京区 村雲町４０６－１　 飲食店

リカーマウンテン神宮丸太町店 京都市上京区 東三本木通丸太町上る南町５３１－１ ショッピング

アイハート 出町店 京都市上京区 桝形通出町西入二神町１６７ ショッピング

ビストロ割烹 YAOYA 京都市上京区 桝形通寺町東入上ル三栄町５９ 飲食店

Yakiniku221 京都市上京区 梶井町４４８－３３　１Ｆ 飲食店

食彩・酒彩　ぱせり 京都市上京区 武者小路通室町東入ル北小路室町４１３錦松ビ
ル１Ｆ 飲食店

モリカゲシャツキョウト 京都市上京区 河原町丸太町上ル桝屋町３６２－１ ショッピング

びっくりドンキー河原町店 京都市上京区 河原町通丸太町下る伊勢屋町３９６－１ 飲食店

かつ丼玄 京都市上京区 河原町通丸太町下る伊勢屋町３９６－１ 飲食店

平岡ふとん店 京都市上京区 河原町通荒神口下ル上生洲町２１７ ショッピング

レーコ美容室　本店 京都市上京区 油小路丸太町上ル米屋町２７８ サービス

炭蔵 京都市上京区 油小路通一条下ル油橋詰町９４１ 飲食店

いまから　なかじん 京都市上京区 烏丸今出川上る岡松町２６２３ 飲食店

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 飲食店

株式会社　花工房 京都市上京区 烏丸通椹木町上る堀松町４１４ ショッピング

萬亀楼 京都市上京区 猪熊通出水上る蛭子町３８７ 飲食店

La Biographie··· 京都市上京区 田中町４２２ー１ 飲食店

寺町よしくら 京都市上京区 真如堂前町１０２　コ－ポ下山　１Ｆ 飲食店

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

京湯葉　大島家 京都市上京区 筋違橋町５７１ 飲食店

焼き鳥トリイロ 京都市上京区 紙屋川町１０１５　フラット北野　１階 飲食店

森　呉服店 京都市上京区 西堀川通下長者町下ル ショッピング

西陣はしもと 京都市上京区 観世町１０９ 飲食店

進々堂府庁前店 京都市上京区 釜座通椹木町下る夷川町３７５ 飲食店

焼肉嘉 京都市上京区 駒之町５３５－３ 飲食店

市原栄光堂 京都市下京区 七条大宮西入ル西酢屋町１０番地 ショッピング

ホビースクエア 京都 京都市下京区 七条御所ノ内中町６０ ショッピング

文屋 西大路八条店 京都市下京区 七条御所ノ内本町１００　シャロンＩＳＯＧＡ
ＷＡ３　１Ｆ 飲食店

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

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

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

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

笹屋伊織 京都市下京区 七条通大宮西入花畑町８６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

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

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

green leaves 京都市下京区 七条通烏丸東入る真苧屋町２０８ サービス

听京都駅前店 京都市下京区 七条通烏丸西入東境町１８５－１ 飲食店

喝菜 京都市下京区 万寿寺通烏丸西入御供石町３６８ 飲食店

Whole Deli 京都市下京区 上之町４１６－２ 飲食店

LOGUE－karasuma－ 京都市下京区 上柳町３３４　集栄堂ビル　２－Ｂ号 サービス

Lila 四条烏丸店 京都市下京区 上柳町３３４　集栄堂ビル　４－Ｂ号室 サービス

LOGUE－Nail＆Eye－ 京都市下京区 上柳町３３４　集栄堂ビル　５Ｆ サービス

株式会社　満る安 京都市下京区 中堂寺前田町３番地 飲食店

リカーマウンテン 壬生川五条店 京都市下京区 中堂寺西寺町３８－２ ショッピング

京都 いと 京都市下京区 中居町１１２－１ 飲食店

打田漬物 本店 京都市下京区 丹波口通大宮西入 ショッピング

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

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
エア地下１Ｆ 飲食店

炭火とワイン 四条FUYACHO店 京都市下京区 八文字町３５４－２ 飲食店

名酒館 タキモト 京都市下京区 六条通高倉西入升屋町６０ ショッピング

ネイルサロン マ－ノコロ－レ 京都市下京区 北町１８３　烏丸六条ビル　１Ｆ サービス

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

株式会社　電化チェリ 京都市下京区 和気町１４３５ ショッピング

Bon chic 京都市下京区 四条大宮町１７　三虎第三ビル　３Ｆ サービス

進々堂大宮店 京都市下京区 四条大宮町２２　京福電鉄大宮駅構内 飲食店

東華菜館　本店 京都市下京区 四条大橋西詰 飲食店

WORLD ORDER 京都市下京区 四条柳馬場西入立売中之町９２　Ａｏｋｉビル
　２Ｆ サービス

串八　四条烏丸店 京都市下京区 四条烏丸西入ル北側　ケイアイ興産ビル地下１
階 飲食店

ワイングロッサリー 京都市下京区 四条通堀川西入唐津屋町５２８ ショッピング

そば酒場 清修庵 京都市下京区 四条通室町東入函谷鉾町７８ 飲食店

竈炊きたて御飯どいPLUSONEKYOT 京都市下京区 四条通室町東入函谷鉾町７８　ＳＵＩＮＡ室町
　１Ｆ 飲食店

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番地ＳＵＩＮＡ室
町Ｂ１Ｆ 飲食店

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

レディワタナベ　四条店２Ｆ 京都市下京区 四条通富小路東入ル ショッピング

レディワタナベ　四条店 京都市下京区 四条通富小路東入ル ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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福寿園京都本店１階「京ノ茶舗」 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９番 ショッピング

福寿園京都本店２階「茶寮FUKUCHA四条店」 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９番２Ｆ ショッピング

福寿園京都本店３階「メゾン・ド・マツダ福寿
園」 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９番３Ｆ ショッピング

福寿園京都本店４階「京の茶庵」 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９番４Ｆ ショッピング

福寿園京都本店５階「京の茶具」 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９番５Ｆ ショッピング

福寿園京都本店地下１階「京の茶蔵」 京都市下京区 四条通富小路西入立売東町１９番Ｂ１Ｆ ショッピング

au KYOTO〔カフェ〕 京都市下京区 四条通寺町東入２丁目御旅町２１－２ 飲食店

十三や 京都市下京区 四条通寺町東入ル１３ ショッピング

林万昌堂 京都市下京区 四条通寺町東入ル御旅宮本町３ ショッピング

田ごと　四条本店 京都市下京区 四条通寺町東入ル御旅町３４ ショッピング

ゑり善本店 京都市下京区 四条通寺町東入ル御旅町４９ ショッピング

四条センター 京都市下京区 四条通寺町東入ル貞安前ノ町６２４ ショッピング

アルバ 京都市下京区 四条通寺町西入ル奈良物町３５８　日新火災ビ
ル１Ｆ２Ｆ ショッピング

PLAZA京都四条店 京都市下京区 四条通寺町西入奈良物町３６３　１Ｆ ショッピング

BAPESTORE 京都 京都市下京区 四条通寺町西入奈良物町３７４ ショッピング

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

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

ステーキハウス听　四条河原町店 京都市下京区 四条通小橋西入真町８１ 飲食店

魚々鶏夜 京都市下京区 四条通御幸町下ル大寿町４００ 飲食店

カメラのナニワ 京都1号店1F 京都市下京区 四条通御幸町西入る奈良物町３７２ ショッピング

CIEL 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　４Ｆ サービス

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 サービス

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

田中彌 京都市下京区 四条通柳馬場東入ル立売東町９ ショッピング

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番２ ショッピング

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・５Ｆ 飲食店

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

創作京履物　伊ト忠 京都市下京区 四条通河原町東入ル真町８１ ショッピング

常久 京都市下京区 四条通河原町東入ル真町８３ ショッピング

北極星 四条河原町店 京都市下京区 四条通河原町東入真町６８　住友不動産京都ビ
ル　７Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶ但馬屋 四条河原町店 京都市下京区 四条通河原町東入真町６８　住友不動産京都ビ
ル　７Ｆ 飲食店

うなぎ・ひつまぶし炭櫓 京都四条河原町店 京都市下京区 四条通河原町東入真町６８　住友不動産京都ビ
ル　８Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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株式会社 龍善堂 京都市下京区 四条通河原町西入ル御旅町２４ ショッピング

永楽屋細辻伊兵衛商店四条店 京都市下京区 四条通河原町西入ル御旅町３４番地 ショッピング

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

亀屋良長 京都市下京区 四条通油小路西入柏屋町１７－１９合地 飲食店

焼肉とビール　市場小路　四条烏丸店 京都市下京区 四条通烏丸東入ル長刀鉾町８京都三井ビルディ
ングＢ１ 飲食店

A．P．C．京都 京都市下京区 四条通烏丸東入長刀鉾町１０　京都ダイヤビル
　１Ｆ ショッピング

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 飲食店

リンツショコラカフェ京都四条通り店 京都市下京区 四条通高倉西入　アソベビル　１Ｆ 飲食店

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８
Ｆ サービス

生きている珈琲 京都市下京区 四条通麩屋町西入ル立売東町２４　みのや四条
ビル　ＢＦ 飲食店

原田茶具商店 京都市下京区 四条通麩屋町西入立売東町１９４ ショッピング

れすとらん松喜屋京都四条店 京都市下京区 四条通麩屋町西入立売東町２８　ＳＡＫＩＺＯ
　ＰＬＡＺＡビル２Ｆ 飲食店

ノムラテーラー四条店 京都市下京区 四条通麸屋町東入ル奈良物町３６２ ショッピング

キリハタ 京都市下京区 四条通麸屋町東入ル奈良物町３６５ ショッピング

みのや 京都市下京区 四条通麸屋町西入ル立売東町２４ ショッピング

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

松屋 京都市下京区 四条高倉西入ル立売西町７６２ ショッピング

HARI 京都市下京区 四条高倉通下る西側　SSビル２Ｆ 飲食店

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番地 ショッピング

市原平兵衞商店 京都市下京区 堺町通四条下ル小石町１１８１ ショッピング

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

伊藤久右衛門 京都駅前店 京都市下京区 塩小路通烏丸西入東塩小路町５７９ ショッピング

ITALIAN QUATRO 京都駅前店 京都市下京区 塩小路通烏丸西入東塩小路町６１４　新京都セ
ンタービル１階 飲食店

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ル東塩小路町５７７ 飲食店

Crafthouse kyoto 京都市下京区 大宮町２１１ 飲食店

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

中村屋 京都市下京区 大宮通仏光寺下ル五坊大宮町７９ ショッピング

リカーマウンテン 大宮四条店 京都市下京区 大宮通綾小路下ル綾大宮町４４ ショッピング

Petitlapin 京都市下京区 大寿町３９６　雅マンシヨン１ｆ 飲食店

炭火串焼つじや四条御幸町店 京都市下京区 大寿町４００ 飲食店

ryu no hige 京都市下京区 大政所町678 ダイワロイネットホテル京都四条
烏丸1階 飲食店

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

りょうりや 御旅屋 京都市下京区 天満町４５６－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アジェ 木屋町団栗店 京都市下京区 天王町１４４－３ 飲食店

Aguhairunli京都駅前 京都市下京区 夷之町７１４　ＹＥＢＩＳＵＳＱＵＡＲＥ　４
Ｆ サービス

京ちゃばな 南新町店 京都市下京区 夷之町７２７ 飲食店

HAMBURG LABO 京都市下京区 妙伝寺町６９４　コンツェルト四条西洞院　１
０１号室 飲食店

dernier－bar 京都市下京区 室町通綾小路西入ル鶏鉾町５０１　カワモトビ
ル　３Ｆ 飲食店

cosmetics池善 京都市下京区 寺町四条下ル貞安前之町６０９ ショッピング

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

meta 京都市下京区 寺町通仏光寺下る恵美須之町５５２－１ サービス

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５４６１ 飲食店

蔵 寺町店 京都市下京区 寺町通四条下ル貞安前之町６０９ 飲食店

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

串鉄板 ぞろんぱ 京都市下京区 山王町５４２ 飲食店

木乃婦 京都市下京区 岩戸山町４１６ 飲食店

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

SALON ROLL 京都市下京区 扇酒屋町２８４－３ サービス

BABBI 京都 京都市下京区 斎藤町１３４ ショッピング

露庵　菊乃井 京都市下京区 木屋町四条下ル斎藤町１１８ 飲食店

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

日本料理 とくを 京都市下京区 木屋町通仏光寺上ル天王町１５１ 飲食店

なごみ 京都市下京区 木屋町通仏光寺上天王町１４３１　サンバリエ
木屋町１階 飲食店

本家たん熊 本店 京都市下京区 木屋町通仏光寺下る和泉屋町１６８ 飲食店

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

ルフージュ 京都市下京区 木屋町通四条下斎藤町１３８３ 飲食店

月彩 京都市下京区 木屋町通松原上ル三丁目天王町１４４ 飲食店

カドリエ　シトロニエ 京都市下京区 木屋町通松原上る三丁目市之町２５６番地の６ サービス

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番地の１ 飲食店

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

鴨々 京都市下京区 木津屋橋通新町東入東塩小路町６９０６１ 飲食店

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

焼肉の文屋 京都市下京区 朱雀内畑町２－３ 飲食店

舞坂　本店 京都市下京区 朱雀北ノ口町２番地 飲食店

酒場つじや 京都市下京区 朱雀北ノ口町５１ 飲食店

天ぷら門久 京都市下京区 朱雀堂ノ口町２０－４ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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梅小路コラボ 京都市下京区 朱雀正会町１－１　KYOCA１Ｆ 飲食店

㈱岩田呉服店　京都店 京都市下京区 朱雀裏畑町２番地 ショッピング

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番１１ 飲食店

京ノ四季いろどり 京都市下京区 東塩小路町５７７大将軍ビル３Ｆ 飲食店

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

焼肉弘商店 京都駅西 京都市下京区 東塩小路町６０７　辰巳ビル　１Ｆ 飲食店

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

紡cafe 京都市下京区 東塩小路町６８４ 飲食店

マールブランシュ八条口店 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１ 飲食店

鉄板屋　侘家三昧 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１－１ 飲食店

Sereno食堂 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 飲食店

とり八 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ 飲食店

孫兵衛 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ 飲食店

おそば処　葵 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ 飲食店

京都　生そば　もり平 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ 飲食店

すし昌 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ 飲食店

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３１１ 飲食店

粋花 KYK 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ 飲食店

おおみや児島　京都駅店 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ ショッピング

京都アルファ 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ ショッピング

友楽堂 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ ショッピング

いち藤 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１ 飲食店

東洋亭近鉄みやこみち店 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１近鉄名店街内 飲食店

京風中華　ハマムラ 京都市下京区 東塩小路釜殿町３１１近鉄名店街内 飲食店

すき焼き北斗 京都市下京区 東境町１７７ 飲食店

ダニエルズ モンド 京都市下京区 東油小路町５５２－１５ 飲食店

けいとう 京都市下京区 東洞院四条下ル元悪王子町５５２１山一セント
ラルビルＴ２ ショッピング

京の焼肉処弘京都駅前店 京都市下京区 東洞院通七条下る塩小路町５１０－１ 飲食店

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

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

Eggs’n Things 京都四条店 京都市下京区 東洞院通四条下る元悪王子町４７－４ 飲食店

漆器のアソベ 京都市下京区 東洞院通四条下ル元悪王子町４７５ ショッピング

有限会社 割烹 ます多 京都市下京区 松原通御幸町西入石不動之町６８２ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ホンデモッバン 京都市下京区 松原通麩屋町東入石不動之町６９２－４　１Ｆ 飲食店

ぎぼし 京都市下京区 柳馬場通四条上ル立売中之町１０８ ショッピング

葦島珈琲 京都市下京区 永原町１５１ ショッピング

くちばしモダン 京都市下京区 永原町１５３－８　メゾンマキシム　１Ｆ 飲食店

（株）京都八田屋 京都市下京区 河原町仏光寺下ル富永町３６２ ショッピング

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

Kaikado Cafe 京都市下京区 河原町通七条上ル住吉町３５２ 飲食店

三栄 京都市下京区 河原町通四条下ル２筋目東入ル稲荷町３１９ 飲食店

谷口シャツ 京都市下京区 河原町通松原下る植松町７１０５ ショッピング

四条nikiniki 京都市下京区 河原町通西木屋町角真町９１ 飲食店

菜花亭 京都市下京区 烏丸塩小路東塩小路町７２１１　１Ｆ 飲食店

輝庭 京都市下京区 烏丸通四条下ル水銀屋町６１２　四条烏丸ビル
地下１階 飲食店

老香港酒家　京都 京都市下京区 烏丸通四条下ル水銀屋町６２０　ＣＯＣＯＮ烏
丸 飲食店

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Ｂ１階 サービス

ハン六 からすま 京都本店 京都市下京区 烏丸通松原・東北角ハン六ビル ショッピング

季節の料理とおばんざい 綴 京都市下京区 烏丸通松原上る東側因幡堂町７２８ 飲食店

Ikariya365 京都市下京区 烏丸通松原下ル五条烏丸町３９６ 飲食店

酒と魚DNA 京都市下京区 燈籠町５５９－１　ジェイアイビル　１Ｆ 飲食店

京菓子司　末富 京都市下京区 玉津島町２９５　 ショッピング

FRENCHMANJr． 京都市下京区 白楽天町５１１－１ 飲食店

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

京都鉄板焼きgrow河原町 京都市下京区 真町８８－３　Ｂ１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン四条高瀬川店 京都市下京区 真町９５ ショッピング

ハウス　ミュンヘン 京都市下京区 真町９８番地の３ 飲食店

レストラン　七番館 京都市下京区 真苧屋町２１０ 飲食店

La fith hair 京都駅前店 京都市下京区 真苧屋町２１８　ＧＡＲＮＥＴＢＬＤＧ京都駅
前　２〜５Ｆ サービス

焼肉ダイスケ 京都市下京区 石井筒町５１８ 飲食店

Cuisine Bar Cafe ピクニック 京都市下京区 神明町２３３－３ 飲食店

パタゴニア京都 京都市下京区 立売東町２３ ショッピング

moden made 京都市下京区 綾小路通室町西入善長寺町１５２ サービス

五黄の寅 京都市下京区 綾小路通新町東入四条町３６９　コ－ポ綾小路 飲食店

綾小路唐津 京都市下京区 綾小路通新町西入矢田町１１３－１ 飲食店

田中長奈良漬店 京都市下京区 綾小路通烏丸西入童待者町１６０ ショッピング

司菜　緒方 京都市下京区 綾小路通西洞院東入新釜座町７２６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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IKARIYA COFFEE KYOTO 京都市下京区 綾小路通麩屋町西入塩屋町７５ 飲食店

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

天ぷら だるきん 京都市下京区 綾材木町１９８－５ 飲食店

bang 京都市下京区 綾材木町１９９　サキゾ－ビル　２Ｆ サービス

京家 きよみず 京都市下京区 綾材木町２０７－５ 飲食店

酒バル Jinsuke 京都市下京区 綾材木町２０８ 飲食店

カーヴ田中屋 京都市下京区 船鉾町３７８－２ ショッピング

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

エール新町 京都市下京区 船鉾町４００　 飲食店

Kiln 京都市下京区 船頭町１９４　村上重ビル　２Ｆ 飲食店

大関 京都市下京区 花屋町通櫛笥西入薬園町１５２ 飲食店

La Mer giki 京都市下京区 茶磨屋町２２８ 飲食店

京のお食事処おばんざいと串揚げまい 京都市下京区 菅大臣町１９８　ＣａｒｌＶｉｌｌａ　１Ｆ 飲食店

文具店 TAG 京都市下京区 薬師前町７０７　烏丸シティ・コア　１Ｆ ショッピング

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

魚晴 京都市下京区 西七条北東野町１９　 ショッピング

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

七栄鮨 京都市下京区 西七条北東野町２７ 飲食店

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

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

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

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

北尾商店 京都市下京区 西七条南東野町１６０ ショッピング

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

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　１
Ｆ サービス

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

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

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

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

八甲 京都市下京区 西七条南衣田町７０ ショッピング

鉄板 菜ノ菜 京都市下京区 西七条市部町７８ 飲食店

いはら田 京都市下京区 西七条比輪田町２６ 飲食店

焼肉　金太郎 京都市下京区 西七条赤社町３３　コーポ御前１０７号 飲食店

京つけもの西利 本店 京都市下京区 西中筋通七条上る菱屋町１５０－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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こりょうり たか屋 京都市下京区 西境町１６５　GEM７ 飲食店

魚河岸 宮武 京都市下京区 西新屋敷下之町６－５　アンクル島原　１Ｆ 飲食店

鳥せゑ　四条木屋町店 京都市下京区 西木屋町四条上ルー筋目西入ル 飲食店

くりた 京都市下京区 西木屋町通り四条下ル船頭町２３４３ ショッピング

村上重本店 京都市下京区 西木屋町通四条下る船頭町１９０ ショッピング

瓢斗 京都駅前本店 京都市下京区 西洞院通七条下る東塩小路町６０７－１２ 飲食店

Lila 京都駅前店 京都市下京区 西洞院通東塩小路町９３７　アユマビル　５Ｆ サービス

すし岩 京都市下京区 西玉水町２８２ 飲食店

BOCCA del VINO 京都市下京区 西石垣通四条下ル斉藤町１３８９ 飲食店

由兵衛 京都市下京区 西石垣通四条下ル斎藤町１１８ 飲食店

ちもと 京都市下京区 西石垣通四条下ル斎藤町１４０５ 飲食店

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

京やき肉　よし田 京都市下京区 諏訪町五条下る横諏訪町３１３１ 飲食店

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

味人 京都市下京区 郭巨山町２１ 飲食店

魁力屋堀川五条店 京都市下京区 醒ヶ井通松原下る篠屋町６７ 飲食店

メディカルサロンFUN 京都市下京区 長刀鉾町３２　井門四条東洞院ビル４Ｆ サービス

Boutique K 京都 京都市下京区 長刀鉾町８　京都三井ビル　１Ｆ ショッピング

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番地 ショッピング

料理屋まえかわ 京都市下京区 難波町４０５ 飲食店

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

いしかわ 京都市下京区 高倉通四条下ル高材木町２２１－２ 飲食店

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

hidamarino 京都市下京区 高材木町２１８ 飲食店

COPPIE 京都市下京区 高辻猪熊町３６７　 飲食店

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

串八　四条大宮店 京都市下京区 黒門通四条下ル下り松町１４６　大将軍ビル　
Ｂ１ 飲食店

天下の焼肉　大将軍 京都市下京区 黒門通四条下ル下り松町１４６番地 飲食店

BLACK PAINT本社 京都市中京区 一之船入町３７６クロトビル６階 ショッピング

FORTUNEGARDENKYOTO 京都市中京区 一之船入町３８６－２ 飲食店

GRIDDLEFORCE逸楽 京都市中京区 一蓮社町２９８－２ 飲食店

Amelie 京都市中京区 三坊西洞院町５５０　１Ｆ サービス

丸久小山園 西洞院店 京都市中京区 三坊西洞院町５６１ ショッピング

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ROGER'S North land 京都市中京区 三条寺町下ル永楽町２４０　丸美ビルＢ１Ｆ ショッピング

エバンス 京都市中京区 三条寺町通下ル石橋町２ ショッピング

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

ORTO 京都市中京区 三条町３３７－２ 飲食店

アンデパンダン 京都市中京区 三条通り御幸町東入弁慶石町５６　１９２８ビ
ルＢ１Ｆ ショッピング

サラセン 京都市中京区 三条通り新京極東入ル石橋町１６ ショッピング

ワガママ屋 京都市中京区 三条通り東洞院西入ル梅忠町２２中井ビルＢ１ 飲食店

魏飯夷堂三条店 京都市中京区 三条通堀川西入橋西町６６１ 飲食店

プレマルシェ・オルタナティブ・ダイナー 京都市中京区 三条通堀川西入橋西町６７２　２階 飲食店

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

LOGICA HAIR DESIGN 京都市中京区 三条通大宮西入上瓦町５８ サービス

柳家本店 京都市中京区 三条通富小路東入中之町２３ 飲食店

MSPC Product Sort 京都 京都市中京区 三条通富小路東入中之町２６ ショッピング

（時計修理・時計ベルト） 京都三条 勝屋 京都市中京区 三条通富小路東入中之町３３ ショッピング

料理屋 自在 京都市中京区 三条通富小路西入中之町１２－３ 飲食店

ｉｄｏｌａ 京都市中京区 三条通富小路西入中之町２０番地ＳＡＣＲＡビ
ル３階 ショッピング

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

本家　田毎 京都市中京区 三条通寺町東入ル石橋町１２ 飲食店

Angelot 京都市中京区 三条通寺町東入ル石橋町１３マスコット２Ｆ ショッピング

三条　タナカ 京都市中京区 三条通寺町東入ル石橋町１４ ショッピング

株式会社　菊一文字 京都市中京区 三条通寺町東入ル石橋町１４ ショッピング

大西京扇堂 京都市中京区 三条通寺町東入ル石橋町１８ ショッピング

JEUGIA 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１１ ショッピング

若狭家 三条店 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１４－１２ 飲食店

かつくら　三条本店 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１６ 飲食店

リプトン三条本店 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町１６ 飲食店

Alma hair 京都市中京区 三条通寺町東入石橋町４　さんてらすビル３Ｆ サービス

HYSTERIC GLAMOUR 京都店 京都市中京区 三条通寺町西入弁慶石町６０ ショッピング

yuni 京都路面 京都市中京区 三条通寺町西入弁慶石町６４ ショッピング

とり粋 京都市中京区 三条通新町西入釜座町３６ 飲食店

Room三条 京都市中京区 三条通東洞院東入ル菱屋町３３　珠光ビル三条
　二階 サービス

エルベシャプリエ 京都 京都市中京区 三条通東洞院東入菱屋町３１　栢森ビル　１Ｆ ショッピング

ITAL STYLE 京都三条店 京都市中京区 三条通東洞院東入菱屋町４０－１　三条中村ビ
ル　１Ｆ ショッピング

ネストローブ 京都 京都市中京区 三条通東洞院東入菱屋町４７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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洛旬万菜　こしの 京都市中京区 三条通東洞院東南角２Ｆ菱屋町３１ 飲食店

漬×麹 Haccomachi 京都市中京区 三条通柳馬場下ル桝屋町７８－１ 飲食店

鼎’s Din’s 京都三条店 京都市中京区 三条通柳馬場東入ル中之町６　柳華内　１Ｆ 飲食店

オスティア・ジャパン 衣三条店 京都市中京区 三条通柳馬場東入中之町１２－１ ショッピング

うしのほねあなざ 京都市中京区 三条通柳馬場東入中之町１５－１ 飲食店

寺内宝飾本店 京都市中京区 三条通柳馬場西入ル桝屋町７５ ショッピング

ジョンブルプライベートラボ 京都店 京都市中京区 三条通柳馬場西入ル桝屋町７５ ショッピング

小刀屋忠兵衛 京都市中京区 三条通河原町東入ル中島町８７ ショッピング

株式会社　御所飴本舗　本店 京都市中京区 三条通河原町東入ル中島町９８ 飲食店

れんらく船 京都市中京区 三条通河原町東入中島町１０５　タカセビル　
Ｂ１Ｆ 飲食店

NYNY 三条店 京都市中京区 三条通河原町東入中島町１１３　近江屋ビル　
３Ｆ サービス

（株）ニューローヤル 京都市中京区 三条通河原町西入ル石橋町２１１ ショッピング

吉田源之丞老舗 京都市中京区 三条通河原町西入ル石橋町２３ ショッピング

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

古川翠香園 京都市中京区 三条通河原町西入ル石橋町２７ ショッピング

株式会社 クリスタル·ワールド 京都市中京区 三条通河原町西入石橋町１４７ ショッピング

炭火ステーキ坂井京都三条店 京都市中京区 三条通烏丸西入御倉町６６　梅澤ビル　１Ｆ 飲食店

烏丸DUE 京都市中京区 三条通烏丸西入御倉町７９　文椿ビル　１Ｆ 飲食店

トロン温泉稲荷 京都市中京区 三条通神泉苑西入下る今新在家西町４ サービス

Pro Antiques "COM" 京都市中京区 三条通高倉上ル東片町６１６京都文化博物館前 ショッピング

PAUL京都三条 京都市中京区 三条通高倉東入枡屋町５３－１ 飲食店

45R 京都店 京都市中京区 三条通高倉東入桝屋町６１ ショッピング

鹽屋 京都市中京区 三条通高倉枡屋町７０　ライオンズマンション
京都三条　１０１ ショッピング

Vivimus Vivamus 京都市中京区 三条麩屋町東入ル弁慶石町３９三条ＴＣビル３
Ｆ サービス

寿司赤酢京都福 京都市中京区 上大阪町５２１　京都エンパイアビル　８Ｆ 飲食店

Dining Bar XLV 京都市中京区 上大阪町５３０　ＳＡＫＩＺＯ本社ビル５階 飲食店

インドレストラン ムガール 京都市中京区 上樵木町　４９６　アイル竹嶋ビル２Ｆ 飲食店

京洛肉料理 かなえ 京都市中京区 上樵木町５００－５　ア・カ－ザ木屋町　１０
２ 飲食店

ROJETTA by snob 京都市中京区 下丸屋町４０７２ルート河原町ビル２Ｆ サービス

LinoHairDesign 京都市中京区 下丸屋町４１７－４ サービス

ビューティアム京都 京都市中京区 下本能寺前町 ５１５ギャラリーカトビル６０１ サービス

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

三森美術 京都市中京区 下本能寺前町５１６ウジモトビル１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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寅屋 京都市中京区 下樵木町２０５－１ 飲食店

SOU・SOU 布袋 京都市中京区 中之町５６９－１０ ショッピング

SOU・SOU染めおり 京都市中京区 中之町５６９－１０　２Ｆ ショッピング

gris－gris 京都市中京区 中之町９ ショッピング

LeLuxe＋京都三条 京都市中京区 中島町８３　ＮＩＫＫＯ－ＹＡビル　２Ｆ サービス

Salon ZERO ∞ 京都市中京区 中島町８４－２　立美家ビル　７０１号 サービス

小川珈琲京都三条店 京都市中京区 中島町９６－２ 飲食店

おちゃのこさいさい錦店 京都市中京区 中魚屋町４９７ ショッピング

京料理 立神 京都市中京区 丸太町２４－１ 飲食店

丸太町十二段家 京都市中京区 丸太町通室町東入常真横町１８５番地 飲食店

Cave de Ebina 京都市中京区 丸太町通寺町西入石屋町６２７ ショッピング

京料理かじ 京都市中京区 丸太町通油小路東入ル横鍛治町１１２－１９ 飲食店

COCOTEA 堺町店 京都市中京区 丸木材木町６８４－１ サービス

了頓図子たけとこ 京都市中京区 了頓図子町４７５－１０　 飲食店

茶房　前田 京都市中京区 二条通堀川西入二条城町５４１　二条城内 飲食店

ジェニアル 京都市中京区 二条通寺町東入榎木町８０ 飲食店

即今藤本 京都市中京区 二条通寺町東入榎木町９２－１２ 飲食店

京都洋菓子工房 KINEEL 京都市中京区 二条通寺町東入榎木町９５－３　延寿堂南館　
１Ｆ 飲食店

赤尾照文堂 京都市中京区 二条通寺町東入榎木町９７番地２０１ ショッピング

二条有恒 京都市中京区 二条通寺町西入丁子屋町６９４－３ 飲食店

二條若狭屋 京都市中京区 二条通小川東入西大黒町３３３－２ 飲食店

伊藤柳櫻園茶舗 京都市中京区 二条通御幸町西入丁子屋町６９０ ショッピング

縁ト縁 京都市中京区 二条通柳馬場東入る晴明町６８２ 飲食店

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

マチルダ 京都店 京都市中京区 二条通河原町西入榎木町８４－２ ショッピング

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

有限会社　西陣鳥岩楼 京都市中京区 五辻通智恵光院西入五辻町７５ 飲食店

FREITAGStoreKyoto 京都市中京区 井筒屋町４００－１ ショッピング

beff 京都市中京区 伊勢屋町３６２　２Ｆ サービス

ホルモン処 じゃまん 京都市中京区 備前島町３０９－１ 飲食店

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

炭火串焼とりと 四条烏丸店 京都市中京区 元法然寺町６８３　烏丸錦ビル　１Ｆ　奥 飲食店

SOPH．KYOTO 京都市中京区 元竹田町６３１－２ ショッピング

DEUXPAPIE 京都市中京区 元竹田町６３６－１６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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29TWENTYNINE 京都市中京区 元竹田町６４８　グランドールノア１Ｆ ショッピング

余志屋 京都市中京区 先斗町三条下がる材木町１８８ 飲食店

先斗町　ふじ田 京都市中京区 先斗町三条下ル先斗町歌舞練場前 飲食店

京都牛懐石　INAYOSHI 京都市中京区 先斗町通り三条下る梅之木町１５０ 飲食店

たから 京都市中京区 先斗町通り四条上ル柏屋町１７３２ 飲食店

先斗町 禊川 京都市中京区 先斗町通三条下ル２丁目若松町１３７－８ 飲食店

よし菜 京都市中京区 先斗町通三条下ル２丁目若松町１４１１ 飲食店

くしかんざし久 京都市中京区 先斗町通三条下ル下樵木町１９２ 飲食店

松坂牛 焼肉ノGANSAN 先斗町別邸 京都市中京区 先斗町通三条下る二丁目若松町１３７１１ 飲食店

みます屋 イタリアーノ 京都市中京区 先斗町通三条下る二丁目若松町１４０－２ 飲食店

花心亭　みのこう 京都市中京区 先斗町通三条下ル材木町１８８８ 飲食店

みます屋 先斗町 京都市中京区 先斗町通三条下ル松本町 飲食店

草風土　うしのほね 京都市中京区 先斗町通三条下る橋下町１３６ 飲食店

うしのほね本店 京都市中京区 先斗町通三条下ル若松町１３７－１２ 飲食店

京都焼肉 先斗町 牛京別邸 京都市中京区 先斗町通四条上る二丁目下樵木町１９９－６ 飲食店

彩味たき井 京都市中京区 先斗町通四条上る松本町１６１　大国ビル１Ｆ 飲食店

京焼肉 新 京都市中京区 先斗町通四条上ル松本町１６２ 飲食店

先斗町 いづもや 京都市中京区 先斗町通四条上る柏屋町１７３－２ 飲食店

豆八 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町２１０－４ 飲食店

一品香 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町２２０番５ 飲食店

先斗町李南河 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町２３２ 飲食店

先斗町　眺河 京都市中京区 先斗町通四条上る鍋屋町２３２－８ 飲食店

いろは北店 京都市中京区 先斗町通四条上鍋屋町２１５ 飲食店

京やきにく 弘 先斗町別邸 京都市中京区 先斗町通歌舞練場前西入ル 飲食店

先斗町魯ビン 京都市中京区 先斗町通若松町１３７－４　二番路地奥北側 飲食店

ＮＩＣＡ 京都市中京区 八百屋町１０５－１　２Ｆ サービス

祇園京料理 花咲 錦店 京都市中京区 八百屋町５４９ 飲食店

京　うな和　本店 京都市中京区 八百屋町５５３－２ 飲食店

メキシコ食堂オラレ 京都市中京区 八百屋町５５５　澤栄ビル１０１ 飲食店

六角健康サロン 京都市中京区 六角町東洞院東入　滕屋１８３－１ ショッピング

京極かねよ 京都市中京区 六角通新京極東入松ヶ枝町４５６ 飲食店

満亭 京都市中京区 六角通河原町東入ル山崎町２５８ 飲食店

株式会社 花市商店 京都市中京区 六角通烏丸東入ル堂之前町２５５ ショッピング

夢処 漁師めし 雑魚や 京都市中京区 六角通烏丸西入骨屋町１４７－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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大極殿本舗六角店 京都市中京区 六角通高倉東入堀之上町１２０ 飲食店

キッチンゴン 六角店 京都市中京区 六角通高倉東入堀之上町１２９ 飲食店

嵩山堂はし本 京都市中京区 六角通麩屋町東入ル八百屋町１１０ ショッピング

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

nary 京都市中京区 六角通麩屋町東入八百屋町１０８２ サービス

安田念珠店 京都市中京区 六角通麩屋町東入八百屋町１１８ ショッピング

めいてい 京都市中京区 円福寺前町２７７ 飲食店

Ailes 京都市中京区 円福寺町３４２－１　 飲食店

elephants 京都市中京区 十文字町４３７　ｓｏｚｏ＋ｂｌｄｇ　１Ｆ ショッピング

肉屋甲 京都市中京区 十文字町４５５－２ 飲食店

炭焼芹生 京都市中京区 占出山町２９９　ヒラタビル　１Ｆ 飲食店

炭火とワイン 烏丸店 京都市中京区 占出山町３０７ 飲食店

STEAK＆WINE 山村牛兵衛 京都市中京区 四坊大宮町１５７ 飲食店

串かつ＆ワイン　侘家洛中亭 京都市中京区 四条先斗町上ル東側 飲食店

京都 焼き鳥一 京都市中京区 四条室町菊水鉾町５８５　１Ｆ その他

キョート サンメガネ 京都市中京区 四条寺町上ル中之町菊水ビル１Ｆ ショッピング

おめん NIPPON 京都市中京区 四条通先斗町西入る 飲食店

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

都松庵 本店 京都市中京区 堀川三条下ル下八文字町７０９　都壱番舘三条
堀川　１Ｆ ショッピング

ザ・ドア　堀川店 京都市中京区 堀川通四条上ル錦堀川町６４４ 飲食店

Hair make 逡巡の夢 京都市中京区 堂之前町２３０－２　大輝六角ビル２Ｆ サービス

イノダコーヒ本店 京都市中京区 堺町三条下ル道祐町１４０番地 飲食店

じき 宮ざわ 京都市中京区 堺町通四条上る八百屋町５５３－１ 飲食店

ビストロ ルラション 京都市中京区 堺町通姉小路下ル大阪材木町６８７　第二パ－
ルハイツ　１Ｆ 飲食店

土屋鞄製造所 京都店 京都市中京区 堺町通姉小路下る大阪材木町６９０－３ ショッピング

アルトレタント 京都市中京区 堺町通姉小路下ル大阪材木町６９５－１ 飲食店

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

紫野和久傳 堺町店 京都市中京区 堺町通御池下ル丸木材木町６７９ ショッピング

室町 和久傳 京都市中京区 堺町通御池下る丸木材木町６７９ 飲食店

日本料理　京甲屋 京都市中京区 堺町通蛸薬師上ル甲屋町３９０ 飲食店

左リ馬モアーヌサロン　堺町店 京都市中京区 堺町錦小路上ル中魚屋町　甍・林治ビル１Ｆ ショッピング

焼き肉家益市堺町錦 京都市中京区 堺町錦小路上ル東側 飲食店

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

堀尾ふとん店 京都市中京区 壬生仙念町１１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ステーキ食堂正義 京都市中京区 壬生仙念町１８－２ 飲食店

Msalute31 京都市中京区 壬生仙念町２６－２ 飲食店

熟成焼肉　听　四条大宮店 京都市中京区 壬生坊城町１－６ 飲食店

山角や楼 京都市中京区 壬生坊城町２４－３　正美堂第２ビル１Ｆ 飲食店

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

たん弥 京都市中京区 壬生御所ノ内町１２ 飲食店

きものリサイクル＆レンタル朱雀 京都市中京区 壬生朱雀町１１３ ショッピング

ミートショップヒロ千本三条総本店 京都市中京区 壬生朱雀町２－１０ ショッピング

熊本玩具 京都市中京区 壬生朱雀町２－１３ ショッピング

京の焼肉処 弘 本店 京都市中京区 壬生朱雀町２－６ 飲食店

元祖力肉 みよ志 京都市中京区 壬生朱雀町８－１３ 飲食店

郁兵衛 京都市中京区 壬生東高田町２ 飲食店

牛々亭 京都市中京区 壬生東高田町２２ 飲食店

京・寿司おおきに 京都市中京区 壬生東高田町４１番地　 飲食店

パッタイ 京都市中京区 壬生森町５８－１１ 飲食店

Burger RooM 京都市中京区 壬生西土居ノ内町２０－６　１Ｆ 飲食店

蘭桂坊 京都市中京区 壬生西檜町６　エスティーハウス１Ｆ 飲食店

元祖熟成細麺香来壬生本店 京都市中京区 壬生馬場町３５－５　クラ－ル壬生　１Ｆ 飲食店

グランス　東店 京都市中京区 壬生馬場町５２ ショッピング

Dico h & b 京都市中京区 大文字町２３３－５ サービス

近又 京都市中京区 大日町４０７　 飲食店

モッズ・ヘア京都 京都市中京区 大阪材木町６９５　１Ｆ サービス

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

Relico－nid 京都市中京区 大黒町７６－２　不破ビル　１Ｆ サービス

一芯 京都 京都市中京区 大黒町９０　ドルチェヴィータ京都六角　Ｂ１ 飲食店

よーじや　三条店 京都市中京区 天性寺前町５２２ ショッピング

株式会社茨木屋　寺町店 京都市中京区 天性寺前町５２２７ ショッピング

文具店tag寺町三条店 京都市中京区 天性寺前町５２３－２　寶林ビル ショッピング

Ragazzo 四条烏丸店 京都市中京区 天神山町２７９ サービス

株式会社　宮崎 京都市中京区 夷川通堺町西入百足屋町１５２ ショッピング

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

豆政　蘇枋庵 京都市中京区 夷川通柳馬場西入６丁目２６４ 飲食店

家具の川上 夷川本店 京都市中京区 夷川通間之町東入 ショッピング

京旬 いちえ 京都市中京区 夷川通高倉東入百足屋町１４６　ルシエル御所
南　１０１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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島田装飾夷川店 京都市中京区 夷川通高倉西入山中町５４６１ ショッピング

世界の山ちゃん河原町店 京都市中京区 奈良屋町２９１　コーストビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

お好み焼はここやねん四条河原町店 京都市中京区 奈良屋町３０２　幸楽ビル　２Ｆ 飲食店

富屋本店 京都市中京区 妙満寺前町４６５ ショッピング

CINQUE IKARIYA 京都市中京区 姉小路通室町西入突抜町１３８－３ 飲食店

LINNETリネット 京都市中京区 姉小路通富小路西入菊屋町５６２　森口ビル１
Ｆ ショッピング

総本家　河道屋本店 京都市中京区 姉小路通御幸町西入姉大東町５５０ 飲食店

みまでり 京都市中京区 姉小路通柳馬場西入木之下町２７４－２ 飲食店

株式会社　本家鳥初 京都市中京区 姉小路通河原町西入恵比須町４２８ 飲食店

卯今 京都市中京区 姉小路通西堀川西入樽屋町４７４　テソロナガ
ノ　１Ｆ 飲食店

貴与次郎 京都市中京区 宗林町９２ 飲食店

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

野菜ソムリエのお店 十祇家 烏丸三条店 京都市中京区 室町通三条西入衣棚町５９－２ 飲食店

香港飲茶 星街 京都市中京区 室町通六角下る鯉山町５３２ 飲食店

馬耳東風 京都市中京区 室町通四条上ル菊水鉾町５８７ 飲食店

京夕け　善哉 京都市中京区 室町通夷川上ル鏡屋町４４３ 飲食店

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

瓢亭MARU 京都市中京区 室町通新町の間四条上ル四条烏丸ビル 飲食店

永楽屋　室町店 京都市中京区 室町通蛸薬師上る西側 飲食店

きねや 京都市中京区 富小路六角上る朝倉町５４３番地 ショッピング

京料理　なかむら 京都市中京区 富小路御池下ル松下町１３６ 飲食店

俄 京都本店 京都市中京区 富小路通三条上る福長町１０５ ショッピング

BUGBAG 京都市中京区 富小路通四条上西大文字町６１３３ ショッピング

スプリングバレーブルワリー京都 京都市中京区 富小路通錦小路上る高宮町５８７－２ 飲食店

デザインワークスドゥコート京都 京都市中京区 富小路通錦小路下る西大文字町５９６ ショッピング

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

メンズショップ ヨシカワ 京都市中京区 寺町三条下ル永楽町２２７ ショッピング

幸ミユキ堂 京都市中京区 寺町三条下ル永楽町２３１ ショッピング

リサイクルブティック　カトナ 京都市中京区 寺町三条下ル永楽町２３８１ ショッピング

喚風・白竹堂 京都市中京区 寺町三条角 ショッピング

ｒｏｏｍ４８８ 京都市中京区 寺町六角下る中筋町４８８１６ ショッピング

もりとし 京都市中京区 寺町六角下ル式部町２６５ ショッピング

BSCギャラリー 京都市中京区 寺町通り六角下ル桜之町４３０２ ショッピング

井筒八ツ橋本舗 京極一番街 京都市中京区 寺町通り四条上ル東大文字町 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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株式会社　亀屋良永 京都市中京区 寺町通り御池下ル本能寺前町５０４ 飲食店

ORIENT　京都本店 京都市中京区 寺町通り蛸薬師下ル東側町５２２１ ショッピング

JAPAN BLUE 京都市中京区 寺町通り蛸薬師下ル東側町５３６２ ショッピング

ガクブチノヤマモト 京都市中京区 寺町通三条上ル天性寺前町５２２番地 ショッピング

直会 撰 京都市中京区 寺町通三条上る天性寺前町５２９ 飲食店

ルピシア京都寺町三条店 京都市中京区 寺町通三条上る天性寺前町５３０　１Ｆ ショッピング

アート＆フレーム ヤマシタ 京都市中京区 寺町通三条上る天性寺前町５３４ ショッピング

スマート珈琲店 京都市中京区 寺町通三条上る天性寺前町５３７ 飲食店

合名会社　其中堂 京都市中京区 寺町通三条上ル天性寺前町５３９ ショッピング

三嶋亭 京都市中京区 寺町通三条下ル桜之町４０５ 飲食店

トレーディングポスト京都店 京都市中京区 寺町通三条下ル永楽町２３２ ショッピング

Poco A Poco 京都市中京区 寺町通三条下る永楽町２３２　ダイシンビルＢ
１Ｆ ショッピング

ROGER'S 京都市中京区 寺町通三条下ル永楽町２４１寺町六角ビル２Ｆ ショッピング

福丸太平堂 京都市中京区 寺町通丸太町下ル下御霊前町６３９１ ショッピング

かづらせい　寺町店 京都市中京区 寺町通丸太町南西角下御霊前町６３８１ ショッピング

株式会社　一保堂茶舗 京都市中京区 寺町通二条上ル ショッピング

グランピエチヨウジヤ 京都市中京区 寺町通二条上ル常盤木町５７ ショッピング

岡野貴金属店 京都市中京区 寺町通二条上る常盤木町６６ ショッピング

象彦京都寺町本店 京都市中京区 寺町通二条上る西側要法寺前町７１９－１ ショッピング

村上開新堂 京都市中京区 寺町通二条上常盤木町６２ 飲食店

二葉家具 京都市中京区 寺町通二条下ル妙満寺前町４５７ ショッピング

清課堂 京都市中京区 寺町通二条下る妙満寺前町４６２ ショッピング

二條若狭屋 寺町店 京都市中京区 寺町通二条下る榎木町６７ 飲食店

御肉処 銀閣寺大にし 京都市中京区 寺町通二条下る榎木町９８－８ 飲食店

芸艸堂 京都市中京区 寺町通二条南入妙満寺前町４５９ ショッピング

コレクションショップ　ヤマモト　シービーズ
店 京都市中京区 寺町通六角上ル ショッピング

有限会社　伊藤組紐店 京都市中京区 寺町通六角上ル永楽町２４３ ショッピング

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

原宿シカゴ 京都店 京都市中京区 寺町通六角下る式部町２５８ ショッピング

メンズショップ　マルヤマ 京都市中京区 寺町通六角下ル櫻之町４０６ ショッピング

コレクションショップ　ヤマモト　寺町店 京都市中京区 寺町通四条上ル中之町５４１５ ショッピング

THEREALMCCOY’S KYOTO 京都市中京区 寺町通四条上ル中之町５５９　菊水ビル　Ｂ１
Ｆ ショッピング

インディアンレストラン　アショカ 京都市中京区 寺町通四条上ル中之町５５９菊水ビル３Ｆ ショッピング

株式会社 寺村牡丹堂 京都市中京区 寺町通四条上ル大文字町２９８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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バッグ　はせがわ 京都市中京区 寺町通四条上ル大文字町３０５ ショッピング

京極一番街 京都市中京区 寺町通四条上ル東大文字町 飲食店

蓬莱堂茶舗 京都市中京区 寺町通四条上ル東大文字町２９５ ショッピング

リーガルシューズ京都四条寺町店 京都市中京区 寺町通四条上ル東大文字町３０６ ショッピング

ゑり正 京都市中京区 寺町通四条上ル東大文字町３０８ ショッピング

竹苞書楼 京都市中京区 寺町通姉小路上る下本能寺前町５１１ ショッピング

京都鳩居堂 京都市中京区 寺町通姉小路上ル下本能寺前町５２０ ショッピング

グランディール御池店 京都市中京区 寺町通御池上ル上本能寺前町４８０－２　１Ｆ 飲食店

マダム紅蘭 京都市中京区 寺町通竹屋町上る下御霊前町６３１－２ 飲食店

竹屋町 三多 京都市中京区 寺町通竹屋町下る久遠院前町６６７－１ 飲食店

進々堂寺町店 京都市中京区 寺町通竹屋町下る久遠院前町６７４ 飲食店

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

有限会社　小野珠数店 京都市中京区 寺町通蛸薬師下ル円福寺前町２７２ ショッピング

loftman B.D. 京都市中京区 寺町通蛸薬師下ル円福寺前町２７３ ショッピング

ロフトマン　コープ 京都市中京区 寺町通蛸薬師下ル円福寺前町２８０ ショッピング

LOFTMAN COOP 'Ohana 京都市中京区 寺町通蛸薬師下ル円福寺前町２８１ ショッピング

カインドオル京都店 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る円福寺前町２８２ ショッピング

URBANRESEARCHKYOTO 京都市中京区 寺町通蛸薬師下る円福寺前町２８５ ショッピング

GETTRY 京都市中京区 寺町通蛸薬師下ル東側町５０６１ ショッピング

オスティア・ジャパン 衣寺町店 京都市中京区 寺町通蛸薬師北西角 ショッピング

鍾美堂 永松佛具店 京都市中京区 寺町通錦上ル ショッピング

寺町ノムラテーラーハウス店 京都市中京区 寺町通錦上ル円福時町２７８ ショッピング

NEW EDITION 京都市中京区 寺町通錦上ル東側町５３３１２Ｆ ショッピング

京都ダイニング　市場小路　寺町店 京都市中京区 寺町通錦小路上ル ショッピング

カフェ＆ブラッスリー　パリ２１区 京都市中京区 寺町通錦小路上ル ショッピング

大書堂 京都市中京区 寺町通錦小路上ル ショッピング

ウイズ・ユー 京都市中京区 寺町通錦小路上ル円福寺前町２８３ ショッピング

ロフトマン　１９８１ 京都市中京区 寺町通錦小路上ル円福寺前町ウィズユービル１
Ｆ ショッピング

傍視 京都市中京区 寺町通錦小路下ル大文字町２９１ ショッピング

グリル　フレンチ 京都市中京区 小川通御池上る下古城町３７７ 飲食店

酒菜食房 いち 京都市中京区 小結棚町４３１　ヴォールヴォラン　１Ｆ 飲食店

麩屋町うね乃 京都市中京区 尾張町２２５　第二ふや町ビル 飲食店

ヒョウト　京都店 京都市中京区 山伏山町５５０－１　明倫ビル　１Ｆ 飲食店

海鮮処 わたなべや 京都市中京区 左京町１２４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ステーキハウス　听本店 京都市中京区 巴町８６ 飲食店

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

STAR J’aime 京都市中京区 帯屋町５７４－２０５ サービス

ツナグ 京都市中京区 常真横町１８６　ＲＡＫＵＲＯ　１Ｆ 飲食店

KINJI 京都店 京都市中京区 弁慶石町４８　三条ありもとビル　１Ｆ ショッピング

古着屋JAM 京都店 京都市中京区 弁慶石町５１　菱電商事ビル　２Ｆ ショッピング

BLUE京都寺町 京都市中京区 式部町２４８　１Ｆ ショッピング

COSTA 京都市中京区 御倉町６６－３　NP御倉町ビル２Ｆ 飲食店

ききょう 京都市中京区 御倉町７９　文椿ビルヂング　１Ｆ 飲食店

レトロパブお酒の美術館 京都市中京区 御倉町７９　文椿ビルヂング　２Ｆ 飲食店

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

REIMS JAPONE 京都市中京区 御幸町通三条下る八百屋町１１１　１Ｆ 飲食店

KAPITAL 京都店 京都市中京区 御幸町通六角下る伊勢屋町３５２ ショッピング

blancpierre 京都市中京区 御幸町通夷川上る松本町５７７ 飲食店

ICHI－YA 京都市中京区 御幸町通蛸薬師下る船屋町３８４ 飲食店

スター食堂 京都市中京区 御幸町通錦小路上ル船屋町３９４ 飲食店

京漬物 もり 錦店 京都市中京区 御幸町通錦小路下る大日町４０１－１ ショッピング

桜真 京都市中京区 御池之町３０９ 飲食店

joze 烏丸御池店 京都市中京区 御池之町３２４　御池幸登ビル２Ｆ サービス

はんこ屋さん21京都市役所前店 京都市中京区 御池大東町５９０ ショッピング

fudo 京都市中京区 御池大東町５９０　御池加納ビル　Ｂ１ 飲食店

麻小路 京都市中京区 御池通堀川西入ル猪熊角 ショッピング

リストランテ ストラーダ 京都市中京区 御池通柳馬場東八幡町５７９ 飲食店

京菓匠 栗阿彌 本店 京都市中京区 御池通油小路西入式阿弥町１３７－６ 飲食店

ジュヴァンセル 御池店 京都市中京区 御池通高倉西入高宮町２１６ 飲食店

花重 京都市中京区 御池通麩屋町東入ル上白山町２６５ ショッピング

チリ 河原町店 京都市中京区 恵比須町４２９　ココクルビル４Ｆ サービス

魁力屋河原町三条店 京都市中京区 恵比須町４３５－２　ヒジカタビル　１Ｆ 飲食店

屋台居酒屋やたいや木屋町三条店 京都市中京区 恵比須町５３４－１６ 飲食店

BAR NEXT 京都市中京区 恵比須町５３４１８ステラム１号室 飲食店

Co＆Co KYOTO 京都市中京区 手洗水町６７０　京都フクトクビル　２Ｆ ショッピング

祇園平八 神泉苑 京都市中京区 押小路通大宮西 飲食店

鳥さき 京都市中京区 押小路通室町東入蛸薬師町２９２－１ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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novem by cirrus 京都市中京区 押小路通柳馬場東入ル橘町６３０ サービス

志喜 京都市中京区 押小路通高倉通西入る左京町１３７ 飲食店

京寿しふぐ料理　大黒 京都市中京区 新京極三条下ル桜之町３９７４ ショッピング

クライミングジムアドスムム新京極店 京都市中京区 新京極六角下ル中筋町４９０京極７２ビル３Ｆ エンターテイメン
ト

ベンテン堂　東店 京都市中京区 新京極六角下ル桜之町４４０３ ショッピング

コポ 新京極店 京都市中京区 新京極四条上ル中之町５３７ ショッピング

源久秀刃物店 京都市中京区 新京極四条上ル中之町５４０１ ショッピング

コレクションショップ ヤマモト　京極店 京都市中京区 新京極四条上ル中之町５６０ ショッピング

SOU・SOU わらべぎ 京都市中京区 新京極四条上ル中之町５６９－６ ショッピング

御二九と八さい　はちべー 京都市中京区 新京極四条上ル中之町５７７－１７ 飲食店

SOU・SOU lecoqsportif 京都市中京区 新京極四条上ル中之町５７９－８ ショッピング

越後屋 京都市中京区 新京極蛸薬師下ル東側町５１５ ショッピング

つえるぶ 京都市中京区 新京極蛸薬師東側町５０３ ショッピング

新京極　田ごと 京都市中京区 新京極通り四条上る中之町５４７番地 飲食店

XLARGE KYOTO 京都市中京区 新京極通り蛸薬師上ル中筋町４９６－１ ショッピング

京和堂 京都市中京区 新京極通三条下ル桜之町４０６ ショッピング

LockerRoom京都店1F 京都市中京区 新京極通三条下ル桜之町４１８　１Ｆ ショッピング

musubi Kyoto 京都市中京区 新京極通三条下る桜之町４９５２ ショッピング

UNDERQQQ 京都市中京区 新京極通六角下る中筋町４９６ ショッピング

京のふるさと 京都市中京区 新京極通六角下ル桜之町４３９ ショッピング

田丸印房　本店 京都市中京区 新京極通四条上ル中之町５３７番地 ショッピング

レストラン　スター　京極店 京都市中京区 新京極通四条上ル中之町５３９ ショッピング

キリンシティー新京極店 京都市中京区 新京極通四条上ル中之町５３９　Ｂ１ 飲食店

大沢袋物店 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５４３ ショッピング

浦松 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５４８３ ショッピング

京極　井和井 京都市中京区 新京極通四条上ル中之町５５６ ショッピング

4025 京都 koe donuts 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５５７ ショッピング

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

寿司 乙羽 京都市中京区 新京極通四条上ル中之町５６５ 飲食店

SOU・SOU 傾衣 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５６９－８ ショッピング

焼鳥 おこし 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５７７－１２ 飲食店

Nary河原町店 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５７７番地６ サービス

とみ寿司 京極店 京都市中京区 新京極通四条上る中之町５７８－５ ショッピング

SOU・SOU伊勢木綿 京都市中京区 新京極通四条上ル中之町５７９－８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ThreeStar京都店 京都市中京区 新京極通四条上ル中之町５８３－２　美松会館 ショッピング

SOU・SOU足袋 京都市中京区 新京極通四条上ル中之町５８３－３ ショッピング

SOU．SOU 着衣 京都市中京区 新京極通四条上ル中之町５８３－６ ショッピング

鞄館TANIMURA 京都市中京区 新京極通蛸薬師上ル東側町４９８ ショッピング

ブティック ペルル 京都市中京区 新京極通蛸薬師下ル ショッピング

清高堂 京都市中京区 新京極通蛸薬師下ル東側町５１２ ショッピング

池田屋 京都市中京区 新京極通蛸薬師下ル東側町５１３ ショッピング

Ｃｈｏｉｃｅ 京都市中京区 新京極通蛸薬師下ル東側町５１３ ショッピング

京都メモリー 京都市中京区 新京極通蛸薬師下ル東側町５２３ ショッピング

京の四季 京都市中京区 新京極通錦上ル東側町５２８１ ショッピング

左リ馬　本店 京都市中京区 新京極錦小路上ル東側町５２５ ショッピング

ツキトカゲ　新町店 京都市中京区 新町通三条上ル町頭町１０８ 飲食店

京都インバン 京都市中京区 新町通四条上ル小結棚町４４３ ショッピング

くろちく天正館 京都市中京区 新町通錦小路上る百足屋町３８０番地 ショッピング

むかでや本店 京都市中京区 新町通錦小路上ル百足屋町３８１ 飲食店

別格 新町店 京都市中京区 新町通錦小路上る百足屋町３８８－１ 飲食店

京の焼肉処 弘 三条木屋町店 京都市中京区 木屋町三条上ル 飲食店

日本料理櫻川 京都市中京区 木屋町二条下ル上樵木町４９１ 飲食店

CLUB DESERT 京都市中京区 木屋町四条上ル下樵木町２００２ 飲食店

蘭 京都市中京区 木屋町四条上ル鍋屋町２１２６ 飲食店

割烹やました 京都市中京区 木屋町御池上ル 飲食店

温石 左近太郎 本店 京都市中京区 木屋町御池上ル上樵木町４９４－１ 飲食店

山とみ 京都市中京区 木屋町御池下ル上大阪町５１５　ＭＩＹＵＫＩ
ＢＬＤＧ　２Ｆ 飲食店

京の魚擔 京都市中京区 木屋町通り四条上がる鍋屋町２１７　弥栄ビル
　２Ｆ 飲食店

京料理　梅むら 京都市中京区 木屋町通三条上ル上大阪町５１２ 飲食店

豆水楼木屋町本店 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５１７－３ 飲食店

河久 京都市中京区 木屋町通三条上ル上大阪町５１８ 飲食店

ikariya523 京都市中京区 木屋町通三条上る上大阪町５２３ 飲食店

モリタ屋 木屋町店 京都市中京区 木屋町通三条上ル上大阪町５３１ 飲食店

キルフェボン京都 京都市中京区 木屋町通三条上る恵比須橋角 飲食店

鉄板ステーキ cocott-α 河原町本店 京都市中京区 木屋町通三条下ル材木町１７５　京都ゴールデ
ンビル３Ｆ 飲食店

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

魚棚ふみ文 京都市中京区 木屋町通三条下る石屋町１２１先斗町松嶋屋ビ
ルＢＦ 飲食店

豆屋源蔵 京都市中京区 木屋町通二条下る上樵木町４９０－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ワインと和食みくり 京都市中京区 木屋町通二条東入東生洲町３８１ 飲食店

BARK6 京都市中京区 木屋町通二条東入東生洲町４８１　ヴァルズビ
ル２Ｆ 飲食店

伏見蔵先斗町南庵 京都市中京区 木屋町通四条上る鍋屋町２１２－２ 飲食店

ガストロパブ　タイグ 京都市中京区 木屋町通御池上ル上樵木町４９８ 飲食店

イル フィーロ 京都市中京区 木屋町通御池下ル上大阪町５１９　１Ｆ 飲食店

天ぷら海鮮米福木屋町店 京都市中京区 材木町１７４　黄桜木屋町ビル 飲食店

吉乃 京都市中京区 材木町１７６－３　ダイコービル２Ｆ 飲食店

芙蓉苑火鍋城京都店 京都市中京区 材木町１７９　木屋町ＦＳビル　６Ｆ 飲食店

京野菜肉巻き串焼 満天 京都市中京区 材木町１７９－１ 飲食店

アルカヤ靴店 京都寺町 京都市中京区 東側町５０６－１ ショッピング

時計倉庫TOKIA 京都店 京都市中京区 東側町５３３ ショッピング

Leje 京都市中京区 東大文字町３０６ 飲食店

ソアリス 京都市中京区 東夷川町６３６－４　池ビル１Ｆ サービス

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

三條尾張屋 京都市中京区 東洞院通三条下ル三文字町２１６１ 飲食店

Bini 京都市中京区 東洞院通丸太町下る三本木町４４５－１ 飲食店

LIBERTE京都店 京都市中京区 東洞院通六角下る御射山町２７３ 飲食店

omoya東洞院 京都市中京区 東洞院通六角下ル御射山町２８３ 飲食店

ruleアムズ 御所南サロン 京都市中京区 東洞院通竹屋町下る三本木５－４６４ サービス

CucinaItaliana東洞 京都市中京区 東洞院通竹屋町下ル三本木５－４９６－３ 飲食店

進々堂東洞院店 京都市中京区 東洞院通蛸薬師下る元竹田町６２７－１ 飲食店

THE ALLEY 四条店 京都市中京区 東洞院通錦小路下る阪東屋町６５５　ＴＫビル 飲食店

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

サンタ・マリア・ノヴェッラ京都 京都市中京区 東洞院通錦小路下る阪東屋町６７５ 飲食店

游美 京都市中京区 松屋町５１ 飲食店

御幸町田がわ 京都市中京区 松本町５７５ 飲食店

Assemblages kakimoto 京都市中京区 松本町５８７－５ ショッピング

so－su　ワタナベ 京都市中京区 柏屋町１６９－４ 飲食店

パエリアレストランバラッカ 京都市中京区 柳八幡町７８ 飲食店

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

山とみ 京都市中京区 柳馬場六角下ル井筒屋町４２１ 飲食店

京都一の傳 本店 京都市中京区 柳馬場通り錦上る十文字町４３５番地 飲食店

evameva京都店 京都市中京区 柳馬場通三条上る油屋町１００　ロートレック
中京 ショッピング

イタメシヤ　カルネオ 京都市中京区 柳馬場通三条上る油屋町９４　黒川ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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MarieBelleKYOTO 京都市中京区 柳馬場通三条下る槌屋町８３ 飲食店

エルベシャプリエ京都別館S＆C京都 京都市中京区 柳馬場通三条下る槌屋町８７ ショッピング

株式会社　鈴木松風堂　売店 京都市中京区 柳馬場通六角下ル井筒屋町４０９４１０ ショッピング

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

洋食おがた 京都市中京区 柳馬場通押小路上る等持寺町３２－１ 飲食店

京都よつば屋　寺町店 京都市中京区 桜之町４３９ ショッピング

レモン 京都市中京区 桝屋町５１４　コリスアルタス１Ｆ 飲食店

ヴィ－ガンラ－メンウズキョウト 京都市中京区 梅之木町１４６ 飲食店

寺町　西むら 京都市中京区 榎木町９８９アンリービル１Ｆ 飲食店

ギャルリー田澤　木屋町店 京都市中京区 樋之口町４５８ ショッピング

GRAND LINE 京都市中京区 橋弁慶町２３４　豊ビル　１Ｆ サービス

Brother Bakery三条店 京都市中京区 橋西町６５８　ベルク穂高　１Ｆ 飲食店

ブラザ－ベ－カリ－三条店 京都市中京区 橋西町６５８　ベルク穂高１Ｆ ショッピング

ミュール　ミュール 京都市中京区 河原町三条上ル ショッピング

浜町 京都市中京区 河原町三条上ル恵比須町４４８２ 飲食店

タイ古式ほぐし処　Baan Phuukhao 京都市中京区 河原町三条上ル恵比須町５３４１６　長谷川ビ
ル２Ｆ サービス

株式会社　キクオ書店 京都市中京区 河原町三条上ル恵美須町４３０ ショッピング

アンジェ河原町店 京都市中京区 河原町三条上る西側 ショッピング

びっくりドンキー河原町三条店 京都市中京区 河原町三条東入ル南側　三条裕豊ビル１、２階 飲食店

濱喜久 京都市中京区 河原町四条上ル下大阪町３５２４ 飲食店

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

ワタナベ楽器店ポピュラーミュージックスクー
ル 京都市中京区 河原町夷川上ル指物町３２２京都本店２Ｆ ショッピング

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

有喜屋　京都ホテルオークラ店 京都市中京区 河原町御池角　京都ホテルオークラＢ２ 飲食店

FIL KYOTO 京都市中京区 河原町通４条上る２丁目下大阪町３５２ ショッピング

あぐれま 京都市中京区 河原町通り三条上ル東入ル恵比須町５３４１８
ステラム２Ｆ 飲食店

Be fine becs 京都市中京区 河原町通三条上ル４１０ユニティー河原町ビル
２Ｆ サービス

寿しのむさし　三条本店Ａ 京都市中京区 河原町通三条上ル恵比須町４４０番地 飲食店

京料理　藤や 京都市中京区 河原町通三条上る恵比須町４４７番地 飲食店

アキノヤ印房 京都市中京区 河原町通三条上恵比須町４３９ ショッピング

カプリチョーザ 河原町VOX店 京都市中京区 河原町通三条下る大黒町４４　河原町ＶＯＸ　
２Ｆ 飲食店

いきなりステーキ京都河原町三条店 京都市中京区 河原町通三条下る大黒町５１－１ 飲食店

日吉野 京都市中京区 河原町通三条下ル大黒町６７－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼肉　焼肉の岩さん 京都市中京区 河原町通三条下る大黒町７１２２　ＡＢＣ
ミュージアム１Ｆ 飲食店

将月 河原町店 京都市中京区 河原町通三条下る山崎町２５６　リジョーネビ
ル　２Ｆ 飲食店

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

ジィーラ　ソーレ 京都市中京区 河原町通二条下ル２丁目下丸屋町４０１５ ショッピング

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

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

B．C STOCK 京都 京都市中京区 河原町通六角下ル山崎町２４５－１ ショッピング

祥風楼 京都市中京区 河原町通四条上ル一筋目東入ル米屋町 飲食店

ビヤホール　ミュンヘン 京都市中京区 河原町通四条上ル一筋目東入米屋町３８６ 飲食店

ひさご寿シ 京都市中京区 河原町通四条上ル塩屋町３４４ ショッピング

永楽屋本店 京都市中京区 河原町通四条上る東側 ショッピング

京都　和傘屋　辻倉 京都市中京区 河原町通四条上ル米屋町３８０ ショッピング

AUBEhairtrad京都四条河原町店 京都市中京区 河原町通四条上る米屋町３８０　辻倉ビル　６
Ｆ サービス

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

株式会社　ワタナベ楽器店　京都本店 京都市中京区 河原町通夷川上ル指物町３３２ ショッピング

ケララ 京都市中京区 河原町通姉小路上る下丸屋町４０８　ＫＵＳビ
ル　２Ｆ 飲食店

グリルノルマンディー　河原町店 京都市中京区 河原町通御池下る下丸屋町４０１３ 飲食店

有限会社　河道屋倖松庵分店 京都市中京区 河原町通竹屋町下ル指物町３１１ 飲食店

トミヤ 京都市中京区 河原町通蛸薬師上ル奈良屋町２９２ ショッピング

音楽館　清水屋 京都市中京区 河原町通蛸薬師上ル奈良屋町２９３ ショッピング

株式会社やまと民芸店 京都市中京区 河原町通蛸薬師上ル奈良屋町２９６ ショッピング

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

焼肉食べ放題 やる気 四条河原町店 京都市中京区 河原町通蛸薬師下る塩屋町３３３－１ 飲食店

福田松花堂 京都市中京区 河原町通蛸薬師下る塩屋町３３８ ショッピング

MAULOA 京都市中京区 油小路通四条上ル藤本町５６０ サービス

Cantina arco 京都市中京区 油屋町１４５　洋燈館　１Ｆ 飲食店

逸品 さかい 京都市中京区 泉正寺町３２３　松本ビル　１０１ 飲食店

UNDERCOVERKYOTO 京都市中京区 滕屋町１８７－３ ショッピング

KAILA 京都市中京区 滕屋町１８７３京都セントラルビル２Ｆ サービス

岡﨑印房 京都市中京区 烏丸通二条下ル秋野々町５１９ ショッピング

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

eNu烏丸店 京都市中京区 烏丸通蛸薬師下る手洗水町６４６２　烏丸第３
スタービル２Ｆ ショッピング

ITALIAN QUATRO 四条烏丸店 京都市中京区 烏丸通錦小路上ル手洗水町６６２　メディア
ジョイＩＴビル１階 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鼓月 四条烏丸店 京都市中京区 烏丸通錦小路下ル笋町６８１ 飲食店

モリタ屋　本店 京都市中京区 猪熊通四条上ル錦猪熊町５２１ 飲食店

Leclat 京都市中京区 相生町２８１ 飲食店

ミンミン三条店 京都市中京区 石屋町１２６ 飲食店

BIG BOSS京都店 京都市中京区 石橋町１４－８ ショッピング

SUMIYA PINN 京都市中京区 神明町７４－５ 飲食店

陣 京都市中京区 福長町１２３－１　黄瀬ビル　１Ｆ　西側 飲食店

Mocca 烏丸二条店 京都市中京区 秋野々町５０９ ショッピング

文具店 tag 烏丸二条店 京都市中京区 秋野々町５１３　京都第一生命泉屋ビル　１Ｆ ショッピング

佳久 京都市中京区 竹屋町１６９−２ 飲食店

株式会社　実伶 京都市中京区 竹屋町通室町東入亀屋町１４３２ 飲食店

京料理やまの 京都市中京区 竹屋町通室町東入道場町２１３ 飲食店

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

いさみ寿司 京都市中京区 笹屋町４４６　プチシャレ－御池　１Ｆ 飲食店

屋台居酒屋 やたいや烏丸店 京都市中京区 笹屋町４４６－２　井上ビル　１・２Ｆ 飲食店

京家きよみず 木屋町 京都市中京区 米屋町３７８ 飲食店

酒場メシ 祥雲 京都市中京区 紙屋町３６７－２たかせ会館１－５ 飲食店

京の焼肉処弘四条木屋町店 京都市中京区 紙屋町６７４－２ 飲食店

木山 京都市中京区 絹屋町１３６　ヴェルドール御所１０２ 飲食店

ROCAReTAforhair 京都市中京区 聚楽廻中町４０－７　１Ｆ サービス

ホリスティック美容サロン　ソレ－ 京都市中京区 聚楽廻中町４６－２　 サービス

tRe Hair 京都市中京区 聚楽廻東町２２　コスモ二条 サービス

青木カメラ店 京都市中京区 聚楽廻東町３番地 ショッピング

とんかつ豚ゴリラ 本店 京都市中京区 聚楽廻西町１８１－５　サンマンションマルタ
マチ　１Ｆ 飲食店

BEER　PUB　TAKUMIYA 京都市中京区 船屋町４００ 飲食店

お肉とお酒　雑派 京都市中京区 若松町１３７－３　１Ｆ 飲食店

イル カント デル マッジョ 京都市中京区 菊屋町５１２－２ 飲食店

TAKANOYA 京都市中京区 蒔絵屋町２５５ 飲食店

京都カンプリ烏丸店 京都市中京区 蒔絵屋町２６３ ショッピング

Pres　du　Marche 京都市中京区 蛸屋町１５１　カッソ－ナアレックス１階 飲食店

tellus 京都市中京区 蛸薬師通富小路西入ル油屋町１２４　ＣＯＣＯ
ＴＯ　１Ｆ ショッピング

da acca 京都市中京区 蛸薬師通御幸町東入船屋町３６３－１　ＭＪビ
ル２Ｆ サービス

京洋食まつもと 京都市中京区 蛸薬師通新町西入ル不動町１７１－４ 飲食店

LafamilleMorinaga 京都市中京区 蛸薬師通新町西入不動町１７５－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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eNu河原町店 京都市中京区 蛸薬師通河原町東入備前島町３０７２ サービス

LEMONICA京都河原町店 京都市中京区 蛸薬師通河原町東入備前島町３１０－２ ショッピング

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

和蔵義 京都市中京区 蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２２１－１ 飲食店

前田珈琲　本店 京都市中京区 蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２３６ 飲食店

ryuen 京都市中京区 衣棚町３９ 飲食店

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

自遊空間河原町店サインレス 京都市中京区 裏寺町通蛸薬師下ル裏寺町５９９番地　正覚寺
赤門ビル３Ｆ 飲食店

KOTOWARI 京都市中京区 裏寺通六角上ル松ケ枝町４６３ 飲食店

COCO KYOTO 本店 京都市中京区 西ノ京三条坊町１５－３ 飲食店

ヒコヤ 京都市中京区 西ノ京中保町３ ショッピング

鼓月 本店 京都市中京区 西ノ京内畑町３ 飲食店

Mignon 京都市中京区 西ノ京内畑町３－６　 サービス

担担麺 胡 京都市中京区 西ノ京円町２４－３ 飲食店

（有）寝具ノ店　土肥 京都市中京区 西ノ京北壺井町８３ ショッピング

業務スーパー 西の京店 京都市中京区 西ノ京南両町１２１ ショッピング

有限会社　山田モーター商会 京都市中京区 西ノ京南聖町１ ショッピング

増田伊商店 京都市中京区 西ノ京南聖町１８ ショッピング

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

OSHARE DOROBO seed 京都市中京区 西ノ京小倉町１０６　ミルフローラＳＫ二条　
１Ｆ サービス

さかき 京都市中京区 西ノ京小堀町１８カミューレメリーランス１階 飲食店

和食NOW ジョイ 西大路三条店 京都市中京区 西ノ京島ノ内町１９－１ 飲食店

ref 京都市中京区 西ノ京島ノ内町２２－２ サービス

リカーマウンテン RAKZAN三条御前 京都市中京区 西ノ京東月光町１－８ ショッピング

コリアンダイニング 李朝園 京都二条店 京都市中京区 西ノ京栂尾町１－６　ＢｉＶｉ二条　１Ｆ 飲食店

ステーキ食堂正義 BiVi二条店 京都市中京区 西ノ京栂尾町１－６　ＢｉＶｉ二条　１Ｆ 飲食店

カフェコロラド 二条駅前店 京都市中京区 西ノ京栂尾町１０７　Ｂｉｖｉ二条　１Ｆ 飲食店

とんかつ かつらい 京都市中京区 西ノ京栂尾町１０７　Ｂｉｖｉ二条　１Ｆ 飲食店

さんきゅう 京都二条店 京都市中京区 西ノ京栂尾町１０７　ＢＶ二条　１Ｆ 飲食店

イタリア料理カ・デル・ヴィアーレ 京都市中京区 西ノ京栂尾町１１７ 飲食店

タヴェルナイルヴィアーレ 京都市中京区 西ノ京職司町２６－１５ 飲食店

串揚げとおでん コムロテツヤ 京都市中京区 西ノ京職司町２６－１８ 飲食店

リストランテ野呂 京都市中京区 西ノ京職司町６７－１４ 飲食店

中国饗膳　粋廉 京都市中京区 西ノ京職司町７６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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京都やま岸 京都市中京区 西ノ京職司町８－１ 飲食店

焼肉 大山 本店 京都市中京区 西ノ京船塚町１６－９　（御前通御池東入ル北
側） 飲食店

花登 京都市中京区 西ノ京船塚町１８御前御池上ル 飲食店

太秦弁当村 西大路御池店 京都市中京区 西ノ京銅駝町４６ ショッピング

Saffy　Hair　Resor 京都市中京区 西六角町１１２　増三ビル２Ｆ サービス

京味処そわか 京都市中京区 西大文字町６１０－１　 飲食店

たん熊　北店 京都市中京区 西木屋町通り四条上ル紙屋町３５５ 飲食店

肉料理 荒川 京都市中京区 西木屋町通四条上る紙屋町３７２－４ 飲食店

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

Re：CENOインテリア P＆S 京都市中京区 西錦小路町２４９　梶山ビル ショッピング

お酒の美術館プレミアム錦店 京都市中京区 西魚屋町５９８ ショッピング

アリエ 京都市中京区 西魚屋町５９９　エムカーザビル　２Ｆ サービス

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

アロック 京都市中京区 西魚屋町６０４　ファストコート四条錦４Ｆ 飲食店

シチサンカレー 京都市中京区 西魚屋町６１２　Ｆｅｌｉｃｅ四条　５Ｆ 飲食店

SEPTNAIL四条烏丸店 京都市中京区 西魚屋町６２３　東京屋ビル２Ｆ サービス

味輝 京都市中京区 観音堂町４５４－４ 飲食店

LOTUS 京都市中京区 観音堂町４７０　道家商事ビル２Ｆ 飲食店

MUSEE 京都市中京区 観音堂町４７０　道家商事ビル３Ｆ 飲食店

恒屋伝助 京都市中京区 観音町８４ 飲食店

本家　尾張屋 京都市中京区 車屋町通二条下ル仁王門突抜町３２２ ショッピング

ニコット＆マム 烏丸御池店 京都市中京区 車屋町通押小路上る西押小路町１０９－１ 飲食店

Clotho 京都市中京区 車屋町通竹屋町上る砂金町３９３－３ サービス

前田珈琲　マンガミュージアム店 京都市中京区 金吹町４５２　京都国際マンガミュージアム内 飲食店

サルティンバンコ 京都市中京区 金吹町４６０　べるめぞん　１Ｆ 飲食店

ottimo 京都市中京区 金吹町４８０　今人館　１Ｆ 飲食店

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

Salon de prime 京都市中京区 錦堀川町６４９　観タワ－ハウス　５Ａ サービス

お好み焼はここやねん四条大宮店 京都市中京区 錦大宮町１３５ 飲食店

浜焼きボ－イと串かつガ－ル 京都市中京区 錦大宮町１５４－５　１Ｆ 飲食店

のとよ西店 京都市中京区 錦小路柳馬場東入ル東魚屋町１７３　２Ｆ ショッピング

錦平野 京都市中京区 錦小路通堺町東入中魚屋町４８９１ ショッピング

㈱冨美家 京都市中京区 錦小路通堺町西入中魚屋町４９３ 飲食店

ぎをん本家　重兵衛 京都市中京区 錦小路通室町東入占出山町３１０６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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有限会社津之喜商店 京都市中京区 錦小路通富小路東入東魚屋町１９４ ショッピング

湯波吉 京都市中京区 錦小路通御幸町西入鍛冶屋町２１３ ショッピング

四寅 京都市中京区 錦小路通御幸町西入鍛冶屋町２２１ ショッピング

味彩のと与 京都市中京区 錦小路通柳馬場東入東魚屋町１７３　２Ｆ 飲食店

錦　まるん 京都市中京区 錦小路通柳馬場東入東魚屋町１８０ 飲食店

㈱桝俉　本店 京都市中京区 錦小路通柳馬場東入東魚屋町１８１ ショッピング

(有)千波 京都市中京区 錦小路通柳馬場西入中魚屋町４８６１ ショッピング

ONLY 四条烏丸店 京都市中京区 錦小路通烏丸東入元法然寺町６７８ ショッピング

味ろっこん　烏丸店 京都市中京区 錦小路通烏丸西入ル占出山町３１０９ 飲食店

串たなか 京都市中京区 錦小路通烏丸西入占出山町３１０－１０ 飲食店

井傳 京都市中京区 錦小路通西洞院東入ル西錦小路町２４５ 飲食店

京つけもの西利 錦店 京都市中京区 錦小路通高倉東入中魚屋町５８０ ショッピング

京のお肉処弘 錦 京都市中京区 錦小路通麩屋町東入鍛冶屋町２１７ ショッピング

omo·cafe 京都市中京区 錦小路通麸屋町上梅屋町４９９ 飲食店

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

博多もつ鍋 やまや木屋町店 京都市中京区 鍋屋町２１８－２ 飲食店

味自慢相撲鶏 京都市中京区 鍋屋町２２０－１ 飲食店

佐曽羅EAST 京都市中京区 鍋屋町２３０－１ 飲食店

のとよ本店 京都市中京区 鍛冶屋町２１６１ ショッピング

RistoriaRadice 京都市中京区 鏡屋町５０ 飲食店

天ぷら米福　四条烏丸店 京都市中京区 阪東屋町６５７－５　京都白青舎ビル　１Ｆ 飲食店

串焼野菜海鮮満天四条烏丸店 京都市中京区 阪東屋町６６４－１２ 飲食店

富小路 やま岸 京都市中京区 骨屋之町５６０ 飲食店

ヘアアンドメイク ルミエール 京都市中京区 骨屋町１４３　Ｇ＆Ｇビル　１０１ サービス

Fiorisca 京都市中京区 高倉二条下ル瓦町５４５　アビリティ高倉　１
Ｆ 飲食店

書遊 京都店 京都市中京区 高倉通三条下る丸屋町１６４ ショッピング

IKARIYA BEIKA KYOTO 京都市中京区 高倉通三条下る丸屋町１６６－１ 飲食店

暮らしときれい美容室 京都市中京区 高倉通二条下る瓦町５４７ サービス

スピンヘアー 京都市中京区 高倉通六角下ル和久屋町３４７ サービス

大極殿 京都市中京区 高倉通四条上る帯屋町５９０ 飲食店

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

痕跡TRACE 京都市中京区 高倉通姉小路下る東片町６１０ サービス

串クラ　本店 京都市中京区 高倉通御池上ル柊町５８４ 飲食店

ダニエルズ ソーレ 京都市中京区 高倉通錦小路上ル貝屋町５６７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Moon and back 京都市中京区 高宮町５８５ 飲食店

LITA 京都市中京区 鯉山町５０７ランブラス室町六角１０１ サービス

JILI 京都市中京区 鯉山町５３０えび鈴ビル１Ｆ サービス

さかな波波 京都市中京区 麩屋町二条下ル尾張町２３１麩屋町二条ビュー
ハイツ 飲食店

肉専科はふう 本店 京都市中京区 麩屋町夷川上る笹屋町４７１－１ 飲食店

晦庵　河道屋 京都市中京区 麩屋町通三条上ル下白山町２９５ 飲食店

すし処 満 京都市中京区 麩屋町通三条下る白壁町４３６ 飲食店

CAPRI 京都市中京区 麩屋町通三条下ル白壁町４４２　ＦＳ２ＢＬＤ
　２Ｆ ショッピング

白竹堂　本店 京都市中京区 麩屋町通六角上る白壁町４４８番地 ショッピング

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

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

野村佃煮 錦店 京都市中京区 麩屋町通錦小路下ル桝屋町５０２．５０４ ショッピング

千枚漬本家大藤　本店 京都市中京区 麩屋町通錦小路下ル桝屋町５１０ ショッピング

権太呂　四条本店 京都市中京区 麩屋町通錦小路下る桝屋町５２１ 飲食店

ユ）ポガン　四条店 京都市中京区 麩屋町錦下ル桝屋町５１５２ＰＭビル２Ｆ ショッピング

Kaguyahime doui 京都市中京区 麩屋町錦小路下る桝屋町５１６ＡＲＧＥＮＴ四
条ビル１Ｆ サービス

京の台所 月の蔵人 京都市伏見区 上油掛町１８５－１ 飲食店

鳥せい本店 京都市伏見区 上油掛町１８６番地 飲食店

かつおか呉服店 京都市伏見区 下油掛町１４５ ショッピング

びっくりドンキー伏見店 京都市伏見区 下鳥羽広長町１５９ 飲食店

月の桂 京都市伏見区 下鳥羽長田町１３５ ショッピング

フォルクス　伏見下鳥羽店 京都市伏見区 下鳥羽長田町３７ 飲食店

博多もつ鍋焼肉モツイチ 京都市伏見区 両替町４－３０４－１　秋月ビル　２Ｆ 飲食店

ラビアンローゼウエダコー 京都市伏見区 両替町４２９１３ ショッピング

きくもと 京都市伏見区 両替町４３０５ 飲食店

楽厘 京都市伏見区 中島中道町１１０ 飲食店

お好み焼鉄板焼 きん太 赤池店 京都市伏見区 中島外山町２２－２ 飲食店

ふらり庵 京都市伏見区 中島御所ノ内町２１　 飲食店

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

ギフト・陶器 しばた 京都市伏見区 中油掛町１０６５ ショッピング

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

水ノ雅 KYOTO FUSHIMI 京都市伏見区 京町１－２４４ 飲食店

魚三楼 京都市伏見区 京町３１８７ 飲食店

サイクル８４０ 京都市伏見区 京町３丁目１７９１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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駿河屋 伏見本舗 京都市伏見区 京町３丁目１９０ 飲食店

ミンミン桃山店 京都市伏見区 京町４丁目１５７－１　２Ｆ 飲食店

Befine 京都市伏見区 京町北７－１－４　京阪丹波橋駅北口西ビル　
３Ｆ サービス

LANE 京都市伏見区 伯耆町１２ ショッピング

桃山堂 京都市伏見区 伯耆町１２番地 ショッピング

ムラカミビジネス株式会社 京都市伏見区 伯耆町２番地 ショッピング

みつや書店 京都市伏見区 伯耆町３１ ショッピング

有限会社　吉田時計店 京都市伏見区 伯耆町６５ ショッピング

リカーマウンテン 新堀川店 京都市伏見区 北端町５２ ショッピング

焼肉やる気 新堀川店 京都市伏見区 北端町７０ 飲食店

熟成焼肉　听　新堀川店 京都市伏見区 南寝小屋町１９ 飲食店

月桂冠 大倉記念館 京都市伏見区 南浜町２４７ ショッピング

オンセンド 向島店 京都市伏見区 向島四ツ谷池１４－３０ ショッピング

黄桜商店　カッパショップ 京都市伏見区 塩屋町２２８ ショッピング

ANKH 京都市伏見区 墨染町６９３－１ 飲食店

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

松田桃香園 京都市伏見区 大手筋二番街 ショッピング

Kyoto_kjm BAG 京都市伏見区 小栗栖小阪町８５－７ ショッピング

ザッカバッカー 京都市伏見区 島津町１１６ ショッピング

ジンボ 京都市伏見区 平野町４７ ショッピング

伏水酒蔵小路 京都市伏見区 平野町８２番地２ 飲食店

uit 京都市伏見区 新町４－４６５－５　マース・リヴィエール　
１Ｆ サービス

DOUXCE 京都市伏見区 新町４４６２３ サービス

蔵 大手筋 京都市伏見区 新町５－４９４－１ 飲食店

HAIR ART EARTH 京都市伏見区 新町５５０９１塚本光月堂ビル２Ｆ サービス

（株）ジュヴァンセル 京都市伏見区 新町５丁目５０９１ 飲食店

吉招庵 京都市伏見区 本材木町６８０１ 飲食店

おきな屋 京都市伏見区 村上町３７０－１ ショッピング

サハラ 京都市伏見区 東大手町７４９ ショッピング

マルト花店 京都市伏見区 東大手町７５０番地 ショッピング

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

阿津満寿司 京都市伏見区 東大手町７６２ ショッピング

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

京極屋 京都市伏見区 東大手町７６９ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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中塚家具 京都市伏見区 東大手町７７０２ ショッピング

わだかつ 京都市伏見区 東大手町７７２ ショッピング

春城時計店 京都市伏見区 東大手町７７２ ショッピング

小野デンキ 京都市伏見区 東大手町７７２３ ショッピング

浅野屋 京都市伏見区 東大手町７７３ ショッピング

フェーメふじもと 京都市伏見区 東大手町７７５番地 ショッピング

株式会社 タカノ 京都市伏見区 東大手町７７８番地 ショッピング

靴ノ天国屋 京都市伏見区 東大手町７７８番地 ショッピング

油長茶舗 京都市伏見区 東大手町７７９ ショッピング

吟醸酒房　油長 京都市伏見区 東大手町７８０ ショッピング

ツチダ 京都市伏見区 東大手町７８１番地 ショッピング

TRATTORIATREVAL 京都市伏見区 東組町６９８　パ－クテラス桃山　１１６ 飲食店

寿シ長 京都市伏見区 桃山町山ノ下４８１３ 飲食店

京都スパイスカレ－KAAYA 京都市伏見区 桃山町日向１３－５　 飲食店

焼肉 安べえ 京都市伏見区 桃山町松平筑前１４ 飲食店

齊藤酒造 京都市伏見区 横大路三栖山城屋敷町１０５ ショッピング

赤から 京都伏見店 京都市伏見区 横大路下三栖宮ノ後１５ー１ 飲食店

鼓月 伏見店 京都市伏見区 横大路下三栖東ノ口１１番地 飲食店

黄桜伏水蔵 京都市伏見区 横大路下三栖梶原町５３ ショッピング

あわしま堂京都伏見工場直売所 京都市伏見区 横大路天王後４５－５ 飲食店

電材買取センター 伏見店 京都市伏見区 横大路芝生３０－７ ショッピング

焼肉屋さかい 伏見横大路店 京都市伏見区 横大路芝生３３－１ 飲食店

流れ鮨三代目おとわ 伏見店 京都市伏見区 横大路芝生３４ 飲食店

焼肉きんぐ 京都横大路店 京都市伏見区 横大路芝生３５ 飲食店

かつや京都新堀川店 京都市伏見区 毛利町８１ 飲食店

スーパーツジトミ 淀店 京都市伏見区 淀本町２１５－２ ショッピング

フードネットマート 淀店 京都市伏見区 淀池上町１３６－６ ショッピング

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

recta 京都市伏見区 深草一ノ坪町３８－１２　ローソン　２Ｆ サービス

業務スーパー 深草店 京都市伏見区 深草出羽屋敷町２３－９２ ショッピング

割烹　はせ川 京都市伏見区 深草北新町６３７－１ 飲食店

ステーキハウス 文琳 京都市伏見区 深草大亀谷大山町８５ 飲食店

京料理 寿司 松廣 京都市伏見区 深草小久保町２４４ 飲食店

株式会社 花ノ山重 京都市伏見区 深草直違橋北１丁目４６５２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

若菜屋深草店 京都市伏見区 深草秡川町２６－１ 飲食店

聖護院八ッ橋　稲荷店 京都市伏見区 深草稲荷御前町６５番地 飲食店

伍八山椒堂 京都市伏見区 深草稲荷御前町６８ ショッピング

シマコーポレーション 京都伏見店 京都市伏見区 深草西浦町１－１６ ショッピング

リカーマウンテン深草店 京都市伏見区 深草西浦町４－８３ ショッピング

一本槍 京都市伏見区 深草西浦町７丁目７６ 飲食店

hairdesignlabo Primo 京都市伏見区 瀬戸物町７３２　ピックドワンビル　１Ｆ　南 サービス

リカーマウンテン 醍醐石田店 京都市伏見区 石田内里町６０－８ ショッピング

ザプレミアムバーバーダンファー 京都市伏見区 石田大山町５６－７ サービス

京中 京都市伏見区 石田桜木２１－３３ ショッピング

靴屋楽ちん 京都市伏見区 竹田七瀬川町３７８パデシオン１階 ショッピング

ビジネスサ－ビス京都南店 京都市伏見区 竹田久保町２－９６ ショッピング

天壇 竹田店 京都市伏見区 竹田久保町２１－１ 飲食店

業務スーパー 伏見店 京都市伏見区 竹田久保町６２－１ ショッピング

はげみ上鳥羽店 京都市伏見区 竹田向代町１１９－１ ショッピング

三田屋本店 新堀川店 京都市伏見区 竹田田中宮町１９ 飲食店

小林呉服店 京都市伏見区 納屋町１１０２ ショッピング

石本陽風堂 京都市伏見区 納屋町１１０３ ショッピング

きらく 京都市伏見区 納屋町１１３ 飲食店

㈱岩田呉服店　伏見店 京都市伏見区 納屋町１１６ ショッピング

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

（株）西尾呉服店　伏見店 京都市伏見区 納屋町１３４１パッサージュなやまち５番街 ショッピング

ミヨシヤ 京都市伏見区 納屋町１３５ ショッピング

伏水酒蔵堂 京都市伏見区 納屋町１４１番地 ショッピング

ダイコク 伏見店 京都市伏見区 羽束師菱川町３０３－１ ショッピング

COLZA 京都市伏見区 肥後町３５４ サービス

ヘアースタジオ３０７ 京都市伏見区 西大手町３０７１３９ サービス

Base 京都市伏見区 西町３９２ サービス

(有)柱谷ふとん店 京都市伏見区 醍醐南西裏町135 ショッピング

リカーマウンテン醍醐和泉店 京都市伏見区 醍醐和泉町２９－６ ショッピング

醍醐焼肉 ぎふと 京都市伏見区 醍醐多近田町１８－１ 飲食店

若菜屋醍醐店 京都市伏見区 醍醐御園尾町２８－３ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつや京都醍醐店 京都市伏見区 醍醐江奈志町１０－１４ 飲食店

サワダマキ 京都市伏見区 醍醐鍵尾町１２－８ ショッピング

自家製麺 杵屋 京都パセオダイゴロー店 京都市伏見区 醍醐高畑町３０－１ 飲食店

かつや パセオダイゴロー店 京都市伏見区 醍醐高畑町３０－１ 飲食店

biotope SUN 京都市伏見区 醍醐高畑町３０－８　インサイトコ－ト醍醐　
１Ｆ サービス

NYNY 伏見桃山店 京都市伏見区 銀座町１－３５６－２　マルヨシ伏見ビル サービス

ウエルネス プラザ 京都市伏見区 魚屋町５７３　川口ビル　１０３ ショッピング

石勢 京都市伏見区 魚屋町５７３　川口ビル　１Ｆ 飲食店

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

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１０６８Ｖｉｒｇｏ北山１Ｆ サービス

Hairmake LAN 京都市北区 上賀茂今井河原町６３　京都リバーサイド北山 サービス

HairCureTRUNK 京都市北区 上賀茂今井河原町６６　Ｔｒｅｅ’ｓビル　２Ｆ
－２０２ サービス

小さな工房Jewelry Petit 京都市北区 上賀茂今井河原町６６Ｔｒｅｅ’ｓビル　Ｂ４ ショッピング

ティザーヌ 京都市北区 上賀茂土門町４７ ショッピング

京都なり田 京都市北区 上賀茂山本町３５ ショッピング

Joli minois 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町１　セレス北山　２Ｆ サービス

Piccolo Kyoto 京都市北区 上賀茂岩ケ垣内町１０３１Ｆ ショッピング

キャピタル東洋亭本店 京都市北区 上賀茂岩ケ垣内町２８番地３ ショッピング

ブリアン 北山店 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町３３ 飲食店

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

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　Ｂ
区画 サービス

進々堂北山店 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町９３ 飲食店

クラリール 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町９６Ｎプラド１Ｆ サービス

トップビューティ北山店 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町９７－１　北山ビル サービス

ONLY北山店 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町９８１１ ショッピング

ラ・ドログリー 京都市北区 上賀茂岩ヶ垣内町９８４キャトルヴァンビル２
Ｆ ショッピング

モンノールジュネス 京都市北区 上賀茂岩ケ垣内町９８６ ショッピング

AIC秋津洲京都 京都市北区 上賀茂朝露ヶ原町１０５５ 飲食店

白龍 京都市北区 上賀茂桜井町１０３－３ 飲食店

天壇北山店 京都市北区 上賀茂桜井町１０６ 飲食店

ジュネス本店 京都市北区 上賀茂桜井町３１１北山グリーンハイツ ショッピング

フォルクス　北山通店 京都市北区 上賀茂桜井町３４－１ 飲食店

DECENT 京都市北区 上賀茂桜井町６３ ショッピング

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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lyrical 京都市北区 上賀茂桜井町７７　ノースウェーブ北山　１Ｆ サービス

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

傳八 京都市北区 上賀茂薮田町５７－３ 飲食店

ルルソンキボア 京都市北区 上賀茂豊田町５２ 飲食店

ルルソンキボア 京都市北区 上賀茂豊田町５２ 飲食店

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

ドッグサロン　ワンダフル 京都市北区 出雲路立テ本町９４１Ｆ サービス

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

マールブランシュ 北山本店 京都市北区 北山通植物園北山門前 飲食店

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

傳七寿司　白梅町店 京都市北区 北野上白梅町３４－２ 飲食店

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

ワインブティック ルミアージュ 京都市北区 大宮北椿原町６４ ショッピング

中華料理 紅華 京都市北区 大宮南椿原町２１－３ 飲食店

お好み焼き　鉄板焼き　翔 京都市北区 大宮南箱ノ井町２０－４　 飲食店

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

3mission 京都市北区 大将軍東鷹司町１５５－１　ドーリア白梅町　
１Ｆ ショッピング

アトリエ　欅舎 京都市北区 小山上総町１７ ショッピング

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

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

（有）大木光芸社 京都市北区 小山初音町１６ ショッピング

やおや ONE DROP 京都市北区 小山初音町２６ ショッピング

和食庵　サラ 京都市北区 小山初音町９ 飲食店

COCOTEA 北大路店 京都市北区 小山北上総町１０－２ サービス

有限会社アメリカヤ楽器店 京都市北区 小山北上総町１４１６ ショッピング

レーコkitaooji 京都市北区 小山北上総町６２ サービス

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

喜むら呉服店 京都市北区 小山北大野町５９ ショッピング

Beauty Hall ALBERT 京都市北区 小山西元町２６３ブレスビル２Ｆ サービス

ポケットくらぶ 京都市北区 小山西大野町５８１ ショッピング

株式会社　菊光堂 京都市北区 小山西大野町５８４ ショッピング

京料理　乃し 京都市北区 岩ヶ垣内町３２ 飲食店

リカーマウンテン衣笠店 京都市北区 平野上柳町２８－５ ショッピング

HairDesignLOISIR 京都市北区 平野八丁柳町６６－５ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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権太呂　金閣寺店 京都市北区 平野宮敷町２６ 飲食店

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

キリンキリン 京都市北区 紫竹下本町２２－１　 飲食店

とり山　本店 京都市北区 紫竹下緑町１ ショッピング

ギミック 京都市北区 紫竹下緑町１－２ 飲食店

アイハートキムラ 北山店 京都市北区 紫竹下緑町８９　イマムラビル　１Ｆ ショッピング

仁修樓 京都市北区 紫竹北栗栖町２－１２ 飲食店

リカーマウンテン紫竹玄以店 京都市北区 紫竹大門町１６－１ ショッピング

京のおせん処　田丸弥　本店 京都市北区 紫竹東高縄町５番地 飲食店

森川果実店 京都市北区 紫竹西桃ノ本町４ ショッピング

HairDesign Q 京都市北区 紫竹西野山町４４９ サービス

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

鼓月 新大宮店 京都市北区 紫竹西高縄町６８ 飲食店

オンセンド 今宮店 京都市北区 紫竹西高縄町８　ハーティーライフかみとも　
３Ｆ ショッピング

大徳寺さいき家 京都市北区 紫野上門前町７６ 飲食店

ふぐ料理　ともえ 京都市北区 紫野下御輿町２７４ 飲食店

芝蘭 京都市北区 紫野下築山町５４－３ 飲食店

泉仙　紫野店 京都市北区 紫野下門前町４２ 飲食店

BARBER SNUG 京都市北区 紫野下鳥田町３７－４ サービス

炭火焼肉　ながお 京都市北区 紫野十二坊町６１４ 飲食店

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

DIMPLE 京都市北区 紫野東泉堂町５－１シャト－フジイ１階 ショッピング

京漬物 大こう本店 京都市北区 紫野東野町２０－１６ ショッピング

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

焼肉こてら 京都市北区 紫野泉堂町２４１ロイヤルコーポⅡ　１Ｆ 飲食店

有無堂 京都市北区 紫野西御所田町３１ ショッピング

ガ－ニッシュ 京都市北区 紫野西御所田町３３－２ 飲食店

紫野和久傅 大徳寺店 京都市北区 紫野雲林院町２８ ショッピング

五－いつつ 京都市北区 紫野雲林院町２８ 飲食店

よーじや　金閣寺店 京都市北区 衣笠北天神森町３３番地３ ショッピング

バイカル 金閣寺店 京都市北区 衣笠北天神森町４０ 飲食店

和食NOW ジョイ 金閣寺店 京都市北区 衣笠天神森町３９ 飲食店

花巻屋 京都市北区 衣笠御所ノ内町１７－２ 飲食店

五辻の昆布　金閣寺店 京都市北区 衣笠街道町１１３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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京都 喜Shin 京都市北区 衣笠西御所ノ内町３７ 飲食店

しょうざん 京都市北区 衣笠鏡石町４７ ショッピング

パティスリーカラン 京都市北区 西賀茂坊ノ後町１５ 飲食店

issara 京都市北区 西賀茂水垣町３０－１ 飲食店

金閣寺売店 本店 京都市北区 金閣寺町１ 飲食店

鞍楽ハウディ 京都市北区 鞍馬口通室町東入小山町２２６ ショッピング

おたぎ 京都市北区 鷹峯土天井町１８ 飲食店

鶴喜そば上鳥羽店 京都市南区 上鳥羽中河原５６－５ 飲食店

グランマーブル ファクトリー店 京都市南区 上鳥羽北島田町９３ 飲食店

ステーキのどん　十条新千本店 京都市南区 上鳥羽唐戸町７－１ 飲食店

銘特屋 匠 京都市南区 上鳥羽苗代町２１ 飲食店

串いち 京都市南区 上鳥羽苗代町２１　東和ハイツ　１Ｆ 飲食店

Gori’s Kitchen 京都市南区 上鳥羽菅田町６５　１Ｆ 飲食店

あたか飯店京都店 京都市南区 上鳥羽角田町３１ 飲食店

リカーマウンテン桂南店 京都市南区 久世上久世町５２１ ショッピング

ヘアーメイク ポリッシュ 久世店 京都市南区 久世中久世町１－１４２－２ サービス

川辰 京都市南区 久世川原町６５ 飲食店

P．R．S 京都桂川店 京都市南区 久世高田町３７６ ショッピング

D-Light 京都市南区 八条内田町２５－６ 飲食店

DINING BAR YEAH 京都市南区 吉祥院九条町１－７ 飲食店

焼肉ひさご 京都市南区 吉祥院仁木ノ森町２５－３ 飲食店

笹屋伊織 南店 京都市南区 吉祥院池田町３５ 飲食店

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

焼き肉家益市本店 京都市南区 吉祥院西浦町３３ 飲食店

きものサロン　川崎 京都市南区 吉祥院車道町１０３ ショッピング

買取りまっくす 京都南店 京都市南区 吉祥院這登西町４８ ショッピング

萬長 京都市南区 唐橋西平垣町１９ ショッピング

camino 京都市南区 四ツ塚町７８　マリネットＡ－ワン１０５ サービス

和の店　かわちや 京都市南区 大宮通八条下ル二丁目東寺東門前町３９ ショッピング

焼肉やる気 京都駅八条口店 京都市南区 東九条上殿田町５０－１　１Ｆ 飲食店

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

天ぷら玄 京都市南区 東九条北烏丸町６－６ 飲食店

焼き肉家益市八条口 京都市南区 東九条北烏丸町６－６ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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寿寿 京都市南区 東九条室町４７ 飲食店

スーパーフジタ 京都市南区 東九条明田町１６ ショッピング

ちゃんこ しん川 京都市南区 東九条柳下町７０－１ 飲食店

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

シロハト キョウトアバンティ店 京都市南区 東九条西山王町３１Ｂ１ ショッピング

ちょぼちょぼ 京都市南区 東九条西明田町２２ 飲食店

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

空 京都市南区 東寺東門前町３３ 飲食店

ライコランド京都店 京都市南区 西九条仏現寺町２－３ ショッピング

リカーマウンテン 近鉄十条店 京都市南区 西九条東柳ノ内町１ ショッピング

焼き肉家ますいち東店 京都市南区 西九条比永城町１２－６ 飲食店

食彩工房　団居 京都市南区 西九条比永城町７０　 飲食店

クシタニ 京都店 京都市南区 西九条豊田町４５ ショッピング

おたべ 本館 京都市南区 西九条高畠町３５－２ 飲食店

キアッソ太秦天神川店 京都市右京区 太秦下刑部町１５９　Ｐａｅｓｅ御池　１Ｆ 飲食店

穂久彩 京都市右京区 太秦北路町２５－１７ ショッピング

サムソン ピエール 京都市右京区 太秦川所町７－１７ サービス

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

Patisserie LuLu 京都市右京区 太秦御所ノ内町２７－１０ ショッピング

和牛炭火焼肉 ちょっとこんな店 つち井 京都市右京区 太秦森ヶ東町２１－１２ 飲食店

お肉のスーパーやまむらや 天神川本店 京都市右京区 太秦森ヶ東町３０－５ ショッピング

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

リカーマウンテン 嵯峨野店 京都市右京区 太秦開日町２０－９ ショッピング

やきべえ 京都市右京区 山ノ内山ノ下町２０－４　 飲食店

嵐山亭 京都市右京区 嵯峨中之島町官有地 飲食店

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

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

BLACK PAINT嵐山店 京都市右京区 嵯峨天竜寺瀬戸川町２６１ ショッピング

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 ショッピング

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

廣川 京都市右京区 嵯峨天龍寺北造路町４４１ 飲食店

湯どうふ 竹むら 京都市右京区 嵯峨天龍寺北造路町４８－７ 飲食店

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

HANANA 京都市右京区 嵯峨天龍寺瀬戸川町２６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ぼるた 京都市右京区 嵯峨天龍寺瀬戸川町４３ 飲食店

よーじや　嵯峨野嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺立石町２１３ ショッピング

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２１３ 飲食店

鼓月 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町４０－１６ 飲食店

京つけもの西利昇龍苑店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町４０－８ ショッピング

マールブランシュ 嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町４０－８　京・嵐山昇龍
苑　１Ｆ 飲食店

豆政　嵐山昇龍苑店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町４０８　嵐山昇龍苑内 飲食店

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

熊彦　嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町５１ 飲食店

大本山 天龍寺篩月 京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町６８ 飲食店

STEAK OTSUKA 京都市右京区 嵯峨天龍寺若宮町２１－３ 飲食店

天龍堂 京都市右京区 嵯峨天龍寺車道町１ ショッピング

萬松洞 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町１９－４ ショッピング

おちゃのこさいさい嵐山店 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町１９－６ ショッピング

自家製麺　新渡月 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町２０４０ 飲食店

京都嵯峨料理　良弥　奥の庭 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３１ 飲食店

嵐山 MITATE 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３３２５ 飲食店

京都嵐山 清修庵 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３７－１ 飲食店

嵐山まるん 京都市右京区 嵯峨天龍寺造路町３７１６ ショッピング

京・嵐山 錦 京都市右京区 嵯峨嵐山中ノ島公園内 飲食店

ほぁんほぁん嵯峨嵐山店 京都市右京区 嵯峨広沢南野町２９１ 飲食店

大国屋 嵯峨野店 京都市右京区 嵯峨野宮ノ元町５５－４ ショッピング

泉仙　嵯峨野店 京都市右京区 嵯峨鳥居本六反町１１ 飲食店

焼肉よっかわ 京都市右京区 常盤窪町１２－１　健宇ビル　１Ｆ 飲食店

佐近 京都市右京区 御室小松野町２５番地の３７ 飲食店

（株）近藤ふとん店 京都市右京区 梅津前田町６０１ ショッピング

リカーマウンテン 梅津店 京都市右京区 梅津北浦町２９ ショッピング

ココス京都梅津店 京都市右京区 梅津南広町３１－１ 飲食店

牛りきあん 京都市右京区 梅津堤上町１４ 飲食店

寿司・割烹　勝 京都市右京区 梅津構口町４３－９ 飲食店

炭火焼肉　焙屋 京都市右京区 梅津神田町４６ 飲食店

尚 京都市右京区 花園八ツ口町７－１５　 飲食店

京都オハシ工房 京都市右京区 花園天授ヶ岡町１６５ ショッピング

堀園芸 京都市右京区 花園木辻南町１４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鼓月 花園店 京都市右京区 花園木辻南町５－４　グランシャリオ花園　１
Ｆ 飲食店

京の地豆腐 久在屋 京都市右京区 西京極北大入町１３２ ショッピング

尾張屋本店 京都市右京区 西京極北大入町４９－３ ショッピング

小川珈琲 本店 京都市右京区 西京極北庄境町７５ 飲食店

ビーパックス京都店 京都市右京区 西京極北衣手町６０ ショッピング

焼肉あり福 京都市右京区 西京極北裏町４１３ 飲食店

POOLBLOW 京都市右京区 西京極新田町２１ 飲食店

リカーマウンテン 西京極店 京都市右京区 西京極東池田町８ ショッピング

トーカイ 西京極店 京都市右京区 西京極町ノ坪町２４　ノア・インドアステージ
京都西　１Ｆ ショッピング

美容室トロピコ 京都市右京区 西京極西川町１４－９ サービス

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

ねむりのアトリエ杉村屋１ 京都市右京区 西京極郡町９２エスワンビル１Ｆ サービス

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下ル西側 飲食店

MODEK’sVerde西院店 京都市右京区 西院三蔵町３８　右京ビル　１・２Ｆ サービス

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

N＋1 京都市右京区 西院北矢掛町３６ー１１　 飲食店

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１階 ショッピング

マダムエツコショップ 京都市右京区 西院坤町１０５　レジデンス四条　１Ｆ　西 ショッピング

abing 西院 京都市右京区 西院安塚町１　オートバックス内１Ｆ サービス

小川珈琲 葛野大路店 京都市右京区 西院安塚町８５－３ ショッピング

Lee 京都西院店 京都市右京区 西院小米町３５－２　１Ｆ サービス

傳七寿司　西院店 京都市右京区 西院巽町４－１ 飲食店

プロムナードカフェ 西院店 京都市右京区 西院巽町４０ 飲食店

アイハート 西院店 京都市右京区 西院巽町４０ ショッピング

京の焼肉処弘西院店 京都市右京区 西院巽町４１－２ 飲食店

業務スーパー 西院店 京都市右京区 西院清水町２１ ショッピング

みさき 京都市右京区 西院矢掛町２８－２　１Ｆ 飲食店

レオサービスファクトリー 京都市右京区 西院西今田町１３－２ ショッピング

アルファロメオ 京都 京都市右京区 西院西溝崎町１５ ショッピング

シマコーポレーション 京都右京店 京都市右京区 西院西田町１０１ ショッピング

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

鳴海屋 直売店 京都市右京区 西院西貝川町９９ 飲食店

菓子職人 京都市右京区 西院西高田町１９ 飲食店

京漬物 もり 三条店 京都市右京区 西院金槌町１５－７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

faze I’m 京都市右京区 西院高山寺町２１－２ サービス

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

焼肉 やる気 西大路五条店 京都市右京区 西院高田町８ 飲食店

ブラッスリー せき 京都市右京区 谷口円成寺町１７３ 飲食店

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

京料理 萬長 京都市右京区 谷口園町２４ 飲食店

韓国料理ときどき和食ハナトゥルセ 京都市山科区 上野御所ノ内町３ 飲食店

イタリアンバルAssoLusso 京都市山科区 上野御所ノ内町５ 飲食店

寿司いなせや 京都市山科区 上野御所ノ内町６－１ 飲食店

京栄堂 小野店 京都市山科区 勧修寺東出町４６ 飲食店

S＆S山科勧修寺店 京都市山科区 勧修寺瀬戸河原町１２５ ショッピング

業務スーパー 山科店 京都市山科区 勧修寺閑林寺５３－１ ショッピング

株式会社　ちきりやガーデン 京都市山科区 勧修寺閑林寺８５１ ショッピング

サトウ金物 醍醐店 京都市山科区 勧修寺閑林寺９－１ ショッピング

一休寿し 京都市山科区 勧修寺風呂尻町１４２ 飲食店

うどんの天邑 京都市山科区 北花山大林町１５３ 飲食店

リカーマウンテン四ノ宮店 京都市山科区 四ノ宮神田町１６－１ ショッピング

マールブランシュ ロマンの森 京都市山科区 大塚北溝町３０番地 飲食店

びっくりドンキー山科店 京都市山科区 大塚森町１１－１０ 飲食店

天壇山科店 京都市山科区 大宅烏田町１２ 飲食店

ムッシュふらいぱん 京都市山科区 大宅細田町５０ 飲食店

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　１
Ｆ 飲食店

NYNY 山科店 京都市山科区 安朱南屋敷町２３　ラカーサ山科　１Ｆ サービス

AUBEhairsol京都山科 京都市山科区 安朱南屋敷町２８－５　フレシール木村　２Ｆ サービス

fine　dining　山科 京都市山科区 安朱桟敷町２３番地　 飲食店

鶴喜そば山科店 京都市山科区 小山北溝町１－１ 飲食店

清水焼ノ郷会館 京都市山科区 川田清水焼団地町１０２ ショッピング

株式会社和蘭 京都市山科区 川田清水焼団地町８２ ショッピング

ローヌ洋菓子店 京都市山科区 御陵中内町４－４ 飲食店

業務スーパー 御陵店 京都市山科区 御陵原西町５－３ ショッピング

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

焼肉・ホルモン いち 京都市山科区 東野門口町２６－５　ＭＺヴィエラ　１Ｆ 飲食店

鼓月 山科店 京都市山科区 椥辻東浦町３４－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

45 / 69

[京都府京都府]



焼肉やる気 山科店 京都市山科区 椥辻東潰町１５ 飲食店

京栄堂 椥辻店 京都市山科区 椥辻池尻町６１ 飲食店

バイカル 山科店 京都市山科区 竹鼻堂ノ前町１５－１ 飲食店

お食事処伏見 京都市山科区 竹鼻堂ノ前町８－１３ 飲食店

大衆ホルモン焼肉天陽 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町５６　エクセレント山科　１Ｆ 飲食店

signhair 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町６５　エスポワ－ル川向　１Ａ サービス

焼肉ホルモンやきやきや山科別館 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町６５－１ 飲食店

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１
Ｆ 飲食店

山科書店 ラクト店 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町９１　ラクト　Ｂ４Ｆ ショッピング

LUNAhair 京都市山科区 竹鼻西ノ口町５７ サービス

とんかつ食堂・熟豚 京都市山科区 竹鼻西ノ口町５７－１ 飲食店

北海道料理臣 京都市山科区 西野今屋敷町６５－８ 飲食店

永楽屋山科売店 京都市山科区 西野大鳥井町１００番地 ショッピング

タウンタウン山科店 京都市山科区 西野小柳町７７ ショッピング

リカーマウンテン 山科新十条店 京都市山科区 西野山中鳥井町６９－３ ショッピング

お肉のスーパーやまむらや 山科店 京都市山科区 西野山階町１１－１８ ショッピング

焼肉 晋州 京都市山科区 西野楳本町４８－４ 飲食店

アストロプロダクツ 京都山科店 京都市山科区 音羽前田町３８－２ ショッピング

美容室 ヘアーチャンス 京都市山科区 音羽稲芝４２－３０ サービス

ハン六 山科店 京都市山科区 音羽野田町１　西友山科店　１Ｆ ショッピング

鮨 おく村 京都市山科区 音羽野田町１５　ループル音羽　１Ｆ 飲食店

焼肉のんき 京都市山科区 音羽野田町２７－４　 飲食店

焼肉のんき 京都市山科区 音羽野田町２７－４ 飲食店

一乗寺 のり英 京都市左京区 一乗寺下リ松町３１－２ 飲食店

焼肉屋さかい 京都一乗寺店 京都市左京区 一乗寺中ノ田町６９ 飲食店

リカーマウンテン 修学院店 京都市左京区 一乗寺向畑町５３ ショッピング

焼肉やる気 高野店 京都市左京区 一乗寺大新開町１１－２　２・３Ｆ 飲食店

まごころや 京都市左京区 一乗寺大新開町２０３ 飲食店

サトウ金物 北白川店 京都市左京区 一乗寺木ノ本町３７　Ｋ’ｓ北白川　１Ｆ ショッピング

バックス 京都市左京区 一乗寺樋ノ口町１１ ショッピング

唯食 イカワ 京都市左京区 一乗寺谷田町３３－２ 飲食店

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

ドッピォ　ゼロ 京都市左京区 一乗寺里ノ西町９５　 飲食店

和喜 京都市左京区 一乗寺青城町１６６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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三田屋本店　宝ヶ池店 京都市左京区 上高野仲町２６－３８ 飲食店

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

そば処 みなもと 京都市左京区 下鴨上川原町２ 飲食店

ジェラート·ベネ 京都市左京区 下鴨上川原町４コスモビル１階 ショッピング

うまいもんや こむ 京都市左京区 下鴨前萩町５－７　ガトーＤ．Ｍ北山　２Ｆ 飲食店

開晴亭　北山本店 京都市左京区 下鴨前萩町５８ 飲食店

フレンドフーズ 下鴨店 京都市左京区 下鴨北園町１０－６ ショッピング

京都魚輝 京都市左京区 下鴨北園町１１－４ ショッピング

料理　照月 京都市左京区 下鴨北大路橋東詰 飲食店

Dude Ranch 京都市左京区 下鴨北芝町３４　ブドワール　１Ｆ ショッピング

焼肉料理屋 南山 京都市左京区 下鴨北野々神町３１ 飲食店

（株）イノブン北山店 京都市左京区 下鴨南芝町３９１オリソービル ショッピング

ステーキ割烹　渋谷 京都市左京区 下鴨南茶ノ木町２１４ 飲食店

日出鮨 京都市左京区 下鴨南茶ノ木町３９１ 飲食店

Annex 京都市左京区 下鴨宮崎町１０６－２ ショッピング

鯖街道 花折 下鴨店 京都市左京区 下鴨宮崎町１２１ 飲食店

下鴨茶寮 京都市左京区 下鴨宮河町６２ 飲食店

バイカル 下鴨本店 京都市左京区 下鴨本町４－２ 飲食店

鮨かわの 京都市左京区 下鴨東半木町７２－８ 飲食店

ホソカワ 京都市左京区 下鴨東本町８ ショッピング

グランディール下鴨店 京都市左京区 下鴨梅ノ木町４４ 飲食店

京懐石吉泉 京都市左京区 下鴨森本町５番地 飲食店

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

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

クリアンテール 京都市左京区 下鴨狗子田町５－１２ 飲食店

楽食　ざっぷ 京都市左京区 下鴨狗子田町５－２ 飲食店

東華菜館　洛北店 京都市左京区 下鴨神殿町１６－５ 飲食店

下鴨 せせらぎ 京都市左京区 下鴨神殿町１６２ ショッピング

カフェ ヴェルディ 京都市左京区 下鴨芝本町４９－２５　アディー下鴨 飲食店

フラワーショップ風花 京都市左京区 下鴨西本町１１４赤井ビル１・２Ｆ ショッピング

株式会社 福助 京都市左京区 下鴨西高木町３７ 飲食店

音羽鮓 京都市左京区 下鴨貴船町４７ 飲食店

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

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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土井志ば漬本舗 京都市左京区 八瀬花尻町４１ ショッピング

グランディール北白川店 京都市左京区 北白川上終町５ 飲食店

リカーマウンテン 銀閣寺店 京都市左京区 北白川下別当町２ ショッピング

ワールドコーヒーショップ 白川本店 京都市左京区 北白川久保田町１ 飲食店

鼓月 銀閣寺店 京都市左京区 北白川久保田町１７－２ 飲食店

大国屋 白川店 京都市左京区 北白川久保田町２０ ショッピング

中善 京都市左京区 北白川久保田町２６ 飲食店

ドンク 北白川店 京都市左京区 北白川山田町１－１ 飲食店

Ｂ－ＬＯＣＫ 京都市左京区 北白川東瀬ノ内町４３ ショッピング

中国四川料理駱駝 京都市左京区 北白川瀬ノ内町２７－４　中国四川料理駱駝 飲食店

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

南禅寺 熊魚庵 京都市左京区 南禅寺下河原町３０－４ 飲食店

瓢亭 京都市左京区 南禅寺草川町３５ 飲食店

有限会社　長瀬 京都市左京区 南禅寺草川町３５４ ショッピング

南禅寺順正 京都市左京区 南禅寺草川町６０ 飲食店

松井酒造 京都市左京区 吉田河原町１－６ ショッピング

株式会社　銀花園　百万遍店 京都市左京区 吉田泉殿町１５ ショッピング

緑寿庵清水 京都市左京区 吉田泉殿町３８－２ 飲食店

PUREE de FLEURS 京都市左京区 吉田神楽岡町９－２２ サービス

味工房志野 勝林院店 京都市左京区 大原勝林院町１０９ ショッピング

京美茶屋 京都市左京区 大原勝林院町２３ 飲食店

味工房 志野 戸寺店 京都市左京区 大原戸寺町１７３－２ ショッピング

山ばな 平八茶屋 京都市左京区 山端川岸町８１ 飲食店

和牛専門はつだ 京都市左京区 山端柳ヶ坪町１７－３ 飲食店

岡崎茶寮 豆狸 京都市左京区 岡崎円勝寺町１４９ 飲食店

ミュージアムショップ アールプリュ 京都市左京区 岡崎円勝寺町２６－１　京都国立近代美術館 ショッピング

旬席　鈴江 京都市左京区 岡崎円勝寺町５８－１ 飲食店

京料理　味ま野 京都市左京区 岡崎北御所町３３番地 飲食店

となりの村田 京都市左京区 岡崎南御所町１８－１１ ショッピング

権太呂　岡崎店 京都市左京区 岡崎南御所町１９ 飲食店

大安 本店 京都市左京区 岡崎南御所町４５ ショッピング

BACKEREI PERKEO 京都市左京区 岡崎天王町５４－１　クリヨン岡崎１Ｆ 飲食店

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９１京都市勧業館Ｂ１Ｆ ショッピング

京都モダンテラス 京都市左京区 岡崎最勝寺町１３　ロームシアター京都パーク
プラザ　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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エーテルヴァイン 岡崎店 京都市左京区 岡崎最勝寺町２－８ ショッピング

リトルファンタジー 京都市左京区 岡崎東天王町３７ ショッピング

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 飲食店

DUPREE 京都市左京区 岡崎西天王町６８－１ 飲食店

Aコープ京都中央 岩倉店 京都市左京区 岩倉中町３９５ ショッピング

宝ヶ池　ゆば泉 京都市左京区 岩倉南三宅町７０１ 飲食店

リカーマウンテン 岩倉幡枝店 京都市左京区 岩倉幡枝町６８０ ショッピング

鮨米 京都市左京区 岩倉忠在地町２７１－３ 飲食店

リカーマウンテン岩倉忠在地店 京都市左京区 岩倉忠在地町５４５ ショッピング

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１階 ショッピング

洛北　松乃鰻寮 京都市左京区 岩倉木野町１８９ ショッピング

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１２ 飲食店

酒のやまもと京都店 京都市左京区 川端通三条上る法林寺門前町３６－３ ショッピング

八起庵 京都本店 京都市左京区 川端通丸太町上る東丸太町８ 飲食店

山上 京都市左京区 川端通丸太町下ル下堤町８６ー３ 飲食店

牛　こうの 京都市左京区 東丸太町１１４第二日吉ハイツ１階 飲食店

炭火串焼とりと 京都市左京区 東丸太町９－５　神原ビル　１Ｆ 飲食店

花の店　あづさ 京都市左京区 東大路仁王門下ル東門前町５２８６ ショッピング

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１１１ ショッピング

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

炭火焼肉レストラン エルドール 京都市左京区 松ヶ崎芝本町４－９ 飲食店

うるしの常三郎 哲学の道店 京都市左京区 浄土寺上南田町７１－２ ショッピング

日本料理 藤井 京都市左京区 浄土寺上南田町９１ 飲食店

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

銀閣寺大西 京都市左京区 浄土寺東田町５３ ショッピング

美容室ウイットアルファ 京都市左京区 浄土寺東田町９３－６ サービス

牛おおた 京都市左京区 浄土寺真如町１６４－９ 飲食店

うるしの常三郎 銀閣寺店 京都市左京区 浄土寺石橋町３２－２ ショッピング

京料理 白水園 京都市左京区 浄土寺石橋町３６ 飲食店

おめん 銀閣寺本店 京都市左京区 浄土寺石橋町７４ 飲食店

かつくら銀閣寺店 京都市左京区 浄土寺西田町１ 飲食店

すし甚 京都市左京区 浄土寺西田町１００３８ 飲食店

一貫 京都市左京区 浄土寺西田町３０２ 飲食店

北京料理　盛華亭 京都市左京区 浄土寺馬場町３９－４　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Fuzzy Clothed 京都市左京区 田中下柳町８９ドミトリーアルバ１Ｆ ショッピング

京 洋菓子司 一善や 京都市左京区 田中東高原町３９－１ 飲食店

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

リカーマウンテン里ノ前店 京都市左京区 田中里ノ前町２１ ショッピング

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

大力餅 京都市左京区 田中門前町２４ 飲食店

ヘア-サロン ヴェ-ル 京都市左京区 田中飛鳥井町４４－１Ｆ サービス

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７０１ ショッピング

L.F.CREVON 京都市左京区 粟田口鳥居町２１－２０ ショッピング

美濃吉 本店 竹茂楼 京都市左京区 粟田口鳥居町６５ 飲食店

チェンチ 京都市左京区 聖護院円頓美町４４－７ 飲食店

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

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

はふう　聖護院店 京都市左京区 聖護院山王町８ 飲食店

ハートフルダイニング京大病院店 京都市左京区 聖護院川原町５４　京大病院外来棟　１Ｆ 飲食店

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

MARCO＆SARA．KYOTO 京都市左京区 聖護院蓮華蔵町２０ 飲食店

河道屋養老 京都市左京区 聖護院西町２ 飲食店

西尾八ッ橋の里 京都市左京区 聖護院西町６ 飲食店

通リャンセ 京都市左京区 若王子町２４１ 飲食店

ふみや 京都市左京区 銀閣寺町６５ 飲食店

ボノワール京都 京都市左京区 銀閣寺町７５－１ 飲食店

Aコープ京都中央 市原野店 京都市左京区 静市市原町３６－１ ショッピング

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

貴船ふじや 京都市左京区 鞍馬貴船町４０ 飲食店

貴船喜らく 京都市左京区 鞍馬貴船町４７番地 飲食店

鳥居茶屋 京都市左京区 鞍馬貴船町４８ 飲食店

左源太 京都市左京区 鞍馬貴船町９１ 飲食店

ひばなや 京都市左京区 高野東開町１７３ 飲食店

東山高台寺 京料理 萬治郎 京都市東山区 （高台寺北門前通下河原東入ル）鷲尾町５１８ 飲食店

鮨楽味 京都市東山区 三吉町３３２－６ 飲食店

株式会社 平安殿 京都市東山区 三条通北裏白川筋東入堀池町３７３－１０ 飲食店

三味洪庵本店 京都市東山区 三条通北裏白川筋西入石泉院町３９３ 飲食店

Y'S TRUST 京都市東山区 三条通大橋東入大橋町１０２番地 田中ビルＢ１
Ｆ

エンターテイメン
ト
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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１
Ｆ 飲食店

串揚げとワイン おりじん 京都市東山区 上弁天町４３５－２ 飲食店

炭火イタリアン　The　Kumachi 京都市東山区 下堀詰町２３４－２　１Ｆ 飲食店

Hooty 京都市東山区 下堀詰町２３４－２　２Ｆ 飲食店

日月房　旦 京都市東山区 下弁天町５８ 飲食店

ちりめん山椒 京佃煮舗 やよい 京都市東山区 下河原通八坂鳥居前下ル上弁天町４３９ ショッピング

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

無碍山房 京都市東山区 下河原通高台寺北門前鷲尾町５２４ 飲食店

The RIVER 京都市東山区 中之町２００　カモガワビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

東五六 京都市東山区 五条橋東６－５３９ ショッピング

丹 京都市東山区 五軒町１０６－１３ 飲食店

かわら林 京都市東山区 今熊野宝蔵町３７３ 飲食店

大谷園茶舗 京都市東山区 今熊野椥ノ森町７　 飲食店

兎屋 祇園店 京都市東山区 元吉町４５－１ 飲食店

熊の焼鳥祇園白川 京都市東山区 元吉町７０－１４ 飲食店

鉄板・お好み　crown 京都市東山区 八坂新地富永町１１１ 飲食店

ワインとワショク ツネオ 京都市東山区 八坂新地富永町１２３　花見会館　１０７号室 飲食店

祇園まとゐ鮨 京都市東山区 八坂新地末吉町１０２番地 飲食店

有限会社　祇園貴久政 京都市東山区 八坂新地末吉町７８－１　赤田ビル１Ｆ 飲食店

割烹さか本 京都市東山区 八坂新地末吉町７９８０ 飲食店

sourire 京都市東山区 八坂新地末吉町７９番地第一ＥＦＢＬ２５号 飲食店

ITOHDININGKYOTO 京都市東山区 八坂新地末吉町８０ 飲食店

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１
Ｆ ショッピング

株式会社いづう 京都市東山区 八坂新地清本町３６７ 飲食店

BASARA 京都市東山区 八坂新地清本町３６８　メトロビル２Ｆ 飲食店

祇園たんと 京都市東山区 八坂新地清本町３７２ 飲食店

祇園 ひょうたん 京都市東山区 八坂新地清本町３８０ 飲食店

二年坂　まるん 京都市東山区 八坂通り二年坂西入ル 飲食店

THE SODOH HIGASHIYAM 京都市東山区 八坂通下河原東入八坂上町３６６ 飲食店

文ノ助茶屋　本店 京都市東山区 八坂通下河原東入八坂上町３７３番地１ 飲食店

舞扇堂　きよみず店 京都市東山区 八坂通二年坂西入ル ショッピング

祇園　鹿六 京都市東山区 八坂通東大路通西入ル小松町５６６－２５ 飲食店

デザートカフェ　長楽館 京都市東山区 八坂通鳥居前東入円山町６０４ 飲食店

京洋菓子司 ジュヴァンセル 祇園店 京都市東山区 八坂鳥居前南入清井町４８２　京ばんビル２Ｆ 飲食店
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鳥久 京都市東山区 八坂鳥居前東入ル円山町宮有地 飲食店

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

半兵衛麸 京都市東山区 問屋町通五条下る二丁目上人町４３３ ショッピング

京煎堂 京都市東山区 四条通り花見小路東入祇園町南側５６５１ 飲食店

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

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

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

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

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

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５７０２３１ ショッピング

土井志ば漬本舗 祇園店 京都市東山区 四条通大和大路東入祇園町南側５７２－１ ショッピング

伊藤久右衛門 祇園店・茶房 京都市東山区 四条通大和大路東南角祇園町南側５８６ ショッピング

やぐ羅　本店 京都市東山区 四条通大和大路西入ル 飲食店

井澤屋 京都市東山区 四条通大和大路西入ル中之町２１１２ ショッピング

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

辻利 京都店 京都市東山区 四条通大和大路西入中之町２１５ 飲食店

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

茶寮　都路里　本店 京都市東山区 四条通祇園町南側５７３３　２階 飲食店

祇園宮川町水源亭 京都市東山区 団栗通宮川筋入ル一筋目越え六軒目東側 飲食店

有限会社　沖よし 京都市東山区 塩小路通大和大路東入４丁目東瓦町６７７ 飲食店

阿閑堂 京都市東山区 大井手町１０２－６ ショッピング

ワインハウス ピカソ 京都市東山区 大和大路三条下ル３　弁財天町１５番地スペー
ス新橋　１Ｆ ショッピング

祇園　呉服　たけわか 京都市東山区 大和大路四条下ル１丁目大和町６ー３ ショッピング

建仁寺　祇園丸山 京都市東山区 大和大路四条下ル４丁目小松町５６６１６ 飲食店

HANA吉兆 京都市東山区 大和大路四条下ル大和町３２ ショッピング

Eltesoro 京都市東山区 大和大路新橋上がる東側　大和ビル１Ｆ 飲食店

Ryokaku 京都市東山区 大和大路新門前下西之町２１６１ ショッピング

鍛金工房WESTSIDE33 京都市東山区 大和大路通り七条下ル３丁目七軒町５７８ ショッピング

とらふぐ茶屋 山福 京都市東山区 大和大路通三条下る弁財天町６－６－１ 飲食店

祇園フラワースタイル いろは 京都市東山区 大和大路通四条上る２常盤町１５０ ショッピング

福栄堂 京都市東山区 大和大路通四条上ル二十一軒町２２６ ショッピング

祇園びとら 京都市東山区 大和大路通四条上る二筋目東入末吉町８２－７ 飲食店

喜多八 京都市東山区 大和大路通四条上ル冨水町１０９１４ 飲食店

祇園寿司六 京都市東山区 大和大路通四条上る富永町１３５番地 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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株式会社 みかく 京都市東山区 大和大路通四条上ル常盤町１６５ 飲食店

CaCaoMarketbyMARIEBE 京都市東山区 大和大路通四条上る常盤町１６５－２ 飲食店

松葉　北店 京都市東山区 大和大路通四条上る常磐町１４９番地の１ 飲食店

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

和牛焼肉 和や 京都市東山区 大和大路通四条下る２丁目亀井町６０－１ 飲食店

天ぷら圓堂 京都市東山区 大和大路通四条下ル４丁目小松町５６６ 飲食店

欧風料理　開陽亭 京都市東山区 大和大路通四条下ル博多町９５ー３ 飲食店

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

KobeBeefSteak モーリヤ祇園 京都市東山区 大和大路通四条下る大和町７－１　祇園モーリ
ヤビル１Ｆ２Ｆ４Ｆ 飲食店

LamaisonJOUVAUD京都祇園店 京都市東山区 大和大路通新橋上ル元吉町７１－５ 飲食店

富久 京都市東山区 大和大路通新橋下ル元吉町７３ 飲食店

Bar　RM 京都市東山区 大和大路通新橋東入ル元吉町５９－１　２Ｆ 飲食店

肉匠益市GION 京都市東山区 大和大路通新橋東入ル元吉町６９ 飲食店

CHOICE 京都市東山区 大橋町８９－１　１Ｆ 飲食店

ショコラトリ－ ヒサシ 京都市東山区 夷町１６６－１６ ショッピング

東山 吉寿 京都市東山区 妙法院前側町４２２ 飲食店

IL　PAPPALARDO 京都市東山区 妙法院前側町４５１－１　 飲食店

天壇祇園本店 京都市東山区 宮川筋１丁目２２５ 飲食店

宮川町水簾 京都本店 京都市東山区 宮川筋２－２５３ 飲食店

宮川町近江榮 京都市東山区 宮川筋４－３１５ 飲食店

きし鮓 京都市東山区 宮川筋５丁目３３３番地１ 飲食店

ごはんや蜃氣楼 京都市東山区 宮川筋６丁目３６１ 飲食店

河なみ 京都市東山区 宮川筋五丁目３２７番地２ 飲食店

宮川町　さか 京都市東山区 宮川筋四条下ル宮川筋四丁目３１９１５ 飲食店

京〜miyako〜 京都市東山区 富永町１０８－３ 飲食店

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

祇園鮨よし 京都市東山区 富永町１３２おかるびる２階 飲食店

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

リカーマウンテン 祇園店 京都市東山区 富永町１４１ ショッピング

レストラン　菊水 京都市東山区 川端四条上ル川端町１８７ ショッピング

総本家にしんそば　松葉 京都市東山区 川端町１９２ ショッピング

井筒八ツ橋本舗　祇園本店 京都市東山区 川端通四条上ル常盤町１７８ ショッピング

祇園ビストロ丸橋 京都市東山区 常盤町１７７ 飲食店

ヨシナリ 京都市東山区 弁財天町１５　スペース新橋３Ｆ 飲食店
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ぎをん 縄手 とり安 京都市東山区 弁財天町１８ 飲食店

ステーキハウス純心庵 京都市東山区 弓矢町２４－１ 飲食店

割烹　きたむら 京都市東山区 新宮川町松原下ル西御門町４４１ 飲食店

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

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４３６２　Ｌ
＆Ｌビル１階 飲食店

株式会社 ニ教 京都市東山区 新橋通大和大路東入ル二丁目橋本町３８５１ 飲食店

和牛会席 祇園 だいきち 京都市東山区 新橋通大和大路東入ル元吉町５１ 飲食店

GOZUKON 京都市東山区 新橋通大和大路東入二丁目橋本町４１７ 飲食店

祇園ミクニ 京都市東山区 新橋通大和大路東入元吉４８－１ 飲食店

祗をん 八咫 本店 京都市東山区 新橋通大和大路東入元吉町４２－３ 飲食店

Galle 京都市東山区 新橋通花見小路西入ル南側　モトサンビル１Ｆ ショッピング

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

ギャラリーグレース 京都市東山区 新門前花見小路東入る２－２４５ ショッピング

株式会社かとう商会 京都市東山区 新門前通大和大路東入ル３丁目梅本町２５８ ショッピング

よしおか 京都市東山区 新門前通大和大路東入ル西ノ町２０６ ショッピング

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

ステーキハウス新吾 京都市東山区 新門前通大和大路東入西之町２３２－６ 飲食店

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２４５１ 飲食店

塔の下 京都市東山区 星野町８８－１０ 飲食店

札幌　かに家　京都店 京都市東山区 月見町２ 飲食店

祇園にし 京都市東山区 月見町２１－２－１０１ 飲食店

ITS GION2DEUX 京都市東山区 末吉町８０－１ 飲食店

リカーマウンテン七条東山店 京都市東山区 本町６－３ ショッピング

一澤信三郎帆布 京都市東山区 東大路古門前上る高畑町６０２ ショッピング

豆水楼 祇園店 京都市東山区 東大路松原上る４丁目毘沙門町３８－１ 飲食店

東山八百伊 本店 京都市東山区 東大路松原上ル４丁目毘沙門町４４ ショッピング

卯田光商店 京都市東山区 東大路松原上る東入上田町８５ ショッピング

京やきにく弘 八坂邸 京都市東山区 東大路通八坂西入ル 飲食店

わしょく宝来 京都市東山区 東大路通新橋上ル林下町４３８ 飲食店

炭火焼鶏 おとなり 京都市東山区 東橋詰町３０　ＫＡＮＥＤＥＮビル　１Ｆ 飲食店

貴匠桜 京都市東山区 松原通大和大路東入２　轆轤町１００ 飲食店

京料理　花かがみ 京都市東山区 松原通大和大路東入二丁目轆轤町１０３番地１ 飲食店

花水庵 京都市東山区 林下町４００ ショッピング

知恩院和順会館１Ｆ　沙羅ノ木 京都市東山区 林下町４００２ ショッピング
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豆富料理　蓮月茶ヤ 京都市東山区 林下町４４２ 飲食店

新門前 米村 京都市東山区 梅本町２５５－１ 飲食店

Yonemura The Store祇園 京都市東山区 橋本町３８５－１ 飲食店

百香居 京都市東山区 橋本町３９６－２　祇園神聖ビル　５Ｆ 飲食店

京家きよみず ぎをん新橋 京都市東山区 橋本町４１６ 飲食店

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

京料理 祇園 おくおか 京都市東山区 毘沙門町４４－６６ 飲食店

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ル下河原５２６ 飲食店

齋華 京都市東山区 泉涌寺山内町３５－３ 飲食店

ステップ今熊 京都市東山区 泉涌寺門前町２６ ショッピング

祇園　華舞 京都市東山区 清井町４９４－２ 飲食店

祇園肉亭新 京都市東山区 清本町３６６－２ 飲食店

祇園かげ山 京都市東山区 清本町３６８－３　祇園Ｋ．Ｓメトロビル　１
Ｆ 飲食店

とり焼き鶏料理 かしわ 京都市東山区 清本町３７４－５ 飲食店

ココ・ラフィーネ 京都市東山区 清本町３７７ ショッピング

谷口清雅堂 京都市東山区 清水１－２６２ ショッピング

洋食わらじや 京都市東山区 清水１－２６９－１ 飲食店

京つけもの西利 清水店 京都市東山区 清水１－２７９ ショッピング

朝日堂 京都市東山区 清水１－２８０ ショッピング

音羽茶寮 京都市東山区 清水１－２８７－１ 飲食店

朝日堂 茶わん坂店 美器 京都市東山区 清水１－２８７－１　１Ｆ ショッピング

木村桜士堂 清水店 京都市東山区 清水１丁目２６３ ショッピング

本家西尾八ッ橋 清水店 京都市東山区 清水１丁目２７７ 飲食店

七味家本舗 京都市東山区 清水２－２２１ ショッピング

株式会社 土井志ば漬本舗 清水店 京都市東山区 清水２－２２７ ショッピング

京ばあむ 清水店 京都市東山区 清水２－２２９ 飲食店

京・清水寺門前 普門庵 京都市東山区 清水２－２４６ 飲食店

マールブランシュ 清水坂店 京都市東山区 清水２－２５６ 飲食店

聖護院八ッ橋岩月堂店 京都市東山区 清水2丁目218 飲食店

本家西尾八ッ橋 清水坂店 京都市東山区 清水２丁目２４０－２ 飲食店

おちゃのこさいさい産寧坂本店 京都市東山区 清水３－３１６－４ ショッピング

松韻堂 京都市東山区 清水３－３１９ ショッピング

よーじや　清水産寧坂店 京都市東山区 清水３３３４ ショッピング

くろちく　青龍苑 京都市東山区 清水３３３４　清水産寧坂　青龍苑内 ショッピング
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産寧坂　まるん 京都市東山区 清水三丁目３１７１ ショッピング

SPINGLE MOVE 京都 京都市東山区 玉水町７１－７ ショッピング

イヤリング専門 ぴあり館 京都市東山区 白糸町５６９－３ ショッピング

ひいらぎ亭 京都市東山区 知恩院前石橋町３０６６ 飲食店

吉祥菓寮 祇園本店 京都市東山区 石橋町３０６ 飲食店

鮨 嘉瑞 京都市東山区 石泉院町３９３－１ 飲食店

祇園　松乃 京都市東山区 祇園南座東四軒目 ショッピング

京やきにく 弘 祇園山名庵 京都市東山区 祇園四条縄手上ル 飲食店

割烹八寸 京都市東山区 祇園末吉町９５ 飲食店

ブドウノ蔵 京都市東山区 祇園町北側 ３００番地ムーンビューティー祇園
ビル５階 飲食店

壹錢洋食 京都市東山区 祇園町北側２３８ 飲食店

祇園まいこと 京都市東山区 祇園町北側２４４ 飲食店

京つけもの もり 祇園店 京都市東山区 祇園町北側２４５ ショッピング

御料理 味舌 京都市東山区 祇園町北側２４６ ショッピング

むら田 京都市東山区 祇園町北側２４６ ショッピング

祇園のもりた 京都市東山区 祇園町北側２５０ ショッピング

京つけもの 大安 祇園店 京都市東山区 祇園町北側２５２ ショッピング

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

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

京菓匠 栗阿彌祇園店 京都市東山区 祇園町北側２６１－１ 飲食店

金竹堂 京都市東山区 祇園町北側２６３ ショッピング

鍵善良房 本店 京都市東山区 祇園町北側２６４ ショッピング

株式会社　鍵善良房 京都市東山区 祇園町北側２６４ 飲食店

祇園 呂色 京都市東山区 祇園町北側２６６　井澤ビル５Ｆ 飲食店

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

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

原了郭 京都市東山区 祇園町北側２６７ ショッピング

かぼちゃのたね 京都市東山区 祇園町北側２６７　祇園了郭ビル 飲食店

青冥（チンミン）祇園店 京都市東山区 祇園町北側２６８　ヤサカ祇園ビル５Ｆ 飲食店

よーじや 祇園店 京都市東山区 祇園町北側２７０１１ ショッピング

Nail Salon Mirey 京都市東山区 祇園町北側２７２２Ｆ サービス

祇園くろちく直営店 京都市東山区 祇園町北側２７５番 ショッピング

祇園くろちく倭美坐1 京都市東山区 祇園町北側２７５番 ショッピング

豊田愛山堂 京都市東山区 祇園町北側２７７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

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

有吉 京都市東山区 祇園町北側２８２－５ 飲食店

かづら清老舗 京都市東山区 祇園町北側２８５番地 ショッピング

祇園なか原 京都市東山区 祇園町北側２８６５ 飲食店

家傳京飴　祇園小石 京都市東山区 祇園町北側２８６番地の２ ショッピング

いづ重 京都市東山区 祇園町北側２９２ ショッピング

米料亭　八代目　儀兵衛 京都市東山区 祇園町北側２９６ 飲食店

大雅堂 京都市東山区 祇園町北側３０１－２ ショッピング

祇園 牛禅 京都市東山区 祇園町北側３２３　祇園会館　４Ｆ 飲食店

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

祇園 うゑ柳 京都市東山区 祇園町北側３４７ 飲食店

モトサン家 京都市東山区 祇園町北側３４７－１０８　楽宴小路 飲食店

仁々木祇園本店 京都市東山区 祇園町北側３４７－１１５ 飲食店

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

割烹ふじ原 京都市東山区 祇園町北側３４７－１３８　げんすけビル　１
Ｆ 飲食店

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

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

福寿 京都市東山区 祇園町北側３４７－６７　第５雅会館１０３ 飲食店

天ぷら京星 京都市東山区 祇園町北側３４７－９　双葉ビル　１Ｆ 飲食店

ぎをん蘆田 京都市東山区 祇園町北側３４７－９２　双葉ビル１Ｆ 飲食店

割烹 梅津 京都市東山区 祇園町北側３４７－９３ 飲食店

山玄茶 京都市東山区 祇園町北側３４７－９６ 飲食店

志ぐれ 京都市東山区 祇園町北側官有地 飲食店

RISTORANTECHIMERA 京都市東山区 祇園町南側５０４ 飲食店

京都祇園茶寮 京都市東山区 祇園町南側５０６ 飲食店

二軒茶屋　中村楼 京都市東山区 祇園町南側５０９ 飲食店

ZEN CAFE 京都市東山区 祇園町南側５７０ 飲食店

ぎをん竹茂 京都市東山区 祇園町南側５７０ 飲食店

ステ－キなか彦 京都市東山区 祇園町南側５７０－１　 飲食店

前田 京都市東山区 祇園町南側５７０－１１８ 飲食店

天宗 京都市東山区 祇園町南側５７０－１１９ 飲食店

祇園きなな本店 京都市東山区 祇園町南側５７０－１１９ 飲食店

祇をん う桶や う 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ライカ 京都店 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２０ ショッピング

花ノ井 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２０ 飲食店

LADUREE京都祇園 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２２ 飲食店

川上 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２２ 飲食店

祇園　松田屋 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２３ 飲食店

蕪屋 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２３ 飲食店

鮨　まつもと 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２３ 飲食店

酒菜栩栩膳 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２３ 飲食店

祇園又吉 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２３ 飲食店

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

ぎおん徳屋 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２７ 飲食店

祇園岩元 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２７ 飲食店

かじ正 京都市東山区 祇園町南側５７０－１２７　かじ正 飲食店

祇園 椿 京都市東山区 祇園町南側５７０－１４８ 飲食店

マールブランシュ加加阿365 祇園店 京都市東山区 祇園町南側５７０－１５０ 飲食店

山地陽介 京都市東山区 祇園町南側５７０－１５１ 飲食店

祇園京料理花咲 京都市東山区 祇園町南側５７０－１７ ショッピング

祇園鮨よし田 京都市東山区 祇園町南側５７０－１７９ 飲食店

やまぐち 京都市東山区 祇園町南側５７０－１８５ 飲食店

祇園きだ 京都市東山区 祇園町南側５７０－１９２ 飲食店

なか一 京都市東山区 祇園町南側５７０－１９６ 飲食店

楽味 京都市東山区 祇園町南側５７０－２０５ 飲食店

祇園楽味 京都市東山区 祇園町南側５７０－２０６ 飲食店

カワムロ sen 京都市東山区 祇園町南側５７０－２１０　ＺＥＮビル　２Ｆ ショッピング

Abbesses 京都市東山区 祇園町南側５７０－２３２　第三万治ビル　３
Ｆ 飲食店

祇園迦陵 京都市東山区 祇園町南側５７０－２３５ 飲食店

グランマーブル祇園店 京都市東山区 祇園町南側５７０－２３８ 飲食店

十二段家 花見小路店 京都市東山区 祇園町南側５７０－２４０ 飲食店

ぎおん 元勢 京都市東山区 祇園町南側５７０－６ 飲食店

ぎをん 今 京都市東山区 祇園町南側５７０－６ 飲食店

祇園おかだ 京都市東山区 祇園町南側５７０－６ 飲食店

祇園 うえもり 京都市東山区 祇園町南側５７０－６ 飲食店

祇園 日 京都市東山区 祇園町南側５７０－８ 飲食店

祇園炭火割烹いふき 京都市東山区 祇園町南側５７０－８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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祇園にしむら 京都市東山区 祇園町南側５７０ー１６０ 飲食店

ぎおん佐藤 京都市東山区 祇園町南側５７０１１８ 飲食店

杢兵衛 京都市東山区 祇園町南側５７０１２０ 飲食店

祗園たに本 京都市東山区 祇園町南側５７０１２１ 飲食店

ぎをんや満文青木庵 京都市東山区 祇園町南側５７０１２５ 飲食店

祇園丸山 京都市東山区 祇園町南側５７０１７１ 飲食店

鮨 忠保 京都市東山区 祇園町南側５７２－９ 飲食店

松葉屋 京都市東山区 祇園町南側５７２３ ショッピング

宇治茶祇園辻利 京都市東山区 祇園町南側５７３番地の３ ショッピング

京つけもの西利 祇園店 京都市東山区 祇園町南側５７８ ショッピング

舞扇堂　祇園店 京都市東山区 祇園町南側５７９ ショッピング

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

祇園　一道 京都市東山区 祇園町南側５８９　ぎをん松本ビル　１Ｆ 飲食店

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

やげんぼり 花見小路店 京都市東山区 祇園町花見小路通四条下ル一筋目西入ル 飲食店

京ＭＯＮＯ匠・祇園・ない藤 京都市東山区 祇園縄手四条下ル二丁目 ショッピング

笑座 京都市東山区 祇園縄手通富永町東入ル 飲食店

京料理ぎをん 西坂 京都市東山区 祇園花見小路四条下ル東側 飲食店

ステーキ割烹　すえよし 京都市東山区 祇園花見小路末吉町東入北側３４７ 飲食店

四季宴　ぎおん　阪川 京都市東山区 祗園町南側５７０１９９ 飲食店

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

京都 中勢以 月 京都市東山区 稲荷町北組５７３ 飲食店

十六五　青蓮院店 京都市東山区 粟田口三条坊町１６ 飲食店

鮨処音羽 京都祗園店 京都市東山区 縄手通四条上る常盤町１５１ 飲食店

レストラン キエフ 京都市東山区 縄手通四条上ル廿一軒町２３６　鴨東ビル　６
Ｆ 飲食店

侘家古暦堂　祇園花見小路本店 京都市東山区 花見小路四条下る　祇園町南側歌舞練場北側 飲食店

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

前田珈琲 京博店 京都市東山区 茶屋町５２７　京都国立博物館内 飲食店

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

舞扇 京都市東山区 西之町２３２－２ 飲食店

ハッピーロクハラ 京都市東山区 轆轤町１１０ ショッピング

AKAGANE RESORT 京都市東山区 金園町４００－１ 飲食店

高台寺 和久傳 京都市東山区 高台寺北門前鷲尾町５１２ 飲食店

高台寺 中谷 本店 京都市東山区 高台寺桝屋町３６２－１３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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高台寺 てっさい堂 京都市東山区 高台寺門前下河原町４６３－３９ ショッピング

京都祇園ボロニヤ 京都市東山区 高畑町６０９　サンコーポ東山１Ｆ 飲食店

赤から 京都桂店 京都市西京区 上桂三ノ宮町３１－１ 飲食店

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 飲食店

ベストプレイ 京都市西京区 上桂東ノ口町１２９ ショッピング

小川珈琲クリエイツ 洛西店 京都市西京区 大原野東境谷町２－５－７　洛西ケーブルビ
ジョン内 ショッピング

キッチンランド SunSun 京都市西京区 大原野東境谷町２－５－８　ラクセーヌ専門店
　１Ｆ ショッピング

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２５８ラクセーヌ１Ｆ ショッピング

リカーマウンテン 洛西店 京都市西京区 大原野西竹の里町１丁目１９－３ ショッピング

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

炭火焼肉屋さかい 京都洛西店 京都市西京区 大枝中山町７－４５ 飲食店

マダムシュークレーム 京都市西京区 大枝南福西町３－１－７ 飲食店

一番亭　京都洛西店 京都市西京区 大枝塚原町３－１４４ 飲食店

びっくりドンキー洛西店 京都市西京区 大枝沓掛町１０－１ 飲食店

かつ源洛西店 京都市西京区 大枝沓掛町１４－８ 飲食店

まつおえんげい 京都市西京区 大枝西長町３７０ ショッピング

ログハウス 京都市西京区 大枝西長町３７０ 飲食店

BALMY SQUARE 京都市西京区 山田北山田町４０－３ ショッピング

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１１
３ サービス

ヘアーメイク ポリッシュ 桂店 京都市西京区 山田大吉見町５－１２　ルサフィール物集女　
１Ｆ サービス

焼肉 巧真 京都市西京区 山田庄田町３－６３ 飲食店

YAYOI〜BRAINS Seem 京都市西京区 山田畑田町１３－２　ＥＸＥ２　１Ｆ サービス

livable 京都市西京区 山田畑田町２５－５ ショッピング

京都オルゴール堂 京都市西京区 嵐山中尾下町５４－３ ショッピング

京つけものもり松尾大社店 京都市西京区 嵐山宮町３　松尾大社境内 ショッピング

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

嵐山さくら 京都市西京区 嵐山風呂ノ橋町２０－６ 飲食店

Soin de brace 桂 京都市西京区 川島有栖川町１７　ＴＷＩＮＫＬＥＣＯＵＲＴ
桂２ サービス

NYNY 桂店 京都市西京区 川島有栖川町５０－１　桂西口駅前ビル　１Ｆ
　東側 サービス

サムソン 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

鼓月 桂店 京都市西京区 川島松ノ木本町１４　アビタシオン川島　１Ｆ 飲食店

リコルディ 京都市西京区 川島粟田町３９－３ 飲食店

趣味のきもの　やひろ 京都市西京区 川島粟田町４０３ ショッピング
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炭焼きまるまる 京都市西京区 川島野田町５３－２　 飲食店

焼肉処真 桂店 京都市西京区 御陵南荒木町７－１２ 飲食店

hair with you 京都市西京区 御陵大原１－２３ サービス

せんぷく花えん　桂坂店 京都市西京区 御陵大枝山町５２７５デイリーカナート桂坂店
内 ショッピング

コリアスーパー韓彩市場 京都市西京区 御陵谷町４３ 飲食店

大吉 桂店 京都市西京区 御陵鴫谷７－４ 飲食店

幸寿司 京都市西京区 松尾大利町１０１－１　サンリーベ井ノ内　１
Ｆ 飲食店

京焼肉にしき 京都市西京区 松尾大利町２０－８ 飲食店

焼肉の名門 天壇 桂五条店 京都市西京区 桂乾町１３－４ 飲食店

AUBEhairfiore 京都市西京区 桂南巽町１２８　ユウプラザ　２Ｆ サービス

YAYOI〜BRAINS GRANDE 京都市西京区 桂南巽町１２８－３　山内ビル　２Ｆ サービス

NOISM elua 京都市西京区 桂南巽町３４－３　リュネール桂　１Ｆ サービス

（株）日野屋 京都市西京区 桂坤町２８８ ショッピング

ピッコロモンド・ヤマダ 京都市西京区 桂巽町４ 飲食店

珈琲舎　源 京都市西京区 桂徳大寺北町７７　シェランジュ’８８－１Ｆ 飲食店

ハードオフ京都桂店 京都市西京区 桂徳大寺北町８ ショッピング

本格焼肉 チファジャ 上桂店 京都市西京区 桂徳大寺町１５６ 飲食店

寿し処今 京都市西京区 桂朝日町１１１ 飲食店

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

美容室 ビッグアイ 桂店 京都市西京区 桂艮町１３－６７ サービス

COCCOLO HAIR ROOM 京都市西京区 桂西滝川町７２ サービス

1319 GPsrミュー阪急桂 京都市西京区 桂野里町１７　ミュー阪急桂　３Ｆ ショッピング

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

Slap Dash 京都市西京区 桂野里町５０－７４　桂イ－ストサイドビル　
２Ｆ サービス

や台ずし 桂駅東口町 京都市西京区 桂野里町５０－７５ 飲食店

Cubic 京都市西京区 桂野里町５０７５アソシエイトワダ３Ｆ サービス

Spinhair 京都市西京区 樫原佃２４ サービス

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

焼肉きんぐ 京都桂店 京都市西京区 牛ヶ瀬山柿町３ 飲食店

じばん宗 八幡市 八幡今田５ 飲食店

キャパトル 八幡店 八幡市 八幡備前２２－５ 飲食店

リカーマウンテン 八幡店 八幡市 八幡吉原２－１ ショッピング

トレジャーハンター八幡店 八幡市 八幡吉原３４－１ ショッピング

なかい洋品店 八幡市 八幡城ノ内３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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京都吉兆　松花堂店 八幡市 八幡女郎花４３ 飲食店

亀屋芳邦 八幡市 八幡岸本２７ 飲食店

内藤精肉店 八幡市 八幡松原４ ショッピング

きたむら酒食品店 八幡市 八幡柿ヶ谷１４－１１１ ショッピング

玄米屋ウエトミ 八幡市 八幡柿木垣内１１４ ショッピング

オンセンド 八幡店 八幡市 八幡源氏垣外１－４　ファミレやわた　２Ｆ ショッピング

株式会社　京都まるなか 八幡市 御馬所１１ ショッピング

露菴 京都八幡店 八幡市 戸津中代３６－１ 飲食店

すすめヴァイキング 京都八幡店 八幡市 戸津南代６－１ 飲食店

ココス京都八幡店 八幡市 欽明台北３－１ 飲食店

ナチュールシロモト欽明台店 八幡市 欽明台北４ 飲食店

びっくりドンキー松井山手店 八幡市 欽明台西２１－９ 飲食店

ずんべら屋 松井山手店 八幡市 欽明台西２１－９ 飲食店

大吉 八幡男山店 八幡市 男山泉３－１９ 飲食店

業務スーパー 男山店 八幡市 男山竹園２－２ ショッピング

マナベインテリアハーツ八幡店 八幡市 美濃山ヒル塚３１－１ ショッピング

オルネ 八幡市 美濃山一ノ谷２－１ ショッピング

電材買取センター 八幡店 八幡市 美濃山幸水２－２ ショッピング

菓匠庵はちまん京都美濃山店 八幡市 美濃山御幸１３ 飲食店

バイカル 北楠葉店 八幡市 西山和気１９－１ 飲食店

焼肉平壌亭園部店 南丹市 園部町上木崎町坪ノ内２６丁目５ 飲食店

エーコープ 園部店 南丹市 園部町美園町６－２２－１ ショッピング

お食事処きたむら 南丹市 美山町北揚石１９－１ 飲食店

焼キ肉ノ大拙　向日町店 向日市 上植野町上川原８６ 飲食店

株式会社グランプリ京都 向日市 上植野町南淀井７－８ ショッピング

有限会社 永井生花 向日市 上植野町南開５２ ショッピング

ヘアーメイク ポリッシュ 西向日店 向日市 上植野町馬立３－１　レスポワールウエダ　１
Ｆ サービス

株式会社 矢尾卯 向日市 向日町北山３ 飲食店

ヘアーメイクポリッシュ洛西口店 向日市 寺戸町七ノ坪１０８　グランブレリー洛西口　
１Ｆ サービス

味どころ 和加菜 向日市 寺戸町初田２１　岡崎ビル２Ｆ 飲食店

ヘア－メイクポリッシュ 東向日店 向日市 寺戸町初田２７－２　　長栄堂ビル１Ｆ サービス

リカーマウンテン 向日町店 向日市 寺戸町南垣内４－３ ショッピング

焼肉処真 東向日店 向日市 寺戸町小佃１９　東向日駅前センター内 飲食店

Carina hair 向日市 寺戸町新田２４－７ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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神崎屋 向日市 寺戸町東ノ段４ ショッピング

焼肉酒場　はらぱん 向日市 寺戸町梅ノ木１０－１４　 飲食店

かつや京都向日店 向日市 鶏冠井町清水１０－１ 飲食店

美食人エピキュア ほあんほあん 向日市 鶏冠井町西金村４６ 飲食店

農産物直売所 城陽店 城陽市 富野北垣内５６ ショッピング

串揚げいなせや 城陽市 寺田垣内後１９－５ 飲食店

ロゴスランド プラムイン レストラン 城陽市 寺田大川原２４－４ 飲食店

さくら寿司 城陽市 寺田東ノ口１７－１９８ 飲食店

寿司 糸八 城陽市 寺田樋尻６９－４９ 飲食店

（株）城陽やひろ 城陽市 寺田水度坂１５５０１ ショッピング

レストラン　シエル　城陽店 城陽市 寺田袋尻１９ 飲食店

和食と創作料理　和壯 城陽市 寺田西ノ口１７－１　スカイドーム寺田１０６ 飲食店

焼肉六角 城陽市 平川大将軍１９－３ 飲食店

京都まるなか　宇治店 城陽市 平川室木８５イズミヤ大久保店２階 ショッピング

京都八百忠 城陽市 平川山道１１２ 飲食店

焼肉やる気 宇治大久保店 城陽市 平川横道５１－１ 飲食店

リカーマウンテン 城陽平川店 城陽市 平川西六反５５－４ ショッピング

びゅーてぃーさろんHair物語 城陽市 樋尻４８－２９ サービス

リカーマウンテン 黄檗店 宇治市 五ケ庄平野５１－１ ショッピング

hair collection VOGUE 宇治市 伊勢田町中山２７ー３ サービス

ポリッシュ 大久保店 宇治市 大久保町大竹４５－１ サービス

ファニチャーエキサイト 宇治店 宇治市 大久保町旦椋９３－１１ ショッピング

お菓子司　ふくとく 宇治市 宇治２９番地の７　 飲食店

薩摩焼肉 黒桜 宇治市 宇治下居３９－２　エスパシオビル２Ｆ 飲食店

菓子工房 KAMANARIYA1 宇治市 宇治乙方５２－５ 飲食店

大人はズルいと思いませんか 宇治市 宇治乙方７－８　朝霞ビル　１Ｆ ショッピング

福寿園 宇治喫茶館 宇治市 宇治塔川１－１ ショッピング

有限会社　辰巳屋 宇治市 宇治塔川３７ 飲食店

中村藤吉本店 宇治市 宇治壱番１０ ショッピング

ステーキのどん　宇治店 宇治市 宇治壱番１２５－１ 飲食店

髪工房 宇治店 宇治市 宇治壱番１７７ サービス

永楽屋　宇治平等院店 宇治市 宇治妙楽１１宇治橋ビル１Ｆ ショッピング

coconi 宇治市 宇治妙楽１６　 飲食店

食品館 アプロ 宇治店 宇治市 宇治妙楽１６４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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地鶏家 心 宇治市 宇治妙楽２５ 飲食店

タイニ-スプラウト 宇治市 宇治妙楽２８ ショッピング

お茶のかんばやし 宇治橋通り本店 宇治市 宇治妙楽４３ ショッピング

旬ト感ノ店　乱 宇治市 宇治妙薬２４１ミツダビル１Ｆ 飲食店

伊藤久右衛門 JR宇治駅前店 宇治市 宇治宇文字１６－１ ショッピング

鼓月 宇治店 宇治市 宇治宇文字１７－４　クレセントハウス　１Ｆ 飲食店

株式会社福寿園 宇治工房 茶店 宇治市 宇治山田１０ ショッピング

福寿園宇治工房 玉露亭 宇治市 宇治山田１０ 飲食店

竹林 宇治市 宇治弐番８３ 飲食店

函館市場　宇治店 宇治市 宇治東内１６ 飲食店

辻利兵衛本店宇治本店 宇治市 宇治若森４１ ショッピング

平等院表参道　竹林 宇治市 宇治蓮華２１ 飲食店

伊藤久右衛門 平等院店 宇治市 宇治蓮華３１ ショッピング

中村藤吉平等院店 宇治市 宇治蓮華５－１ ショッピング

天壇 小倉店 宇治市 小倉町久保１５ 飲食店

お肉のスーパーやまむらや 宇治店 宇治市 小倉町久保５１－１ ショッピング

FEEL 宇治店 宇治市 小倉町天王５５－１　ホワイトレジデンス サービス

焼肉モリタ屋 宇治市 小倉町山際１６－１０ 飲食店

韓彩市場 小倉店 宇治市 小倉町神楽田３－５ ショッピング

M’s jeans BEST 宇治市 小倉町神楽田４７－１０ ショッピング

AVANCERlavie 宇治市 小倉町西浦７４－２　ステイシー１ビル　１Ｆ サービス

SHOW 宇治市 広野町一里山６５－３ サービス

レストラン＆ガーデン ちょうちょ 宇治市 広野町八軒屋谷２６ 飲食店

グルメリア但馬宇治店 宇治市 広野町桐生谷２８－５ 飲食店

居酒屋 KAO'S 宇治市 広野町西裏９９－１６パール第２ビル１階 飲食店

OBJE STYLE 京都 宇治市 槇島町一ノ坪１６－１ サービス

京都焼肉市場 南大門 島店 宇治市 槇島町中川原２０７　島ジンビル　２Ｆ 飲食店

びっくりドンキー宇治 島店 宇治市 槇島町二十四５７－１ 飲食店

カワナミ プランテーション 宇治市 槇島町十一９８－３ ショッピング

鮨席 初瀬 宇治市 槇島町南落合７６　パインハウス 飲食店

Korean Dining 海雲亭 宇治市 槇島町大川原３－１ 飲食店

リカーマウンテン 宇治 島店 宇治市 槇島町本屋敷２３ ショッピング

業務スーパー宇治店 宇治市 槇島町本屋敷２６－８ ショッピング

ツア・クローネ 宇治市 琵琶台１－４－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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与楽 神明店 宇治市 神明宮北１４－２１ 飲食店

生活雑貨ritmo宇治東店 宇治市 莵道平町２８－１　アルプラザ宇治東　２Ｆ ショッピング

お好み焼はここやねん宇治三室戸店 宇治市 莵道田中３０－１１ 飲食店

宇治式部郷 宇治本店 宇治市 莵道荒槇３８－６ 飲食店

オートック 京都宇治店 宇治市 莵道西隼上り３ ショッピング

ハッピー六原 三室戸店 宇治市 莵道谷下り５０－２ ショッピング

シマコーポレーション 宇治店 宇治市 開町２－２ ショッピング

天橋立ワイナリ－ 宮津市 国分１２３ ショッピング

YAKITORI　千鳥 宮津市 新浜１９８７　 飲食店

パワーズ 木津川市 吐師小林１３ サービス

HOLO beauty＆relax 木津川市 城山台１０－３５－５ サービス

BoulangerieRiche城山台店 木津川市 城山台１０－３５－５　ＴＫレオンビル　１０
１号 ショッピング

PLANT 木津川店 木津川市 城山台２－１ ショッピング

開放倉庫 山城店 木津川市 山城町椿井畑岡４０－１ ショッピング

魔法のパンケ－キ　木津川店 木津川市 州見台１丁目３－７　 飲食店

和牛ダイニング 桜 木津川市 木津小釜４８ 飲食店

旅猫食堂 木津川市 木津池田２－５　２Ｆ 飲食店

ビストロ・ヨシムラ 木津川市 相楽新堂前５－２ 飲食店

お好み焼は　ここやねん　精華町店 相楽郡精華町 光台１－３－１　食彩プラザ内 飲食店

焼肉 元気一番 相楽郡精華町 光台１－４－１ 飲食店

LITTLE MERMAID 精華台店 相楽郡精華町 精華台３－１２－４ 飲食店

リカーマウンテン 精華学研店 相楽郡精華町 精華台３ー１２ー１３ ショッピング

かき末 福知山市 中ノ２１６ 飲食店

好美堂 福知山市 京３１－３　 ショッピング

足立音衛門本店 福知山市 内記４４－１８ 飲食店

パティスリーカフェカタシマ福知山店 福知山市 厚中町８ 飲食店

ワークショップ オオツキ 福知山店 福知山市 和久市町２０９ ショッピング

グリーンホームセンター 福知山市 土師宮町１－７６　グリーンホームセンター福
知山店 ショッピング

リサイクルマート 福知山店 福知山市 土師宮町１－９８－１ ショッピング

焼肉平壤亭福知山店 福知山市 堀２３０３－２ 飲食店

italianbar il pazzini 福知山市 堀２３４４－１ 飲食店

SUPERCENTER PLANT－3福知山店 福知山市 字多保市小字手次１１４－１３ ショッピング

ビリオン珈琲 福知山店 福知山市 字篠尾湯原９６１－４５ 飲食店

焼肉冷麺ユッチャン。 福知山市 広峯町１１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ジュンテンドー 福知山店 福知山市 新庄１１－１ ショッピング

谷牧場 福知山市 旭が丘１０５ ショッピング

西村屋 福知山市 昭和町７８ ショッピング

とり蔵 福知山市 末広町１－２９ 飲食店

HanaMaru 福知山市 東本町１１９－１ 飲食店

HEADFOOT 福知山市 篠尾１１５－７　フレスポ福知山Ｂ２０３ ショッピング

NISHIYAMA 荒河店 福知山市 荒河東町１３３ ショッピング

ピザ・リトルパーティー福知山店 福知山市 駅前町３３０ ショッピング

ハードオフ 福知山駅南町店 福知山市 駅南町２－２０ ショッピング

BOOKOFF 福知山駅南町店 福知山市 駅南町２－２０ ショッピング

プレザ たいち 福知山市 駅南町２－２６１ ショッピング

御肉料理 竹下 福知山市 駅南町３－１３４ 飲食店

ふくちあん 本店 福知山市 駅南町３－４８ 飲食店

農産物直売所 田原店 綴喜郡宇治田原町 郷之口中林１２ ショッピング

魚菜酒房　あず木 綾部市 中ノ町２３２ 飲食店

魚菜酒房　たく美 綾部市 井倉新町瓜田１番８号アールイン綾部１階 飲食店

ワークショップオオツキ 綾部店 綾部市 味方町アミダジ１４－１ ショッピング

和風料理　ヒガシ山 綾部市 大島町畠田５４ 飲食店

佐々木酒店 綾部市 西町２－９８ ショッピング

ジュンテンドー 綾部店 綾部市 青野町西中居３０ ショッピング

味しるべ盾 綾部市 駅前通７２６ 飲食店

宗右衛門　本店 綾部市 高津町大橋１４－１　 飲食店

舞鶴港サカナテラス 舞鶴市 上安久１４０－３ 飲食店

岡田鮮魚店 舞鶴市 下福井９０５ ショッピング

株式会社 吉本水産 舞鶴市 下福井９０５ ショッピング

有限会社 魚たつ 舞鶴市 下福井９０５ ショッピング

ギフト館藤善東舞鶴店 舞鶴市 北浜町６－５ ショッピング

ココス東舞鶴店 舞鶴市 南浜町１３－６ 飲食店

ビストロ酒場イ－プ 舞鶴市 南浜町９－１８ 飲食店

ベルマートいいだ 旬工房 舞鶴市 安岡小字中山１００３番地 ショッピング

肉の匠やき壱 舞鶴市 小倉３００－１２ 飲食店

さかなや 水嶋鮮魚店 舞鶴市 引土１０４ ショッピング

銭形寿司 舞鶴市 引土１２９１ 飲食店

魚源　西舞鶴店 舞鶴市 引土２６３－１８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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一天張 屋敷 舞鶴市 引土３２２ 飲食店

栄亭 舞鶴店 舞鶴市 森町１３－４ 飲食店

割烹　嘉門 舞鶴市 浜１１１６－７　 飲食店

割烹　松きち 舞鶴市 浜１５０番地　 飲食店

焼肉まつやま 舞鶴市 浜３０５ 飲食店

肉料理専門店　はやし 舞鶴市 浜３８４　 飲食店

魚源　東舞鶴店 舞鶴市 浜４７－１１ 飲食店

洋酒の佐藤 舞鶴市 浜５９９ ショッピング

selfish 舞鶴市 浜６３２－４　 ショッピング

銀八寿し 舞鶴市 浜６５２－１　ギンパチ 飲食店

理容ヤスダ 舞鶴市 浜８１２－２　 サービス

焼肉 味道楽 舞鶴市 浜町４－１５ 飲食店

ワークショップオオツキ 東舞鶴店 舞鶴市 田中町１９－１２ ショッピング

かつ源舞鶴店 舞鶴市 福来２３４－２ 飲食店

モルト・ヴォーノ・ニーナ 舞鶴市 鹿原１－５ 飲食店

丹波ワインハウス 船井郡京丹波町 豊田千原８３ ショッピング

pandozo cafe 船井郡京丹波町 質美上野４３　旧質美小学校内 飲食店

みずは北川 本店 長岡京市 うぐいす台１－３ 飲食店

トレジャーハンター長岡京店 長岡京市 一文橋１－１２－１ ショッピング

ニュ－バ－ド 長岡京市 井ノ内下印田７－７ ショッピング

明月菓寮 本店 長岡京市 井ノ内横ケ端１２－４ 飲食店

焼肉輝 長岡店 長岡京市 今里北ノ町１８－３ 飲食店

お肉のスーパーやまむらや 長岡京店 長岡京市 今里庄ノ渕１－４ ショッピング

大阪ガスSC／野間ガスサービス 長岡京市 城の里１１－２ ショッピング

鼓月 長岡京店 長岡京市 天神１－１－５６ 飲食店

NYNY 長岡天神店 長岡京市 天神１－３－２５　ロワール　１Ｆ　Ａ サービス

AUBE HAIR acne 長岡京店 長岡京市 天神１－４３　Ａ－ＴＯＮビル　３Ｆ サービス

やきとり 大吉 長岡京店 長岡京市 神足２－３－１　バンビオ１番館　１Ｆ 飲食店

ヘアーメイク ポリッシュ 長岡京店 長岡京市 神足２－３－１　バンビオ１番館　２Ｆ－２０
３ サービス

ハードオフ長岡京店 長岡京市 神足下八ノ坪４３ ショッピング

シャーロン美容室プラザ店 長岡京市 長岡１－１－１０ サービス

hair LIEN 長岡京市 長岡１－１－１２　パネフリ第３ビル２Ｆ－南 サービス

ル・ノーブル 長岡京店 長岡京市 長岡２－１－１５ ショッピング

リバティ長岡 長岡京市 長岡２－１－２３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Liberte 長岡京市 長岡２丁目２８－４１　 サービス

ファインテーラー　松本 長岡京市 長岡京市一里塚２番地の３３ ショッピング

焼肉　青山　本店 長岡京市 長岡京市久貝２丁目１５６ 飲食店

京・洛西　ぶへい 長岡京市 長岡京市井ノ内小西４８１ 飲食店

ステーキ割烹　四季 長岡京市 長岡京市井ノ内頭本４番地の８ 飲食店

うお寿 長岡京市 長岡京市今里２１７８ 飲食店

スズキ販売　長岡京 長岡京市 長岡京市今里彦林４５ サービス

肉のしげくに 長岡京市 長岡京市今里舞塚１２７ ショッピング

日本料理　竹茂 長岡京市 長岡京市八条が丘２丁目６５ 飲食店

ヘアーポケット絵馬 長岡京市 長岡京市友岡３４２３ サービス

徳島仏壇センター 長岡京市 長岡京市天神１丁目２２７ ショッピング

雑貨屋　ブリリアン 長岡京市 長岡京市天神１丁目８１５ ショッピング

味楽園 長岡京市 長岡京市天神５丁目１５１ 飲食店

食彩　みろく 長岡京市 長岡京市東神足１丁目３１０ 飲食店

ヒサ 長岡京市 長岡京市柴の里１１８ 飲食店

株式会社杉本モータース 長岡京市 長岡京市滝ノ町１丁目１１１５ サービス

呑喰空間　にし田 長岡京市 長岡京市神足２８４１ 飲食店

小川食品工業株式会社 長岡京市 長岡京市神足四反田１３ ショッピング

車検のコバック１７１　長岡京店 長岡京市 長岡京市神足麦生１２ サービス

ロビンガーデン 長岡京市 長岡京市粟生北野１０ ショッピング

京料理　いっぷく亭 長岡京市 長岡京市粟生川久保３番地 飲食店

ケーキハウス　ニルス 長岡京市 長岡京市野添１丁目１６６ 飲食店

チクロ　イプシロン 長岡京市 長岡京市野添２丁目１０１７　１Ｆ ショッピング

仙石石油 長岡京市 長岡京市長岡１４３４ ショッピング

焼き肉の大拙　長岡京本店 長岡京市 長岡京市長岡１丁目１１２ 飲食店

重田フトン店 長岡京市 長岡京市長岡２１２ ショッピング

岩田呉服店 長岡店 長岡京市 長岡京市長岡２２４５ ショッピング

Kaguyahime cheveux sur 長岡京市 長岡京市長岡２３９Ｇｏｏｄ　Ｍａｎｓｉｏｎ
１Ｆ サービス

ミントハウス 長岡京市 長岡京市長岡２丁目２２の２７グランドール長
岡京　１階 ショッピング

とんぼ 長岡京市 長岡京市開田２丁目７２ 飲食店

洋食屋　ＡＫＩＲＡ 長岡京市 長岡京市開田３８１１藤田興産１Ｆ 飲食店

有限会社モードショップ　スギノ 長岡京市 長岡京市開田３丁目２３３ ショッピング

天文 長岡京市 長岡京市開田３丁目３１４ 飲食店

株式会社　文京堂書店 長岡京市 長岡京市開田３丁目３１４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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小川食品工業㈱直売店 長岡京市 長岡京市開田四丁目８１長岡中央第１ビル１０
３ ショッピング

リカーマウンテン長岡京店 長岡京市 開田１－１７－３８ ショッピング

KITH 長岡京市 開田２－９－２２　ラルジュ天神通り　１Ｆ サービス

BEEZ本店 長岡京市 開田３－１１－３６　１Ｆ サービス

CREATOR’S SPACE N 長岡京市 開田４－１－９ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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